


表紙写真解説
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博多祇園山笠：博多の総鎮守である櫛
田神社への奉納神事。毎年７月１日か
ら 15 日にかけて行われ，博多の街を
にぎわせる。写真は，10m 前後の高さ
を誇る「八番山笠　上川端通」である。
国の重要無形民俗文化財。ユネスコ無
形文化遺産。
写真提供／アフロ
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実現に向けたICTの活用
大阪教育大学大学院  准教授 寺嶋 浩介

わたしの社会貢献 vol.3
石巻市における復興・防災マップづくり
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教育現場の熱視線
福井弁護士会が進める法教育と主権者教育
福井弁護士会  法教育委員会委員長／弁護士 後藤 正邦

地域からの発信
防災教育とラグビーワールドカップ2019TM開催で
発信する東日本大震災からの復興
釜石市 総務企画部  総合政策課

しごと図鑑
外航船の船長の仕事
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天草市立天草キリシタン館
館長 平田 豊弘
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　社会科のテストでよくある穴埋め問題。たとえ

ば「徳川家康と石田三成は（　　）で戦った」と

いう問題の答えは何だろう。出題者は，「関ヶ原」

という答えを期待したと思うが，「必死」と答え

た子がいたと有田和正氏が紹介していた。この子

の答えをどう評価するだろうか。不正解だろうか。

　では，「日本国憲法前文」で穴埋め問題をつく

る場合，どこを穴埋めにするだろうか。「主権が国

民に存する」の「主権」や「国民」，「恒久の平和

を念願し」の「平和」など憲法の基本原則に関わ

る部分を穴埋めにするパターンが多いようだ。一

方，「これに反する一切の憲法，法令及び詔勅を

排除する」の「排除する」や，前文結びの「この

崇高な理想と目的を達成することを誓う」の「誓

う」という部分を穴埋めにするパターンはきわめ

て少ないようだ。この場合は，憲法条文の動詞，

つまりどう行動するかを表現している部分を問う

ている。社会科で憲法前文の穴埋め問題を解いた

経験がある国民は多くても，それを「誓った」と

いう自覚を持つ人は多くないと言えるかもしれな

い。私は，穴埋め問題を推奨しているわけではな

いが，問題をつくるとき，動詞の部分を大事にし

てみてはどうかと思う。一言一句を暗記するので

はなく，自身が誓う（決める）ことに気付かせた

いからだ。その場合，同義語でもよい寛容さがあ

るとよいだろう。「誓う」の場合は，「決めた」や「大

切にする」などの答えがあるかもしれない。そこ

から，「むかしの人はなぜ誓ったのだろう」など

歴史につながる新しい疑問も生まれるだろう。冒

頭の「必死」と答えた子にも「なぜ必死で戦った

のか」とつなげると学びも深まることだろう。自

分は社会でどのように「行動する」かを考える時

間としての社会科が大切だと考えている。

動詞が大切？！

愛知教育大学教授　土屋 武志
リレーエッセイ

土屋 武志（つちや たけし）  
専門分野／社会科歴史教育
主要著書／『解釈型歴史学習のすすめ―対話を重視
した社会科歴史』（梓出版社，2011）

『アジア共通歴史学習の可能性－解釈型歴史学習の
史的研究』（梓出版社，2013）

『実践から学ぶ解釈型歴史学習－子どもが考える歴
史学習へのアプローチ』（編著，梓出版社，2015）
日本文教出版『小学社会』教科書著者
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問題の発見
問題の定義

解決の方向
性の決定

解決方法の
提案

計画の立案

結果の予測
計画の実行

振り返り
次の問題解
決へ

他者への働きかけ、他者との協働、外部との相互作用

発表（プレゼンテーション）や話合い

協働制作・製作
（レポート、発表資料、マルチメディア作品、
ロボット等の製作品、プログラム等）

課題の把握
（情報の提示による
興味･関心の喚起）

記録の活用
（自らの学び
の振り返り）

個に応じた学習

障害の状態等に
応じた指導

シミュレーションの活用、データ分析

マルチメディアによる資料や作品の制作

家庭学習・反転
学習

他校の児童生徒、社会人、外国の人々等との交流

協働での意見の整理
（意見の共有、比較検討）

インターネット等を活用した
調査活動（調べ学習）

上記のプロセス
の全てに当ては
まる活用

深い学び

対話的な
学び

主体的な
学び

遠隔教育

アクティブ・ラーニングの視点に立った学習プロセスにおけるICTの効果的活用の例

問
題
発
見･

解
決

の
プ
ロ
セ
ス

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
効
果
的
活
用
の
例

留意すべき点
各プロセスと活用例との対応は例示であり、上例に限定されるものではないこと

学習活動のつながりと学びの広がり（例えば、対話的な学びが起こりつつ、深い学びや主
体的な学びも実現されていること）を意図した、単元の構成の工夫等が望まれること

「学びのイノベーション事業実証研究報告書」 (平成25年度)を基に作成

　新しい学習指導要領の実施が迫る中，教育現場に

おいて「主体的・対話的で深い学び」という言葉を

聞かない日はない。そのような学習と，近年さかん

に言われているICTの活用とはどのような接点を持つ

だろうか。そもそも，そのような学習にはICTは必要

ないとお考えの方もいるかもしれない。実は，その

必要性を考える以前に，新しい学習指導要領におい

ては，すでにICTを活用することが当然の前提とし

て組み込まれている。学習指導要領の総則には，学

習の基盤となる資質・能力として，言語能力の次に

●大阪教育大学大学院  准教授  寺嶋 浩介

主体的・対話的で
深い学びの実現に向けた
ICTの活用

情報活用能力があげられている。また，その情報活

用能力の育成のためには，「各学校において，コン

ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を

活用するために必要な環境を整え，これらを適切に

活用した学習活動の充実を図ること」と明確に記さ

れている。

　今日，各学校にタブレット端末等の児童・生徒用

のICTの導入が図られようとしている。ICTは最終的に

彼らにとって必要不可欠な道具として位置づけられ

ることが期待されている。例えば，「情報に関わる

資質・能力について（平成28年1月18日総則・評価

特別部会 資料 2-1）」として，下図のような活用形態

が期待されている。ICTは問題解決の過程に様々な形

1主体的・対話的で深い学びに
おける ICT活用への期待
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寺嶋 浩介（てらしま こうすけ）

