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　2011 年12月10日から22日まで、カリフォルニア大学

サンタクルーズ校（UCSC）のアラン・クリスティ准教授と

学生 16 名が来訪した。横浜国立大学側からは、教育人

間科学部国際共生社会課程のアメリカ社会論ゼミ、人

間文化課程の現代史ドキュメントスタジオ、加藤千香子 

教授、松原宏之准教授をはじめとする計 30 名ほどが 

参加。トロント大学からの派遣学生も加わった12 月13 日

と15 日の集中ワークショップを中心に報告する。

　ワークショップの中心は、「ナガミネ・プロジェクト」。

第二次世界大戦中に満州に出征し、戦後になって鹿児

島に帰りつき、アメリカ・カリフォルニア州へと渡った

男ナガミネ・アキラの足跡をたどろうとする試みだ。

　UCSC の学生にとって、アメリカへの移民という見方

だけでは彼の軌跡はとらえきれない。横浜国大の学生

にとっても、日本史の枠からはこぼれおちてしまう。日

本帝国の展開、戦後の日米関係、カリフォルニアの農地

でナガミネが出会う多様なエスニック集団とその背後に

あるグローバル社会。こうした重層性をひとつずつ解き

明かす作業が必要になる。それは同時に、参加学生た

ちがある人物の体験をまなざす自分たちの視座を検討し

ていく過程ともなった。

アメリカSS
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ナガミネ・プロジェクトのおもしろさって、
一体どこにあるのだろう？
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「具現化された歴史」を辿る
馬場 美保世

ナガミネさんの話をきいたとき、私が最初に考え

たのは自分の祖父のことであった。日本兵として戦

地へ赴いたナガミネさんと同じく、祖父も兵士として

シベリアへと向かった。ナガミネさんは満州、アメリ

カという道筋を辿り、祖父は戦争が終わると日本に

帰ってきたのだが、もしかしたら祖父も移民となる道

もあったのかもしれない。そうすると今の私はいな

いかもしれない、と考えると、ナガミネさんの話はだ

いぶ自分にひきつけられて考えられるようになる。

ナガミネさんの人生を辿るプロジェクトの面白さは

これだけではない。何といってもドラマティックな経

験をしてきたナガミネさんの人生をみていくと、まる

で物語を読んでいるかのような感覚になる。日本軍

に従軍して満州に行き、戦後は渡米し、移民としてア

メリカで暮らす。普通では経験しないようなドラマ

ティックな人生を辿るだけでも面白い。そしてその

先に、彼の劇的な人生を生み出した歴史的な背景も

みえてくることに、ナガミネ・プロジェクトの本当の面

白さがあると感じている。

このことをUCSCのアラン・クリスティ氏は「具現化

された歴史（Embodied history）」と称していた。一

人の人間の中に、当時の歴史がつまっているというこ

とだ。学校教育での歴史の勉強は、年表を辿り、大

きな流れの中から起こった事件などを細かくみてい

くというものである。ナガミネ・プロジェクトは逆だ。

一人の人間から歴史の流れを辿っていく。「日米関

係史を学ぼう」や「満州の歴史を調べよう」という目

的で始めようとすると、難しそう、ややこしいだろうと

感じて尻込みする人は多い。だが、一人の人に焦点

を当てて、そこから当時の日本とアメリカの様子を伺

え、満州の様子を知ることができるのであれば、とっ

つきやすくなり、歴史を学ぶことに対する抵抗感が和

らぐのではないかと思う。

戦争を経験し、移民となっていったナガミネさんの

人生の裏には、国家や歴史にどんな事情があったの

か。それを考えることができるところに、ナガミネ・

プロジェクトの魅力を感じたワークショップであった。

Report 1

アジア・太平洋を移動し、アメリカで移民となった
ナガミネ・アキラ氏。
カリフォルニア大学サンタクルーズ校にて。
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奇妙な “ズレ”と“類似”を巡って
林出 慎吾

