
はじめに

　現在の日本列島社会住民を取り巻く問題状況は、
長期間の経済低迷状況と格差社会の現出、国内外
の過激な宗教組織の問題、中国・韓国・北朝鮮・ロ
シアとの対外関係の悪化等、総合的に深刻さを増し
ていると認識できる。このような問題状況に対して、
生徒には自ら正当に考え、理性的に行動できる力を
身につけさせたい。
　そこで筆者は、「中近世移行期の日本列島社会と
キリスト教」という単元を設定した。中でも島原・
天草一揆に焦点化した具体的な授業を設計した。本
稿においては、近年の島原・天草一揆に関する日本
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要　約
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史研究の成果を受けとめながら、『島原陣図屏風』
という絵画資料を活用した授業設計部分を中心に論
述する。
　詳細は後述するが、単元の目標としてはロールプ
レイング・シミュレーションの手法により、生徒に多
面的・多角的な歴史認識形成を保障する１ことを重
視した。本時部分の目標としては、絵画資料を活用
して多面的・多角的に考察し、公正に判断する能力
の育成を重視した。これらにより、問題状況に対し
て生徒が自ら正当に考え、理性的に行動できる力が
身につくと考えた。

１ ．島原・天草一揆に関する歴史学研究の
成果について

　島原・天草一揆勃発については、従来、飢饉の状
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況下における領主の重税が主たる原因とされてき
た２。つまり領主苛政に対する蜂起である。
　これに対し、近年重視されてきている考え方が、
宗教的要素への注目である３。神田千里は端的に「一
揆の目的がキリシタン信仰の容認であり、飢饉も重
税もこうした要求を先鋭化させるきっかけに過ぎな
かったということである。一揆にとっては信仰それ
自体が、蜂起の最大の眼目であった」４とする。
　神田は宗教一揆の性格として５、第一に、「一揆の
勃発は大規模なキリシタンへの入信ないし改宗運動
をともなっていた」とする。
　第二に、「（キリシタンへの立ち帰りが－竹田注）
公的といえるような場で、しかも公然と行われた」
とする。この点から、「彼らは現実の場の力関係や
状況よりも、ある種の宗教的衝動に突き動かされて
いることがうかがわれる」と指摘する。
　第三に、「キリシタンへの「立ち帰り」は他方では、
他者に対する改宗強制をともなっている」とする。
この点から「自身の改宗と共に、他者に改宗を強制
することは、もちろん通常の百姓一揆などにはみら
れないことであり、本来味方にすべき同じ住民との
不和を持ち込む危険さえあろうが、それが敢えて行
われているところに、一揆の行動の宗教的性格がう
かがえる」と指摘する。
　第四に、「一揆が寺社を破壊し、僧侶を殺害して
いる」とする。これらから、「一揆は、通常の農民一
揆ではどうしても説明できない宗教的行動を行って
おり、明確にある信仰に依拠した行動をしていると
考えざるを得ない」と指摘する。このように、近年
の研究においては宗教的要素が重視されている。
　一揆に集まった民衆が一枚岩ではなく、キリシタ
ンによって強制的にキリスト教に改宗させられたり、
強制的に籠城させられたりした仏教徒民衆も多くい
たことが明らかになっている６。
　すなわち、権力対民衆という要素とともに、民衆
内部の宗教対立７や一揆勢の多様性８を認めることが
できるのである。

２ ．島原・天草一揆に関する学習指導要領・
教科書の記述と授業実践研究について

　「中近世移行期の日本列島社会とキリスト教」に
関しては、学習指導要領の「（４）近世の日本」に、
以下のように記述されている。
　ア 　戦国の動乱、ヨーロッパ人来航の背景とその
影響（下線部竹田、以下同様）、織田・豊臣に
よる統一事業とその当時の対外関係、武将や豪
商などの生活文化の展開などを通して、近世社
会の基礎がつくられていったことを理解させる。

　イ 　江戸幕府の成立と大名統制、鎖国政策、身
分制度の確立及び農村の様子、鎖国下の対外
関係などを通して、江戸幕府の政治の特色を考
えさせ、幕府と藩による支配が確立したことを
理解させる９。

