
単元「明治維新を記念する」 

小単元９明治維新はいかに語られるか－明治維新のその後－ 

 

☆一枚の年賀状から 

 写真は，明治から昭和にかけて政治を諷刺する漫画

を多数執筆した北澤楽天（1876-1955）が日本画家の

佐藤耕寛に宛てて書いた年賀状です。この年賀状は，

昭和 3年に送られたもので，次のような文章が記され

ています。 

 

大変革の明治戊辰と天下泰平の昭和戊辰 

 

※戊辰：十干十二支の 1 つ。十干十二支は全部で 60

種類あり，昭和 3年は「戊辰」の年である。 

 

Q1.年賀状の青年は本を読んでいます。ジャンルは何

でしょうか。 

 

 

Q2.「明治戊辰」とは，何をさしているでしょうか。

考えられる歴史上の事件などキーワードを複数あげ

てみましょう。 

ヒント：①昭和 3年は西暦に直すと…？ 

②「戊辰」に関連する出来事は西暦何年に起こったかな？ 

 

–– 

Q3.「天下泰平」の「昭和戊辰」の時代を生きる北澤楽天にとって，「明治戊辰」はどのよ

うな時代ですか？「大変革」の部分を具体的にして説明してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年賀状レトロ美術館」株式会社アイデア工房

（https://www.fuyuki-nenga.com/museum/） 



ここまで，幕末から明治初期の時代を扱いました。欧米諸国の圧力を受け，近世という

時代から近代という時代へ移行し始めた日本は，今日の私たちの生活を支える価値観や技

術の多くを，この時期に獲得し始めたといえます。 

 一方で，近世から近代へ移行する中で，失われたものは少なくありません。欧米の文物

の流入は，私たちの価値観や行動を大きく変化させました。それによって生じた問題も授

業では扱っています。 

 私たちはこのような時代の転換をどうやって捉えればよいのでしょうか。ポイントは，

歴史の継続(Continuity)と変化(Change)を調査することです。例えば，次のような問いに

ついて考えてみましょう。 

 

Q1.年賀状の青年の姿と江戸時代の町人や商人の姿を比べるとどこが共通していますか？ 

Q2.年賀状の青年の姿と江戸時代の町人や商人の姿を比べるとどこが異なりますか？ 

  

Q1.は継続に関わる問いです。ある期間同じ性質のものが変化せずに維持し続けることを

継続と表現します。つまり，異なる時代にも共通点が見いだせるということです。Q2.は変

化に関わる問いです。ある期間の間に状態が維持されず移行することを変化と表現します。

つまり，時代ごとに相違点が見いだせるということです。 

継続と変化を調査することは，歴史を捉えるうえで何を重視するかにも関わります。北

澤楽天が明治維新を「大変革」と表現している理由は，明治維新による変化の側面を重視

していることにほかなりません。 

 

 そして，「明治維新を記念する」ということには，当時の社会状況が色濃く反映されてい

ます。明治維新の 50 周年・100 周年・150 周年における共通点と相違点について考えてみ

ましょう。 

  



Q1.資料１のプリントを読み，明治維新 50周年記念の特徴を整理してみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.資料２のプリントを読み，明治維新 100周年記念の特徴を整理してみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

Q3.資料３のプリントを読み，明治維新 150周年記念の特徴を整理してみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

Q4.Q1～Q3を踏まえ，明治維新 50周年・100 周年・150 周年記念にはどのような共通点があるか説

明してみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

Q4.Q1～Q3を踏まえ，明治維新 50周年・100 周年・150 周年記念にはどのような相違点があるか説

明してみよう。 

 

 

 

 

 



Q5.コロナ禍を生きる私たちが明治維新から学ぶべきことは何だと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

Q6.明治維新について私たちが後世に語り継ぐべきことは何だと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

  



