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　また，この授業案は，「Ｂ　近代化と私たち」という
大項目のふり返りとして位置づけ，あわせて東アジアに
おける新旧２つの国際体制の移り変わりの中で，地域の
新たな「統合と分化」，「対立と協調」の形を多面的・多
角的にとらえて考察するという主題の下で AL 型の授業
で行うものである。
　授業方法については，３つの国に関連する資料とワー
クシート（本誌 p.16 参照）を用意して，班ごとに個人
ワーク・グループ学習・発表を組み合わせるやり方や，
班の中で３つの国それぞれの担当を決めてジグソー法で
行うやり方も考えられる。それぞれの段階をふまえた問
答と対話を繰り返しながら，生徒が次の「問い」に向かっ
て思考をめぐらしていけるような授業の展開が望まれる

（ 表１ ）。そして生徒が自分で新たな「問い」を見つけ，
次の単元につなげていくような「問いを表現する」サイ
クルができればなおいいだろう。

３　授業の目標〜生徒が問いを表現することの意味
　問いを中心とする授業づくりにおいて，何より期待す
るのは生徒たちに「歴史を語る主体」（2020年８月22日，
北海道高校世界史研究会での小川幸司氏の報告より）に
なってほしいということである。現代社会の授業でいくつ
かのテーマにもとづいて世界各地のようすを語り合ったよ

１　はじめに
　2022 年から始まる「歴史総合」に向けて，現行の世
界史Ａおよび世界史Ｂの教科書を参照しながら，新学習
指導要領にもとづく授業案を考えてみたい。ここで取り
扱う単元は，新学習指導要領大項目「Ｂ　近代化と私た

ち」の「（４）近代化と現代的な諸課題」とし，そこで
触れられている「イ−（ア）事象の背景や原因，結果や
影響などに着目して，アジア諸国とその他の国や地域の
動向を比較したり，相互に関連付けたりするなどして，
主題について多面的・多角的に考察し，表現すること」を
目的とする。近代化による世界の国際秩序の変容・再編
をテーマとし，単元を貫く問いとして「近代化とは何か」，

「近代という時代になって世界はどう変わったか」を掲げて，
歴史の変化を大観して理解しながら，資料を活用した授
業展開と，「問い」をもとにした “ 主体的・対話的で深
い学び”が可能となるような授業案づくりをめざしたい。

２　具体例~内容と授業方法について
　ここで取りあげる内容は，帝国書院の教科書『明解 
世界史Ａ』では「１部３章　欧米の工業化とアジア諸国
の動揺」の「４節　東アジアの大変動」の部分，同『新
詳 世界史Ｂ』では「２部６章　世界の一体化の進展と
アジアの変容」の「３　東アジア諸国の模索と変容」の
部分にあたる。授業案の枠組み設定として，19世紀の「西
洋の衝撃」を中国・朝鮮・日本の東アジア３国がどのよ
うに受けとめその後どう変わっていったのか，ある程度
のタイムスパンをもたせたうえで見ていこうと思う。そ
の変化の中身を大きな国際関係の移り変わりの中でとら
え，３国のおかれていた歴史的な状況とそれぞれの国で
何が課題とされたのかについて，３国の歴史的な推移を
比較・検討しながら，近代化による世界の国際秩序の変
容・再編の意味を探っていきたい。

－使用教材－
『明解 世界史Ａ』，『新詳 世界史Ｂ』，
『最新世界史図説タペストリー 
十八訂版』

「歴史総合」に向けた授業案の試み
－東アジアの近代化を考える－

同志社中学校・高等学校　後藤 誠司（ごとう・せいじ）

授業研究世界史

表１   授業展開・例

１時間目

２時間目

❶ 〈４分〉 導入・班分けと説明

❶ 〈10分〉 導入・前回のふり返り（　　　　～　　　　のおさらい）

❸ 〈20分〉 グループごとの発表
❹ 〈５分〉 個人のふり返り

❻ 〈10分〉 グループ内での報告

❸ 〈８分〉 課題２ 個人で１つの国を分担（キーワードを使って３国の開国の歴史を要約）
❹ 〈10分〉 課題３ グループで話し合い（東アジア３国の国際関係の変化を模式図で分析）
❺ 〈８分〉 課題４ 個人で１つの国を分担（キーワードを使って３国の開国後の課題を要約）