関西大学大学院総合情報学研究科を修了
後，京都外国語大学国際言語平和研究所
にて研究員として約 2 年間勤務。 その後，
約 10 年間の長崎大学教育学部での勤務
を経て，2015 年 1 月より現職。専門分野
は教師教育学（特に教育工学，メディア教
育）。テーマとしては，問題解決能力，コミュ
ニケーション能力等の育成に興味がある。 
日本教育メディア学会，日本教育工学会，日本教育工学協会理事。主
な著書に『教育工学アプローチによる教師教育』（ミネルヴァ書房，共
編著），『タブレット端末で実現する協働的な学び』（フォーラム・A，共
編著）がある。2009 年日本教育工学会研究奨励賞受賞。

●

　今後「主体的・対話的で深い学び」やその手段

としての ICT 活用がより推進される中で，社会科

の学習において，授業をどのように進めることが

期待されるのか。まず，これまでの授業の展開方

法を基本として考えて良いので，学習指導要領で

目指されるような，社会的事象について多面的・

多角的に児童・生徒が考えられるような場を設け

たい。その際には，デジタル教科書，あるいはな

ければ普通の教科書紙面を実物投影機などの提示

装置を用いて，資料を映し出すことが有効である。

ただ資料を提示して伝えるのではなく，その背景

となる状況や理由を考えさせるような組み立てに

したい。最近「答えが総て書かれている」として，

特に社会科授業において，教師が教科書活用に消

極的な場面が見られる。教科書を教えることをゴー

ルにするのではなく，教科書で教えることをスター

トラインとしなければ，児童・生徒は深く学べない。

教科書は，そのための知識の宝庫であり，積極的

に活用しない手はない。各社教科書の比較読みを

してみることも授業づくりにおいては役立てられ

る。また，活用にあたっては，指導書があればそ

れも参考にしたい。これには，ひとりの教師では

なかなか思いつかない学校現場の知識がふんだん

に込められている。デジタル教科書が今後より積

極的に導入されるようになっても，活用する側の

教師にこの「基礎体力」がなければ，費用対効果

は見込めないのではないかと私は考えている。

　また，毎時間ではなく，特定単元の終わりなどに，

児童・生徒がある問題について調べたこと，学ん

だことをまとめたり，表現したりしていくような

場を少しずつ取り入れたい。例えば，小学校にお

いては新聞づくりなどを行っているところもある

し，中学校においてもポスターとして表現してい

くなどの，表現ベースの課題に基づいた授業をよ

く見る。児童・生徒用の ICT 環境があれば，表現

の手段をより拡げることができる。

　こうした取り組みを少しずつ進めるのは，とも

すれば，次の学習指導要領への対応にしか見えな

いかもしれない。しかし，現実の状況は私たちが

予想しない速さで進んでいる。例えば，大学入試

改革により，理念上で言われていた「今後求めら

れる力」が，よりいっそう明確化してくる。ICT

環境が進み，児童・生徒 1 人 1 台が現実化しつつ

ある。それを視野に入れ，デジタル教科書に関す

る法整備が進み，児童・生徒用の教科書に準拠し

たデジタル教材が，利用されるコンテンツとして

積極的に導入される可能性がある。教育の形が大

きく変わる中で，自ら考え，少しずつ考え方をシ

フトしなければ，さらに先は教師は不要な職業と

なるかもしれない。今後の授業の形を考えながら，

教師として，教育の将来を切り開こう。

2今後に向けて，社会科において期待されること

で位置づき，情報の整理や発信に役立てることがで

きる。ときに思考のための道具として，ときに協働

学習としての活用にその可能性が見出されている。

　しかし，こうしたことは，児童・生徒用のひとり

1台の端末が常に使えるようになって実現していく

ものである。現状，多くの地域では，学校のICT環境

をなかなか充実させることができないという悩みが

あり，理想とは遠い状況にあるのが一般的である。

とはいえ，大型の提示装置や指導者用のデジタル教

科書が導入されるなど，教師の指導を充実させるた

めの環境については，少しは進んできた。例えば，

電子黒板やデジタルディスプレイでデジタル教科書

の画面の拡大提示や，ペンで印をつけて注目させる

ことで教師の説明の効率化を図ったり，知識を容易

に習得できるようにしたりしていくことは有効であ

る。これは，児童・生徒の学習を変えるよりも手が

つけやすいので，まずは「わかる授業」の精度をよ

り高くし，子どもたちが思考・判断・表現できる時

間を確保することからはじめてみたい。
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vol.3
わたしの 社会貢献

　石巻市立鹿
か

妻
づま

小学校では，大震災の約１年後の

2012 年度から復興マップづくりに取り組んでい

る。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン，東北大

学災害科学国際研究所のメンバーと一緒に筆者も

当初からこの支援に関わってきた。この取組を始

めるにあたって，当時 4 学年担任の先生方と何度 

も打合せを行った。震災で学区のほとんどが浸水

し特に沿岸部がひどく被災したことから，「震災後

の１年間，学校では地震，津波といったことには

一切触れることができなかったが，子どもたちは

これにきちんと向き合い今後の人生の糧にしてほ

しい」と先生方は話された。そして，現実の状況

は厳しいがこれを肯定的に捉えられる取組にする

ため，「復興マップ」づくりとした。大まかな流れは，

　2017 年度の鹿妻小では，東日本大震災について

知り，各自の家からの避難について考える取組が行

われた。４年生は大震災についてほとんど知らな

▲ 石巻市立鹿妻小学校 復興マップ まちあるきの様子（2013 年）

●山形大学教授  村山 良之
小学校から中学校への展開

鹿妻小学校４年生の取組

自らの防災に役立てる取組へ

地図の見方等の授業（筆者担当）やチェックポイ

ントとルートの確認等のオリエンテーション，ま

ちあるき，マップづくり，成果発表（他学年，保

護者等対象）である。子どもたちは復興の目撃者

であり，成果物のマップやまちあるきで撮影され

た写真は貴重な記録になることも期待された。ま

ちあるきでは，危険や不安に思う場所やものだけ

でなく，震災の後に新しくできたもの，震災の前

からあったもので被害を受

けたが直されたもの，いま

建設中，修理中のもの，復

興準備中のところ（がれ

きがなくなって整理され

た「更地」は復興のスター

ト），その他みんなが特に

気付いた場所やもの（楽し

い，きれい，自慢できる場

所やもの）を見つけて，写

真とともにマップに書き込

んだ。継続するなかで，前

年の写真やマップとの比較

もできた。徐々に大学関係

者の関わりを薄めてきたこ

ともあって年度によってそ

の取組の内容はかなり異な

るが，鹿妻小ではマップづくりが４年生の総合の

時間において継続的に行われている。

石巻市における復興・
防災マップづくり
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vol.3
わたしの 社会貢献

