第69回全国大会・神奈川 関東
全体会 8月4日
風船爆弾
の模型

法政大学第二中・高等学校

13 時
開 会

︵写真提供／登戸研究所資料館︶

2017年 歴史教育者協議会

▶交通アクセス：東急東横線・ＪＲ南武線「武蔵小杉」駅下車徒歩 10 分、
ＪＲ横須賀線「武蔵小杉」駅下車徒歩 15 分

記 念 講 演

憲法施行70年
ジャーナリストが見た
日本の教育
金平 茂紀（テレビジャーナリスト）
◆メッセージ◆

世界は今、揺れている。トランプ米大統領の言動や、ヨー
ロッパの右翼的潮流の高まり、東アジア諸国の政治の混迷
と日本との「歴史認識問題」など課題が山積している。
憲法施行70年の今、日本も転換期を迎え、
「憲法改正」が
現実問題となりつつある。特定秘密保護法や安全保障法制
が、強行採決され、「共謀罪」創設が問題になっている。
「ゆれる世界」の現場を現在進行形で取材している中で、見
えてきた日本の国の在り方や教育の特殊性をお話ししたい。

現 地 報 告

君たちには話そう─甦る陸軍登戸研究所
〜足元を掘れ、そこに泉わく〜
法政大学第二高等学校の生徒たちが、登戸研究所
の偽札などの闇を掘りおこし、 その後も続けてい
る！ その実践を、生徒や教員、当時の生徒や教員、
協力した市民のみなさんが登場して報告します。
あいさつ
吉池 俊子

あいさつ
山田 朗

（現地実行委員長）

（歴史教育者協議会委員長）

あいさつ
北詰 昌敬
（法政大学第二中・高等学校校長）

【金平茂紀（かねひら しげのり）氏紹介】
ジャーナリスト。テレビ報道記者、キャ
スター。早稲田大学大学院客員教授。
1953年生まれ。 東京大学文学部社
会学科卒業後、1977年にＴＢＳに入
社。 以降、 同社で報道局社会部、
「ニュースコープ」副編集長、モスクワ
支局長、ワシントン支局長、
「筑紫哲
也 NEWS23」編集長、報道局長を
歴任。2010年9月よりＴＢＳ『報道特
集』キャスター。2014年度「ボーン・
上田記念国際記者賞」受賞。その他
番組を通じて、ギャラクシ─賞、JCJ
賞など受賞。2016年3月執行役員退
任に伴いＴＢＳを退社。『二十三時的』
（スイッチ・パブリッシング）
、『テレビ
ニュースは終わらない』
（集英社新書）
、
『それでもオバマは歴史を変える』・
『抗うニュースキャスター』
（かもがわ
出版）
、『沖縄ワジワジー通信』
（七つ
森書房）など著書多数。

基調提案
歴史教育者協議会常任委員会

連帯のメッセージ
・南京金陵中学
（中国）
全国歴史教師の会（韓国）

地域に生きる希望 を 子どもたちに

大会テーマ

分科会 8月5日 ・6日

5日9時〜17時
6日9時〜12時30分

法政大学第二
中・高等学校

各地の学校・地域で取り組まれた実践や研究を交流する場です。憲法施行 70 年の今年は、主に民
主主義や人権の学習が議論されます。

【分科会一覧】※分科会レポート一覧は『歴史地理教育』2017 年 7 月号に掲載。
第一テーマ（歴史と現代） 地域の掘りおこし／日本前近代／日本近現代／世界／憲法と現代
社会／思想・文化・文化活動／現代の課題と教育／平和教育
第二テーマ（地域・子ども・授業） 幼年・小低／小３・４／小５／小６／地域の中の子ども
たち／中学地理／中学歴史／中学公民／高校／大学／障がい児教育／父母市民の歴史学習
／社会科の学力と教育課程／授業方法

地域に学ぶ集い 8月5日

17時20分
〜19時20分

法政大学第二
中・高等学校

地域に学ぶ集いは、開催県・地方の歴史・文化・現在の課題を、地域の研究者や当事者からじっ
くりお話を伺うものです。今大会では、神奈川及び首都圏の今の課題に迫る内容を企画しました。
教科書問題、日韓・日中交流の本部企画もあります。

