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沖縄県歴史教育者協議会 『歴史と実践第32号J2013年 7月

海洋領土紛争を学ぶ三国(日本(沖縄) ・韓国・台湾)共同教材開発研究
-尖閣諸島における「生活圏」の教材化の試みから-

o.はじめに

本稿は、 2013年3月よりはじまった海洋領土紛争

についての共同教材開発プロジェクトの研究成果

の一端を報告するものである。本プロジェクトは、韓

国において歴史教育に関わってさまざまな運動を

すすめている「アジアの平和と歴史教育連帯(以

下、歴史教育連帯)J 1のもとにある「アジアの平和と

歴史研究所Jを主催団体として発足した。本プロ

ジェクトのテーマは「海洋領土紛争」であり、日本、

稼園、台湾の大学で共同授業を実施し、そこでの

実践的な研究から見えてきた成果を東アジア共通

教材とすることを目標としている。メンバーは、韓国

(研究責任者)から朴三憲(建国大学校師範大学日

語教育科)、台湾から楊素霞(南台科技大学応用

日本語学科)の日本近代史を専門とする2名と、日

本から山口剛史(琉球大学教育学部社会科教育)と

いう言十3名である。

ここでは、まず共同授業に至る授業実践の課題を

述べたうえで、韓国における授業実践(山口授業)

の教材と、学生の感想、から尖閣諸島を教材化するう

えでの「生活圏」の可能性について考えてみたい。

1本プロジェクトの至る共同授業実践

(1)沖縄での共同綬業(2012年8月1日-2日)

本プロジェクトに至るまで、に、日韓における共同授

業の経験があった。 2012年8月 1 日 ~2 日、韓国から

朴三憲氏と李命宣氏(韓国の大永高校社会科教

諭)を招き、琉球大学での共同授業(教育学部社会

科教育法での授業)ならびに市民向けの学習会の

講師をお願いした。これは、「歴史教育連帯j主催

の事業として実施された。李氏には「領土紛争」を

I団体については、Nto://www.ilovehistorv.or.kr/m創 n/main.ohoを参照。な

お、日本語による紹介は、 MtD:/ /www.i1ovehistorv.or.kr/iaoan.o加を参照のこ

と。ω013年7月23日確認)

山口 剛史(琉球大学教育学部)

テーマに高校における実践報告を、朴氏には「領土

紛争をどう教えるかjとして、歴史学の視点から①国

民国家を相対化すること、②領土が歴史性をもって

いることを提起していただいた。

報告された李実践は、「学生をはじめ韓国の普通

の人々は、独島が韓国の領土であるということに何

の疑しも持ったことがない。それは、日本の主張が

何を根拠とするものなのかを真撃に考えたことがな

いとし、うことでもある。しかし、韓国人として独島問題

を少しでも対話によって解決していけなければなら

ないと考える者であれば、日本が何を根拠に領有

権を主張しているのかを知るべきだろう。 J2という問

題意識のもと、高校生に「本授業では両国の主張や

根拠となる資料などを同等に提示し、市民団体の主

張も入れながら、学生が自ら判断することができるよ

う助力を与えることを第l段階の目的としてしもJ3授

業であった。

教材としては、韓国の主張、日本の主張、そして

市民団体の提案とし、う三者の意見を使い、提案を

検討するとし、う授業内容であった。実践報告ではこ

のねらし、とは違う感想を韓国の高校生たちが示した

ことが報告された。それは、次のような授業後の感

想の中に見ることができる。

・私たちは独島が私たちの領土であるということ

っと明確にする必要があり、独島が私たちの領

3あることを全世界に知らしめなければならない。

.日本が何を根拠に独島を自分たちの領土だと

躍しているのが気になっていたが、この授業を通H

それなり根拠があるとし、うことがわかり、韓国は日

の主張に反駁する根拠をより収集しなければな

まいと感じた。また、私ももっと関心を持たなくてl

2 2012年8月l日学習会資料より.

3 同上。
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、けない0

・日本が主張する根拠も一理あるが、それでも『独島

まわたしたちの領土』である。 4

このように、日本の主張、市民団体の主張を検討

することが「平和的な共存関係を維持し、独島問題

を合理的に解決Jとはならず、生徒の領土ナショナリ

ズムを刺激することとなったとし、う報告であった。中

には、「私は独島が誰のものでもないと思う。日本と

協力して一緒に独島を開発するJとし、う感想もあっ

たが、このような感想を述べたのは一人であった。

この実践報告の後、朴氏より「領土とは歴史性を

もっているJr国民国家を相対化して考えてみよう」と

いう提起をしてもらった。この時は独烏(竹島)につ

いて具体的な検証はせず、北方四島と海域にかか

わる事例を紹介するものであった。

これらの報告を受け学生は、「日本国民、特に学

生にとっては領土問題はそこまで大きな関心として

とらえていない人はかなりし、ると思います。なので、

韓国の高校生からここまで強い意見が出てくるの

は、日本よりも強く国民に問題提起ができていると

思ったので、どの点で日本が積極的だと考えたのか

が疑問Jr私自身は竹島についてあまり執着心があ

りませんでしたJ5品、うJ惑想を述べている。日韓にお

ける「領土Jもしくは「独島(竹島)Jにおける意識の

違いが浮き彫りとなった。

4 2012年8月l日学習会資料より.

5 2012年8月2自社会科教育法mにおける学生の感相より.

