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１．はじめに

（1）私と日韓
30歳代半ば頃、上越教育大学附属中

学校に在籍していたとき、当時の学長か
らの指示で、韓国放送公社（KBS）の取
材を受けながら日韓関係の授業を行った。
当時は1990年代であり、1982年に歴史
教科書問題が話題になってまだ日が浅い
時期であったので、韓国のテレビ局がやっ
てくるということで身構えた。１週間ほど、
社会科の同僚と夜も寝ないで準備をした。
準備をしながら、「こんなに慌てて準備し
なければいけないとは情けない。子どもた
ちの前で授業をしていたこの10年間は何
だったのか」と深く反省し、もっと勉強しな
ければいけないと感じた。

そのご褒美として、学長から韓国に連
れて行ってもらった。日本の歴史教育研
究者の代表者として学長がシンポジウムに
登壇し、披露した歴史認識について、厳
しい激論が交わされた。しかし、その後
の懇親会では、あれだけ激論を交わして
いた皆さんが仲良く酒を酌み交わしている
姿を見たとき、私が日本で聞いていた歴史
認識の戦いとのギャップにショックを受け、
さらにしっかりと勉強すべきだと気付かされ
た。

その後、上越教育大学附属中学校で
韓国の中学生とホームステイを含めた交
流が始まり、約20年間続いた。私も2000
年頃、いわゆる江戸時代の韓流ブームと
いわれていた「通信使」の教材化を図り、
日韓の子どもたちに共通の教材を活用し
て授業を行った。自分自身、日韓の交流、
相互理解について学び、それを実践研究
として公にし、研究を継続してきた。今も

日韓の国際理解教育に関する研究が続
いており、いろいろな成果と課題がある。
マスコミ等で間接的に見聞きしていること
と実際の交流は違うので、できるだけ直
接交流する意味があることを切実に感じて
いる。

（2）私と日中
21世紀に入ってから、中国に関心を持

ち始めた。北京でちょうど反日デモが起
きているときに国際理解教育に関する学
会があり、迷ったが行くことにした。北京
の大学の先生方に温かく迎えていただき、
「北京での200人規模の反日デモは、人
口比でいうと日本では20人規模といえる。
過激な反日運動をしている人たちは、北
京でもちょっと違った立場の人たちだ」とい
う話をされた。マスコミ報道を通じて形成
される感覚的なイメージと、現地の方々が
実際にどういう気持ちでそれを見ているの
かということの違いを、現地で感じてきた。

北京の会議で、北京のある教員から次
の発言があった。
「私の小さな娘の話をします。娘はマン

ガのドラえもんに描かれている日本の子ど
もたちのイメージから、日本人は子どものと
きはいい子なのに、大人になると、どうして
ああなるの？�と質問します。」
「ああなる」とはテレビに出てくる日中戦

争時代の様子だ。マスコミやマンガからし
か日本の情報を受け取らない子どもにして
みれば、『ドラえもん』に出てくる子どもたち
と日中戦争時代の日本人が一直線上にあ
るだろうことも、経験上、分かってきた。

10年前、北朝鮮国境の町を研究調査
で訪れたとき、脱北者の家族がまさに川を
渡っていて、それを中国側が救出している

シーンを目撃した。目の前で起きていること
と、マスコミ等で話題になっていることが
繋がった瞬間だった。この先、中国につ
いて研究するにしても、もっと事実を極め
ていく必要があると感じた。

（3）私と東アジア
中国への足がかりのヒントを与えてくれ

たのは、北京師範大学の姜英敏先生だ。
韓国にも親族がいて、中国で生まれ育っ
た優れた教育研究者である。筑波大学
に留学経験があり、日本語、韓国語、中
国語をすべてマスターしている。その姜先
生から「日本人にとって中国を理解するの
はハードルが高いだろう。朝鮮半島を通じ
て中国を理解してはどうか」という提案が
あった。これを聞いて教育研究上の迷い
が消え、未来が見えてきた。

日本学校教育学会では、東アジア学校
教育スタディツアーを継続的に実施してい
る。主に学校現場を回るものだが、韓国、
北京、台湾、上海、シンガポール、タイに
共通している課題が見えてきた。どこの国
もグローバル化に向けて、国家を挙げて
かなり強烈な底上げを行っている。韓国
は、20世紀末のアジア通貨危機によって
経済が非常に困窮し、そこからグローバ
ル化に大きくシフトする時期に入ってきた。
北京、台湾、上海などは、少子化政策を
とり、あるいは社会的に少子化にならざる
を得ない地域である。これらの地域の親
は、「借金してでも子どもに高い教育を受
けさせたい」という願いをもつ。子どもにす
ると、それが時にはプレッシャーになり、ひ
ずみが出てきている。これは東アジア全体
の課題でもある。