　その解説には「ヨーロッパ人来航の背景とその影
響」について、「ポルトガルやスペインによる新航路
の開拓や宗教改革によるキリスト教世界の動きに
伴って鉄砲やキリスト教が伝来して南蛮貿易が盛ん
になり、それらが日本の社会に影響を及ぼしたこと
を扱うようにする10」とある。「織田・豊臣による統
一事業とその当時の対外関係」については、「（織豊
政権期の－竹田注）キリスト教への対応11」などを
取り上げるとある。「鎖国政策」については、「幕府
によるキリスト教の禁止、外交関係と海外情報の統
制、大名の統制などの面があったことに気づかせ
る12」とある。島原・天草一揆は、この「鎖国政策」
と直接的に関わる内容である。
　島原・天草一揆に関しては、学習指導要領の内容
をふまえて教科書13の「第４章　近世の日本」「２節
　江戸幕府の成立と鎖国」「３　貿易の振興から鎖
国へ」「島原・天草一揆と鎖国」本文に、以下のよ
うに記述されている。
　　 キリスト教への迫害や、重い年貢の取り立てに
苦しんだ島原（長崎県）や天草（熊本県）の人々
は、1637年、神の使いとされた天草四郎（益田
時貞）という少年を大将にして一揆を起こしま
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した（島原・天草一揆）。翌年、これを鎮圧し
た幕府は、1639年にポルトガル船の来航を禁止
し、大名には沿岸の警備を命じました。1641年
には、平戸のオランダ商館を長崎の出島に移し
ました。こうして、中国船とオランダ船だけが、
長崎で貿易を許されることになりました。この
幕府による禁教、貿易統制、外交独占の体制を
鎖国と呼んでいます。鎖国は、後には「祖法（先
祖伝来の法律）」とされるようになりました。

　　 　幕府は、改宗したキリスト教徒を監視し、キ
リスト教徒を発見するために絵踏を行いました。
また、宗門改で仏教徒であることを寺に証明さ
せ、葬式も寺で行われるようになりました14。

　また、欄外に「抵抗する一揆軍」というキャプショ
ンのある『島原陣図屏風』の写真が掲載されている
が、その説明文には「幕府は、12万人余りの大軍を
送りましたが、約３万7000人の一揆軍の抵抗に苦し
み、これをしずめるのに４か月かかりました」15とあ
る。
　「キリスト教への迫害」「神の使いとされた天草四
郎」という宗教的要素。「重い年貢の取り立てに苦
しんだ島原（長崎県）や天草（熊本県）の人々」と
いう領主苛政にさらされる民衆の生活・経済的要素。
「これを鎮圧した幕府」という権力の暴力的要素。
信仰と生活苦と暴力の交差点に関わって、多面的・
多角的な歴史認識形成を生徒に保障することによ
り、現在・将来の問題状況に理性的に対処できる力
を生徒に身につけさせたいと考える。
　島原・天草一揆に関する授業実践研究としては、
松尾正幸、石丸保博、南里昌芳、森周蔵の論考が
ある16。これらは授業開発だけではなく、実際に小
学校・中学校・高等学校で授業を実践している。
　これらの授業実践研究は、佐賀大学所蔵の島原・
天草一揆関係地域資料を軸にした地域史学習として
構想されている。それぞれ発達段階の違う児童・生
徒を対象とした地域史学習として大変興味深い要素
が存在するといえる。
　これに対し筆者は、中学校社会科歴史的分野にお

ける通常の日本通史的学習のなかに、本稿の島原・
天草一揆に関する授業を位置づけている。すなわち、
日本全国どの地域の中学校においても実践可能な授
業として構想した。

３．授業設計 『̶島原陣図屏風』の活用17̶

　本稿では単元の指導計画も作成したが、今回は
ロールプレイング・シミュレーションの部分18ではな
く、『島原陣図屏風』を活用した第３・４回（全８回）
部分のうち、第４回部分の「島原・天草一揆―絵
画資料の検討（第２回）」を本時として詳論する。
　『島原陣図屏風』19は、筑前国秋月藩主黒田長元
の命で藩祖黒田長興と秋月藩の武勲を顕彰するため
に制作された。1837年（天保８）に完成している。
すなわち内乱後200年後の資料であり、同時代資料
とはいえないが、制作当時残されていた記録類を参
考にしているため、歴史教育の教材としては使用で
きると考える20。
　この屏風絵は、福岡藩黒田家支藩の秋月藩主黒田
長興が、原城に籠城する一揆勢を攻撃するために秋
月を出陣する光景を描いた出陣図と、福岡藩黒田家、
黒田家支藩の東蓮寺藩黒田家とともに、原城を総攻
撃する光景を描いた戦闘図に分かれている。本稿に
おいては、教材として戦闘図を用いる。

（１） 分野・対象：中学校社会科歴史的分野、第２
学年

（２） 単元名：「中近世移行期の日本列島社会とキリ
スト教」

（３）単元の目標

　徳川幕府支配下の日本列島社会において、幕府の
外交政策が、貿易奨励から鎖国へと転換していく過
程を、キリスト教を中心に理解する。
　生徒には、中近世移行期日本列島社会におけるキ
リシタン民衆の信仰心を文献史料（『フロイス日本
史』21・絵画資料（『島原陣図屏風』）を通して理解さ
せたい。
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　また、中近世移行期日本列島社会を一部の著名な
武将による英雄史観として一面的に理解するのでは
なく、当時の合戦（戦争）の実態を知ることにより、
民衆をめぐる暴力を実証的・視覚的に理解させたい。
これらも具体的に文献史料・絵画資料を通して知っ