また、国民国家の相対化とし、う点では、「朴先生の

提起はわかるが、竹島はどちらのものにすればいい

のかJとしづ質問が出された。これは視点、としては国

民国家を相対化するとは言っても、現在の国民国

家の枠組みの中で領土問題について決着をつけな

ければ具体的な解決にならないのではないかとし、う

ものであった。

(2)韓国での共同援業(2012年9月27日......28日)

その後、 2012年9月 27 日 ~28 日に韓国に行き大永

高等学校で「領土紛争Jに関する特別授業を山口

がすることとなった。沖縄の大学生の反応を分析

し、以下のように授業を構想した。

高校生に対する授業構想として、第一に朴三憲氏

の授業のポイントであった「国民国家を相対化し、

市民としての対話により解決をめざす」とし、う方向性

を意識することとした。国民国家という枠組みそのも

のが、より国家ナ、ンョナリズムを強固なものとし領土

問題を硬直化させるからであり、政府自身がその存

在意義のために国家ナ、ンョナリズ、ムを高揚し国民統

合を促進し、さまざまな圏内問題から目をそむけさ

せるという機能を持っているからである。

第二に、沖縄という視点を生かすことである。東ア

ジアが世界の中で「東西冷戦体制」を維持している

地域であり、アメリカの世界戦略に追従する日本政

府、韓国政府の問題が、領土紛争にも関わっており

東アジアの平和構築の大きな問題となっている。沖

縄・韓国の市民は米箪によるさまざまな被害を受け

ており、基地反対運動が東アジアの平和的共存を

目指していることにもふれていきたし吃考えた。

第三に、具体的な領土問題として尖閣諸島をとり

あげることである。独島(竹島)を直接取り扱うのでは

なく、沖縄とし、う場所が抱えている「領土紛争Jを具

体的にとらえさせ、その解決方法を考えてみること

で、独島(竹島)の解決の参考にならないかと考え

た。
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第四に、 学生の声を韓国の生徒に届け、間接的

ではあるが対話を試みる事である。お互いの領土に

関する認識を交流してしくことを大事にしようと李命

宣先生に投げかけた。それに対し以下のような意見

をいただいた。

授業のテーマはそれでいいと思います。しかし、

日中間の領土対立を客観的な立場から見ることl

できないでしょうか?独島問題や尖聞諸島問題は、

似ている部分が多いのですが、学生は、日本が

効的な支配をしているにも関わらず、領土問題に

しては中国に対し一度ひどい目にあわなければ尤

らないという意見が多数を占めています。山口先

の講義後に、質疑応答の時聞を通じて学生らの

ショナリズムに接してみてはいかがでしょうか。

前回、いただいた日本の大学生のメッセージは、

こちらの学生にとっては理解しがたいようでした。

が授業の際に翻訳したものを資料として配布し、:

縄での授業に聞して説明を加えながら、それに

答する形でそれぞれの考えを書かせたのですが、

要点をしっかりと把握した意見は多くありません

した。大学生の考えを整理して伝達していただき、

当方の学生がそれに対する意見を作成すること

ひとつの考えだと思います。その上で、今回の授

に対する感想も一緒に書かせるということもいかカ

かと思います。つまり、前回のアンケートと似た形

態になるかと思います。予めファイル等を送付い主

だければ、こちらで印廊IJ等をすることは可能です。

可能であれば、パワ一ポイントを準備していただくこl

とも必要だと思います。

この意見を踏まえて再度、大学生の意見をみてみ

ると「絶対に紛争はしたくないので、平和的な解決を

目指しましょう。お互いの意見を聞き入れることが大

切だと思います。私は日本国民としてもっとしっかり

考えていきたいです」とし、うような「抽象的に平和的

解決」を提案する声もあり、その結果「独島(竹島)J 

はどのような統治ないし管理の方法になるのかとい

うには触れていないものがし、くつかあった。 具体的

な方法について、言及しているものでも「文化面で

日韓の相E理解や交流が市民レベルで進んでいる

中で、領土問題で争うことは得策かということも考え

て欲しい。その上で竹島(独島)はどちらの国か?あ

るいは共同で管理するかなどの選択肢について考

えた方が良いのではないか」と、選択肢のーっとし

て加えるべきとLづ声で、あった。その他の意見は、朴

先生の意見に影響を受けてか「公の場で、もっとお

互いの考えや主張を話し合い、議論しなければなら

ない」や、「第三国として見た場合どのような視点で

この問題をとらえられるかとし、うことですJなど、考え

る視点の提示となっている意見も多かった。これで

は、「独島は韓国領であることを日本に認めさせる

べき」と考えている高校生の思考を揺さぶることは困

難なのではなし、かと判断した。そのため、尖閣諸島

(釣魚島)に関する問題の経過、とくに2010年の漁

船衝突事件に関する日本の対応などを具体的に紹

介し、学生が提案するように「広い視点で領土問題

を考えるJことができるようにすることとした。このこと

は、沖縄から来て話をするとし、う意味を持たせること

となった。それは、「尖閣諸島(釣魚島)を抱える当

事者」とし、う視点、国民とか国益とし、う意味ではな

く、自分たちの生活している地域の問題として提示

することになるのではなし、かと考えた。しかし、この

視点はまだ唆昧なものであった。

このような授業構想をもとに以下のような内容でパ

ワ一ポイントを作成した。

[第1部:沖縄から見える領土問題]

自己紹介

沖縄の位置

沖縄戦の概要

米軍基地の建設と基地被害

現在の反基地運動

尖閣をめぐるナショナリズムの高揚

2010年尖閣諸島漁船衝突事件

2012年4月石原都知事の尖閣諸島購入発言

2012年8月香港活動家尖閣諸島上陸事件

2012年9月日本の保守派議員尖閣諸島上陸

2012年9月慰霊祭をめぐる地元の芦

尖閣問題の日中の見解と争点
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具体的な取り扱い(漁業協定)