実は、今年の私のゼミ生20名のうち8名
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は残念ながら完全な一致点は見出せず、
両論併記で報告された。それに携わった
日韓の歴史学者に聞くと、ものすごいバト
ルがあったそうだ。それぞれが国家の枠
組みを背負った上での歴史認識について
の議論なので精神的にも疲れる一方、ど
れだけ前進したのかについては明確な答
えはなかった。

そこで、次に期待されたのが教室の子
どもたちだ。2000年代のことで、多様な
教育研究交流が進んでいった。いわゆる
歴史だけではなく、例えばコミュニケーショ
ン、クラスのいじめの問題など、教室と教
室、あるいは先生同士が手を結んでいこう
と動いていった。

（3） 日韓相互理解に関する教育研究
と教育実践

北京大学で行われた歴史学の対話集
会に参加したことがある。そこで、中国の
歴史学の第一人者と日本の歴史学の権
威者が議論している場面に出くわした。議
論の内容をよく聞いてみると、学術的・教
科書叙述の検討が中心で、その議論は
当然のことながら、専門化・細分化されて
いる。他方、日韓、日中韓の教育現場で
起こっている歴史教育上の諸課題は臨床
的・複合的だ。
日本の子どもたちの多くには、歴史を学

ぶ意義を感じてもらうことからスタートし、そ
の上で日本と東アジアの関係に入ってい
かないと、なかなかうまくいかない。結果と
して、多方面からのアプローチが必要だ
という結論に行きついた。今は歴史教育
を中心にしながらも、いろいろな角度から
迫ろうと努力している。

（4） 歴史教育実践（国際理解教育の
実践）と教師教育

10年前に「中学校社会科教師における
歴史認識に関する実態調査」を行った。
調査対象は新潟県100カ校の中学校社
会科教員、鹿児島県100カ校の中学校の
社会科教員。質問方法は紙調査法（無
記名）で、約40％の回収率で157名から
回答があった。
「これまで、ご自分が教えてきた歴史教

育を振り返り、どのように思いますか」の問
いに、もっとも肯定的に捉えられている答え

出してきた。ところが、日本側は領土問題
について明確に意思表示できない、ある
いは説明できない。また、領土問題に限
らず、日韓の歴史について関心をもつ学
生は少なかった。

他方、韓国の若者は日韓の歴史につい
て、多く語れる。いろいろな理由があると
思うが、当時、大学入試で「国史」は必
須科目だった。「国史」の近現代史の部
分は対日関係がかなり入ってくる。入試に
も出題され、マスコミでも常々報道されて
いるので、韓国と日本の若者の歴史認識、
あるいは歴史への興味・関心には極めて
大きな開きあり、そこをなかなか乗り越えら
れない。

歴史を学ぶ意味や意義を子どもに理解
させるのは、プロの教師でも大変だ。高
校入試と大学入試に歴史があれば少しは
勉強するが、放っておけば子どもはなかな
か歴史に興味を持ってくれない。私も実
際に韓国の中学生と大学院生に、ほぼ日
本と同じ学習内容で授業をしたことがある
が、反応は韓国の若者の方が明らかに
上だった。私が日本からやってきたゲスト
ティーチャーであったことを割り引いても、
歴史を見る眼差しが根本的に日本と韓国
では違うように感じた。

（2） 日韓の学校教育における日韓相
互理解に関する教育の現状

歴史教育研究を含めた歴史学研究に
は、大きな流れがある。1982年にいわゆ
る歴史教科書問題が起こり、歴史学ある
いは歴史教育研究者が歴史教科書研究
に取り組み始めた。その前の1975年に日
韓の歴史学研究者が対話を始めている
が、それが本格化するのが1982年から
だ。そして21世紀にかけて、共通教材の
作成が行われ、2002年5月から日韓歴史
共同研究が開始された。この共同研究
は、2001年10月に行われた日韓首脳会
談において、歴史教科書問題に関連した
正確な歴史事実と歴史認識に関する相
互理解の促進が重要であり、そのために
専門家による協議の場を設けることで一致
したことを踏まえてのものである。

いわゆる有識者、日韓の歴史学の大家
が研究成果を持ち寄ってまとまったものを
発表しようとしたが、重要な部分について

が中国からの留学生だ。その8名のうち6
名が日本あるいは中国の民間企業への就
職を希望している。彼らがいることによっ
て、その他12名の日本人と私自身には非
常に勉強になっている。彼らは授業の内
容について普通では言いにくいことを言っ
てくれ、存在感を発揮している。日本の学
生たちも中国の学生たちと共に学び、グ
ローバル化の一端を学んでいる。

２． 日韓の相互理解を目ざした
研究

私の研究テーマである「歴史教育研究
－日韓中の国際理解教育」は、科学研
究費で過去10年間ほど継続的に支援を
もらっている。国内外の研究者・実践者と
協力しながら、日韓、あるいは日韓中で時
代ごとの課題を研究テーマに盛り込みつ
つ進めてきた。そのキーワードになるのが
「歴史認識」だ。