小田原三城と城下町 戦国から江戸へ

小田原城天守閣学芸員 佐々木 健策

内容

昨年 NHK の「ブラタモリ」で紹介され、大きな話題を呼んだ小田原城は戦国時代最大
級の城郭で、その後の築城技術に大きな影響を与えたといわれています。TV に登場され
た佐々木健策さんがその魅力を語ります。

１

19 世紀半ばの横浜──遊女・苦力・ペルー

国立歴史民俗博物館教授 横山 百合子

内容

２

1872（明治 5）年、横浜港でペルー船籍のマリア・ルス号から中国人苦力が逃げ出す事
件が起き、日本政府は芸娼妓解放令を出すに至ります。この事態を、19 世紀後半の世界
のなかの横浜、遊女の主体性という２つの視点から考察し、当時のジェンダー秩序がどう
変化するのかを考えます。

横浜中華街の歴史と華僑の歩み

山手中華学院理事長

曽 徳深

内容

３

世界一明るく楽しい横浜中華街。しかし戦時中「敵国人」となった中華街の人々はどう
していたのでしょうか。中華人民共和国の成立など 20 世紀の激動の中、横浜大空襲の焼
け跡から横浜の代表的観光地へ。中国からの観光客も訪れる世界有数の中華街となった
歴史を目撃者として語ります。

安保と米軍基地問題──横須賀・厚木・米軍機墜落

４

神奈川県平和委員会 鈴木 和弘

内容 米海軍の母港とされた横須賀をはじめ、その空母艦載機の離発着訓練の爆音が周辺住
民の生活を脅かす厚木基地を抱える基地県神奈川。平和委員会の長年の基地調査・監視活
動から、原子力空母「ロナルド・レーガン」の配備など基地の実情と、反基地運動の歴史
を学びます。

貧困と格差への取り組み

５

寿生活支援者交流会事務局長

内容 貧困は自己責任といわれますが、野宿生活者の 9 割以上が男性で、中高年に偏っているこ
とから何らかの社会的な力が働いていることは明かです。非正規雇用の増大で、格差が広がっ
ています。グローバリゼーションの中で、構造的に貧困が生み出されていく理由を考えます。

子どもたちの今──川崎中１死亡事件を考える

６

子ども夢パーク所長

西野 博之

内容 2 年前、中 1 男子が 17〜18 歳少年らに殺害された事件はなぜ防げなかったのか。スト
レスフルな子どもたちの増加に対応し、どうしたら彼らの SOS をキャッチできる感度の
いい大人になれるのか。子どもに寄り添い、事件の検証も担当した西野さんと考えます。

ヘイトスピーチ 出合い直しませんか？

７

高沢 幸男

川崎ふれあい館

崔 江以子

内容 「私たち出合い直しませんか」─それは、2016 年に崔江以子さんが、ヘイトデモの主催
者に宛てた手紙の一節でした。戦前から在日コリアンが多く暮らし、現在も多様なルーツ
や背景を持つ人たちが共に暮らす街・桜本を、ヘイトデモから守るために、崔さんや家族、
仲間たちが取り組んできたことやその想いを語ります。

授業が面白くなる地域資料の使い方

横浜国立大学教授

多和田 雅保

内容

授業に欠かせない教材に、「（史）資料」があります。中でも、地域に根ざした「資料」
は、
「一人ひとりの活動や、生きた証」として、地域の「財産」でもあります。
「地域資料」
の保全の努力と有機的な活用について、学ぶ機会としていきます。

８

関東大震災下の中国人虐殺

９

小笠原 強

内容 報告者は専修大学関東大震災史研究会で、朝鮮人虐殺を掘りおこした市民活動に関す
る本『地域に学ぶ関東大震災』
（2012 年）を執筆しました。以後、専門である中国近現代
史から中国人虐殺を研究しており、その成果を中国語資料をふまえて報告します。

東京湾臨海部の開発を考える
──オリンピック施設や豊洲市場問題の背景

10

専修大学講師

臨海部開発問題を考える
都民連絡会事務局長

市川 隆夫

内容 東京臨海部の開発は、1983 年に日本プロジェクト産業協議会から出された報告書に基づ
き、動き出しました。それが破綻し、その弥縫策の延長上に今回のオリンピックを口実にし
た開発問題があります。臨海都民連事務局長の市川隆夫さんが問題点をズバリ解明します。