【資料１】明治維新 50周年記念の様子 

資料 1-1：明治維新 50周年記念式典の一覧 

年 式典名 主催者 場所 

1917.05.13 戊辰殉難者五十年祭大法会 旧幕臣 寛永寺（東京） 

1917.08.23 戊辰殉難者五十年祭典 旧会津藩 鶴ヶ城本丸（若松） 

1917.09.08 戊辰殉難者五十年祭 旧盛岡藩 報恩寺（盛岡） 

1917.09.24 旧薩摩出身殉難者慰霊祭 旧薩摩藩 島津公爵邸（東京） 

1917.10.14 維新戦歿者殉難祭 旧長州藩 靖国神社（東京） 

1917.10.28 戊辰戦歿者五十年祭 旧土佐藩 水交社（東京） 

1917.11.18 佐賀藩士戦歿者五十年祭 旧佐賀藩 靖国神社（東京） 

（奈良岡聰智(2018)「記憶としての明治維新（一）」『法学論叢』184 巻 2 号より） 

資料 1-2：明治維新 50周年記念式典について 

 政府主催の式典が開催されなかった理由は，戊辰戦争による政治的・社会的亀裂がまだ残存してい

たためと考えられる。明治期に藩閥政府のトップに君臨し続けたのは，伊藤博文，山県有朋，松方正

義ら，戊辰戦争の勝者たる薩長出身者であった。そのため，敗者の側が藩閥政府の歴史観に異議を表

明するのは容易なことではなかった。…旧討幕派と旧佐幕派（注：幕府を擁護する派閥のこと。討幕

派と対比して用いられる。）の歴史観には大きな隔たりがあり，後者のそれは前者によって政治的に

抑えこまれてきたと言っても過言ではない。… 

 こうしたなかで，「明治維新 50 年」を機に開催された慰霊祭は，旧討幕派諸藩の関係者にとって

は，改めて幕末維新期における自らの政治的立場の正当性を確認する場となった。他方で，旧佐幕派

諸藩の慰霊行事は，長年抑えこまれてきた歴史観を従来になく積極的に発信する機会となった。旧佐

幕派関係者は，慰霊行事において，戊辰戦争で戦死した藩士たちを「国難に殉じた英霊」とし，「敵味

方を問わない慰霊」というコンセプトを明確に打ち出すことで，自藩の立場の正当性を主張した。 

（奈良岡聰智(2020)「「昭和戊辰」における明治維新イメージ：歴史意識の変容と相克」『「明治」という遺産：近代日本をめぐる比較文明史』ミネルヴァ書房） 

 

資料 1-3：明治維新 50年の社会的背景 

 大正政変以降，大衆の政治活動や政治的意見の表明は著しく活発化した。天皇の代替わりの影響も

あり，大正新時代にはデモクラシー的な風潮が急速に強くなった。自由やデモクラシーを求める声が

強くなる中で，明治維新に対するさまざまな見方を自由に表明しやすい雰囲気が生まれたのは間違い

ない。…1914 年勃発の第一次世界大戦が長期化し，「明治維新 50 年」の年は戦争の真最中であった

ということも重要である。東アジアは主戦場にはならなかったが，日本は大戦の当事国であり，この

人類未曾有の大戦争が世界史を大きく変えつつあることは強く意識されていた。『東京朝日新聞』は，

1917年元旦の社説の中で，「欧州戦乱（注：第一次世界大戦のこと）」「超然内閣（注：政府は政策を立案し実行する

にあたって政党に左右されないとする立場）」といった旧態が持続しているが，「所謂維新よりの第五十年をし

て，新旧時代の一期画（注：転換期）を作さしめよ」と訴えている。 

（奈良岡聰智(2020)「「昭和戊辰」における明治維新イメージ：歴史意識の変容と相克」『「明治」という遺産：近代日本をめぐる比較文明史』ミネルヴァ書房） 

明治維新 50 周年の時期に起きた出来事を『図説 日本史通覧』の年表で確認して，その出来

事が式典にどのような影響を与えているか考えてみよう。 

① 明治維新を記念する 50 周年式典の主催者について，戊辰戦争に新政府軍として参加した

藩と旧幕府軍として参加した藩に分けてみよう。 

② 明治維新を記念する 50 周年式典において，①のような立場の違いは，どのような特徴にな

って現れたか考えてみよう。 



【資料２】明治維新 100周年の様子 

 