❷ 〈10分〉 課題１ グループで話し合い（東アジア３国の開国条約・条規から読み取れること）

課題２ と 課題４ について，グループの中で意見を共有する。
課題５ は宿題とし，班で共有した意見をもとに考えてくる。

課題１ 課題４
❷ 〈15分〉 課題５ のグループ内での発表・話し合い
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うに，同じことが世界史でもできないだろうかと考えた。
　今回の授業案で設定した課題（問い）とその意図につ
いて述べておきたい（本誌 p.16，17 参照）。まず，近
代化とは必ずしも西洋化とは同義ではないということで
ある。西洋化に成功すれば先進国となり，失敗すれば後
進国となるという近代化における西洋中心主義的な見方
を無批判に受け入れるのは避けたいところである。「非
西洋世界の「近代」は自らの「前近代」を振り返ること
なしにはあり得なかった」（三谷 2020 p.208）とある
ように，東アジア３国には共通の課題があったことに気
づかせたい。そのうえで３つの国にはそれぞれの問題が
あり，どんなことに苦闘したのか，おたがいの立場の
違いを考える場面ともしたい。幕末の日本で「黒船」の
出現に人々が時代の変化を感じとったように，東アジア
という地域の枠を設定して俯瞰することで共通する時代
の趨勢を同じようにとらえることができるだろう。また
キーワードを使って歴史的経過を説明することで，「西
洋の衝撃」に対応することは，誰にとって何を意味する
のかを具体的に考えるケーススタディにもなる。同じ国
の中でもそれぞれの立場から（君主だったら，官僚だっ
たら，武士だったら，農民だったら）見える歴史が違っ
てくるだろうし，歴史の重層的な構造を理解することに
つながるだろう。時代の流れの中で自分だったらどう考
えるか，また自分とは異なる立場にある人がどう考えた
かを知る機会ともなる。何より重要なのは，時代の変化
を生徒どうしで話し合うことである。それは今を生きる
自分が，過去の歴史とつながる場面ともなるであろう。
　さて，ワークシートで示した資料に加え，それぞれの
国ごとに追加資料を提示して，思考を深めさせることも
できる。中国に関しては，例えば「張之洞の中体西用
論」（歴史学研究会編『世界史史料９』）。西洋のルール
を認めることと体制の根本原理であった朱子学の正当性
を守ることとは両立しがたいという背景が中国側にあっ
たなかで，西洋の技術を使うことにはどんな意味があっ
たのかを考える材料になる。開国から長い期間を通じて
新旧２つの国際体制が併存したことからも中国の葛藤が
うかがい知れる。結局，伝統と近代の相克の中で，清朝
の下での変法は実現せず，辛亥革命を迎えたという経緯
をしっかり理解させたい。
　朝鮮に関しては，同じく『世界史史料９』の中の「甲
午農民戦争」関係の資料から農民軍が掲げた「輔国安民」
のスローガンの意味を読み解くことで当時の朝鮮のおか
れた位置を考察することができるだろう。朝鮮でも新旧

２つの世界の移り変わりの中で，自立的な変革をめざす
うえで中国および日本との関係においてさまざまな困難
に囲まれていたことがわかってくる。
　日本では，ペリーがやってくる前にすでに対応策が検
討されていて，幕閣のレベルでどのような意見に分かれ
たかをもとに政策選択のあり方を考えさせることがで
きる（三谷 2017 p.112）。その後のアメリカとの交渉
を基本に結ばれた安政５カ国条約が，同じ「不平等条
約」であっても，中国が結んだ一連の敗戦条約と比べ，
違いは大きかったことが指摘されている（南塚 2018 
pp.71-72）。このような違いを検討することが，幕府の
外交努力をどう評価するかの判断材料にもなるだろう。
このように，多様な資料を活用しながら生徒たちがさま
ざまな「問い」と向き合うことで，現代にもつながるい
くつもの課題がこの時代に淵源していることに気づいて
くれることを期待したい。

４　おわりに
　「歴史総合」の実施が迫るなか，その準備作業として
これまでの授業で使った手持ちの教材をもとに授業案を
つくってみたらどうなるだろうかと思って今回の試案と
なった。使った資料は，とくに目新しいものでもなくあ
りきたりの資料ではあるが，３つの国での開国から近代
国家形成過程を比較する際の共通の資料として用いたな
らば，そこからどんな「問い」が生徒から生まれてくる
だろうかという関心があった。関連するさまざまな資料
を組み合わせればさらに効果的な「問い」がつくれるだ
ろう。だが，いかに教師が「問い」づくりに努力しても，
最後は生徒が自ら「問いを表現する」ことができるよう
にならなければならない。一朝一夕には難しいだろうが，
そのためにも学習内容と方法のいずれにおいても教員相
互の交流や情報交換がいっそう必要になるだろう。