▲ 東北大学災害科学国際研究所
　 鹿妻復興マップづくり 活動のまとめ（2013 年度）

▲ 石巻市立鹿妻小学校 復興・防災マップ
　 発表会（2018 年 3 月8 日）

◀ 東北大学災害科学国際研究所監修 
　 「復興・防災マップづくり」実践の手引き
　 （2017 年）

村山 良之（むらやま よしゆき）

専門分野／地理学，防災教育
主要著書／『防災教育の展開』（共著，
東信堂，2011 年），『災害－その時学校
は 事例から学ぶこれからの学校防災』（共
著，ぎょうせい，2013 年），『防災・減
災につなげるハザードマップの活かし
方』（共著，岩波書店，2015 年）
日本文教出版『中学社会』教科書著者

● 

　石巻市教育委員会では，復興・防災マップづく

りの全市展開に取り組んでおり，2017 年度は第１

回マップコンクールも開催された。応募されたマッ

プは，それぞれの学区の地理的条件にあわせて多

様であり，水害を対象とするものもたくさんあっ

た。筆者も審査員をさせていただいた。

　小学校の取組は，鹿妻小がひとつのモデルにな

り得ると考えられるが，中学校での取組が大きな

課題となっている。2017 年度これに挑戦した桃
も の う

生

中学校では，社会科担当の先生が地理の授業とし

て地図の学習２時間分をマップづくり（総合）に

挿入するという重要な展開があった。2016 年度に

筆者を含む大学関係者がまとめた『「復興・防災マッ

プづくり」実践の手引き』の改訂にあたって，桃

生中の実践を参考に社会科地理との連携を例示す

ることになった。地理，歴史，公民あるいは理科，

保健体育，道徳等との連携を視野に入れたカリキュ

ラムマネジメントの観点は，

中学生らしいマップづくり

を進めるための大きなヒン

トになると期待される。

桃生中学校でのマップづくり

いこと，2016 年 11 月 22

日の朝に発生した福島県

沖の地震による津波注意

報，警報に対する避難行

動に課題が多いことを学校が子どもへの独自の調

査によって把握したからである。マップには，まち

あるきやインタビューで得られた情報だけでなく，

東日本大震災の浸水域や子ども一人ひとりの避難

ルートが書き込まれた。さらに，各自が防災俳句（標

語），そのポスターと解説文をつくることで，子ど

もたちに防災意識が定着するよう工夫された取組

となった。これらは，大学からの支援をごく一部

受けつつも，４学年の担任と校長，教頭先生らが

独自に工夫されたものである。インタビューされ

た地域の方々や保護者が招待された発表会には，

３年生も参加して来年度につなぐとのことである。

またその発表会で，あるお母さんは津波避難の生々

しい経験を子どもたちにお話しされた。肯定的な

ポイント探しを誘導した当初の復興マップづくり

から，大震災を学んで自らの防災に役立てる取組

に大きく変化したことは，わずか数年ではあるが

隔世の感がある。
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教師が「教材研究の手引書」として，

子どもが「学びのガイドブック」として

教科書を活用しよう！

授業力アップをめざす先生のための

小学校編

●國學院大學教授   安野 功

教科書を
●

教える？  それとも教科書で
●

教える？
～本当の教科書活用法 その 5 ～

　今回は，中学年の地域学習における教科書活用術が

テーマです。

　中学年の教科書は子どもの生活舞台とかけ離れたよ

そのまちの「もの・人・こと」が事例となっていま

す。だから使いづらい。そんな声をしばしば耳にしま

す。

　そこで今回は，教師と子どもが教科書を使いこなす

具体的なアイディアを二つ紹介します。

　一つ目は，教師が授業プランを考える際に有効な

「教材研究の手引書」として活用する方法です。

　副読本は子どもに身近な地域の話題や学習素材が満

載されています。料理にたとえると，地元でとれた

“旬な食材の宝庫”。それが副読本の強みです。いっ

ぽう，教科書には，“今，求められている授業の姿，

期待する子どもの学びの姿”が描かれています。それ

は問題解決的な学習です。その手引書として教科書を

活用し，調理の手順（問題　解決の流れ）を決め，副

読本から最適な食材（事例や学習素材）を選び出し，

料理のプラン（授業プラン）を練り上げていくのです。

　ここでの具体的なポイントは，大きく五つありま

す。

❶子どもに気づかせたい素
・

朴
・

な
・

問
・

い
・

（？）に着目す 

　る。

❷問い（？）の追究・解決に向け，ど
・

ん
・

な
・

活
・

動
・

へど
・

の
・

 

　よ
・

う
・

に
・

子どもを導いていくのかを考える。

❸上記①，②を通して引き出す深
・

ま
・

っ
・

た
・

問
・

い
・

（学習問 

　題）とそれを追究・解決していくための見
・

通
・

し
・

（問 

　題に対する予想や追究の計画）に着目する。

❹学習問題の追究・解決を図る見
・

学
・

・調
・

査
・

や
・

表
・

現
・

な
・

ど
・

　の
・

活
・

動
・

とそれぞれの具体的な進
・

め
・

方
・

に着目する。

❺学習のふ
・

り
・

か
・

え
・

り
・

の
・

活
・

動
・

に着目する。

　二つ目は，子どもが自ら主体的に問題を追究・解決

していくうえで効果を発揮する「学びのガイドブッ

ク」として活用する方法です。

　社会科では子どもが自分の体と頭をフル回転させ，

仲間とともに問題を追究・解決していく協働思考を伴

う問題解決を大切にしていきます。問題を発見する

力，調べる力（技能），考え・表現する力などを育て

るためです。これらの力は教師の発問や指示だけで展

開する教師主導の学習では育てることができないので

す。

　それでは，子どもが自力で問題を追究・解決できるよ

うに支援していくにはどうすればよいのでしょうか。　

　ここで威力を発揮するのが教科書です。教科書には

資料や本文記述に加え，さまざまなコーナーが設けら

れています。例えば，日文『小学社会』では「学び

方・調べ方コーナー」，「考えるヒント」などを特設

しています。これらは子どもたちの主体的な問題解決

を支援する意図で工夫したものです。特に「学び方・

調べ方コーナー」では「見る・調べる」「読み取る」

「表現する」など見学・調査の方法や資料の特徴に応

じた読み取り方，多彩な表現方法などを例示していま

す。これらのコーナーを子どもが「学びのガイドブッ

ク」として使いこなす，学び方の教材としての教科書

活用をお薦めします。
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●ＮＩＥを社会科で
　ＮＩＥ（教育に新聞を !）の取り組みが各地で進めら