何故ナガミネさんなのか―――。これが私達の

The Nagamine Project へ、そして今回のワーク

ショップへの率直な疑問であった。何がそこまで

UCSCの学生たちを惹き付けるのか。日本へ行きた

いと思わせるほどの要因となったのか。根底には、

きっとそれだけ彼らがナガミネさん個人に思い入れ

があるのだろうと考えていた。

しかし現実は違った。彼らは自身の持つ多様な

ルーツ―――フィリピーノ、チャイニーズ、ヒスパ

ニックetc―――とナガミネさんの数奇な人生を、同

じ“ 移民 ”の体験として重ねていた。そこを起点に、

それぞれの関心へと掘り下げていた。予想をくつが

えして、ナガミネさんを“目的 ”ではなく“ 手段 ”として

扱っている彼らの姿があった。

想定と実態のズレ。これは衝撃だった。ワーク

ショップの醍醐味である。横浜国大生とUCSC 学生

の交流から、双方の対称的な国民文化とそれにまつ

わる感覚の違い、そして逆説的な相似とを手触りとと

もに感じ取る契機だったのだ。

アメリカは言うまでもなく多民族国家である。恐ろ

しいほど多様なルーツをもった人々がワークショッ

プに参加していた。アメリカにおいて自分と他人が

異なる文化をもっているのは当たり前だ。しかし、と

UCSCの学生たちは言う。今回、ナガミネさんに出会

い、彼の生い立ちを見てみると、そんな通念は考え

直さねばならなかった。そこかしこに自分の家族と

類似性があるではないか。それって凄い事だろう？

―――この発見と驚きを彼らは共有したのだ。

一方日本人である私達の感覚として、他人といえ

ど文化的には一緒が当たり前、という中で生活してき

た。だからこそ、その単一性・共通性の中にも実際

は何か相違はないのか、何か暗黙の下に隠された存

在はないのか、という点に執心していた。多文化と

単一文化という対称性の中で、彼らはdifferent から

commonを、私達はcommon からdifferentをそれぞ

れ求めるのだ。

しかしこの違いは、同時に面白いほどの共通性を

併せ持っていた。双方の学生は、ベクトルは違えど、

自文化の中にある「当然だとされていること」が実

際はそれほど当然ではないのにともに正面から向き

合った。

世の中をどう捉えていくべきか。この大いなる

テーマを前に悪戦苦闘する同志だからこそ、少ない

時間の中であれだけ深い交流を持てたのだと思う。

そういった意味で、非常に奇妙でそして有意義な

ワークショップであった。

アメリカSS
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アメリカには「アメリカ人」しかいない
―アイデンティティ不安という病―
吉水裕輔

UCSCの 学 生たちによるナガミネ・プロジェク

トのプレゼンを通して明らかになったのは、彼ら

が無意識のうちに前提としていた「アメリカには 

＜アメリカ人＞しかいない」という自己認識である。

こうした意識を持つのは一見単純で当たり前のこと、

改めて指摘するまでもないと思われるかもしれない。

しかし、より考察を進めていくとわかるように、この自

己認識こそナガミネ・プロジェクトの出発地点を揺る

がし、「いかに語るのか」という課題が表出してくる

で、「アメリカ人」という存在は常に変化することを

求められるのである。

大方の社会、近代国家において、構成員としての

アイデンティティは共同体に固有の歴史や伝統と

いった（半ば幻想の）「過去」を紐帯として維持され

ている。しかしアメリカのような流動的な社会では、

そうした「共通の過去」を理由に、社会としてのまと

まりを維持するのは難しい。そのためこの「全く異

なる」人々は、アメリカに自らの存在をつなぎ止める

方法として、自由や平等といった普遍的な理念を掲

げる。理念が実現されるはずの「共通の未来」を共

に描くことで、アメリカ人としてのアイデンティティを

保っているのである。アメリカ人を「アメリカ人」たら

しめているものは、そんなぼんやりとした理念という

名の未来だ。

けれども理念は儚い。「共通の過去」と同様に「共

通の未来」もまた、アイデンティティの拠り所とする

には脆いものだ。なぜなら普遍的な価値を持つ理

念は、抽象的なものでしかありえないからだ。つま

り、理念が実現する――特定の時期に特定の場所

で、特定の人たちの間で、実現する際には、その「場」

の固有性によって理念は変化させられ、どこかに問

題を抱えた状態で現れざるを得ない。理念は、その

完成した姿では実現することができない。

Report 2

要因なのだ。

「サラダボウル」という言葉で表わされる通りアメ

リカは多様性に満ち溢れている。人種、国籍、宗教、

ジェンダー等のあらゆる多様性をもった人々が、互

いに差異を容認しながら共生している。しかし多様

性に富んでいるが故に、「アメリカ人」という主体の

アイデンティティは常に流動化の波にさらされること

になる。絶えず流入する移民達を受け入れていく中
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アメリカ人のアイデンティティは、こうした理念の