〈参考文献〉
・三谷博（2020）：『日本史のなかの「普遍」 比較から考える「明治維新」』

東京大学出版会
・南塚信吾（2018）：『「連動」する世界史 19 世紀世界の中の日本』岩

波書店
・三谷博（2017）：『維新史再考　公議・王政から集権・脱身分化へ』

NHK 出版
・日中韓３国共同歴史編纂委員会（2012）：『新しい東アジアの近現代史
（上）』日本評論社

・小川幸司（2012）：『世界史との対話　70 時間の歴史批評（下）』地歴社
・三谷博・並木頼寿・月脚達彦編（2009）：『大人のための近現代史 19

世紀編』東京大学出版会
・岡本隆司（2008）：『世界のなかの日清韓関係史』講談社選書メチエ
・歴史学研究会編（2008）：『世界史史料９ 帝国主義と各地の抵抗Ⅱ 東

アジア・内陸アジア・東南アジア・オセアニア』岩波書店

なお，高大連携歴史教育研究会の第二部会の「教材共有サイト」に三
谷博先生が幕末および 19 世紀東アジア関係の授業用資料をアップさ
れているので，そちらもぜひ参照していただきたい。
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※ワークシート本体は帝国書院ウェブサイトに掲載します。

1840～42 アヘン戦争

1842 南京条約

1851 ～ 64 太平天国の乱   1853 ペリー来航

1856～ 60 第２次アヘン（アロー）戦争   1854 日米和親条約

1861 総理各国事務衙門の設置   1858 日米修好通商条約

  1863 高宗即位，大院君の執政

1862～ 94 洋務運動 1866 丙寅洋擾 1868 明治維新

1871 清日修好条規 1871 辛未洋擾 1871 日清修好条規

1874 日本の台湾出兵 1873 大院君失脚，閔氏執権 1874 台湾出兵

  1875 江華島事件 1875 樺太・千島交換条約

  1876 朝日修好条規  1876 日朝修好条規

    1879 琉球処分

  1882 壬午軍乱　

1884～ 85 清仏戦争 1884 甲申政変 1889 大日本帝国憲法

1894～ 95 清日戦争 1894 甲午農民戦争 1894 ～ 95 日清戦争

1895 下関条約   1895 下関条約，台湾領有

1895～ 98 変法運動 1897 大韓帝国　　　　　　　　　　　　

1898 戊戌の政変

1900～ 01 義和団事件　 

1901 ～ 08 光緒新政 1904 ～ 07 ３次の日韓協約 1904 日露戦争

1911　 辛亥革命 1910 韓国併合 1910 韓国併合

中国 朝鮮 日本

概 説

問 い

目 標

課題 1

課題２

課題３

課題４

課題５

東アジア３国にとっての「近代化」とは何だったのか

19 世紀，中国・朝鮮・日本の東アジア３国は欧米諸国とあいついで遭遇した。東アジアには中国を中心とする伝統的
な国際関係である「朝貢・冊封体制」が築かれていた。しかし「西洋の衝撃」をきっかけに東アジア３国は，それま
でとは異なる国際関係への転換を迫られていった。これにどう対応するかは，「各国の命運を左右する問題となった」（三
谷 2017 p.46）。３国はそれぞれ独自の対抗策を模索し，相互に影響を及ぼしながら東アジアの近代史が展開していく。

これまで学習してきたことをふり返り，「西洋の衝撃」を受けて開国した東アジア３国で，何がどのように変わったのか，
［史料］と［年表］から考えてみよう。

東アジア３国の開国のきっかけとなった３つの条約・条規の条文から読み取れることを書き出してみよう。これらの
条文が記された背景をふり返り，それぞれの条約・条規の性格を確認してみよう。

［年表］を参考にして，【キーワード①】中体西用・衛正斥邪・尊王攘夷 を使って，開国をめぐって 1870 年代までに
３つの国で起きた歴史的な経過を要約してみよう。