て欲しいと思う。
　これらは主に教育内容・教材の問題であるが、教
育方法としては、ロールプレイング・シミュレーショ
ンを用いることにより、生徒に多面的・多角的な歴
史認識形成を保障したいと考える。

時
間 学習活動 指導上の留意点・支援 資　　料

１

・「戦国時代から江戸時代初期の日本列島社会と
キリスト教（第１回）」。
・キリシタンの増加、貿易の振興、鎖国体制への
転換過程を、キリシタン信者数の推移棒グラフ、
鎖国への転換過程年表、朱印船貿易関係・島原・
天草一揆関係歴史地図等を中心に理解する。

・前時までに学習している「ヨーロッパ人との
出会い」、「桃山文化」の「ヨーロッパ文化の影
響」を復習しつつ進める。

・教科書の年表「鎖
国への歩み」等。ほ
か自作資料プリント。

１

・「戦国時代から江戸時代初期の日本列島社会と
キリスト教（第２回）」22。
・キリシタン民衆を中心に、民衆の信仰心を文献
史料から理解する。

・『フロイス日本史』は、生徒にも理解できるよ
うに文章を加工・修正してプリントに引用する。

・『フロイス日本史』
を引用したプリント。

１

・「島原・天草一揆―絵画資料の検討（第１回）」。
・まず、左隻（戦闘図）全体の構図について説明
する。
・『島原陣図屏風』を実際に見て、班で話し合わ
せて気づいたことを各自ノートに記入する。

・『島原陣図屏風』のカラーコピーは、書籍か
らカラーコピーしたものを黒板に貼る。
・掲示するのは左隻のみである。
・『島原陣図屏風』を生徒が見る時は、班ごと
に時間は３分とし、２回見る機会を設ける。他
の班の生徒が見ている間に班で話し合わせて、
個人でノートにまとめさせる。

・『島原陣図屏風』
カラーコピー。

１

・「島原・天草一揆―絵画資料の検討（第２回）」。
・前時に記述したノートをもとに、問答しながら、
生徒の疑問点を解消できるような説明を加える
（本時４／８）。

・『島原陣図屏風』のカラーコピーを黒板に貼る。
・生徒の疑問点を板書して、問答しながら解決
していく。生徒が自分たちで説明できそうなこ
とは、教師がすぐには説明しない。

・『島原陣図屏風』
カラーコピー。

１

・「ロールプレイング・シミュレーションの準備（第
１回）」。
・ロールプレイング・シミュレーションの説明。
・生徒全員の役割を決定する。将軍徳川家光、
老中酒井忠勝・土井利勝、幕藩体制軍大将板倉
重昌、途中から幕藩体制軍大将となる松平信綱、
参戦した各外様大名、各外様大名の重臣、一揆
軍大将天草四郎、一揆軍幹部数名、籠城したキ
リシタンの村の代表者（庄屋クラス）数名、籠城
する羽目になった仏教徒の村の代表者（庄屋クラ
ス）数名、参戦した平戸のオランダ人の決定。自
分の担当する人物のカードを受け取る。

・生徒には全員、歴史上の人物の役割を担当
させる。
・基本的に役割担当は、立候補とし、重複する
場合はジャンケンで決める。元気な生徒が勝手
にふるまって一部の役割を占有しないように配
慮する。

・各人物カード。

１

・「ロールプレイング・シミュレーションの準備（第
２回）」。
・決定した自分の役割を人物カードに記述されて
いる文章等から理解して、イメージをふくらませ
て、役割演技の準備をする。

・人物カード・教科書・ノート・資料集の情報
だけでは、その人物（役割）に共感・理解しづ
らくなっている生徒に対し、個々に補助的説明
を加える。

・各人物カード。

１

・「島原・天草一揆のロールプレイング・シミュ
レーション」。

・教師は進行係。時系列に展開させる。
・各人物の判断は人物カードの文章により制約
されているが、その範囲内であれば生徒の判断
を許容する。
・たとえば、強制的に籠城させられた仏教徒の
村の庄屋担当の生徒が、なんとか原城から逃
亡しようとした場合、関係する敵味方の部将の
意思、サイコロにより結果が決まる。サイコロ
は生徒がふる。これらを教師が結果判別表によ
り差配する。

・各人物カード、サ
イコロ、各結果判別
表。

（４）単元全体の指導計画（８時間扱い）
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　ロールプレイング・シミュレーションの授業にみ
られるように、用意された役割を演技する人物は、
立場・位置等により考えも行動も異なる。たとえば、
将軍・老中・幕藩体制軍大将・外様大名・外様大
名重臣といった支配層である上層武士に対し、一揆
勢関係者は、ほぼ非武士層であり、意識が違う。一
揆勢も少数の幹部クラス（浪人・庄屋）と大勢を占
めている民衆では意識が違う。幕藩体制軍内部でも、
譜代大名と外様大名では意識が違う。一揆勢民衆も、