（1） 学生間交流における歴史認識問
題－友人関係のアプローチ

韓国の若者が友人関係を結ぶとき、「プ
ライバシーに踏み込む。友人を丸ごと理解
したい」という傾向がある。ところが、日本
の若者に共通するのは、「ある程度の距
離を保ちつつ、友人関係を結ぶ」という傾
向だ。韓国の若者は初対面でも、相手の
年齢や家族のことを聞く傾向がある。大
学生になると、ガールフレンドやボーイフレン
ドの有無やさらに踏み込んだ内容まで聞
いてくる。事前に指導されているにもかか
わらず、だいたいの日本人学生はそれで
戸惑ってしまう。韓国の若者は、「日本人
にはシャイな人が多く、人間関係を育むま
で慎重である」という事前指導は受けては
いるが、習慣でついストレートに聞いてくる。
最初の出会いで、双方の価値観がぶつ
かり合い、どうやって付き合っていけばよい
のか、困惑する若者がいる。

それはそれで、異文化を理解するアプ
ローチにはなる。しかし、せっかく仲良くなっ
ても、中学生にも大学生にも共通するの
は、歴史問題が出てきた途端、場が凍る
ことだ。ある日、大学生でディスカッション
の場を設け、教育について話をしていた
時、韓国の大学生が領土問題の話題を
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さらに、今後の日韓の相互理解に向け
た日本側の提言として、次のようなものが
あった。
①歴史教育の内容
「過去の事実をきちんと教えるべき」、

「戦後の日韓関係を丁寧に教えるべき」、
「近現代の日本の歩みは東アジア史の中
では極めて異質で、日本がむしろ東アジア
から多くのことを学んできたことを教えるべ
き」というものがあった。
②歴史教育の方法
「教えるための資料の充実が必要では

ないか」という意見があった。もちろん、教
科書はその都度全力を尽くして編集され、
出版されている。しかし、1年経てば社会
情勢は変わってくる。子どもの発達段階、
地域によっても見方、考え方が違うケース
もある。そういう時の補助的・客観的な資
料として、現在いろいろなものが使われて
いる。

例えば、ICTの発達により、インターネッ
トの利活用が盛んになっている。しかし、
ネット上に氾濫している情報を使う場合は
非常に難しい問題もある。また、NIE（教
育に新聞を）として新聞記事の記述を比
較していく授業パターンもある。先生方自
身がもっと工夫すべきではないかという意
見も出てきた。「歴史に登場する人物の
心情の考察も有効ではないか」という意
見、韓国の立場から見た日韓の歴史を理
解していったらどうかという提言もある。
③教員の資質向上

教員の資質向上について指摘している
先生もいた。少数だが、「社会科の先生
はもっとしっかりしないといけないだろう」と
か、「学校内で交わされている意見で、ア
ジアに対する偏見をもつ教員が非常に多
い」という、教員の資質向上に関する指摘
もあった。
④日韓の対話
「歴史教育交流の対話をもっとしっかり

やってほしい」というのはもっともな意見だ
と思う。こうしたものに期待はするが、再
三出てくる歴史の問題にどこかでピリオドを
打ってほしいという意見や、マスコミで騒
がれる度に授業が難しい状況になるという
ことへのいら立ちのような意見もあった。

私たちも、先生方のこのような意見を少
しでも解消し、反映できるような研究、カリ

この方は、中学校の社会科の教員だが、
それでも日々悩んでいる、という素直な悩
みを挙げている。さらに、「加害者日本・
被害者韓国の構図が強すぎると、現在及
び未来の日韓関係を構築していく際、対
等なパートナーシップを考える際の弊害とな
る可能性があるのではないか」という意見
をもつ先生もいた。

多くの先生方が悩まれていることだろう
が、「北朝鮮の現状と歴史、韓国とのか
かわりをどのようにとらえ、生徒に教えるか
について苦悩している」。実は韓国側の
歴史教育者の中にも、同様の感想を持っ
ている方がいるようだ。中学校の歴史教
科書を見ていただくと、朝鮮半島でずっと
来て、突然、北朝鮮の記述が欠落する。
朝鮮戦争後の韓国と北朝鮮の扱いは非
常に難しくなってきている。
③マスコミ、地域、保護者、生徒

マスコミ、保護者、生徒との関係につ
いては、「反日感情も含め、朝鮮半島の
情報を鵜呑みにしてしまっている子どももい
る」。もちろん、教員自身もそうだろう。そう
した中で、どういう授業を構成したらいい
かということにも迷っている。

地域や校区の情勢もさまざまだ。例え
ば、九州のある町では半分の子どもが韓
国にルーツを持っている状況で、日本の教
科書の内容をどう教えていくか。新宿の大
久保周辺の小中学校でも同様のケースが
ある。