れています。総合的な学習の時間や国語科などで取り

組まれていますが，社会科こそ，新聞の活用が有効な教

科です。なぜなら，社会科はこの世の中で起こること，

起こったことを対象にしているからです。新聞を活用

すれば，自ずと生徒を社会とつなぐことができます。

　ＮＩＥの学習は，以下のように多様に展開されてい

ます。

●新聞活用で社会科らしい深い学びを
　大阪府島本町立島本第一中学校（現島本町教育委員

会指導主事）の飯島教諭は，毎日，五大紙（朝日，毎日，

読売，産経，日経）と地方新聞を切り抜いてＢ４用紙

の両面に印刷して生徒に読ませています。2017 年 11

月 22 日のこの学校の授業を紹介したいと思います。

　この日は，２・３年生の合同授業です。授業のねら

いは「憲法改正を通して国の形を考えよう」です。

　授業では，２・３年生がそれぞれチームを組んで憲

●新聞活用の成果と課題
　普段から新聞に親しんでいる生徒ならではの提案や

議論には，社会科のめざす深い学びがあり，シティズ

ンシップの育成に大きな成果をあげています。

　ＮＩＥの今後の課題は，質の高い情報を見分け，自

分自身の考えを多面的・多角的に組み立てることがで

きる生徒を育てることです［土屋武志「真価問われる

ＮＩＥ」（本誌 vol.5）］。その意味からも，普段から生

徒が複数紙に出合っている島本町立第一中学校の取り

組みが注目されます。

新聞活用で深い学びを創るには ?
●大阪教育大学・大阪成蹊大学・武庫川女子大学非常勤講師   丹松 美代志

中学校編

①スクラップの切り抜き，さらにはそれらを生かし 

　た探究学習などへの展開　

②同じ事件や内容を扱った複数紙の記事や社説など 

　の読み比べ

③社説や記事，投書欄などを活用した討論やディ 

　ベート

④社会的な問題などについての新聞社への投書

⑤学習のまとめとしての新聞づくり

⑥新聞を家族で読んで意見を出し合うなどのファミ 

　リー・フォーカス

⑦新聞社見学，新聞記者への聞き取りなどに基づい 

　て新聞を批判的に学ぶ学習

法 96 条の改正試案（憲法改正の国会の発議の条件を

各議院の総議員の過半数に）や，9 条に自衛隊の必要

性を明記する案，9 条改正が徴兵制につながるという

護憲の意見等が主張され，報告に対して質問や意見な

ど論戦が繰り広げられました。それを受けて，生徒は

グループごとに我が国の将来像を思い描きながら，憲

法改正をどのように考えるのか，深い議論を展開しま

した。

▲ ［全国社会科教育学会『新 社会科授業づくりハンドブック 中学校編』
　 （明治図書）］
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ワールドシネマワールドシネマ

み ん

 ぱく vol.19

【DVD 発売中】
価格　：￥3,800（税抜）
発売元：ニューセレクト
販売元：アルバトロス
品番　：ALBSD-1772
本編時間：97 分

「少女は自転車にのって」
●国立民族学博物館 准教授  菅瀬 晶子

2012 年 サウジアラビア・ドイツ映画
監督／ハイファ・アル・マンスール

主

あらすじ

人公は利発だがはねっかえり
で，学校では校長先生から目

をつけられている少女ワジダ。赤や

ピンクより青や緑が好きで，パンク精
神の象徴コンバースを愛用している。
そんな彼女がある日，通りで偶然みか
けた緑色の自転車に夢中になり，なん
とか自分の力で手に入れようとする。
ところが女性がひとりで外出すること
すらままならず，外出時はヒジャーブ
（スカーフ）やアバーヤ（黒い外套）
で髪やボディラインを隠すべきだとさ
れているサウジアラビアでは，10歳の
少女が自転車に乗るなど，非常識以外
のなにものでもない。保守的な価値観
を重んじるワジダの母親は，娘を何度
もたしなめる。はしたないことだと。
　それでも，ワジダはまったくへこ
たれない。自作ミサンガをせっせとク
ラスメートに売りさばいたり，男子生
徒との恋の橋渡し役を買って出たりし
て，自転車を買うための資金を稼ぎは
じめる。しかも「背中を痛めてまで
作ったんだから」と，嘘までついて割
り増し料金をせしめ，天敵の校長先生
に幾度叱責されても，柳に風と受け流
すしたたかさをみせる。そんな折，学

は じめて尽くしの，驚くべき作
品である。まず，本作はサ

ウジアラビアで制作された，初の長
編映画である。しかしながら，サウ
ジアラビアでは限定的なかたちでし
か公開されていない。なぜならイス
ラーム・スンナ派のとりわけ厳格な
一派であるワッハーブ派を国教とし
ているこの国では，映画館は禁じら
れているため存在しないのである。
　しかも，監督のハイファ・アル・マ
ンスールは女性である。つい最近まで
女性には参政権も，車を運転する権利
もなかった国で，これほど画期的なこ
とがあるだろうか。しかもヴェネチア
など多くの国際映画祭で話題を集め，
さまざまな賞を受賞した。なによりも
その物語のシンプルな力強さが，高く
評価されたのである。

ⓒ 2012, Razor Film Produktion GmbH, High Look Group, Rotana StudiosAll Rights Reserved.ⓒ 2012, Razor Film Produktion GmbH, High Look Group, Rotana StudiosAll Rights Reserved.
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ワールドシネマワールドシネマ

み ん

 ぱく vol.19

●菅瀬 晶子　（すがせ あきこ）

中東地域研究，文化人類学
 

『イスラエルのアラブ人キリスト教徒』（渓
水社，2009 年），

『イスラームを知る６　新月の夜も十字架
は輝く』（山川出版社，2010 年），

『文化を食べる　文化を飲む』（共著，ド
メス出版，2017 年）

国立民族学博物館（みんぱく）では，
6月9日（土）の映画会「みんぱく
ワールドシネマ」で，「少女は自転車
にのって」を上映します（無料。ただ
し，展示観覧券が必要です）。
      詳しくはみんぱくのホームページ
http://www.minpaku.ac.jp/
museum/event/fs/をご覧くださ
い。