形骸化の不安によって揺るがされている。そのため

アメリカ人は、自由や多様性の尊重という理念にアイ

デンティティの基盤を置くのと裏腹に、その不確かさ

を補完しようと、「全く異なる」人々の同質化と差異

の排除を繰り返し行ってきたのである。そしてその

姿勢はナガミネ・プロジェクトにも表れている。

このプロジェクトはナガミネ・アキラという一人の

移民男性の半生をたどり、「個人の歴史」の意義を

再確認するためのものであった。それは通常の移民

研究で見落とされがちな「特異」とされる事象を再

評価しようとする試みであり、既存の移民研究全体の

問い直しをも射程に収めていた。しかし「なぜ、ナガ

ミネ氏なのか」という問いに答えようとするうちに、

学生たちは彼のドラマティックな経験をそれぞれの

家族の歴史と重ね合わせてしまう。「移民」という共

通点を発見して、全く特異であると思われていたナガ

ミネ氏の体験を、自分たちを含む移民物語のひとつ

へと回収していくのだ。まさに同質化を図り、「アメ

リカ人」をつくりだしていると言えるだろう。

同時にここで特異性を排除する動きが並行して行

われているのにも注目したい。と言っても彼らは別

段、ナガミネ氏の人生の特異性を否定しているわけ

でもなければ、ましてや積極的に排除しているわけ

ではない。しかし同質化の過程で「移民」という共

通項に合焦するうちに、はじめに語られていたはずの

ナガミネ氏の特異性は、気付かないうちにぼやけて、

遠景に退けられてしまっている。このことを見過ごし

てはいけない。

ナガミネ氏の、ひいてはUCSCの学生たちの多くが

ルーツをもつ、移民であるからこその独自性は、アメ

リカという枠には収まりきらない還元不可能なもの

であるはずだ。にも関わらず、そうした特異性を同

質な「アメリカ人」の中に溶解させてしまうとき、そ

れは移民に対して彼らの出自の忘却を迫る圧力にな

りうる。これは差異の排除に等しいだろう。つまり

彼らは、アイデンティティの確立を求めるあまり、移

民国家としての多様性を無意識のうちに排除してし

まっているのである。

とはいえこれは、アメリカ人特有の「衝動」ではな

いだろうか。多様性の中で揺れる「アメリカ人」とい

う存在を、少しでも輪郭のある存在として捉えたいと

願うのだ。アイデンティティ不安とは、アメリカが抱

える病なのかもしれない。

UCSC 学生の家族の写真。写真提供者の学生には、
紛れもなくナガミネ氏と家族が同じ< 移民 >として
見えていることだろう。

アメリカSS
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     The workshops that the Nagamine Project 

members from the United States have had with 

Yokohama National University had produced quite 

insightful analysis. Through their eyes, our group 

saw a challenge of figuring out how to prove two 

things: 1) Why the Nagamine Project is Important 

to us and 2) How to apply it cross-culturally? 

     Our group came up with the concept of 

the Immigrants’ story, each of us focusing on 

aspects of what it was like to come to America 

and adapt to the culture. Our stories allowed us 

to interweave history and the present; family, 

identity and history were three inexplicably 

linked concepts that played out together more 

than given credit. 

     However, we were proven that the story of 

the immigrant was particularly unique to the 

United States since it became an ‘official country’ 

by immigrants. Whereas majority of us can trace 

our families’ histories to someone trekking the 

voyage across the Pacific or Atlantic Ocean, those 

in Japan consider themselves a ‘homogenous 

nation’.  The idea of how important history is 

to the modern world by challenging the global 

discourse through immigration was not a strong 

enough reason for why the project mattered to 

us as students. It wiped the board clean for us 

and raised the question that we had started with 

before; what makes the story so interesting?

     After another day of del iberation with 

the students, the bridge had started but the 

gap somewhat remained between us and the 

Yokohama National University.

     Yet, when we sat down and started to eat and 

drink, it hit me that we had bridged the gap long 

before we even found the water. A theme was play-

ing itself out, one that is universal across the board 

and can be found in any culture; Kazoku（家族）.

     Family is an important factor into how our 

lives and personalities are shaped, our identity 

into who we are, and how we function in the 

world’s constant adapting society. What we found 

was that we related with many commonalities 

that brought us closer.

     We were open and receptive to the criticism 

we had to face ,  and i t  st imulated amazing 

intellectual conversation that were needed to 

push us closer to the vision of “The Nagamine 

Project”. 

     As the night finished on our last dinner 

together, I could not help but feel a pang of 

sadness that being with the students of Yokohama 

National University was going to end. However, 

as they were now part of my family, I smiled 

knowing that these people were going to be in my 

life for the years to come.