領土問題の原因

台湾との交流の歴史

解決方法を考える

[第2部;韓日の平和的共存のために]

8月の大学生の声の整理

竹島は歴史問題

(教科書記述の問題)

なぜ日本の学生は意識が低いか

東アジア共同体という目標

ASEANの例

中ソ紛争

姐創ζついτ
日本G>*学生陪何壱脅え定か
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尖閣諸島(釣魚島)に関する内容は、沖縄タイム

ス、琉球新報の記事、「日本の国境問題J(孫崎享

著ちくま新書2011)ならびに「日本の領土問題一

北方四島、竹島、尖閣諸島一J(東郷和彦・保坂正

康著角川ONEテーマ21 2012)によった。この中

で、「市民Jとして領土について考える素材として提

示したのは以下のスライドである。尖閣諸島(釣魚

島)は、沖縄戦の際台湾へ疎開(避難)しようとした

船舶が米軍の攻撃をうけ遭難した場所でもある60そ

の遺族会が2012年に日本の地方議員が「慰霊祭J

を名目に尖閣に上陸したことについて、「尖閣が平

和であることを願って慰霊祭を開催し、二度と戦争

6尖閤列島戦時遭簸事件として記録されている.詳しくは『沈黙の叫ぴ尖

間列島戦時遭雛事件尖閣列島戦時遭雛死没者慰.之碑建立事業期成会

編集南山舎 2006，7，3Jを参照.

7 2012年8月21日琉球新報

8向上

を起こしてはならなし、と誓っている。慰霊祭を利用し

て戦争につながる行動を起こすことに対し、無念の

うちに死亡した御霊は二度目の無念を感じていると

思訂正強調し、「上陸合戦で問題は解決しないJ8と

し、うコメントを新聞記事とともに紹介した。

鳩発曲仮.."に_.骨骨温.'白舷猪~t:事館
"郎官~
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障む，~掛l，eIII..fi，It.

また、学生の認識の分析については「日本の教科

書記述の問題点Jとして、以下のように報告すること

とした。

日本の政府は、「独島(竹島)を日本の固有の領土

と必ず教科書に書きなさい」と教科書会社に命令し

ています。これまでの教科書は、「問題があり意見に

違いがある」と書いであったものが、日本の領土と書

かせているのです。このことは、現実と大きな違いが

あります。保守的な教科書には、「韓国が不法占拠

しているJという記述まで出てきました。

教科書記述の問題点は、「領土問題の歴史が書

かれていなしリことです。

1日本がアジアに帝国主義政策をとり、領土を拡大

し植民地にしていったこと

2その戦後処理が、冷戦体制の影響を受け唆味な

ものとなったこと、植民地支配をした韓国、甚大な被

害を与えた中固などを入れない講和であり、アメリカ

の世界戦略に組み込まれたことが、日本の戦後処

理をゆがめ、戦争責任を唆昧にしてきたこと

これらの歴史性を踏まえない領土への理解、そし
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て、国家ナショナリズムを強調する中で、「自国の領

土jであることを教え込み、相手の言い分を聞いて

考える余地を与えない教育をします。そこに疑問を

持つことは、「非国民」として非難されます。

しかし、このような動きは近年の問題であるため、

現在の若者はこのような急進的なナショナリズムを

持った子が大多数ではありません。

(スライドの文章より)

そのうえで、独島(竹島)の解決方法として次のよう

な提案をすることとした。

1，領土ではなく漁業協定等の締結により、お互い

の経済利益を共有できるようなルールづくりを模索

する

2，問題を棚上げする。現在韓国が実効支配してい

る事実を認め、その上で領土問題があることを確認

し、平和的解決の交渉を実施する。

3，最終的には国境のない資源(化石燃料、漁業資

源)を共同管理のできるルールを模索する。

4， 3の内容に中園、北朝鮮、台湾を入れた包括的

協議を考える。

(スライドの文章より)