キリシタンと、キリシタンにより強制籠城させられた
仏教徒では、意識が異なり考えも行動も違ってしま
うのである。
　このように、鎖国体制への転換過程を、島原・天
草一揆という歴史的事象を中心に、様々な角度から
考察し理解することが可能な単元構成となってい
る。この単元レベルの指導案により、単元の目標が
達成できると考える。

時
間 学習活動 指導上の留意点・支援 資　　料

１

・「島原・天草一揆のロールプレイング・シミュ
レーションを振り返る」。
・自分の感じたこと、考えたことをノートに記入
する。
・生徒に自分がノートに記入したことを発言させ
る。
・改めて、民衆の信仰心、民衆に向けられた権力
の暴力、宗教が違う民衆同士の暴力の理不尽さ
を確認する。
・しかし立場・役割が違うと、考え方や行動も
違ってしまうということを確認する。
・島原・天草一揆後の鎖国体制強化の中での仏
教徒・キリスト教徒の動向を復習する。

・ノートに考えを記入する際に、自分の役割を
離れてよいと伝える。
・徳川幕藩体制下、幕府の外交政策が鎖国へ
と転換していく過程に、島原・天草一揆を位置
づけながら、単元全体を振り返る。

（５）単元全体の評価規準

観　　点 単元の評価規準
社会的事象への関心・意欲・態度 ・宗教を単に表面的な知識として理解するのではなく、戦国時代から江戸時代初期の日

本列島社会住民の信仰心（この場合はキリスト教）と宗教をめぐる暴力に関心を持てる。
・『島原陣図屏風』という歴史資料に関心を持ち、そこに表現されている民衆の信仰心、
具体的な暴力を意欲的に読み取ろうとする。
・島原・天草一揆のロールプレイング・シミュレーションへ向けて意欲的な態度で準備
に臨める。

社会的な思考・判断・表現 ・『島原陣図屏風』を見て感じた自分たちの疑問を、歴史的知識と関連させて多面的・
多角的に考えることができる。
・島原・天草一揆のロールプレイング・シミュレーションにおいて、決定した自分の役
割を人物カードに記述されている文章等から理解して、イメージをふくらませることが
できる。
・島原・天草一揆のロールプレイング・シミュレーションにおいて、自分の役割を共感
的に演技できる。
・島原・天草一揆のロールプレイング・シミュレーションを振り返り、担当した人物の生
き様に共感できるとともに、そこから離れて現在を生きる自分として、鎖国への転換過
程の中で島原・天草一揆について考えることができる。

資料活用の技能 ・『島原陣図屏風』という歴史資料を見て、自分で何かに気づき、それをノートに記述
できる。
・島原・天草一揆のロールプレイング・シミュレーションを振り返り、自分の感じたこと、
考えたことをノートに記述することができる。

社会的事象についての知識・理解 ・戦国時代から江戸時代初期の日本列島社会における鎖国への転換過程を、キリスト教
に関する重要な事件・年・人物・地理を中心に理解できる。
・戦国時代から江戸時代初期の日本列島社会における鎖国への転換過程をふまえて、キ
リスト教をめぐる歴史的経過の中に、島原・天草一揆を位置づけることができる。
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（６）本時の指導案
①授業題目…第４回「島原・天草一揆―絵画資料の
検討（第２回）」

②目標…生徒は、前時に『島原陣図屏風』を見て発
見した自分の疑問点を、歴史的知識と関連させて多
面的・多角的に考えることができる。

③準備物
・教科書『新編　新しい社会　歴史』（東京書籍、
2016年）
・『島原陣図屏風』カラーコピー。注19著書から戦闘
図に関して複写できる部分を用意する。戦闘図が完全
に揃わなくてもよい。

④本時の評価規準
・関心・意欲・態度…『島原陣図屏風』という歴史
資料に関心を持ち、そこに表現されている民衆の信
仰心、具体的な暴力を意欲的に読み取ろうとする。

・思考・判断・表現…『島原陣図屏風』で感じた自
分たちの疑問を、歴史的知識と関連させて多面的・
多角的に考えることができる。

⑤本時の展開過程
　本時は、前時における生徒の気づきの意味を、歴
史的知識と関連させて多面的・多角的に確認してい
く内容である。絵画資料上の考察を深めて欲しい点
を挙げて、それらを教師・生徒間の問答形式で詳細
に示した。
　展開過程の【１】～【８】は、このような順番に
やらなくてはならないということではない。また、【１】
～【８】それぞれの展開内容も、この通りに進まな
ければならないということではない。あくまで、一つ
の展開例として具体的に示した。
　生徒が【１】～【８】の疑問点に気づき、そのこ
とについて多面的・多角的に考えることができれば
よいのである。その際、生徒の自然な気づきを大切
にしたいが、状況によって難しいようであれば、教