は、「受験があること」だった。入試を意
識しながらも「民主主義や平和の歴史を
教えること」を心掛けていたという先生が
非常に多かったことには、私自身、非常に
救われた（表1）。
「日本と韓国の相互理解のための歴史

教育・歴史教育研究の方途として重視す
べきこと」の問いには、「歴史の見方・考
え方をはぐくむ歴史教育」が最も多かった
（表2）。

自由記述の回答の中にも、注目すべき
記述が何点か挙がってきた。10年前の調
査だが、今のこの時代でも同様の答えが
出てくるのではないだろうか。
①教科書叙述
「自虐史観的記述があるのではない

か」というコメントを寄せてきた先生がいた
一方、「日本の過去、過ちをきちんと記述
すべきである」という意見もあった。凡そ、
この二通りの意見が寄せられた。「教科
書には明確に書かれていないのではない
か」という捉え方の先生もいた。その他、
先生方自身が自信を持っていない、教科
書に書かれていることを子どもたちに自信
を持って語れない、という先生方の本音も
書かれていた。
②歴史教育実践

1910年の日韓併合、1945年の日本の
敗戦までをどう教えたらいいかについて、
教科書には断片的に出ているが自分なり
の考えがまだ持てない、という先生がいた。

 

 

 74 70 12 0 
 59 84 14 0 

 57 78 19 2 
 46 87 21 3 

 61 71 23 2 
 

 

 80 68 4 0 
 69 75 5 3 

 72 70 9 1 
 59 71 18 4 

 47 81 21 3 
 

表1　歴史教育についての日本の中学校社会科教師の肯定的評価

 

 

 74 70 12 0 
 59 84 14 0 

 57 78 19 2 
 46 87 21 3 

 61 71 23 2 
 

 

 80 68 4 0 
 69 75 5 3 

 72 70 9 1 
 59 71 18 4 

 47 81 21 3 
 

表2　日本と韓国の相互理解のための歴史教育・歴史教育研究の方途として重視すべきこと

ERINA REPORT PLUS No.137 2017 AUGUST



セミナー報告

62 ERINA�REPORT�PLUS

キュラム・教材開発を行っていこうとしてい
る。

3． 日中韓の相互理解を目ざした
研究

一つの大きな流れとして、2007年、札
幌で行われた日中韓のワークショップがあ
る。韓国のユネスコから資金が出て、日
中韓の有識者、教育現場の先生方が2
泊3日の合宿をし、子どもたちのための教
材を作ろうとスタートした。一般に、小中
学生が世界を理解するために、住居・食
物・衣服・音楽など3Fs（Fashion、Food、
Festival）からスタートしていこうとするの
は、決して悪いことではない。ところが、
3Fsを理解した後の広がりがない。修学
旅行、ホームステイ等の行事を組み込み
ながら、世界の子どもたちとの交流をなん
とか学校教育に持ち込もうという努力して
いるが、一般的な授業単位では、ここま
でが限界だった。

そこで2009年から、学校教育の場でこ
の3Fsを乗り越えていくような教材、カリキュ
ラムを作っていこうという研究が3カ国でな
された。現在行われているのが、「異己
理解共生プロジェクト」（2014年～）だ。
文部科学省から引き続き研究費（科学研
究費）をいただき、研究を進めている。実
は、姜英敏先生の研究が異己理解の根
底になるものとしてこの10年間進められて
おり、これが合流して現在に至っている。

（1）教材作成のためのアンケート調査
日本の上越教育大学附属中学校1年

生119名と同志社香里中学校1年生80名
（2011年12月～2012年1月）、韓国の京
畿道・富川市カチウル中学校�1年生�200
名（2011年12月15～20日）、中国の牛舎
山一中実験学校7年生93名と北京十二
中学校7年生69名（2011年12月）で、教
材作成のためのアンケート調査を行った。
「狭い道なのに、道の真ん中を歩き、反

対方向から人が来ても自分からよけない人
がいます。あなたはどう思いますか」という
質問では、中国、韓国に比べ、日本の子
どもたちに「許せない」傾向が強いことに
注目できるかと思うが、「気にならない」と
いう子どもも若干いた。

これが国ごとの傾向の仮説になるだろう
と思っていたところ、京都と上越の子ども
たちを分けると、上越の子どもたちの65％
近くが「許せない」なのだが、京都の子
どもたちは32～33％だった。つまり、国と
いうより地域や学校によって違うように思え
る。考えてみると、この調査は12月に行っ
た。上越と京都の子どもたちのこの時期
に対するイメージ（道路が雪に閉ざされて
いるか否か）には違いがある。日本はこう
だ、中国はこうだ、韓国はこうだというデー
タを出すこと自体、かえって誤解を招くだろ
う。ましてや、十数億の人口を有する中国
の、北京の一部の中学校だけを取り上げ
たところで、何の意味があるだろうか。こ
れは「誤解や偏見を持ってはいけない」と
言うときに使うべき資料ではないかというこ
とで、教材としては課題が少なからずある
ことが確認された。