高校における授業は端的に言えば失敗であった。

まず47枚にわたるパワ一ポイント資料の読解はほ

ぼ不可能であった。具体的には、沖縄としづ歴史性

の理解ならびに尖閣諸島(釣魚島)の理解(ほとん

どはじめて聞く事実であった)に時間がかかり(通訳

を介しての授業品、うこともあり)、質疑応答や一緒

に考え合う時間をとることもできなかった。そのような

中で、出された質問は「じゃあ先生は、独島はどこの

ものだと考えているのか、なぜ日本は独島を自分た

ちの領土だと主張するのかJとし、うものであった。授

業の内容をほとんど聞いていない生徒でも、日本人

である私にこの質問をしなければ気が済まないとい

う感じであった。前述の李氏の授業での声にあるよ

うに、 f自分たちの領土であるJとし、う考えを強固に

持つ生徒にとっては「対話をしようjとしづ提案は譲

歩以外何物でもなく、「なぜ譲歩しなければならない

のか」としづ思考となってしまう。そのため、解決方法

の提案は受け入れられなしものであった。具体的な

生徒の認識を書かせることができなかったため、詳

細な点は不明だが生徒との対話、授業後の議論を

通じて課題として共有された。

2プロジェクトの発足と経過

韓国での共同授業終了後、「領土紛争に関する

授業はもう少し実践を重ねたい。可能であれば学術

研究として継続できればいい」品、う意見が出され、

プロジェクト研究としてすすめていくこととなった。そ

の際、日韓という視点だけですすめるのではなく、

尖閣諸島(釣魚島)における当事者として「台湾」の

視点を入るべきではとし、うことで、朴三憲氏が台湾

の研究者である楊素霞氏へ参加を依頼することと

なった。

授業を終えて、共同授業づくりのコンセプトである

「国民国家の相対化」をどのように生徒に提示する

のか、教材とするのかが議論となった。近代国民国

家とし、う枠組みの歴史性をどう教材化するか、対抗

軸としての市民をどう説明するか(そもそも市民で説

明できるのか)、国益と一個人の利益の違いを具体

的に出せるのかなどが論点、となった。それぞれがも

う少し材料を集めて教材開発していくこととなった。

その際「領土紛争」における「当事者(具体的な利

害関係者)Jを大事にしてしてとしづ点で、沖縄と台

湾(同じく尖閣諸島(釣魚島)の利害関係者)の具体

的な事例・事実から解決方法を考えてみることと

なった。この点は、国境の当事者(中心ではなく周

辺)から考えるとし、うことで、国家とし、う視点、でなく領

土・領海をとらえる視点となりうるのではなし、かとし、う

仮説を考えた。そのためにも中国(中華人民共和

国)政府と日本政府の対立として尖閣諸島を描くの

ではなく台湾としづ視点で考えることは重要だと考え

られた。

もう一つは、沖縄の具体的歴史を教材とすること

で、国民国家が絶対的でないことを生徒と考えてい

くとし、うことである。日本の近代化に伴い琉球王国

で、あった沖縄が日本国家に組み込まれ、日本国民

(臣民)となり、日本の領土となったこと、その後サン

フランシスコ体制のもとで、日本国民ではなくなり、
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日本の領土外となったことを具体的に教材化するこ

とでf国民国家の相対化jをするこ左ができなし、かと

いうことである。国民も領土も可変的なものであるこ

とを提起する具体的事例とすることとなった。

そして2013年、以下のような日程で共同授業をす

すめることとなった。その具体的な計画は、韓国、台

湾、沖縄の大学生相手に共同授業を実施すること、

その際共通アンケートをとり学生の認識を明らかに

すること、ゲストとして開催する地域以外の教員が授

業をすること(沖縄であれば、韓国と台湾の教員が

授業する)にした。2013年に実施した授業は以下の

通りである。

【韓国1

3月27日建国大学校日語教育科

3月27日春川教育大学

3月28日ソウル大学歴史教育科

3月28日建国大学校中国語学科

3月28日建国大学校一般教養講義

I台湾l

5月15日南台科技大学応用日本語学科

5月15日南台科技大学応用日本語学科

5月16日南台科技大学応用日本語学科

5月16日成功大学歴史学科

I日本(沖縄)1 

6月25日沖縄国際大学教職ゼミ

6月27日琉球大学共通教育講義「現代アジア論J

6月27日琉球大学教育学部社会科教育法E

6月27日琉球大学教育学部社会科教育法H

6月27日琉球大学共通教育講義「沖縄の基地と戦

跡」

3.2013年3月緯国授業での教材開発のポイント

これまでの議論をふまえ新たに取り入れたのが

「生活圏」とし、う視点である。尖閣諸島(釣魚島)を国

家の「固有の領土論Jとしてとらえるのではなく、地

域住民の生活の場としてとらえることで、平和的な共

存を考えようとし、う主張である。この『生活圏jを中心

的に主張している論者として新崎盛障が挙げられ

る。彼は「沖縄では、ほとんどすべての人たちが、こ

の島々は、沖縄と一体のものであると考えている。た

だそれは、日中両国家がし、うような『固有の領土』と

いうよりは 既成概念に寄りかかって安易に『固有

の領土』といった言葉を使ってしも場合でも一、むし

ろ自分たちの生き死にに直接かかわる『生活圏』と

して捉えている。生活固とし、う言葉には、単に経済

的意味だけではなく、歴史的文化的意味も含まれ

ているJ9 r沖縄の生活圏であるこれらの島々は、現

在、沖縄が日本とし、う国家に所属しているので、日

本の領土の一部になっているが、もともと、国家『固

有の領土』などとし、うものが存在するわけではない。

『領土』とか『国境』といった概念は、近代国家形成

過程において登場してきたものにすぎない。それ

は、琉球処分前後の琉球・沖縄の国際的地域を振

り返っただけで、も明らかで、ある。私たちは、そろそろ

欧米近代が東アジアに持ち込んだ閉鎖的排他的国

境・領土概念から抜け出してもいいのではないだろ

うかJ10と主張する。ここには、歴史的文化的視野を

入れつつ「生活の場」として「生活圏」をおくこと、こ

の「生活圏Jを近代国家の枠組みからの脱却の提案

として提示していることがわかる。そのため「生活圏J

は、排他的ではなく重なり合うものだとして、台湾住

民との共存の可能性についても述べている。11その

うえで新崎は台湾の馬英九総統の「東アジア平和イ

ニシアチブ‘」に付け加える形で、「とりあえず現状を

変えることなく、抽象的観念的『閤有の領土論』を棚

上げし、これら地域を歴史的文化的経済的生活圏

としてきた人々の話し合いの場を通して、問題の歴

史的背景や将来の在り方を検討し、共存閣の構築

に努力することはできないだろうか。その話し合いの

場には、国家の立場を代表する者ばかりではなく、

たとえば尖閣諸島については、日中両国とともに、

地域としての沖縄と台湾の歴史家や漁業関係者の

9 r国家『固有の領土』から、 地織住民の『生活圏』へJ新崎盛醸 p領土問

題」の論じ方』岩波書庖 2013.1.913頁

10向上16-17頁

11 17頁には、基隆市和平島の『琉球ウミンチュ{海人)の像JIこ関する話や石

垣にパインや水牛を持ち込んだ台湾農民の話など人の行き来や交流の事例

が書かれてもも。
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参加が不可欠であるJと提案している。12