教科書問題──育鵬社版教科書と「道徳」教科書を考える

11

内容 横浜市と藤沢市では育鵬社版教科書が使われています。東京都大田区では前回の採択
で育鵬社版をやめさせ、今年は小学校「道徳」教科書の問題点を学んでいます。

日韓交流──韓国の国定教科書はどうなったか
内容

朴槿恵政権が中学校・高校の韓国史教科書を国定化しました。国定教科書の内容と問題
点、そして、その採択を阻むまでの取り組みを、韓国の教員が語ります。

12

日中授業交流──日中授業交流の現状とこれからを考える
内容

13

中国の歴史教育や実践について具体的に知る機会は多くはありません。そこで今回は、
南京の教師の招聘も視野に入れつつ、日中授業交流の現状や課題、これからを考えます。

8月3日㊍ 13時〜
▶場所

プレ企画

講演と登戸研究所資料館見学

明治大学平和教育登戸研究所資料館（川崎市生田キャンパス）

▶講演 「登戸研究所が明らかにする日本の闇」 講師：山田 朗
（資料館館長・歴教協委員長）
▶資料館・構内見学
風船爆弾、偽札、毒物…陸軍登戸研究所は、「秘密戦」という側面を担っていた戦争遺跡です。
▶参加費および申込み
参加費は無料です。定員130名で参加申込み受付は先着順となります。定員になり次第締め切ります。

現地見学

〈企画・実施〉歴史教育者協議会／富士国際旅行社

◆受付締切りは、7/15

㊎ です。
◆各コースの定員は、大会参加者を優先し、満員になり次第締め切ります。定員枠に余裕がある場
合には現地見学だけの参加も受け付けます。受付の状況を歴教協ＨＰでお知らせします。
◆参加費には原則として集合から解散までの交通費、見学費、資料代、食事代等が含まれています。
小学生以下については実費を請求します。
◆コースと参加費については、諸事情で変更することもあります。今後のご案内でご確認ください。

8月7日㊊〜8日㊋
Ａコース

※右の数字は、定員＜最少催行人数＞費用

海から見る横須賀軍港と米軍基地

30＜20＞5,700円

9：30 京急汐入駅集合─産業プラザ（鈴木和弘さんのお話し）─軍港めぐり定期便乗船─徒歩
見学（ドブ板通り）・基地正門─昼食─「ヴェルクよこすか」（鈴木和弘さんのお話し）山崎事
件現場─ 15：50 頃 横須賀中央駅解散

Ｂコース

幕末横浜開港史跡巡り

20＜15＞8,800円

9：00 横浜駅発─生麦事件の碑─神奈川宿と旧領事館跡─神奈川台場跡─伊勢山皇大神宮─掃
部山公園（井伊直弼像）─昼食─横浜開港資料館─外国人街散策─横浜製鉄所跡─港の見える
丘公園─ 16：00 石川町駅解散

Ｃコース

石垣山一夜城と小田原城総構えを歩く

40＜25＞7,200円

9：15 小田原駅西口集合─ 9：30 貸し切りバスで小田原駅出発─ 10：00 石垣山着 徒歩見学─
11：40 石垣山発─ 12：10 昼食場所（「えれんなごっそ」）─ 13：30 小田原城総構えを見学─
16：00 小田原駅解散

Ｄコース

みなとみらいから横浜山手へ

30＜25＞2,780円

9：00 JR桜木町駅集合─日本丸（外観）─馬車道─赤レンガ─横浜公園─大桟橋─昼食─山下
公園─山手地区─中華街─ 16：00 石川町駅解散

Ｅコース

中世鎌倉を巡る

30＜25＞3,400円

9：30 JR鎌倉駅西口集合─（今小路）─寿福寺─窟堂─鉄の井─鶴岡八幡宮─二十五坊跡─昼食
─大倉幕府跡─頼朝の墓（法華堂跡）─荏柄天神─鎌倉宮─永福寺跡─鎌倉宮─ 15：00 頃〜
15：30 頃 JR鎌倉駅解散