専門分野

主要著書ほか

本作品から見えるもの

こ れは，ワジダだけの物語では
ない。彼女のほほえましい

奮闘ぶりとともに，彼女を囲む女性
たち，とりわけもうひとりの主人公
ともいうべき母親が直面する問題が
徐々に浮き彫りになる。ひとりの少
女が胸に抱いた小さな憧れから，イ
スラーム以前から中東を支配する家
父長制に縛られるサウジアラビアの
女性たちが，苦しみもがきながら自
由を求める物語へと展開してゆくの
である。ワジダの母親は同僚女性た
ちと運転手を雇い，往復3時間もかけ
て通勤しているが，それは家計を支
えるためである。石油で儲けた大富
豪という，日本人が抱きがちなサウ
ジアラビア人のイメージに反し，ワ
ジダの家は中流家庭。夫婦共働きで
なければやってゆけず，母親の稼ぎ
はすべて父親に吸い取られ，貯金に
回されている。留守がちな父親は帰
宅すればTVゲームに夢中で，妻の話
もろくに聞かない幼稚で身勝手な男
として描かれているが，それでも家
父長たる父親の権威は絶対である。

夫を立てるために自分を押し殺す母
親に，たびたびワジダが浮かべるい
らだちと呆れの入り交じった表情が
印象的だ。実は家の跡継ぎたる男子
を産めない母親から，父親の心はす
でに離れてしまっている。家父長制
の根強い中東では，女性は年若いう
ちに親の決めた相手と結婚するのが
一般的だが，男子を産めなければ冷
遇される。ときにはそれで離縁され
たり，ムスリム家庭であれば別の妻
を迎えられてしまう場合もある。終
盤には，ワジダと母親が家父長制の
権力の前にねじ伏せられ涙する，残
酷な出来事が待ち構えている。
　しかしながら，中東の強固な家父
長制も，近年はその力が弱まりつつ
ある。女性が自立し，自分で結婚相
手を選べるようになった国もある。
サウジアラビアでも徐々に状況は変
わりつつあり，2015年には限定的な
がら女性の参政権が認められ，2017
年には車の運転も許可されるように
なった。映画も今年から解禁され
た。本作が発表されたのは2012年だ
が，期せずしてそれらを予言するも
のになったのである。家父長制の権
力に屈服させられるかにみえたワジ
ダの母親が，娘のために示したある
心意気には，誰もが胸のすく思いが
するだろう。そして気づくのだ。こ
れはサウジアラビアだけの物語では
ない。いまだに抑圧されるすべての
女性やマイノリティに対して送られ
たマンスール監督のエールが，ラス
トシーンの向こうから，はっきりと聞
こえてくるはずである。

校でクルアーン暗唱大会が開かれるこ
とになる。宗教には興味のなかったワ
ジダだが，優勝賞金が自転車と同じ金
額だと知るやいなや，猛勉強をはじめ
る。懸命に知恵を絞り，ときには悔し
さに歯を食いしばりながらも目標に向
かって突き進む彼女の姿に，観客は知
らず知らずのうちに引き込まれる。彼
女の願いが叶えられますようにと，願
わずにはいられなくなる。
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ようこそ！ 
歴史史料の
世界へ vol.

20

　縄文時代が始まり縄文土器が作られる約 1 万

3000 年前から縄文時代が終わる約 2200 年前ま

で，数量や時期・地域的な偏在性はあるものの，

粘土で製作された土製人
ひと

形
がた

の像を指し「土偶」と

呼ぶ考古遺物がある。現在知られているその数は

約 1 万 8000 点から約２万点と言われ，縄文時代

を代表する土製品である。

　土偶は，江戸時代の 17 世紀前半には北海道や

東北地域から採集される珍奇な遺物として着目さ

れ，文政 7（1824）年『耽
たん

奇
き

漫
まん

録
ろく

』には，津軽亀ヶ

岡から掘り出された土製人形を「土偶人」と呼称

し珍品として取り上げている。これらの遺物は愛

玩の対象となって蒐集されたりしていた。

　明治期に入り考古学的研究が盛んになると，こ

の遺物も研究の対象となり，明治 19（1886）年，

白井光太郎「貝塚より出でし土偶」（『人類學會報

告第２號』）に「土偶」の名称が見え，その用途を

中心とした様々な論争が繰り広げられた。土偶の

持つ奇異な造形から，玩具説・神像説・護符説・

安産祈願説・女性像を模する点から地母神信仰

の対象説などがその主流で，これらの考え方は

後の土偶研究にも大きな影響を与えている。また，

縄文土偶の
話し
●茅野市尖石縄文考古館長

　守矢 昌文

土偶とは何者か

▲ ①土偶「縄文のビーナス）」の出土状態（茅野市尖石縄文考古館提供）

▲ ②土偶「縄文のビーナス」
　 （茅野市所蔵・茅野市縄文考古館保管）国宝 【実物大】
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▲ ④与
よ

助
すけ

尾
お

根
ね

遺跡の復元された竪穴住居（茅野市縄文考古館提供）

●守矢 昌文（もりや まさふみ）

専門分野／日本考古学
主要著書／『国宝土偶「仮面の女神」の復元』（新泉社，2017年）　昭和 61（1986）年，縄文時代中期の大規模な拠

「縄文のビーナス」・
「仮面の女神」の発見

その装飾等から縄文時代の服飾について論じたも

のもあり，現在でも「遮
しゃ

光
こう

器
き

」の名称にその名残

がみられる。

　それ以降土偶研究はより進化し，形態分類によ

る土偶への名称付け（例えば「遮光器土偶」「ミミ

ズク土偶」などの分類）や，地域性や時期差が整

理され，土偶編年が組み立てられていった。

　昭和 55 ～ 56（1980 ～ 81）年に山梨県甲州市・

笛吹市にまたがる釈迦堂遺跡群の発掘調査で 1116

点にも及ぶ大量の縄文時代中期の土偶が，壊され

た状態で出土した。小～中型土偶は故意に破壊さ

れ，廃棄することに意義があるのではないかとの

見解は従来から示されていたが，この事例により，

土偶＝壊されるものとの認識がより高まった。ま

た，詳細な出土土偶の観察から，土偶も壊しやす

いように，手足・胴部・頭部の各パーツを組み立

てるような構造であることが注目された。

点的集落である，長野県茅
ち

野
の

市棚
たな

畑
ばたけ

遺跡が発掘調

査され，竪穴住居に囲まれた集落中央に作られた

穴の中に，横たえられたような形で縄文時代中期

の土偶が出土した［①］。土偶が穴の中に埋置され

た状況で把握できた事例は稀有で，ほぼ完全で高

さ 27㎝と大型，そして，妊婦像をあらわす大きな

腹部・臀部表現と人肌のように磨き込んだその姿

は，「縄文のビーナス」［②］と呼ぶにふさわしい

優品で，これが遺構から発見されること自体が土

偶研究の大きな画期であった。

　また平成 12（2000）年，長野県茅野市中ッ原

遺跡から縄文時代後期の墓に副葬されたような形

で，高さ 36㎝の完形大型土偶「仮面の女神」［③］

が出土し，土偶と埋葬の関連性が明らかになった。

　これらの事例から，出土事例は希少ではあるが

大型・完形で，丹念に制作され副葬などのマツリ

に関わる土偶と，小～中型土偶のように壊し，廃

棄されるマツリに関わる土偶の存在が考えられる。

土偶と一様に括られたものが，時期・地域，複雑

な縄文時代の社会やマツリなどを反映した，多岐

に亘る姿であることがわかったが，まだその実態

は謎に包まれている。

　土偶は縄文人の願いと想いが詰まった人形の創

造物と言えるが，その造形は考古資料としての価

値だけではなく近年，癒しのキャラクターや原始

造形としての面白さにも注目を浴びている遺物で

もある。

▲ ③土偶「仮面の女神」（茅野市所蔵・茅野市縄文考古館保管）国宝
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福井弁護士会における
法教育の取組み