私の聞く限り、中国や韓国では、たとえ
相手が友人や先生であっても、自分の意
見をしっかりと言うことが是だと教育してい
るそうだ。「授業中、あなたの意見と友人
の意見が対立したとき、あなたは自分の意
見をきちんと主張できますか」という質問で
意外だったのは、韓国の子どもたちの答え
だ（「できる」が20％未満）。韓国側からは
「田舎と都市部では違う」という意見が出
た。地域性や学校による違いがあるので、
データそのものを取り直すべきだという意見
もあった。
「あなたは友人がよくない言動をしたと

き、きちんと忠告することができますか」と
いう質問に対しても、個人差があるだろう
し、学校や家庭での指導の違いもあると
いうことが、確認された。

（2）主な学習活動
日本と韓国の大学生が次のようなものを

ビデオ教材にして、日本と韓国の小学校
で実践した。
・　�「授業中、友人があなたの筆箱の中か

ら黙ってボールペンを取り出し使い始め
ました。そうした行為についてあなたは
どう思いますか」について考え、発表す
る。
A�友人であっても失礼である
B�いやな気持ちがする
C�ほとんど気にならない

D�友人であれば当然である
・　�自分の考えと、その判断理由について

説明する。
��また他の生徒の判断とその理由を聞
き、自分と異なる考え方があることを再
認識する。

・　�教師の提示した資料（3カ国のデータ）
を見て日本、韓国、中国の生徒の考
え方を知る。

（3）成果と課題
日本の子どもたちの答えの大半はA か

B で、予想される範囲だった。ところが、
韓国の子どもたちはAとBを選択した子
どもは少なく、CとD が日本より多いという
結果が出た。中国と韓国からは、「日本
人は他人のものと自分のものを区別して友
人関係を狭くしているのか」という質問が
来た。日本の子どもたちは、中国あるいは
韓国に「そんなにいい加減でいいのか」と
いう問いかけをしてくる。相手の人となりが
分からない中での紙上討論なので、結構
厳しい意見が出てくる。

私たちが「3カ国の価値観で括れるだろ
う」と思っていたところ、実際にはそれぞ
れの国の中でも、都市部と農村部、ある
いはグローバル化の影響を直接受けてい
る学校とそうでない学校とで違う結果が見
えてきた。日韓中で一括りにしてデータ提
示をしていくのもなかなか難しい、というこ
とが見えてきた。その成果を『日韓中でつ
くる国際理解教育』という出版物で、公表
した。

その中に、韓国、中国、日本の地図を
使用して学ぶ教材があった。地図中の地
名表記をどうするかを、三カ国の研究者
で真摯に検討した。例えば、それぞれ自
国の児童・生徒に学ばせるための教材とし
て、三カ国の共通教材とする場合の表記
の方法についてなど、非常にデリケートな
問題であることを改めて確認することがで
きた。

（4）「異己」理解・共生授業プロジェクト
三カ国の教材をつくることは、最後の

最後で乗り越えられない課題があり、なか
なか難しいことが再確認できた。それで
は、次にどうすればいいかと慎重に検討し
た。2014年、日本国際理解教育学会・国
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際委員会で、「異己」という概念を使うこ
とによって、東アジアの問題や目の前の自
分たちのクラスをより良いものにできるので
はないかという提案があった。「異己」と
は、「価値多元化社会において異なる価
値観や立場を持つ相手」を意味し、「異
己」を理解することで個人間、国家間のコ
ンフリクトを解決していけるのではないかと
する、一つの仮説である。その授業実践
の場面では、日常の生活習慣や価値観
について日中韓の小中高校生、大学生が
対話を行い、逆転した価値判断基準を持
つ集団がいることに気付き、その人たちの
考え方を理解すると同時に、普段当たり前
と思っていた自分の考え方を問い直してい
く、というのが目標だ。

（5）「異己」との対話
授業は、クラスの中にも自分とは違う価

値観を持つ仲間がいる、ということからス
タートする。その人とまず話をする。例え
ば、小学3年生と6年生では、発達段階
が違うため、集団の価値判断基準が異な
ることがある。その価値判断基準が異な
る3年生と6年生とが対話を行う。それか
ら国境を超える。例えば、小学校の社会
科の授業でよくやる方法だが、子どもたち
がインターネットを介して対話をする。そうい
う形で集団外の異己の認識をし、対話を
していく。

その先が非常に難しい。集団の中での
対話を通じて共生に向かっていく。将来
的に、そういう人たちと共に生活する、あ
るいは同じ地域で生活をする、同じ職場
で仕事をするということを想定したとき、少
なくとも義務教育の段階でも、そうした資
質・能力の育成に着目した教育活動が必
要であろう。そのうちの一つを紹介したい。