学習活動 指導上の留意点・支援
導
入
・前時に『島原陣図屏風』を見て気づいたことを、ノートに記述できて
いるかを確認する。

・『島原陣図屏風』のカラーコピー
を黒板に貼っておく。
・まだうまくノートに自分の気づ
いたことを書くことができていな
い生徒がいたら、記述させる。
・黒板には『島原陣図屏風』が貼っ
てあるので、改めて確認したけれ
ば席を離れて見てよいと伝える。

展
開
「【１】幕藩体制軍は武士、一揆勢は百姓か？　①」
（教師）何か気づいたことや、不思議に感じたことがあるか？
（生徒） 攻めている幕府軍の兵士は兜・鎧を身につけている者が多いが、

守っている一揆勢は普段着みたいのが多い。
（生徒）幕府軍の兵士は草履を履いているが、一揆勢はほとんど裸足。
（教師）なぜだろうね。
（生徒）幕府軍は武士だけど、一揆勢は農民だから23。
（生徒） だけど、一揆勢にも大将みたいな人がいて、その人は武士らしく

描かれている。ほかにも、武士らしく描かれている人が何人かい
る（写真１）。

・生徒の出した疑問点は、板書す
る。その答えといえそうな生徒の
考え、教師の解説も簡単に板書す
る。
・生徒の疑問等は、一つの話が出
たら、それと関わりそうな話をで
きるだけすべて出すようにする。
その件に関して、生徒なりに疑問
点が解消してから、別の話題に移
るように誘導する。

「【２】幕藩体制軍は武士、一揆勢は百姓か？　②」
（生徒） 城内で女たちが、戦っている男たちに、水か粥のようなものを飲

ませている（写真１）。
（教師）女性もこのような形で戦闘に協力しているんだね。
（生徒）一揆勢にも鉄砲（火縄銃）がある（写真１）。
（教師）鉄砲があったということは、攻める幕府軍はどうなる。
（生徒）遠くにいないと危ない。近づくと撃ち殺される。

・一揆勢は百姓がほとんどとはい
え、島原藩松倉家の倉を襲って、
食糧・武器・弾薬を備えていたこ
とを説明する。
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学習活動 指導上の留意点・支援
「【３】一揆勢籠城の実態と女・子どもに向かう暴力　①」
（生徒） 城内に小屋があるから、ここに一揆勢は普段住んでいたのではな

いか。粗末な感じがする24。
（教師）なぜ粗末なのか？
（生徒）急遽作ったからじゃないの。
（教師） 一揆勢の原城籠城は、一揆勃発当初から計画されていたわけで

はないんだ25。
（生徒） ある小屋の中で、一揆勢の男のような人が一揆の女を殺そうとし

ている（写真２）。
（生徒）女は抵抗しているように見える。
（教師）なぜ味方の女を殺そうとしているのかな？
（生徒） もう幕府軍が城内に攻め込んでいて、助からないと考えて殺して

いるのでは。
（教師）そうすると、この男はこの女と近しい存在か？　夫とか。
（生徒）そうだと思う。
（教師） 女が身内に殺されようとしていることと関わって、城内の女につ

いて何か気づいた人いない？
（生徒）城内に女に見える死体が転がっている（写真３）。
（教師）その女に見える死体には首がついているか？
（生徒）ついている。
「【４】一揆勢（民衆）内部の対立」
（生徒）城内の外に捕まっている男がいる（写真４）。
（教師）服装はどんな感じ？
（生徒）武士ではない感じ。一揆勢の仲間ではないか。
（教師）なぜ一揆勢は仲間の男を捕まえたと思うか？
（生徒）……。
（生徒） たぶん、裏切ろうとしたのではないか。城外の幕府軍に合図した

りして。
・ここで山田右衛

えもんさく

門作26について
史実を簡単に述べる。

「【５】幕藩体制軍の実態と民衆に向かう暴力」
（生徒）幕府軍の武士は切り落とした首を持っている（写真５）。
（生徒）ひどい。
（教師） 確かに城内に首のない死体が転がっているよね。この首は誰の首？
（生徒）殺された一揆勢の男たちの首ではないか。
（教師）なぜ首を切り落として、それを大切に持っているのか？
（生徒）手柄になるから。
（教師） このことに関して幕府軍の武士を詳しく見ると、何か気づくこと

がないか？
（生徒）………。
（教師）何か妙なものをつけていない？
（生徒） 背中に名前を書いた幟みたいなものをつけて戦っている（写真６）。
（生徒）自分の名前じゃないかな。
（教師）そうだろうね。指物を背中にさしている。これは何のため？
（生徒） 自分が戦いで活躍していることを、みんなにアピールしようとし