ジュニア・ロースクールの法教育
授業と，「対立と合意，効率と公正」

　福井弁護士会は，約15年にわたり小中高生や市

民に対する法教育に取り組んできた。ここで「法

教育」とは，法や司法制度，これらの基礎になっ

ている価値を理解し，法的なものの考え方を身に

付けるための教育と定義しておく。

　これは，法律家や政治家だけではなく，民主的な

市民社会の全ての構成員に必要である。つまり，良

き市民を育むことが法教育の重要な目的である。

　この実践のため，福井弁護士会は小中高校へ出

前授業を行うほか，特に2つの事業に力を入れてき

た。2004年から毎年開催しているジュニア・ロー

スクール福井と高校生模擬裁判選手権である。

　以下，ジュニア・ロースクールを中心に説明する。

　ジュニア・ロースクールは，小学5年生から中学

生を対象に行う事業であり，その柱は，童話（昔

話）を素材にした法教育授業である。弁護士業務に

引き寄せた言葉で言えば，民事事件の領域から刑事

事件の領域まで，多様な問題を取り上げてきた。

　例えば，民事の領域からは，「桃太郎」を題材に，

配分的正義について議論を行った。具体的には，鬼ヶ

島から取り返してきた宝の中から，桃太郎たちは適正

な報酬をもらうことはできないか？　もし桃太郎が村

人たちから報酬をもらえるならば，一緒に功績をあげ

た犬，キジ，猿は，桃太郎から分け前をもらうことは

できないか？　といった問題である。

　また，「さるかに合戦」では，契約締結に際し注

意すべきことを検討した。猿から求められたカニ

は，おにぎりと柿の種を不用意に交換してしまう

のだが，自分では木の上に実った柿の実を取るこ

福井弁護士会が進める
法教育と主権者教育

●福井弁護士会 法教育委員会 委員長／弁護士　後藤 正邦

とができず，後にトラブルを招くことになる。そ

こで，トラブル回避のためには，おにぎりと柿の

種を交換するときに，先を見通して，猿との間で

何か約束（契約）をしておいた方が良かったので

は？　その条件は？　を考えたのである。

　刑事の領域からは，「かちかち山」を素材に，

正当防衛について議論した授業を紹介したい。本

来は，悪さをした狸が最後には懲らしめられると

いう勧善懲悪の筋書きであるが，その視点を変え

て，捕えられて狸汁にされそうになった狸が，お

婆さんを痛めつけて逃げ出したとき，正当防衛が

成立するかどうかの議論を行った。

　これらの授業は，具体的な法知識を駆使して検討

するものではなく，あくまでも法の基礎になってい

る価値への理解・共感を基盤として形成しながら，

その基盤の上に論理的な検討を重ねるものである。

　ところで，公民科・社会科公民的分野の学習指導

要領においては，まさにこの法教育の目指すところ

が採用されたと評して良い。中学校であれば，社会

課題に対する「対立と合意，効率と公正」といった

見方・考え方を身に付けることが掲げられている。

　それを踏まえて「桃太郎」を見ると，「公正」

の見方・考え方から具体的な配分を検討している

ことがお分かりいただけると思うし，「さるかに合

戦」は，利害「対立」する面のある当事者間にお

いて，相互に「効率」や「公正」を考慮したうえ

で，契約という「合意」に至らせるものであるこ

とがお分かりいただけると思う。

　「公正」などの抽象的な見方・考え方を実感的に理

解・習得し，具体的利害関係に関する思考・議論・協

議につなげるために，童話素材授業は非常に有効なの

である。なお，同一授業でも，小学5年生はそれなり

の議論ができるし，中学生は中学生なりに，さらに多

角的に，深く論理的に議論することが見て取れ，いず

れにも有効だとの手応えを得ている。
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「主権者教育」の授業例と，
弁護士の役割