東アジアを取り巻く国際関係が大きく変化するなかで，それぞれの国の関係がどのように変わったか，模式図にして
分析してみよう。

開国後それぞれの国で何が課題とされたのか，
【キーワード②】三民主義・輔国安民・文明開化
を使ってその後の歴史的な経過を要約してみよう。

東アジア３国の歴史を比較して，それぞれの国に
とっての「近代化」とは何だったのか，またこの
先どんなことが課題となると思うか，説明してみ
よう。

ワークシート

［年表］

［史料］

Ａ 南京条約（1842 年）
２ 清国皇帝陛下は英国民が…広東・厦門・福州・寧波および上海の市町に
おいて商業に従うために，迫害または拘束をこうむることなく居住できるこ
とを約束する。
３ …清国皇帝陛下は英国女王陛下に香港を割譲し，英国女王陛下およびそ
の後継者は永久にこれを占有し，英国女王陛下の適当と認める法律・規則を
もってこれを統治する。
５ 清国政府は広東に於て通商に従事せる英国商人をして…清国政府より免
許を得たる「行」商人（公行）とのみ取引することを強制せしが，清国皇帝
は英国商人の居住すべきいっさいの港において，将来右の慣行を廃し，任意
に何人とも通商取引に従事することを許すことを約す。

（出典：帝国書院『最新世界史図説タペストリー十八訂版』p.352）

Ｂ 日米修好通商条約（1858 年）
第三条　下田箱館港の外，次にいふ所の場所を，左之期限より開くへし，神奈
川…長崎…新潟…兵庫…神奈川港を開く後六ヶ月にして，下田港は鎖すへし，
此ヶ条の内に載たる各地は，亜墨利加人に居留を許すへし，…江戸…大坂…
右二ヶ所は，亜墨利加人，唯商売を為す間にのみ，逗留する事を得へし，…
第四条　総て国地に輸入輸出の品々，別冊の通，日本役所へ，運上（関税）
を納むへし，…
第六条　日本人に対し，法を犯せる亜墨利加人は，亜墨利加コンシュル裁断
所にて吟味の上，亜墨利加の法度を以て罰すへし，亜墨利加人へ対し，法を
犯したる日本人は，日本役人糺の上，日本の法度を以て罰すへし，…

（出典：帝国書院『図説 日本史通覧』別冊付録p.25）

Ｃ 日朝修好条規（1876 年）
第一款　朝鮮国ハ自主ノ邦ニシテ日本国ト平等ノ権ヲ保有セリ，嗣後両国和
親ノ実ヲ表セント欲スルニハ，彼此互ニ同等ノ礼儀ヲ以テ相接待シ，毫モ侵
越猜嫌スル事アルヘカラス，
第十款　日本国人民，朝鮮国指定ノ各口（港）ニ在留中若シ罪科ヲ犯シ朝鮮国
人民ニ交渉スル事件ハ，総テ日本国官員ノ審断ニ帰スヘシ，若シ朝鮮国人民罪
科ヲ犯シ日本国人民ニ交渉スル事件ハ均シク朝鮮国官員ノ査弁ニ帰スヘシ，

（出典：帝国書院『図説 日本史通覧』別冊付録p.27）
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課題１

南京条約：アヘン戦争による敗戦条約であり不平等条約。
日米修好通商条約：ペリー艦隊の砲艦外交／交渉条約による不平等

条約。
日朝修好条規：江華島事件をきっかけとした日本の砲艦外交による不

平等条約。

課題２

中国：第２次アヘン（アロー）戦争に破れ，その間に太平天国の乱
が起こり，体制の動揺が始まる。西洋諸国との外交の重要性を認
識した清朝は，総理各国事務衙門を設け，各国との協調をめざし
た。反乱鎮圧ののち「中体西用」をスローガンに洋務運動が進め
られ，清朝の立て直しがはかられる。日本とは日清修好条規が締
結され，対等な外交関係が結ばれた。しかしその後台湾と琉球を
めぐって対立した。また，清朝は同時に琉球・朝鮮などに対して
は従来の朝貢体制を維持しようとした。

日本：アヘン戦争に関する情報や，オランダからはアメリカ艦隊来
航の知らせが日本にもたらされ，幕府はそれらの情報をもとにア
メリカとの交渉にあたった。中国がイギリスとの戦争に敗れ，敗
戦条約である南京条約によって領土を割譲したという情報は，幕
府に慎重な姿勢（避戦論）をとらせた。しかし幕府による開国の
決定は，国内で「尊王攘夷」の動きを盛り上がらせる結果となり，
幕末の動乱につながった。