ている。
（教師）そうだろうね。

・ここで、時代は違うけれども、「蒙
古襲来」の時に竹崎季長について
説明したことを思い出しながら、
以下のことを説明する。武士は戦
場で戦って、先駆けや敵武将を討
ち取って手柄にしたいと考えてい
る。これらの手柄により、土地か
ら出る利益（知行）を主人からも
らえるからである。ただし、島原・
天草一揆の戦いでは、一揆勢を殺
しても恩賞は期待できない状況で
はあった。

「【６】権力と民衆の戦い」
（生徒）石垣のところで物凄い殺し合いをしている（写真６）。
（生徒）攻撃している武士たちが、必死に石垣を登っている。
（生徒） 一揆勢は鉄砲だけではなく、石垣の上から大きな石や火のついた

草だか木だかの束を幕府軍めがけて落としている（写真６）。
（教師） 火のついた苫の束は何だろうね？　中に火薬が入っていて点火す

ると爆発したりするのかな。
（生徒）石垣の上でおばあさんが何かを投げている。
（教師） 女でも戦っている人がいたんだね。それも老女が。下の方に臼み

たいなものが落ちているよね。こんなものが飛んできて頭にぶつ
かったりしたら大変だね。

・臼を投げるということは、生活
用具を捨ててしまうことだから、
一揆勢が追い詰められていること
を意味することも補足する。
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師が解説をして構わないと考える。
　この絵画資料を活用した本時の学習活動により、
生徒は視覚的に民衆の信仰心、民衆内部の対立、民
衆に向かう暴力、女性・子どもに向かう暴力を理解
できるであろう。そのことにより、多面的・多角的に

考察し公正に判断する能力が身につくと考える。
　たとえば、民衆に向かう権力の暴力を理解するこ
とは大切であろうが、民衆同士振るい合う暴力もあ
る。その暴力は身内の女性・子どもにも向かう。ま
た重税等の領主苛政はあったが、原城に籠城した一

学習活動 指導上の留意点・支援
「【７】一揆勢籠城の実態と女・子どもに向かう暴力②」
（生徒） 一揆勢の女に見える死体が、まとめてゴミみたいに積まれている。

それを近くで見ている城内に侵入した幕府軍の下っ端みたいな人
たちが、臭そうにしている（写真７）。

（生徒）そこには子どもに見える死体もある。
（教師）女・子どもの死体に首はついている？
（生徒）ついている。
（教師） そうすると、女・子どもは基本的に戦闘員ではないから、殺して

首を切り落としてもあまり手柄にはならないことになるのかな27。
さっき戦っていたおばあさんもいたけど、太刀で殺し合ったり、
鉄砲を撃ったりではなく、ものを投げる役割だったよね。

（教師） だけど、ゴミみたいに積まれて死んでいる。しかも臭いというこ
とはどういうこと。

（生徒）死んでから日が経っていることではないか。
（教師） そうすると、この幕府軍の総攻撃より前に死んだ女・子どもがか

なりいたことになる。さっき小屋の中で一揆の男が親しい存在の
一揆の女を殺そうとしていたよね。なんで戦いの前に自分と親し
い女・子どもを殺そうとするのか？

（生徒）戦いで女・子どもはあまり役に立たないと考えたのではないか。
（生徒） 敵に殺されてしまうのなら、自分が殺してしまおうと思ったのか

もしれない。
（教師） 幕府軍の男たちに捕まると、ひどい目にあわされるだろうから、

その前に自分で殺してしまおうと考えていたのかもしれない。そ
れに、餓死した女・子どももいたかもしれない28。

・女・子どもは戦争（合戦）の中
心的存在ではないが、このように
男性の暴力は敵だけではなく、身
内にも向かっていることに注意さ
せる。

「【８】宗教一揆の要素」
（生徒）城内に何か同じ文字が書かれた幟が立っている。
（教師）そうだね。これは「天帝」と書かれている（写真２・３・６）。
（教師）これは何？
（生徒）何かスローガンみたいな言葉ではないか。
（生徒）「天」は、空の上の方。
（生徒）そこにいる「帝」。
（教師）「帝」とは何？
（生徒）皇帝、みかど、天皇とか、偉い人。
（教師）空の上の方にいる偉い存在ということか。
（生徒） そのようなもの。教科書に「キリスト教への迫害」、「神の使いと