法教育・主権者教育における
弁護士の役割と，学校教育との連携

▲ 弁護士による劇のようす ▲ 劇に関する授業（グループディスカッションをした後の発表）

　昨今，「主権者教育」の必要性が叫ばれる中で，

法教育こそがその中核だとの考えから，ジュニア・

ロースクールでも近年はこの主権者教育の分野（公

法的領域）に注力している（筆者は，「市民性教育（シ

ティズンシップ教育）」と呼ぶのが望ましいと考え

るが，ここでは一般化した「主権者教育」を用いる）。

　その筆頭が，「アリとキリギリス」を素材とした

立憲民主主義の授業である。女王アリが専断して

きた社会に議論が沸き起こるというオリジナルな

展開を加えた。アリ社会における意思決定は，誰

がどのように行うべきなのか？　多数決で決めた

ことが一部の人を不当に虐げることになるときも，

その多数決の結果は，正しい法として守るべきも

のなのか？　こうした問いを重ねていく中で，多

数決によっても侵されるべきでない人権の意義に

気づかせ，憲法による人権保障の必要性（立憲主義）

の本質を理解させる授業である。

　中学校公民の憲法の授業に「アリとキリギリス」

を組み込んだ実践例は，日本弁護士連合会・人権

擁護大会（2016 年 10 月・福井市）で発表された。

さらにこの授業が全国紙などで紹介されたことも

重なって，広く関心が寄せられるに至り，今では

全国各地の弁護士会の行事や学校授業で活用され

ている。

　このほか「ヤマタノオロチ」を素材にした授業

では，統治機構の理解や考察を深めた。ヤマタノ

オロチを追い払った後の無秩序の状態から，村人

たちがどのような統治機構を定めるかを考えるも

のである。

　さらに，「はだかの王様」を素材にした授業では，

民主制における表現の自由の重要性と，その保障の

在り方を議論した。

　主権者教育は，正解の無い社会課題について，

市民が主体的に考察・議論し，投票その他の行動

につなげるスキルや意欲を育むものである。これ

は法教育そのものであるし，特に弁護士は立憲主

義・憲法の価値や考え方を修得した専門家として，

学校教育における役割が期待されているものと自

覚している。

　福井弁護士会は，ジュニア・ロースクールの授業

を，そのまま学校などの出前授業にも活用している。

　また，法教育等における弁護士の役割と言うと，

授業者やゲストティーチャーとしての役割を想起

しがちであるが，教師が授業づくりを行う段階で

の連携・協力も重要である。今後，学校現場で法

教育・主権者教育が広がっていくことが予想され

るが，現実的には，弁護士が全ての教室に立つと

いうわけにはいかない。やはり教師こそが，法教育・

主権者教育の授業の主体であるべきなのである。

　福井弁護士会としては，そのビジョンを頭に置

きながら，法教育等における弁護士の役割の多角

化・多様化を目指すことになっていくだろう。

　ジュニア・ロースクールにおいても，ただイベ

ント的に授業を行うのではなく，学校での実用性

が一層高い法教育授業を提案していく必要がある。

※関連書籍：福井県法教育推進協議会『法教育のフロンティア』（日本文
教出版，2016 年）
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岩手県釜石市

発信

地 域 か ら の

●人口  36,802 人
●面積  440km2  （平成２7年現在）

　釜石市は，1857（安政 4）年，

盛岡藩士の大島高
たか

任
とう

が我が国初の

洋式高炉による連続出
しゅっ

銑
せん

※を成功

し，これを記念して 12 月 1 日が

「鉄の記念日」に定められるなど，

近代製鉄発祥の地として知られて

いる。また，日本人によって作ら

れた海図第１号は釜石港であり，

鉄道も新橋⇔横浜間，京都⇔神戸

間に続いて，日本で 3 番目に開通

している（鉱山専用鉄道）。まさ

に日本の近代化の礎となったまち        

である。2015（平成 27）年には，

釜石市内の橋野鉄鉱山が「明治日

本の産業革命遺産　製鉄・製鋼，

造船，石炭産業」の構成資産とし

て世界遺産に登録された。

　太平洋戦争では 2 度の艦砲射

撃で市の中心部が壊滅状態になる

など，日本の近代化の歩みととも

に発展した釜石は，日本の縮図そ

　2011（平成 23）年 3 月 11 日，

三陸沖を震源地として釜石市に震

度 6 弱の地震が発生し，間もなく，

場所によっては遡上高が 19 ｍを

越える津波が襲来し，1,000 人以

上の尊い生命が犠牲となった。市

内の避難者は 1 万人弱を数え，住

家の約 3 割が被災し，全事業所の

うち浸水範囲の事業所が 6 割弱に

も及んだ。また，漁船のほとんど

が被災するという未曾有の被害が

もたらされた。

　釜石市では 2004（平成 16）年

以降，防災教育に取り組んできた。

鵜
うの

住
す ま い

居小学校，釜石東中学校の子

どもたちは，「想定を信じるな」

「最善を尽くせ」「率先避難者たれ」

の津波避難 3 原則を学校の授業の

なかで学び，避難のあり方や津波

の恐ろしさを身につけてきた。そ

のため東日本大震災の発生後，予

め決めていた避難場所まですぐさ

ま移動したのだ。その後，津波の 

高さが一般的な高さとは思えない

と判断し，子どもたちはさらに高

台へ移動した。その間，中学生の

釜石の歴史

東日本大震災の発生

防災教育がもたらしたもの

●釜石市 総務企画部 総合政策課

▲ 橋野高炉跡三番高炉（国史跡）

▲ 東日本大震災　浜町避難道路から臨む

防災教育とラグビーワールドカップ 2O19TM

開催で発信する東日本大震災からの復興

のものと言えるのではないだろう

か。
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● 問い合わせ先
 釜石市 総務企画部 総合政策課
 〒 026-8686　岩手県釜石市只越町 3-9-13
 TEL ：0193-27-8413
 FAX ：0193-22-2686
 E-mail ：sougou@city.kamaishi.iwate.jp

　2019 年には日本国内 12 会場

でラグビーワールドカップが開催

される。12 会場のなかで東日本

大震災の被災地は，唯一釜石市だ

けである。東日本大震災からの復

旧・復興に世界各地からいただい

た支援に対する感謝の気持ちを表

わすとともに，復興した姿を全世

界へ発信するため，釜石市は被災

　 ま た， 釜 石

市 の 市 街 地 に

あ る 釜 石 小 学

校では，津波が

襲 来 し た 際 に

は す で に 児 童

が 下 校 済 み で

あ っ た に も か

か わ ら ず， 日

頃 の 防 災 教 育

の 成 果 に よ り

放課後の児童全員が無事に避難す

ることができた。

ラグビーワールドカップ
2O19TM 釜石開催に向けて

▲ ラグビーワールドカップ2019TM　釜石鵜住居復興スタジアム（仮称）のイメージ

地を代表して会場地に立候補して

選ばれたのだ。このスタジアムが

整備されている場所は，もともと

鵜住居小学校，釜石東中学校が

あったところであり，まさに東日

本大震災の象徴的なところであ

る。

　 ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ

2019™ は，復興を加速し，希望

の創造と未来の可能性を追求する

取り組みである。釜石市復興まち

づくり基本計画に掲げる「三陸の

大地に光輝き希望と笑顔があふれ

るまち釜石」の実現に向けて，震

災復興のシンボルとして大会を成

功に導き，大会後も釜石市が多く

の方々とのつながりを継続し，絆

を大切にしながら地域を盛り上げ

ていきたいと考えている。

※出銑…高炉の中で精錬された銑鉄を，溶融 
　状況 でたまっているところから取り出すこと。

なかには，小学生の手を引き，ま

た遭遇した幼稚園児のベビーカー

を押して移動した者もいた。いっ

たん移動したあと，さらにもっと 

高台へ移動し，最終的には自動車

専用道路まで上り，トラックで移

動して安全な場所まで避難したの

だ。

　子どもたちは周りの様子を見

て，もっと高いところへ逃げなく

てはならないと判断し，避難場所

を変えていくという行動を実践し

た。これは「釜石の出来事」と呼

ばれ，大きな教訓の一つとなった。

▲ 下校時抜き打ち避難訓練
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しごと
図 鑑

　　外航船といってもみなさんには，
耳慣れない言葉かもしれませんね。
　外国との貨物輸送に使われる船を
外航船といいます。私は，その外航
船の船長をしています。
　これまで乗船したのは，木材チッ
プや石炭を運ぶばら積み船，ＬＮＧ
（液化天然ガス）船，コンテナ船です。