▶ 大会関係案内地図 ◀

神奈川 / 関東大会案内地図
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Ｆコース

現地見学：Ａ 〜 Ｉ ／ プレ企画

日本国憲法の源流をたどる

32＜25＞33,600円

《7 日》7：50 横浜駅集合─ 8：00 貸し切りバスで出発─草案が眠っていた深沢家土蔵、深澤
権八の墓、五日市憲法草案の記念碑、内山安兵衛キリスト教墓地、阿伎留神社、勧能学校跡、
開光院、五日市郷土館など─ 12：30 昼食─鈴木富雄さんのお話、新井勝紘さんの講演・質疑
─七沢温泉着 夕食・交流会（宿泊）
《8 日》8：30 発─伊勢原・雨岳文庫─町田・自由民権資料館─昼食─薬師池公園・ぼたん園に
ある自由民権の出会之碑、石阪昌孝墓─ 15：30 頃 横浜駅解散

Ｇコース

浅草・浅草寺周辺の史跡

25＜20＞3,200円

9：30 JR上野駅公園口（文化会館前集合）─地下鉄銀座線で田原町駅へ─等光寺─カッパ橋道
具商店街─東本願寺─宗円寺─本法寺（はなし塚）─昼食（自由食）─浅草寺境内、特別見学
（大絵馬堂、伝法院庭園など）─仲見世・浅草文化観光…─ 15：30 頃 地下鉄浅草駅解散

Ｈコース

靖国神社と遊就館の平和ガイド

25＜15＞2,900円

9：30 地下鉄九段下駅 4 番地上出口 昭和館前集合─旧軍人会館の外観─田安門─靖国神社境
内─昼食（自由食）─ 13：00 遊就館前集合─ 16：00 地下鉄九段下駅解散

Ｉコース

江戸湾防衛からオスプレイまで

29＜20＞10,500円

8：15 横浜駅集合─ 9：10 アクアライン（海ほたる）─ 10：00 木更津駅─ 10：40 富津岬展望
台─ 12：15 昼食─ 13：10 大乗寺─ 14：10 浄信寺（中の島大橋）─ 16：30 木更津駅─ 17：30
羽田─ 18：30 横浜駅解散

大会申込みについて ── 受付期間

申込み方法 参加費 宿泊など

申込み受付期間
事前申込みは

5/1 ㊎ 〜 7/25 ㊊ です。当日受付もあります。

宿泊・現地見学は 7/15 ㊏ が申込み締切です。
＊その他の事項は、富士国際旅行社へ申込み書類一式を請求しご覧ください。

申込み先

取扱旅行業者：㈱富士国際旅行社（観光庁長官登録旅行業 84 号

〒160‑0022 東京都新宿区新宿 2‑11‑7 宮庭ビル 4 階

TEL 03‑3357‑3377

JATA 正会員）

FAX 03‑3357‑3317

申込み方法
大会申込みは、富士国際旅行社が受け付けます。次の①（web 利用）あるいは②（申込み書利用）
のどちらかでお申し込みください。
① 歴教協ホームページから大会参加申込みページを開いて、必要事項を入力して送信する（自動
的に富士国際旅行社へ送信）
② 下記、ＡかＢで大会申込み書類を入手し、申込み書に必要事項を記入して富士国際旅行社へ
FAX か郵送にて送付する。
Ａ：最終ページの「参加申込み書類請求書」で、富士国際旅行社へ FAX か郵送（電話も可）で
請求する。
Ｂ：歴教協ホームページの大会参加申込みページから、申込み書類をダウンロードする。

申込み後の流れ
申込み書到着後、富士国際旅行社が、予約確認書を送ります。予約確認書受け取り後、10 日以内
に記載の旅行代金を入金してください。7 月中旬頃、参加票と旅行資料を送付します。大会当日、参
加票を持参し、会場で受付してください。

大会参加費

事前申込みは割引になっています。
事前

当日

会員・教員

5,500 円

6,000 円

学生・U25・一般

1,500 円

2,000 円

分科会 1 日参加

高校生以下・学生ボランティア
無

料

3,000 円

※教員退職者は事情の許す限り、会員・教員参加費での申込みにご協力ください。

交通について
＊航空便予約を富士国際旅行社に依頼される参加者は、申込み書にて必要事項を記入し、お申し込
みください。申込み書受付後、富士国際旅行社よりご料金をご案内いたします。航空便の混雑状
況により、ご案内料金は変わります。また、満席の場合は、予約できかねますので、お早目にお
申し込みください。

昼食について
＊弁当の手配はしません。分科会の５日・６日は法政大学第二中・高等学校の学食の利用が可能で
す。法政大学第二中・高等学校周辺には、食堂・コンビニはあります。