された天草四郎」と書いてあるから、キリスト教の神のことかな？
（生徒） 少年天草四郎が神の使いだとすると、四郎より偉い神様がいると

いうことだと思う。
（教師）それを幟に書いて、一揆勢が籠城するということは？
（生徒） たぶん、自分たちはキリスト教徒の集まりだと主張したかったの

ではないか。キリスト教信仰を認めろとか。
（教師）そうすると、この戦いは宗教戦争の要素があったことがわかる。

・教科書に、「重い年貢の取り立
てに苦しんだ島原（長崎県）や天
草（熊本県）の人々」と書かれて
いたように、飢饉・重税の要素が
あったと思われるが、その状況下、
民衆が「キリスト教への迫害」、「神
の使いとされた天草四郎（益田時
貞）という少年を大将にして一揆
を起こしました」と書かれている
ように、キリスト教信仰を軸に集
結したことを説明する。彼らにとっ
て、そのような信仰がなくては生
きてはいけない状況であったと考
えられる。
・前回までの授業で勉強した『フ
ロイス日本史』に見ることのでき
る民衆の信仰心を思い出させる。

ま
と
め

・『島原陣図屏風』に表現された具体的な宗教と暴力の有り様を振り返り、
感想を述べさせる。

・基本的に幕府軍は、籠城者の中
でキリスト教徒でないことが明確
でない者は皆殺しにしたこと、原
城落城の際、虐殺された一揆民衆
の首は城外にさらされたことを改
めて説明する。
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揆勢には宗教一揆の要素があったことも視覚的に理
解できる。その闘争の中で、女性が城内で男たちに
水を飲ませるなどして立ち働いたり、老婆が物を投
げて石垣を登ろうとする武士を攻撃したりするとい
う局面もあったのである。

おわりに

　現在、歴史学習の中で宗教・信仰心について多面
的・多角的に理解を深める必要性は増していると思
う。
　科学が進んだと思える現代日本社会においても、
東日本大震災を防ぐことはできなかったのである。
現在においても地震・津波・噴火・台風による被害
を根本的に防ぐことはできない。なにより現代社会
においても、老化・死を避けることは、どのような
権力者・富裕者でも不可能である。これらは、歴史
を貫いて人類を信仰に向かわせていた理由といえ
る。
　神田が、「現代になお、人は、基本的には自然に
翻弄されざるを得ないとすれば、地震・津波が起こ

れば祀りをし、自ら懺悔して信仰を新たにし、暴風
雨に際して神に祈り、疫病の流行をみて祈祷をした
戦国びとと我々との隔たりは予想外に小さいのかも
しれない。前世紀以来の科学への信仰の行き過ぎも
指摘され始めている現代に、戦国びとの信仰から学
ぶべきものは少なくないように思われる」29と指摘す
る通りである。
　また、歴史的事象を単なる表面的な知識として集
積するのではなく、実感・共感をともなった歴史認
識として生徒には理解してもらう必要があると考え
る。そのためには、本稿における単元レベルでのロー
ルプレイング・シミュレーションの役割演技や、本
時部分での絵画資料による視覚的理解が重要な学
習活動になってくると考える。
　さらに、このような実感・共感をともなった歴史
認識を基にして、多面的・多角的に考察できる学習
活動を組織していく必要があるだろう。本稿におけ
る単元レベル・本時の授業は、このような意図から
設計した。

写真１ 写真２
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写真３ 写真４

写真５ 写真６

写真７
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１　学習指導要領本文には、中学校社会科の教科目標と
して、「諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し」とい
う文言があり、中学校社会科歴史的分野の能力・態度目
標として、「様々な資料を活用して歴史的事象を多面的・
多角的に考察し」という文言がある（文部科学省『中学
校学習指導要領解説　社会編　平成20年９月（平成26
年１月一部改訂）』、日本文教出版、2014年）。
２　近年においても領主苛政を重視している研究者もい
る（五野井隆史『島原の乱とキリシタン』敗者の日本史
14、吉川弘文館、2014年、「Ⅳ　島原の乱と百姓とキリ
シタン」、「１　島原の乱勃発の背景」）。同書264頁にも
関連記述がある。
３　服部英雄「第三章　原城の戦いと島原・天草の乱を
考え直す」（丸山雍成編『日本近世の地域社会論』、文
献出版、1998年）、神田千里『島原の乱　キリシタン信
仰と武装蜂起』（中公新書、2005年）、煎本増夫『島原・
天草の乱』（新人物往来社、2010年、「第三章　なぜ、
一揆が起こったか」）、神田千里「島原の乱の実像」（『栃
木史学』第27号、国学院大学栃木短期大学史学会、
2013年）、神田千里『戦国と宗教』（岩波新書、2016年）。
４　注３神田『島原の乱　キリシタン信仰と武装蜂起』
205頁。
５　注３神田「島原の乱の実像」３～５頁。
６　大橋幸泰『検証　島原天草一揆』（吉川弘文館、
2008年）85～ 88頁。
７　注３神田『島原の乱　キリシタン信仰と武装蜂起』
206～ 220頁。
８　注６大橋『検証　島原天草一揆』48～ 49、87、135頁。
９　注１『中学校学習指導要領解説　社会編　平成20年
９月（平成26年１月一部改訂）』77、78頁。
10　注１『中学校学習指導要領解説　社会編　平成20年
９月（平成26年１月一部改訂）』78頁。
11　注１『中学校学習指導要領解説　社会編　平成20年
９月（平成26年１月一部改訂）』78頁。
12　注１『中学校学習指導要領解説　社会編　平成20年
９月（平成26年１月一部改訂）』79頁。
13　『新編　新しい社会　歴史』（東京書籍、2016年）。
14　注13『新編　新しい社会　歴史』117頁。
15　注13『新編　新しい社会　歴史』117頁。
16　松尾正幸、森周蔵「郷土資料（小城鍋島文庫等）を
活用した高校日本史授業の改善――島原の乱の授業と
教材の開発――」（『佐賀大学文化教育学部研究論文集』
第10集第１号、2005年）、松尾正幸、石丸保博「郷土
資料（小城鍋島文庫）を活用した小学校歴史授業の改
善――島原の乱の授業と教材の開発――」（『佐賀大学
教育実践研究』第22号、2006年）、松尾正幸、南里昌
芳「地域資料（小城鍋島文庫等）を活用した中学校社
会科［歴史的分野］の提案――「島原の乱」を教材化
した授業を通して――」（『佐賀大学文化教育学部研究
論文集』第10集第２号、2006年）。
17　現在使用されている教科書でいうと、東京書籍以外
でも、教育出版（2016年、109頁）、帝国書院（2016年、