今回教材開発をすすめるにあたってこの「生活

臨Jを取り入れ、具体的な「生活の交流Jr沖縄住民

と台湾住民の共存jを見せることで、「対立ではなく

共存」としづ方向性を思考し新崎のいう「閉鎖的排

他的国境・領土概念から抜け出しJていけないかと

構想した。

具体的な共存の事例として選んだ素材が沖縄タイ

ムスに2012年11月20日より連載された「波よ鎮まれ

~尖閣への視座~Jならびに琉球新報に2013年2

月22日より連載された「環りの海Jである。特に沖縄

タイムスの連載記事は、具体的にさまざまな人々に

インタビューを行い尖閣諸島にかかわりのある人々

の思いや交流を描いてきた。これらを素材に学生に

「生活圏」としづ視点を具体的に検証することで、

「領土ナショナリズムjを揺さぶれないかと考えた。

2012年12月6日の連載12回には、はえ縄漁船船

長の具志堅用治さんの話として「日台交渉が生き詰

まる中、漁場で、物を言ってきたのは『ここは地元の自

分たちの海だ』とし、う気概だ。一方で具志堅さんに

は『平和な秩序ある海域にしたし浩一番強く願って

いるのは俺たちだ』との衿持もある。台湾漁船とは

『国が違っても同じ漁業者として助け合ってきた』。

かつて洋上ですれ違う台湾漁船から『手袋なくした』

と身ぶりで伝えられ、予備の手袋を分け与えたことも

ある。相手はお礼に缶ビーノレを投げ渡してきた。

『海の仕事の苦労を知るのは現場の俺たちしかいな

し、』。漁業者が求めるのは秩序ある生活閣の確保

だ。生活圏は必ずしも排他的ではないJ13とあり、こ

の事例を活用したワークシートならびにスライド教材

を作成することとした。

12 向上19頁

13 2012年12月6日沖縄タイムス

|図4 山口のスライ附具志堅氏の発言)

授業全体の構想も「中学校教科書」に焦点をあ

て、 r3国(韓国、台湾、日本)の中学生に領土問題

の解決方法をどう教えるか」とすることにした。直接

問題の解決方法を考えるよりも、子どもたちにどう教

えるか、教科書にどう記述するかを一緒に考えること

で学生自身が「自国の利益Jだけでなく、自分の国

以外の子どもたちのことも視野に入れることを意図し

た。授業の流れとしては①日本の中学校社会科教

科書の現状を学ぶ、②沖縄の歴史から国民国家を

相対化する(国民と領土は可変的なものを実証的に

学ぶ)、③「生活圏Jの視点から「尖閣諸島の平和的

共存方法Jを提案するとし、う3つの構成とすることに

した。そのうえで最後に、「これらの視点をふまえて

領土問題に関する教科書記述案をつくってみましょ

うJと投げかけ、学生それぞれに教科書記述を考え

てもらった。「国民国家の相対化Jr生活圏」という視

点を踏まえ、以下のような教科書記述のポイントを

提起した。

1.韓国、日本、中園、台湾の子どもたちすべてに

同じ内容で教えることができる。

2.誰かが我慢しなければいけない記述ではなく、

多くの人が満足できる解決方法、ないしは解決の
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方向性を提示できる

3.できるだけコンパクトに記述することができる。そ

の際、地図や年表、写真などを使用することは考

えられる

スライド教材としても21枚とこれまでの半分とし、

具体的に中学校社会科教科書の内容を紹介する

形に変えた。なお、教材開発時には日台漁業協定

の締結はなかったため、韓国での授業に関しては

その内容は盛り込まれていないことを付け加えてお

きたい。

4.緯園における共同慢業における学生の受け止め

ここでは、授業の成果についてソウル大師範大歴

史教育科クラスの学生の反応から分析してみたい。

理由は教員を目指しているということと3年生というこ

とで「教科書」品、う観点、教材や授業品、う観点を

持っていると判断されるからである。分析の視点とし

ては、教材開発のポイントである「生活圏Jがどのよう

に受け止められたのかとしづ点を中心に学生の意見

を分析し、成果と課題について考えてみたい。アン

ケートの詳細については文末の「資料:学生アン

ケートの声(ソウル大師範大歴史教育科クラス3年生

19名)Jを参照いただきたい。

(1)教科書には各国の主張を併記するべき

まず、学生が考える教科書記述の特徴について

述べたい。約半数の学生が「各国の主張を併記す

るJという方法を書いている。以下特徴的な声をあげ

る。

:.各国家の立場を設定せずに、東アジア地域で発i
:生しているすべての領土紛争を提示し、これに対しj

:各国が提示してしも主張や根拠を述べる。

:・まず、現在の東アジアで海洋領土紛争が起こって:

:いる状況の展開や過程を、最大隈客観的に資料をj

:提示するなどして伝えなければならない。

:・私は、特に、領土紛争が起こったらその歴史を調1

1べてみることが重要だと考えるため、各国が主張すj

:る理由や根拠を簡単に提示することもよいと思う(ま:

:ず自分の領土だということの証拠を提示するより:

:も・・・)。

この主張は、共通教科書であるならばやはり対立し

ている国々の主張を併記することでバランスがとれ

ると判断している可能性も排除できないが、この種

の意見を書いた学生が、「それを基礎lこ、さまざまな

領土紛争をどう判断するか、各自の考え方に任せ

る。例)あなたはこれに対してどう考えるかワ Ji2.領

土紛争について、各国はどのような立場を表明して

いるのかを述べる。探究/討論活動をして、どのよう

な方法で解決するのがよいのか、学生自身に考え

させる。」とし、う教科書に正答が書き込まれ、その知

識を受け取るとし、う教科書観ではなく、最終的にそ

の問題について「学生自身が考えるべき」としづ授

業を意識した教科書観を感じさせられる。なかに

は、「しかし、このようにすることだ、けでら終わってし

まったら、各国の教師や学生たちは各自自国の立

場だけを取捨選択し記憶して、その授業を終わらせ

てしまう可能性もある。ゆえに、カの論理や帝国主

義、自国中心主義等の間違った観点から見るので、

はなく、歴史がどれほど歪曲される可能性があるの

かも教科書で扱っていなければならず、教師はその

部分を学生に対して強調することができなければな

らないと思う。Jと、日本の教科書を指しているのだ

ろうが教科書そのものの問題に踏み込んだ学生も

いた。

(2)やはり国家の枠組みを教科書で意識せざるを

得ない

次に紹介したいのは「国民国家を相対化」するの

;は危険ではないかとしづ主張である。

:・まず、各地域の学生たちが、このような“国境を越:

:えた交流"について理解できるかが疑問だ。“国民:

j国家"を相対化する視点が“自国史"だという授業でi

:は、危険性を持ち合わせた概念になってしまう可能;

:性がある。このような観点では“国家"の意味がなく:

:なってしまう可能性があり、国家体制が維持されたj

;“韓国と中国"の立場では、このような教科書記述は;

;“民主主義の基盤で、ある国家継承の歴史"の、既存;

:の教科書体制に多くの部分で符合しない。

まさに現在の国家体制とそれに基づく教科書制度
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(国民統合のための歴史教科書ともいえる立場)か

ら自由にはなれないとしづ立場である。実際に各国

政府が国民統合のための国民教育として社会科を

実施しており、国家の意味をなくしてしまうことを教

科書がすることはできないとする意見はやはり根強

いと恩われる。この点は「生活圏j批判としても展開

される点であろう。

なかには、「竹島(独島)→関連する地図を時代別

に提示したのち、各国が互いに自国の領土だと主

張する根拠を記述→根拠に対する反論。竹島の海

洋環境、気候、国産物、住んでいる人の日常を掲

載する。」と、現行の教科書に各国の主張を取り入

れた意見を述べた学生もいた。

(3) r生活圏」には共感するが現実的ではない

今回、残念ながら教科書記述の方法にはf生活

圏Jとし、う視点を盛り込んだ教科書記述案は出てこ

なかった。しかし、「講師に対する一言Jの中でこの

「生活圏」に対するコメントが多数見られたので、そ

こから学生の受け止めについてみていきたい。

まずは、「生活圏」と主張が沖縄と台湾においては

有効であるが、独島(竹島)に当てはめることができ

iではなく、台湾のものでもなく、沖縄のものだY言:

:いますが、竹島住民の場合(私が韓国人であるたj

jめ、こう考えるのかもしれませんが)韓国人としてのj

;アイデンティティが確立されているのではないでしょi
lうか?

;・“生活圏"という観点を通して、お互いに“住み分j

iけ"していくことの価値を教えるという点が、大変印j

j象深かった。しかし、生活圏の意味がどの程度の範(

j囲のことを言っているのか、とても暖昧だと思う。事j

j実、韓国の場合は長い間国民という認識を維持してj

jきたため、“国民国家"においての国民の認識ど‘生j

;活圏"(事実、生活圏というより“ethnic"の観点に近j

jいのではないかと思う)での区分が確実ではないよj

iうに思うし、“国民"の観点で考えるのはとても難しいj

;ょうlこ思います。どのように区分すべきでしょうか?

これらの指摘は、教材化をするうえで、不十分だ、った

点である。生活閣を追求した際、「沖縄のものJという

結局だれかの「ものJであることを主張することに

なってしまい、小さな縄張り争いを繰り広げてしまう

とし、うことが起こってしまう。「日本国家」ではなく「沖

縄(八重山)J i台湾(宜蘭)にする」の人々のものと

いう議論では、厳密には共存することにならない。こ

るのかとし、う指摘を受けた。 のような疑問に発展する指摘で、あった。独島(竹島)

:・“国民国家の生活化"は学会では多く協議されて; が韓国にとって「国家の象徴Jであり、どこか地域の

:いることだが、教科書には反映されていない→積極:

:反映が必要。“生活圏"の概念も有用だ(例)満州、|、:

:沖縄、北海道・・・等)。しかし、竹島にも作用させる:

めは難しい。とても勉強になりました。

この指摘は本教材化の際、池内敏氏の論考14や琉

球新報連載などを参考にしたが独島(竹島)におけ

る生活の交流・共存を発見するに至っていない。次

に、「生活圏jのあいまし、さに関する指摘である。

，.“生活圏"とし、う観点を導入することは好ましいが、:

:現実的に“領土"とし、う問題を度外視できるでしょうl

jか?沖縄の例は竹島の例と同様“生活圏"の観点か;

:ら見ることができるでしょうか?沖縄は、“日本のもの:

14 池内敏「竹島問題とは何かJ名古屋大学出版会 2012.12.20 

生活の利益(具体的には惨陵島周辺住民の生活)

とし、う形で韓国においてとらえられておらず、まして

や沖縄のように「国益ではなく当事者の利益を」とい

う主張も見ることができていない。強烈な領土ナショ

ナリズムの装置としての独島を相対化する素材がな

いため、「生活圏jの当事者を見つけることができな

いとしう問題に直面した。具体的に日韓の聞で海洋

をめぐる交流史を発掘し教材化することが求められ

ている。

5.終わりに

3月の共同授業を終え大きな課題は前述した í~生
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活圏』にリアリティはあるか」とし、う点で、あった。学生