異己理解・共生のための授業
【シナリオ】

武（たけし）さんと毅（つよし）さんは、中
学生です。二人は2年1組に所属し、とて
も仲のよい友人です。二人が在籍する中
学校では、2年生になると、修学旅行に出
かけます。今年は、2泊3日の日程で東京
に行くことになりました。
【場面1】

修学旅行の1日目の夜のことです。たけ

しさんとつよしさんが、夜の自由時間のとき
に、部屋の中で、家から持ってきたお菓子
（おやつ）を出して食べてよいことになりま
した。それぞれのおやつを出して楽しく食
べ始めました。つよしさんは、自分がもって
きたチョコレートを出して食べようと思いまし
たが、トイレに行きたくなり、部屋から出てト
イレに行きました。しばらくして、部屋に戻っ
てきたら、つよしさんが出しておいたチョコ
レートが全部なくなっていました。つよしさ
んは、困った顔をして、たけしさんに「ぼく
のチョコレート知らない」と聞きました。する
と、たけしさんが、「ぼくが好きなチョコレー
トだったので、みんな食べたよ」と言いまし
た。
【問1】

たけしさんの行動についてあなたはどう
思いますか？　次の項目から自分に当ては
まると思われる答えを選んでください。
A��ぜんぜん気にしない。仲良しなのであ

なたのもの、私のものと区別する必要
がない。

B��少し違和感はあるけど、問題にしない。
二人の関係にも影響がない。

C��あまりいい気持ちではない。今度またこ
んなことがあると困る。

D��不愉快、たけしさんの行動は理解しにく
い。今後いい友だちにはしないほうがい
いと思う。

E��その他

日本の子どもたちの多くは、「許せない」
という選択をした。北京では、「そんなこと
で友達関係を崩すのは、逆に心が狭いの
ではないか」と批判する。そのまま放って
おくと決していいことはないので、数時間
かけて共生に向けさせていく。

最近、変化が見られた。子どもたちが
だんだん言葉を選び始めた。顔も名前も
分からない相手に対して、「こんなことを
言って、相手を傷つけないか。少し、表
現を変えてはどうか」という意見を表出す
る小学4年生が現れたのである。異なる
価値判断基準をもつ相手に、どのような対
話をすべきか考えようとする姿が見られるよ
うになったことは、今後の教育実践研究
の大きな手掛かりとなった。

4．多文化共生社会

今までは、外国人や留学生が日本に
やって来た段階でかなり摩擦が起き、この
人たちを何とか救おうということで研究や
教育的配慮が行われてきた。それが最近
になって、マジョリティと言われるホスト側が
コンピテンス（気付き、知識、スキル）を身
に付けるべきだ、いわゆる受け手が努力
すべきだ、という研究が進められてきてい
る。

例えば、異文化交流には①言語への
対応、②習慣への協力、③異質さへの
寛容、④交流の工夫、⑤約束の履行、と
いうソーシャルスキルが必要だという提案
がなされている（中島・田中、2008年）。さ
らに、例えば韓国との関係で、学級活動
などで日本なりのソーシャルスキルトレーニ
ングが流行っている。これは、交流や実
践を通じて相互浸透させていくという試み
でもある。普段当たり前にやっていた学級
活動の方法や教育観を変えなければなら
ない。これは先生方にとっても結構つらい
営みである。

5． 新しい学習指導要領－知識
基盤社会・グローバル化に向
けて

新しい潮流としては、「主体的・対話的
で深い学び」、いわゆるアクティブラーニン
グの学習手法が推奨されている。国境を
越えた対話を促していく学習がこれから推
奨されていくので、まさに時流に乗るという
か、こうした学習プログラムをもっと開発す
べき時代に入ってきた。

現在の教育にESD（持続可能な開発
のための教育）はかなり浸透してきている
が、さらに2030年に向けて「持続可能な
開発のための2030アジェンダ」が組み込
まれてくる。17のゴールが設定され、国政
や教育にそれが浸透していくことが期待さ
れている。例えば「目標4：すべての人に
包摂的かつ公正な質の高い教育を確保
し、生涯学習の機会を促進する」ことが
国際公約で宣言されている。こうしたこと
も踏まえ、異文化コミュニケーションも当然、
今後さらに推奨されていくことだろう。

結果的に、東アジア3カ国がこの「アジェ
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ンダ2030」に向け、さらに人間として共通
の課題である「平和と幸福の追求」、「自
立」に向けて協力が進んでいく。コミュニ
ケーションを基盤にしつつ、異己と自分と
の関係、理解不能な他者との共生へのア
プローチの仕方といったものが、これから
の東アジアの教育の課題であろう。