資料 2-1：明治維新 100周年記念式典 式辞（1968年 10月 23日） 

この一世紀の変動は日本民族にとって未曾有の経験であり，世界の歴史においても特筆すべきこと

であった。東洋の一島国にすぎなかった日本は，幾多の制約と困難に打ち勝って近代化をなし遂げ，

国際社会の重要な一員に成長するにいたった。 

 明治の変革の一つ一つをし細にみれば，政治，経済，教育，社会そして日常生活の万般におよんで

いる。それはあとに続く人々によって受け継がれ，今日の日本の発展につながっている。西欧先進諸

国が産業革命以来三百年かかった近代化を，日本人は百年間でなしとげた。しかしながらその間に見

落としてきたもの，顧みる暇のないまま放置されてきたものが数多くある。大きな犠牲をも払わなけ

ればならなかったこの百年間の苦難の歩みのなかから，多くの教訓を学びとるとともに，日本国民の

英知と勤勉と活力に大きな誇りをもつことができる。 

 明治改元から百年，いま再び変動の時が刻まれつつあり，未来を予告する胎動が感じられる。この

変動に賢明に対処できれば，われわれは精神的にも，物質的にも，また時間的にも空間的にも，さら

に豊かな未来を開くことが可能である。しかし未来に向かって爆発する巨大なエネルギーを制御し活

用することができなければ，時の流れに押し流されて深刻な混乱を招くことになる。 

 明治百年を迎えたいま，新しい世紀を選択し創造することは現在のわれわれに課せられた責務であ

る。長期的な未来像において，国民的一致点を見いだすべく最大の努力を払わなければならない。わ

れわれは明治百年を契機に，調和のとれた未来社会の建設と世界の真の平和の確立に向かって力強く

前進することをここに決意する。   

（内閣総理大臣官房（編）（1970）『佐藤内閣総理大臣演説集』） 

 

資料 2-2：明治維新 100周年の社会的背景 

1968年に行われた「明治百年」イベントは，佐藤栄作政権によるヴェトナム戦争への無条件の協

力など対米従属が深まる中で，「栄光の明治」に国民の目を向けさせ，問題を広げさせないための仕掛

けだった。佐藤首相は 1967 年 11 月訪米し，アメリカ政府と共同声明を発表した。日本政府は，ア

メリカによる北爆の停止には北ヴェトナム政権の対応が必要だとして，アメリカの北爆に対する支持

を表明し，「共産主義の干渉と浸透に対処するための自由世界の努力」（ソ連による共産主義を排し，

アメリカの民主主義を浸透させること）が東南アジアで支持されていることを首相自身が確かめた，

といった内容で，総じてヴェトナム戦争の泥沼化に行き悩んでいるアメリカへの強力な支持を発信し

たものだった。 

（原田敬一(2018)「「明治 150 年」・〈明治の日〉・改憲」『創られた明治，創られる明治』岩波書店(一部改変)） 

 

資料 2-3：明治維新 100周年に対する評価 

 …日本の近代を「成功」の歴史として彩り，流布するべく，「明治維新」を「成功」の起点とみなし，

その世界に対する優位性・正当性を喧伝しようとした「明治百年」は，その一方に間違いなくあった

戦争や迫害や過ちや矛盾を捨象した歴史像を押しつけようとした。 

（石居人也(2018)「歴史研究における「明治」をみる眼－「明治百年」から「明治 150 年」への史学史として－」『創られた明治，創られる明治』岩波書店） 

 

 

 