とのやりとりの中では、「独島でどのような生活圏を

つくることが可能か?漁業はいいけれども、石油は

国家的利益ではなしゅりとし、う指摘もあった。沖縄と

台湾での地域圃の形成品、うのは想像しやすいけ

れども、韓国と日本とで独島(竹島)の生活圏、地域

圏の形成とし、うのはイメージしにくし、とし、うのが、韓

国の学生そして教員の受け止めであった。そのた

め、「生活圏jとし、う視点で共通教材をつくるには韓

国人にとってよりリアリティのある素材、事実の発掘

が重要となるであろう。

本稿では、韓国の一部の授業にのみ特化し、共

同研究のプロセスを描いてきた。共同授業自体は、

その後台湾(5月)、沖縄(6月)と教材を深化させ実

践してきた。これについては、また別の機会に報告

したい。

資料:学生アンケートの声(ソウル大師範大歴史教

育科クラス3年生19名)

4この授業を受講し、自身が中学校教科書で東アジ

ア海洋領土紛争を扱うとしたら、どのように述べる

か?(具体的に記載すること)

-各国家の立場を設定せずに、東アジア地域で発

生しているすべての領土紛争を提示し、これに対し

各国が提示している主張や根拠を述べる。それを

基礎に、さまざまな領土紛争をどう判断するか、各

自の考え方に任せる。例)あなたはこれに対してどう

考えるか?

-まず、現在の東アジアで海洋領土紛争が起こって

いる状況の展開や過程を、最大限客観的に資料を

提示するなどして伝えなければならない。そして、こ

のような紛争が展開された過程ではどのような問題

が提起されているのか、学生たちが理解しやすい簡

単な文章構成でいくつか提示する。そしてこの問題

について、どのような主張があるかを簡潔に述べる。

最後に、一緒に討論する過程を設ける。領土紛争

を終結させる解決策を提起するためとし、うよりは、学

生たちが教科書にある知識を批判的な視点を持た

ずに受け入れ、行き過ぎた考えかたをしてしまうわ

ないよう、私たちが生きている世界と関連が深いとし、

うことを、考えてみる機会を与えることに意義があ

る。

・紛争の状況各国の立場の整理(地図等)。子供

たちが最も印象的に感じると思われる実例の提示。

子供たちの考えの共有。

-中学校教科書に、講師の先生がおっしゃったよう

に簡潔でインパクトがあるように述べるのが重要だ。

私は、特に、領土紛争が起こったらその歴史を調べ

てみることが重要だと考えるため、各国が主張する

理由や根拠を簡単に提示することもよいと思う(まず

自分の領土だということの証拠を提示するより

もー・)。そうすることで少しでも、だれに対しても公

平な教科書を作ることが可能ではなし、かと思う。に

れは、“竹島"問題について特に適用できると考え

る。)

・国家聞の領土紛争の最も大きな理由が経済的理

由だと考えられるため、領土の確定は現在占有して

いる国を基準に行い、漁獲権等の経済的権利は両

国家がまったく同じ権利を分かち合う方法にすれば

よいと思う。国境の領土を確定せずに置いておく

(国境を定めなし、こと)は、現実的に不可能だ。

-竹島(独島)→関連する地図を時代別に提示した

のち、各国が互いに自国の領土だと主張する根拠

を記述→根拠に対する反論。竹島の海洋環境、気

候、国産物、住んでいる人の日常を掲載する。

.1.現在どのような地域で(竹島、北方領土、尖閣

諸島)、どのようなことが起こっているかを述べ、新聞

や、ニュースの調査を添付し、私たちが現実に直面

している問題について学生に周知させる。 2.領土

紛争について、各国はどのような立場を表明してい

るのかを述べる。探究/討論活動をして、どのような

方法で解決するのがよいのか、学生自身に考えさ

せる。

-東アジア3国は、ずっと前から互いに交流し、住み

分けをして生きてきた。しかし、仲のいい友達同士

でもときどき喧嘩をするように、東アジアの国家間に

もさまざまな誇いがあった。そのような争いは、両国

に広大な被害をもたらし、特に一般民衆への被害

円
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が大きかった。争った結果、残ったものは、何もな

く、再び和解した。特に、国境付近では、両国間の

交流がとても盛んで共に居住することにした。境界

が不明確だ、った。しかし、現在の国民国家ができ

て、領土の境界線が。これに伴い、この領土の境界

線に不満をし、う国もあった。しかし、現在民間交流

は、歴史上で一番盛んであり、互いに対する関心も

大変高い。歴史的に交流を通して住み分けしてきた

東アジア3国は、排他性を刺激するよりも、より盛ん

な交流を通じ平和を形成し共存することでのみ、 3

国すべてがwin-winの関係になることがで、きる。

・東アジアの領土紛争について、意識的に解決策を

模索しようとする活動をされているのが、とてもすば

らしし立思いました。すべての人が問題だと言いは

するが、実際にこのように国家聞の大きな問題のた

めに活動することは難しいことなので、今後も精力

的に、多くの人に、考えたり努力したりする機会を与

えてくださればうれしいです。

-すべての国で、同様の内容を扱おうとするならば、

“基準"を同一に設定しなければならない。紛争中

の領土が、二国両国の領土であるとか、両国どちら

の領土ではないという記述は意味がなく、紛争中だ

としても歴史的に領有国の状況がどうであるかを記

載しなければならない。そうだとすると、必要なのは

“根拠"をもとに、主張・事実を扱うことよりも、各国の

根拠を整理して提示し、 一緒に考えてみる活動方

式の内容を扱ってはとoうかと思う。生活圏と関連づ

けて検討するのはとても有意義だと思うが・..