＜質疑応答＞

Ｑ．韓国の歴史教育はどのようになってい
るか。

Ａ．高校と中学校の歴史教科書は、長
い間、国定教科書だった。最近になって、
日本と同様な検定教科書が認められた。
これは、多様な歴史教育を認めていこうと
する潮流だと考える。現在韓国で使用さ
れている検定教科書のすべてを分析・検
討したわけではないが、日本の植民地支
配について、当時の国内情勢や東アジア
情勢、日本との関係が詳細に記述されて
いる。また、朝鮮半島が分断された歴史
的経緯や現状について、当然ながら丁寧
な記述が確認される。日本の歴史教育実
践は、学習指導要領を踏まえ、教科書の
内容を手掛かりに、教室内で対話をしな
がら歴史認識を磨き合おうとする教育実践
もある。また、日本の歴史教科書は各社
が切磋琢磨している関係で、記述内容や
図版等に特色が見られる教科書もある。
今後、多様な歴史教育実践の可能性が
予見される。

Ｑ．「チョコレート」の例のように、自分の
基本的な考え方が相手のものと違うとき、
どう噛み砕いたらよいだろうか。

Ａ．子どもたちは、議論を戦わせながら、
たかがチョコレートかもしれないが、所有に
ついて日中韓でかなり決定的な違いがあ
ることを認識してきた。異なる価値判断基
準をもつ集団があることを知った時、教育
では自分の価値観や価値判断基準につ
いてまず理解し、次にどうして相手がそう
いう価値判断基準を持つのか、その背景
を理解するトレーニングをする。そして、将
来的に「理解不能な他者」と共に仕事を

したり、社会の仕組みをつくったりしていく
必要があるとき、どうやったらそれができる
かというトレーニングをしてもらおうということ
だ。実際に小中学生が「共生」まで到達
する実践研究は、今までない。相手のこ
とを全部理解して受け止め、気持ちよく一
緒にやろうということは、教育の理想であり
目標でもある。これが達成できたとしたら、
学校内はいじめが減少し、温かく思いやり
のある空間になるだろう。いかに折り合い
をつけながら、少しでも皆が居心地のい
い空間をつくっていこうというトレーニングが
出来るのではないかという挑戦を今、して
いるところだ。

Ｑ．中国、韓国の歴史教育に客観的な
正しさがあるかは疑問だ。そういう教育の
中で、日中韓の差が出たとき、日本側が譲
歩するのが本当の友好なのだろうか。ま
た、日本に移民が来た時、「チョコレートと
友情とどっちが大事なんだ」という人たち
が職場で他人の物を盗ったりすれば、日
本の職場は混乱をきたすだろうし、治安の
低下にもつながると思う。

Ａ．まず、どこの国の歴史が正しいとか、
どちらの歴史認識がよいかについて、私
は述べてはいない。例えば、中国は多民
族国家であり、民族に着目すると多様な
歴史が存在する。この場合、中国のどの
歴史が正しいのかは分からないし、判断
すべきものではない。また、そうした多様
な歴史を子どもたちの学びの場に持ちこむ
ことは、考えていない。韓国の歴史につ
いても、書かれているものをそのまま日本に
もってきたところで、意味があるかどうか疑
わしい。ただし、一つの歴史的事象につ
いて子どもたちが多様な見方を身に付け
ていくことが、社会科教育に求められてい
る。多様な歴史認識の存在と歴史認識
の現状を学ぶ場で、多様な歴史像を活用
してもよいのではと考える。また、教育の
場では多様性が豊かな教育を生み出すこ
とがある。そうした意味で、日中韓のどの
国の歴史が正しいのかを判断することが
主たる目的ではないことを、ご理解いただ
きたい。

中国の「異己」という概念には「政敵」
という意味合いもあるそうだ。そうすると、

異己はどこかに行ってほしい、消したいぐ
らいだというニュアンスもあるしれない。他
方で、異己がいるからこそ私たちがいる、
緊張感を持っていられる可能性がある、と
いうことで教育の中でチャレンジをしてい
る。アジアは日本にとって「鏡」だという言
われ方をしている。中国や韓国を鏡として、
自分たちの姿を照らし合わせたとき、自分
の姿がよく見えてくる。異己を使うことによっ
て、自分の価値観に気づいた上で、価値
観の違う人たちとどう付き合うかを考える機
会にしていけたら良いのではないか。今
はいろいろな職場があって、敢えてそうい
う方 を々雇っているところもあると聞いてい
る。そういう方 と々コミュニケーションをとっ
ていくとき、少しでも知恵が出てくるのでは
ないかという可能性を信じて、教育研究
で取り組んでいる。

一点、補足がある。チョコレートの例は
修学旅行で、和気あいあいと友人同士で
楽しんでいる特別な空間での出来事である

（修学旅行・友人）。そうした空間と一般
社会の事例を比較すると、チョコレートの
実践事例で取り上げている本質的な部分
が見えなくなると考える。

Ｑ．日本にはどちらかというと「察する」と
いうところがある。先生の「異己を認める」
という話では、西洋文化でいうディベートを
イメージした。そうした文化が進んでいる
国だと、成果を求めるためにロビー活動み
たいなものが同時に起こってくるが、日本
は今までの教育からすると、そのあたりが
苦手なイメージがある。それを変えていくの
にディベートやリテラシーという言葉が使わ
れてきたと思う。今後、「議論は戦わせて
も相手を受け入れる」という成果を出して
いく教育に変わっていくには、どのぐらいの
時間をかける必要があるとお考えか。また、
それが今、主力の方向になっているのか。