① ヴェトナム戦争の内容と，日本がヴェトナム戦争にどのように関わったのか調べてみよう。 

② 明治維新 100 周年では，明治維新の重要性についてどのような表現を使っているだろう

か。資料に線を引きながら読んでみよう。 

資料 2-1から，このような評価がされる裏づけとなる表現を探してみよう。 

（資料 2-1は明治維新をどのように評価しているかな？） 



【資料３】明治維新 150周年の様子 

資料 3-1：明治維新 150周年記念式典 式辞 

今から 150 年前の今日，明治改元の詔勅が出されました。この節目の日に，各界多数の御参列を
得て，明治 150 年記念式典を挙行いたしますことは，誠に喜びに堪えないところであります。皆様
と共に，我が国が近代国家に向けて歩み出した往時を思い，それを成し遂げた明治の人々に敬意と感
謝を表したいと思います。 
 近代化への道のりは，大きな危機意識の中で始まりました。当時，技術に先んじる列強が植民地支
配を進め，その波がアジアにも押し寄せていました。国力に後れを取っていた我が国は，正に国家存
亡の危機に直面していたと言っても過言ではありません。 
 独立を守らなければならない。当時の人々は，文字通り命懸けで，情報を集め，策を練り，そして，
果敢に行動しました。内外旺盛な交流により，学びに学んで，最先端の知を貪欲なまでに求め，それ
にとどまらず，日本の良さや伝統をいかしたものにまで高めていきました。 
 五箇条の御誓文が，古い陋習（ろうしゅう）を破れと説き，身分や階級を問わず志を追うべしと勧
めたとおり，新しい国づくりに際しては，それまでの身分，武士・農民・町民の別に関わりなく，若
者や女性を含め，志を持った人々が，全国各地で躍動しました。外国からも多くの人々が訪れ，我が
国の発展に大きな役割を担っていただきました。 
 明治という時代が新たに生み出した多くの人材が，急速な近代化の原動力となり，我が国は近代国
民国家への第一歩を踏み出しました。憲法の制定，議会の設置，内閣制度の導入など，立憲政治・議
会政治の基礎が築かれました。工業化の進展，鉄道の開通，郵便や金融制度の整備。産業も大きく発
展しました。義務教育が導入され，女子師範学校が開設されるなど，教育が充実したのもこの時代で
す。現在の政治，経済，社会の土台が築かれました。 
 我が国の近代化は，西洋に比べて，極めて短い期間に行われました。それまでの歴史の礎があって
の飛躍であろうことを併せ考えたとしても，それを成し遂げた先人たちの底力，道半ばで倒れた方々
も含め，人々にみなぎっていた，洋々たる活力，志の高さに驚嘆せずにはいられません。同時に，今
を生きる私たちも，これを誇りに力強く歩んでいかなければならないと思います。 
 今日，我が国は，内においては，急速な少子高齢化が進行し，外に目を転ずれば，急激に変化を遂
げる国際社会の荒波の中にあります。正に国難とも言える時代にあって，故（ふる）きを温（たず）
ね新しきを知る。明治の人々が，勇気と英断，たゆまぬ努力，奮闘によって，世界に向けて大きく胸
を開き，新しい時代の扉を開けたことに想いをはせながら，私たちは，この難局に真正面から立ち向
かい，乗り越えていかなければならないと思います。 
 現在，明治 150年関連行事として，近代化の歩みが記された歴史的遺産を次世代に残し，学び，将
来につなげていこうとする取組が，全国各地で行われています。特に，若い世代の方々には，是非と
も，この機会に，我が国の近代化に向けて生じた出来事，人々の息遣いに触れ，光と影，様々な側面
を貴重な経験として学びとって欲しいと思います。 
 来年は，約 200年ぶりに天皇陛下が御退位され，皇位の継承が行われます。その翌年には，東京オ
リンピック・パラリンピックが開催され，世界中の人々が我が国を訪れ，世界の関心が日本に集まり
ます。我が国は，正に，歴史の大きな転換点を迎えようとしています。 
 私たちは，平成のその先の時代に向けて，明治の人々に倣い，どんな困難にもひるむことなく，未
来を切り拓いてまいります。そして，平和で豊かな日本を，次の世代に引き渡していく，その決意を
申し述べ，式辞といたします。 

平成 30 年 10月 23日 
内閣総理大臣 安倍晋三 

出典：首相官邸ホームページ（https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2018/_00034.html） 

資料 3-2：明治維新 150周年に対する評価 

「明治一五〇年」においては，戦争や迫害・過ち・矛盾が捨象されており，特定の歴史像へからめ
とろうという志向，眼前にある課題に向きあわない，あるいは向きあわせないようにするといった志
向もみえ隠れする。ただ一方で，若者・女性・外国人といった等閑視されがちな存在をもちだし，「人々」
を重視する姿勢をもみせている。それは，「明治百年」が近代日本という国家の「成功」の物語を描き
だそうとするなかで，ふるい落としてきたものを掬いとろうとしているかにもみえる。（中略）ただ，
「一五〇年」では，そうした「人々」の生の足跡は，「活躍」という観点からのみ掬いとられる仕組み
になっている点には留意が必要だろう。 

（石居人也(2018)「歴史研究における「明治」をみる眼－「明治百年」から「明治 150 年」への史学史として－」『創られた明治，創られる明治』岩波書店（一部改変）） 

資料 3-2 が指摘する「捨象されて」しまっていることは何か考えてみよう。捨象されてしまうこと

によって起こる問題は何だろうか。 