・東アジア各国の教科書を一緒に提示して、他者の

認識を提示する。

-教科書が東アジア各国のすべての立場を載せて

いればよい。一つの争点をめぐって、それに対して

中園、日本、韓国、台湾などでそれぞれどのような

主張をしているのか、すべてを記載することだ。しか

し、このようにすることだけで終わってしまったら、各

国の教師や学生たちは各自白国の立場だけを取捨

選択し記憶して、その授業を終わらせてしまう可能

性もある。ゆえに、力の論理や帝国主義、自国中心

主義等の間違った観点から見るので、はなく、歴史が

どれほど歪曲される可能性があるのカも教科書で

扱っていなければならず、教師はその部分を学生

に対して強調することができなければならないと思

フ。

-“領土紛争"が起こってしも地域を“生活圏"として

把握することは、その地域の“住民"の立場で理解

が可能だが、“教科書"の記載においては、もう少し

考慮しなければならなし吃思われる。まず、各地域

の学生たちが、このような“国境を越えた交流"につ

いて理解できるかが疑問だ。“国民国家"を相対化

する視点が“自国史"だという授業では、危険性を持

ち合わせた概念になってしまう可能性がある。このよ

うな観点では“国家"の意味がなくなってしまう可能

性があり、国家体制が維持された“韓国と中国"の立

場では、このような教科書記述は“民主主義の基盤

である国家継承の歴史"の、既存の教科書体制に

多くの部分で符合しない。

・各国の立場を、政府ではなく一般市民の意見を用

いて提示することも良い方法ではなu、かと思う。もち

ろん、ここでし、う市民は、各国においてその地域に

最も関係が深い人たちでなければならないと思う。

・“国家"の観点、で領土紛争を述べないならば、各

領土紛争地域の人々のインタビューを通じて、それ

ぞれの認識を詳しく見て“領土紛争論争"自体が、

無意味ではないか?とし、う問いを提示してみるの

も・..

・竹島、尖閣諸島等、重要紛争地域の紛争の歴史

と各政府の立場を客観的に提示。併せて、領土紛

争を解決した外国の事例を提示して解決策を考

え、男IJの地域と別の東アジアの特徴、原因となった

背景を考察することができればよいと思う。

5講師に対して伝えたいことがある場合は、自由記

践のこと。

※生活圏への指摘のみ掲載した

・“生活圏"とし、う観点を導入することは好ましし、が、

現実的に“領土"とし、う問題を度外視できるでしょう

か?沖縄の例は竹島の例と同様“生活圏"の観点か

ら見ることができるでしょうか?沖縄は、“日本のもの
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ではなく、台湾のものでもなく、沖縄のものだ"と言

いますが、竹島住民の場合(私が韓国人であるた

め、こう考えるのかもしれませんが)韓国人としての

アイデンティティが確立されているのではないでしょ

うか?

-海洋領土紛争を歴史的な問題としてだけ接したこ

とはありません。この紛争は、各国の利益と関連付

けられた問題で、観念的にのみ按しようとしていまし

たが、“生活圏"中心であるとし、う新しい基準で提示

することができるとし、うことを知りました。この考えか

たで、進めるにあたっては、障害物があるとは思う

が、一度考えてみる良い機会になりました。また、意

図的な教科書を使ってど、のように教えるのか、教師

がどのような姿勢を持ち合わせていなければならな

いか、今後考えてみることが出来そうです。ありがと

うございました。

・東アジアの歴史に興味や関心を持ってしも学生と

して、先生の悩みや努力に深く共感します。特に

“生活圏"の観点で領土問題に触れようとする考え

方は、 新鮮で興味深かったです。“国民国家"の領

土も重要ですが、“生活圏"の領土も考慮、しようとす

る努力が、学術的にも教育てきにも必要だと考えら

れます。先生のご努力を心から応援します。

・“国民国家の生活化"は学会では多く協議されて

いることだが、教科書には反映されていない→積極

反映が必要。“生活圏"の概念も有用だ(例)満州、

沖縄、北海道・・・等)。しかし、竹島にも作用させる

のは難しい。とても勉強になりました。

-領土紛争や国家問の対立が発生する最も大きな

問題は、お互いに“会う"機会がないためだと思う。

もちろん教科書の問題もあるが、教育制度自体を交

換留学生などのプログ、ラムを通して、今よりも活用す

ることでEいに直接会って経験してみることで本当

の意味でお互いについて理解することが可能では

ないかと考える。竹島が、韓国の領土だと考えること

自体が、正直言って、私にとって何の意味があるの

かと悩んだことがある。竹島周辺には漁業を営む日

本人よりも私自身が竹島に対して多くの権利を有す

るとは思えない。そういう意味で、生活圏中心の教

科書記述とし、う方法が実現すればよいと思う。

・“生活圏"とし、う観点を通して、お互いに“住み分

け"していくことの価値を教えるという点が、大変印

象深かった。しかし、生活圏の意味がどの程度の範

囲のことを言っているのか、とても暖味だと思う。事

実、韓国の場合は長い間国民とし、う認識を維持して

きたため、“国民国家"においての国民の認識と“生

活圏"(事実、生活固とし、うより“巴thnic"の観点に近

いのではなし、かと思う)での区分が確実ではないよ

うに思うし、“国民"の観点で考えるのはとても難しい

ように思います。どのように区分すべきでしょうか?
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