Ａ．私も欧米で学校教育を見てきたが、
多文化、ジェンダー、多様性が当たり前で、
多言語、多宗教が一つの教室の中で具
現化されていて、「異己」などと言わなくて
も、子どもたち自ら見事にコミュニケーショ
ンをやってのけている。そういうところで揉
まれている若者たちと、「察する」文化で
育ってきた子どもたちが対峙したときに大
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丈夫なのか、という心配がある。これは外
へ出たときの心配だ。他方、日本ではまだ、
1人の先生が30～40人の子どもたちを相
手に、多様性や国際理解、文化について
精一杯やっている中で、何とかできないか、
ということからスタートしている。

ディベートやその文化については、自分
たちが当たり前だと思っていたものと違う
文化が多様に存在しているという感覚を、
いつまでに、どうやって身に付けなければ
いけないか、に尽きるかと思う。グローバ
ル化というと外にばかり向きがちだが、「内
なる国際化」は20、30年前から言われて
いて、実は学校教育がいちばん遅れてい
る。先ず先生方がそうした感覚を身に付
けて、それができたら子どもたちにも風穴
を開けてもらい、無理のない範囲で一歩
一歩進めていく、というのが大事なのでは
ないか。

私は「グローカル」という言い方をよくし
ている。地域と世界は繋がっていて、先
生方自身が世界と繋がることの必要性を、
常に説いている。例えば、私の研究室か
ら巣立ったある新任教員から、「30人の
クラスの中に数名の外国につながりのある
児童がいる。子どもと保護者とのコミュニ
ケーションが十分にとれない。また、その
子どもの文化的背景、言葉、保護者の思
いを先生が理解して教室に行く必要があ
るにもかかわらず、対話の仕方、子どもの
理解の仕方を大学時代に学ぶ機会がな

かったことで、毎日が厳しい」という悲鳴
が聞こえてきた。世の中では教育界が一
番遅れているかもしれない。

Ｑ．「チョコレート」の授業で、子どもたち
は最後にどういうことを導き出したのか。先
生がファシリテーターのような形で収束させ
たのか、子どもたち自身が自発的に解決し
ようとして導き出したのかを知りたい。そし
て、そうした若者たちが育っていくとき、地
域や大人たちがどのような見方をすること
が求められるだろうか。

Ａ．授業はまだ進行中だ。クラスでの討
論形式で行い、小中学校の道徳の授業
でよくやるように、先生が児童・生徒の価
値観を引き出し、ぶつけ合わせながら、
討論させ、最後はまとめていく。今回は、
「チョコレート」の例も含めたいくつかのカ
テゴリーに分かれての東アジアの中での
対話（紙上討論）だ。子どもたちにしてみ
ると、相手の顔、名前が分からない中で
のやり取りなので、かなりきつい討論も交わ
された。それにもかかわらず、修正しなけ
ればならないのではないか、こういう言い
方をすれば相手が傷つかないかもしれな
い、という子どもたちが出てきたことは大き
な収穫だった。それは、その学級の子ど
もたちが、日常生活の中でいろんな人たち
に対して配慮ができる集団になってきてい
て、それがたまたま今回結び付いている

のだろう。とはいえ、その次のステップがあ
り、意見交換のマナー、いわゆるグローバ
ルソーシャルスキル、多様な他者とコミュニ
ケーションするときの慎重さなどがあるかと
思う。
さらに私たちの課題として、決裂寸前の

一つの事例をどうしたら収束できるか、とい
うプログラムを作成中だ。今年はそれを、
ソウルと北京、さらに違う都市の子どもたち
を巻き込んで、研究者・実践者が連携し
て、実践的・臨床的な研究として取り組ん
でいるところだ。できれば3～4時間ぐらい
で収束するようにしないと全国に普及しな
いだろうと思っている。実践に長時間かか
るようだと、特定の学校でしか実践できな
くなる。数時間単位で、紙媒体等の使用
で、実践ができるという状況までもっていき
たい。

地域の役割については、例えば大学、
地域、小中学校に分けるのではなく、でき
るだけ人的リソースを相互に交流させるこ
とができるといいと思っている。例えば私
たちの大学では、地域に住む外国に繋が
りのある子どもたちを週2回呼んで、大学
の学部生と院生が日本語支援や教科指
導に当たっている。あるいは、教職員が
地域の学校に出て行って日本語支援や教
科支援をやっている。そこに地域の方 も々
参画し始めて、動いている。
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