　　船長の役目は，お客様からお預
かりした貨物を安全かつ効率よく運
ぶことです。
　自然が相手の仕事なので，難しい
場合もありますが，予定した航海計
画から遅れないよう，気象情報や海
の状況を見ながら，航路を最終判断
します。

　　船では，当直体制や食事時間も
決まっており，規則正しい生活です。
　６時半に起床し，メールのチェッ
ク。７時ごろに１日の作業の打ち合
わせをします。そのまま甲板上を歩
いて船の状況を確認し，朝食です。
　その後，メールの返信や書類作成。
昼にブリッジ（操船をおこなう場所
のこと）に行きます。昼食後，次に
到着する港の予想時間の測定や書類
の作成をし，18 時ごろに晩御飯。
20時ごろには再度ブリッジに行き，
状況を確認して，就寝です。
　日ごろは，運動不足にならないよ
うに，船内のジムで体を鍛えていま
す。また，広い甲板を歩いたり，走っ
たりもしています。

　　「６か月乗船して，3か月休暇
または 4か月乗船して，2か月休暇
をとる」というスケジュールを繰り
返します。これだけ長期間の休暇が
ある職業もめずらしいでしょうね。

　　外国人船員が働きやすい雰囲気
を保つとともに，食習慣や信仰など
彼らの文化を尊重して共に働けるよ
うに配慮しています。
　また，彼らは，人がいる前で注意
されることを嫌います。そのため，
注意する場合は，一対一でするなど，
彼らのプライドを大切にするように
心がけています。

　　暮らしや産業に欠かせない製品
やエネルギー，原材料などの輸出入

▲ プライベートでは野菜作りでリフレッシュしている

▲ LNG 船の船員たちと

船での一日の仕事を
教えてください。

Q

A

外航船は，どんな船ですか。また，
乗船した船の種類を教えてください。

１年間の仕事のスケジュールを
教えてください。

Q

Q

A

A

船長の仕事を教えてください。Q

A

●宮田 浩（みやた ひろし）

1989 年（平成元年），株式会社商船三井
に入社。船長。現在は，海上安全部所
属で陸上勤務（関西地区駐在）51 才。

●株式会社商船三井  海上安全部  宮田 浩

外航船は，外国人船員と働くこ
とが多いそうですが，コミュニ
ケーションを取る際に，注意し
ていることはどういったことで
すか。

Q

A

の 99％以上は，外航船で運ばれて
います。
　この物流の大動脈を支えていると
いう自負はあります。
　けがや病気でも，すぐに病院に行
けないのは，大変ですね。

　　現在，船では常時ネットにつ
ながっている状況ではありません。
メールは使えますが，時間制限が
あったり，ＳＮＳは使えなかったり
します。
　若い人たちは，ＳＮＳを当たり前
に使う世代なので，船でのネット環
境を改善する必要があると思ってい
ます。

外航船や外航船員に関して，
どういった課題がありますか。

Q

A

仕事の喜びややりがい，大変
なことについて教えてください。

Q

A

外航船の
船長の仕事
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　今号の「ここに注目！」では寺嶋浩介先生に「主

体的・対話的で深い学び」の実現に向けた ICT の活

用についてご執筆いただきました。学校の ICT 環境

の変化に伴い，授業の可能性も広がっていきます。

私たちも，教育現場の変化にしっかりと対応し，こ

れからの授業を支えられるような教科書・教材を作っ

ていきたいと思います。

☺ ☺　「わたしの社会貢献」では，石巻市における復興・
防災マップづくりの取組について，村山良之先生に

ご執筆いただきました。2012 年度以降，石巻市立鹿

妻小学校で継続的に行われているマップづくりの取

組の中でも，子どもたちの現状を踏まえて，取組の

在り方が変わってきたようです。

教科書訂正のお詫び（小学社会／中学社会公民的分野）　◎平成 30 年に供給いたしました教科書に訂正がございます。先生方におかれまして
は，弊社Web サイト「小学社会」及び「中学社会」の資料ダウンロードページをご確認のうえご指導いただきますよう，お願い申し上げます。
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　天草キリシタン館は，昭和 41 年
８月１日に開館し，天草観光および
キリシタン史研究の拠点として運
営されてまいりました。平成 22年
７月１日，施設の老朽化やバリアフ
リー設備の充実，観光振興と地域の
交流を目的にリニューアルオープン
したところです。
　展示室は，「南蛮文化の伝来」「天
草・島原の乱」「乱後の天草復興と
キリスト教信仰」の 3ゾーンに区分
し展示しています。特に，日本の歴
史の上で最も大規模な一揆である天
草・島原の乱において，天草四郎率
いる一揆勢が心の拠り所とした「天
草四郎陣中旗」は国指定重要文化財

であり，初期洋画として美術史的に
も貴重です。
　展示資料としては，宣教時代のメ
ダリオンやロザリオ，乱において使
用された火縄銃，薙

なぎ

刀
なた

などの武器や
古文書，禁教時代に秘かに信仰され
た隠し十字仏やマリア観音，祈りを
捧げるとき十字架の形に並べた銭な
ど，潜伏キリシタンの信心具を展示
しています。乱のコーナーでは，原
城の戦いの様子を生々しく描いた
「島原陣図屏風（戦闘図）」（秋月郷
土資料館所蔵のレプリカ）や乱に参
戦し負傷した剣豪宮本武蔵の書状
（八代市立博物館所蔵のレプリカ），
天草四郎を討取る様子を記した肥後
藩の細川忠利自筆絵図入書状を展示
しております。これらは歴史の証と

して注目を集めていま
す。
　今年７月には，「長崎
と天草地方の潜伏キリ
シタン関連遺産」の世
界文化遺産登録が期待
されます。日本におけ
るキリスト教の歴史や
文化，天草・島原の乱，

天草四郎についての関心が高まって
おり，当館へ足をお運びいただけれ
ば幸いです。天草キリシタン館を起
点に，キリシタン遺物，史跡，そし
て世界遺産候補「天草の﨑

さき

津
つ

集落」
を訪ねてみてはいかがでしょうか。

〒 863-0017　熊本県天草市船之尾町19番52号
天草市立天草キリシタン館　TEL：0969-22-3845
公式サイト http://www.city.amakusa.kumamoto.
jp/kirishitan/

天草市立天草キリシタン館
●館長  平田 豊弘

▲ 展示室

▲ 天草キリシタン館の外観

▲ 天草四郎陣中旗
　（天草市立天草キリシタン館蔵）

キリスト教信仰の歴史に迫る