106頁）、日本文教出版（2016年、118頁）、自由社（2016
年、127頁）に、『島原陣図屏風』戦闘図の一部の写真
が掲載されている。ただし、清水書院（2016年）には
掲載されていない。
18　これは別稿で対応したい。
19　『島原陣図屏風』については、岡本良一「島原の乱図
屏風について」、狩野博幸「島原の乱および戦国合戦図
屏風について」（ともに『島原の乱図　戦国合戦図』戦
国合戦絵屏風集成　第５巻、中央公論社、1981年）を
参照した。『島原陣図屏風』の写真を本稿に掲載するこ
とについては、所蔵元の朝倉市秋月郷土館のご配慮を
得ることができた。深く感謝申し上げる。
20　もちろん教材研究において、信頼できる文献史料と
の照合は必要である。
21　ルイス・フロイス、松田毅一・川崎桃太訳『完訳フ
ロイス日本史』全12巻（中公文庫、2000年）を使用する。
22　この部分を本時とした授業設計を、別稿として予定
している。
23　島津家久は、天草で唐津藩軍が一揆勢と戦い敗走し
たのを受けて、一揆勢を「百姓」と言っている。「百姓」
としたのは、一揆勢に大将にふさわしい者がいないと認
識したからである（注３神田『島原の乱　キリシタン信
仰と武装蜂起』171～ 174頁）。しかし実態としては、「藩
の軍隊といい、一揆といい、身分的な構成内容は同様
のものといってもよい」（注３神田『島原の乱　キリシ
タン信仰と武装蜂起』140頁）ものであった。しかも一
揆勢には天草四郎という「大将」もいた。だからこそ、
上使板倉重昌率いる幕藩体制軍の総攻撃を粉砕できた
といえる。
24　吉村は、「原城は全域にわたって一揆勢の小屋掛け
が密集したスラム状態にあり」（吉村豊雄『天草四郎の
正体　島原・天草の乱を読みなおす』、洋泉社歴史新書、
2015年、151頁）とする。
25　大橋は、「原城籠城は一揆を取り巻く情勢変化の中で、
急に決定されたことであったと思われる」（注６大橋『検
証　島原天草一揆』131頁）とする。
26　山田右衛門作は、一揆勢の幹部であった。ところが、
幕藩体制軍に内応しようとして露見してしまい、囚われ
た。女房・子どもは一揆勢に処刑された。だが山田は
幕藩体制軍の総攻撃で捕らわれ、後に江戸に行き、松
平伊豆守信綱の邸内に住んだ。
27　幕藩体制軍による一揆壊滅後、天草四郎の母・姉・
妹は処刑され、女性ではあるがさらし首になっている。
彼女たちは籠城者ではない。一揆勢を調略するために
使われていた。
28　五野井は、「（寛永15年－竹田注）二月中旬以降、（原
城の－竹田注）城内には食糧がほとんどなかったようで
ある」（注２五野井『島原の乱とキリシタン』217頁）と
する。史料的にはたとえば、鶴田倉造編『原史料で綴
る天草島原の乱』（本渡市、1994年）935頁を参照。
29　注３神田『戦国と宗教』200頁。

（たけだ　しんご）
【受理日　2016年10月26日】
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