朝鮮：19 世紀半ば，欧米の船舶が開国を求めて接近するようになり，
「衛正斥邪」の考えにしたがって攘夷を実行し鎖国体制を守った。
宮廷内で国王の父大院君（保守派）と外戚の閔氏（開国派）の対
立が激しくなったところに，日本は江華島事件によって朝鮮を開
国させ，日朝修好条規を結んだ。この条約のもと，日本の朝鮮へ
の進出が始まる。他方，中国も朝貢体制にもとづく宗主国として
朝鮮への関与を強め，朝鮮での日本と中国の対立が強まった。

課題３

〈解説〉
　近代的な国家像とされる国民国家形成にあたって，３国は主権国
家としての要件を満たす必要があった。その重要な点が国境の画定

であった。江戸時代に日本と中国の両属関係にあった琉球王国がそ
の焦点となった。1871 年，台湾で起こった琉球漂流民殺害事件の
際，琉球の帰属をめぐって日中の対立が起こった。1872 年，日本
は琉球藩を設置して琉球王国の解体をはかり，台湾出兵後の「琉球
処分」によって沖縄を日本の領土に編入し，日本は清朝と琉球王国
の間の朝貢体制を否定した。こうして中国を中心とする古い国際体
制の一角が崩れ，同様なことが 1885 年の清仏戦争後のベトナムで
も起こった。そして日清戦争後の下関条約で，最後に残った朝鮮に
対する清朝の宗主権が否定されたことで，最終的に東アジアの朝貢
体制は崩壊した（その後大韓帝国が清朝への朝貢を停止する）。

課題４

中国：清朝の中では体制の刷新をめざす改革派と保守派の対立が繰
り返される。しかし新旧２つの国際体制が併存したまま，結局の
ところ古い体制の改革は実現せず，「三民主義」を掲げ新しい国
づくりをめざした革命派が勝利をおさめた。

日本：幕府から開国路線を引きついだ新政府が「文明開化」をおし
進め，近代的な国家体制を築いた。そして欧米列強をモデルとし
ながら帝国主義の路線にふみ出し，アジアの近隣諸国に進出して
いった。

朝鮮：保守派と開化派の対立，さらに開化派内部での穏健派と急進
派の対立が起こる。その対立に外国勢力の介入が重なり，国内政
治の不安定が続く。「輔国安民」を唱えた農民戦争を契機に始まっ
た日清戦争の結果，清の宗主権は否定され，日本の支配が強まっ
た。そして日露戦争でロシアの力が排除されたのち，朝鮮は日本
の植民地とされた。

〈解説〉
　アヘン戦争は，東アジアにおける「近代」の幕開けを告げる歴史
の転換点となった。それ以後欧米列強の進出が強まり，「万国公法」
すなわち国際法にもとづいて主権国家どうしが条約を結ぶことで築
かれる近代的な国際関係（条約体制）の中に東アジアという地域全
体がしだいに包摂されていくことになった。それは同時にこの地域
が世界的な資本主義経済（自由貿易体制）に組み込まれることを意
味した。
　この時期，東アジア３国は，欧米列強の進出に対してどこまで自
立性（独立）を保つことができるかという共通する課題に直面して
いた。そこで問われたのは次のようなことだった。①西洋諸国に対
してこれまでどおり華夷の区別でのぞむのか，あるいは対等な関係
で条約を結び開国するのか。②西洋文明を夷狄とみなし拒否するか，
あるいは自分たちよりも進んだ文明として取り入れるのか。③国の
形をどうするのか。古い体制を守りながら新しい技術や制度をどこ
まで受け入れるのか。あるいは古い体制をうち捨て，まったく新し
い体制をつくり出すのか。実際のところ３つの国での受けとめ方や
対応の仕方，そしてまた選択の幅はそれぞれに違っていた。
　東アジアでは「近代化」によって主権国家どうしの条約体制にも
とづく新たな「統合」がつくり出されたが，同じアジアの国の中で
の「分化」を生み出した。日本は，その後の対外進出を通じてアジ
ア諸国との「対立」を強め，さらに対外戦争のつど欧米列強諸国と
の「対立と協調」を繰り返していくことになる。

（課題 5 の解答例は略）

解答例