How do we tell the story?
Terry Randolph

Report 3 — UCSC Voice
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UCSCの学生たちにとって、今ショートステイのサブプロジェクトであるミュージアムツアーも興味深い経験となった。

彼らは東京・靖国神社にある遊就館や京都・舞鶴市の引揚記念館、横浜市 JICAの海外移住資料館などを見学

し、敗戦後満州からの引揚げや、戦後日本の経済状況についての認識を深めた。同時にこのツアーは、それらの

ミュージアムの提示する異なった歴史のナラティブに困惑する経験でもあった。

     Throughout the many visits to museums 

and workshops, I was able to revisit the varying 

themes and information I stumbled across in my 

archival research. But after visiting the Yushukan 

and the Maizuru Repatriation Museum, a sense of 

uneasiness occurs when attempting to navigate 

through the tone of descriptions and presentation 

of Japanese wartime history.

     This speaks to a larger issue: elements of 

historical bias appear throughout the narratives. 

At that point, it becomes difficult to perceive any 

truth or validity in the institutions' claims. 

     The Yushukan could be described as politically 

“right-leaning,” delivered through an intense and 

immersive tone. On the contrary, the Maizuru 

Repatriation Museum takes a different approach 

and appears to carry a “leftist-leaning” bias.

In order to see the differences 

between the museums' versions

     The lesson here should not necessarily be 

one of blame, but an investigation of why these 

museums present information the way they do, 

and to further an understanding of why and how 

historical bias occurs. My personal experience 

with visiting these museums has broadened my 

understanding of how to critically analyze certain 

aspects of the way the Japanese Empire story is 

told.

Acknowledging Historical Bias
Kyle Wojnar

アメリカSS
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ワークショップ最終日の夜、僕は薄暗いバーカウン

ターでトーマスと酒を酌み交わしていた。彼に放射線

によるリスクが多かれ少なかれ存在する日本を訪れた

わけを、控えめに尋ねてみた。

トーマスは背中を丸め、虚無的な目をして、家族への

愛を説き、実家から程近い世界有数のビーチの美しさ

を語った。そして三つ目に、実家がカリフォルニアの

原発のすぐ側にあるんだと、幾分ウェットな低い調子

で言った。

彼にとって原発という黒い箱は身近な存在であり、

今回の原発事故は彼に突如憎悪と恐怖をもたらした。

現今の日本の惨状は彼にとっての一つの厳然たる未来

であるからだ。

カリフォルニア大サンタクルーズ校をむかえての今

回の取り組みは、「歴史教育」という領域にとってもひ

とつの実験でした。「歴史」と「いま」とをつなぐ経路

の探索です。

多くの人にとって、歴史はすでに過ぎ去ったできご

とで、現在や未来にも無関係なものに思えるようです。

けれどもその見方は、記憶という現在進行形のダイナ

ミズムを見落としています。過去のすべてが歴史とし

て残りはしません。なにかについては記憶し、ほかは

忘却するという作業が続きます。そしてひとつの出来

事といいながら、そこには多くの側面があり、さまざま

に語られ、いくつもの文脈を織りなします。この選別を

左右するのが過去そのものでないのがおわかりでしょ

う。そこにはいつも現在の視点が介在し、いまの見取

り図や未来への針路をひそかに決めていくのです。

このメカニズムを学生たちとじっくりとひもといて、

あわよくば体感してみよう。そう目論むと、多国間の

ワークショップは絶好の場所に思えます。過去が多国

間でどれほど違ったかたちで記憶されるのか。どこで

共通し、どこでまたずれていくのか。その軌跡の交差

に目をこらしてみよう。今回の場合は、戦争と戦後の

記憶のあり方をカリフォルニアと横浜の学生たちでお

おいに探ってみようとしたわけです。

さて首尾やいかにと、学生レポートを読んで頂くのも

一興かもしれません。

それぞれの見方がずれ、学生たちがその溝に戸惑

い、苛立ち、解消を図ってそれでもまだ一致したりはし

ないようです。なかなか良いなと思うのですがいかが

でしょう。このずれの感知こそが、世界の見方を広げ

ていきます。国際ワークショップの可能性の一端にた

しかにふれた2011 年度。このどきどきを次年度はさ

らにたくさんの人と共有したいと思います。（松原宏之）

トーマスは一息に酒をあおって頭を抱え込んだ。彼

は溶けきらない氷だけ残ったグラスを頭に抱き寄せ、

急に無口になってしまった。言葉を探しているようだ

…実際に日本を訪れて味わった、この微妙な心境を表

す言葉を。

僕はタバコをくわえ、カチンと火をつけた。そして

一塊の紫煙をぷかぁと吐き出して、目の前に整然と三

列に並べられた酒瓶を眺めていた。

とその時である。トーマスは急に私に向き直って、

勢いよく言い放った。

“It’s a tangible problem!!”

僕だけでなく遠い国の彼にとっても原発事故は手で

触れられるほど差し迫った問題なのであった。

～3.11は海を越えて～

ツアーをふりかえって―グローバル歴史教育の実験

小池 剛史

Column