宿泊について
＊宿泊手配を希望される方に、次のホテルを予定しています。
＊宿泊設定日：8 月 4 日（金）・5 日（土）・6 日（日）・7 日（月）
＊宿泊申込み受付は先着順となります。宿泊部屋数に限りがございますので、お早めにお申し込み
ください。お申し込みの時点でご希望のホテルが満室の場合は代替ホテルをご案内します。
＊詳細は「お申し込みのご案内」書面にてご確認ください。
申込
記号

ホテル名

客 室
タイプ

宿泊料金

Ａ

リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉

シングル

13,500円

Ｂ

川﨑グリーンプラザホテル、

シングル

8,500円

Ｃ

東横イン横浜西口

シングル

8,000円

Ｄ

東横イン新横浜駅前本館

シングル

7,500円

D‑1

リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉

ツイン

9,500円（お一人様料金）

D‑2

東横イン新横浜駅前本館

ツイン

6,000円（お一人様料金）

※ご宿泊料金はすべて 1 泊朝食付です。

参加の取り消し
お申し込み後、お客様の都合により変更・取消をされる場合は、必ず FAX または郵送にて、富士
国際旅行社にご連絡ください。尚、変更・取消の時期によっては、取消料が発生します。取消基準
は、富士国際旅行社の営業日・営業時間内の受付を有効と致します。取消等による返金につきまし
ては、大会終了後、下記の取消料及び所定の振込手数料を差し引きの上、返金させていただきます。
＊大会参加取消は、7 月 15 日までは、取消料（1,000 円）と所定の振込手数料を差し引いてご返金致
します。7 月 16 日以降の取消しは返金できません。資料送付をもってかえさせていただきます。
＊現地見学（1 泊 2 日）は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、21 日前までは取消料は
無料。
＊宿泊プラン・日帰り現地見学は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、11 日前までは取
消料は無料。詳細は「お申し込みのご案内」でご確認ください。

学童保育・出張依頼状など
・学童保育を予約制で実施します。ご希望の方は、6/30（金）までに歴史教育者協議会へ、電話、
FAX、メールまたは郵送で学童保育を希望する旨をご連絡ください。
・出張依頼状が必要な方は、所属長宛の 82 円切手を貼った封筒を同封の上、歴史教育者協議会へ送
付してください。申込みと入金確認後発送します。

▶ 地図・ホテルの位置 ◀
Ｂ：川崎グリーン
プラザホテル

新丸子駅
JR 南武線

多摩

川

武蔵小杉駅

Ｃ：東横イン
横浜西口

線
賀

Ｊ
Ｒ
東
海
道
線

菊名駅

JR 新横浜駅

須

Ｄ：東横イン
新横浜駅本館

JR
横

浜線

東
急
東
横
線

JR 横

Ａ リッチモンドホテル
プレミア武蔵小杉

会場

法政大学第二
中・高等学校

横浜駅

大 会 日 程
9

10

11
12
社員総会
（会員集会）

8月4日㊎
8月5日㊏

分

8月6日㊐

科

分

科

会
会

Ⅰ
Ⅲ

13

14

15

16

全

体

会

分

科

会

17

18

分科会打合せ

19
各県
交流会

地域に学ぶ
集い

Ⅱ

閉会集会

※ 8 月 5 日の夜に、「若者の集い」を予定しています。
※ 8 月 7・8 日は現地見学です。
主

催

一般社団法人

歴史教育者協議会 第69回 神奈川／関東 大会実行委員会

〒170‑0005 東京都豊島区南大塚2‑13‑8 千成ビル 歴史教育者協議会内
TEL：03‑3947‑5701
FAX：03‑3947‑5790
E-mail=jimukyoku@rekkyo.org
http://www.rekkyo.org/
後

ｖｋ
（テレビ神奈川）
／神奈川新聞社
援 川崎市／川崎市教育委員会／小田原市教育委員会／法政大学／ｔ

歴史教育者協議会第69回全国大会・神奈川／関東 参加申込み書類請求書
お名前
ご住所

会員

非会員 （〇印を）

〒

（TEL

）

■お申し込みは、歴教協ホームページの大会参加申込ページをご覧いただくか、㈱富士国際旅行社
（観光庁長官登録旅行業者第 84 号）へ申込書類一式を請求して下さい。

富士国際旅行社

TEL

03‑3357‑3377 │ FAX 03‑3357‑3317

