
ワークシートその 1 「コロナウイルス・パンデミック」と歴史と政治  

「コロナウイルス・パンデミック」を問う！  (  )組(  )番 氏名(           ) 

休校が長引き学校生活がなかなか開始されない。すごく焦りますがそれでも耐えるしかない。今はできることが限

られてしまっていますが、それを嘆いても仕方がないので今しかできないことをしましょう。なんとかこの期間を使

って「転んでもただ起きないぞ」ということを示そう！ 

コロナウィルスが世界にもたらした影響はとても大きい。今も医療従事者は戦い、子どもは教育の機会を奪われ、

政治家は議論を重ね、休業を強いられる店舗、生活のために開けざるを得ない店舗、パチンコに通う人々、それを批

判する人々、デモが発生し、家庭での自粛が求められている。多くの死者が発生し、経済がストップしている。歴史

上類を見ないコロナ禍による被害は計り知れません。それでもその中で私たちはどう生きるべきなのか、社会はどう

あるべきなのかを考えてみよう。時間が過ぎればコロナ禍もただの記憶に変わり、記録になり、歴史になってしまい

ます。そうするとだんだんと当事者意識は薄れてしまう。そうなってしまっては遅い。だから今、一緒に考えましょ

う。ニュートンがリンゴが木から落ちるのを見て万有引力の基礎的な概念を発見したのは、ロンドンでペストが大流

行して働いていたケンブリッジ大学が休校となり、田舎に帰った時のことでした。結果論ですが、その18カ月は後に

「創造的休暇」とも呼ばれることになります。学校再開後この課題を使い授業に組み込みます。 

課題は枠いっぱいまで答えること！！    地歴公民科 西口 諒 

 

(１)高校生の声が社会を動かした？  次の資料を読んで問１、問 2 に答えてください。 

休校延長求めるネット署名、兵庫でも あの有名人も呼応（朝日新聞 ４．６）大切な家族や友

人たち、そして自分自身の命を守るために休校延長をすべきだと考えます――。県立学校を当初

8 日から再開するとしていた兵庫県では、県立高校の生徒の一部が、休校継続を求めてインター

ネット上で署名を集めていた。署名は 6 日朝、1 万 9 千筆を超えた。6 日午後に県の教育長へ提

出する。兵庫県教育委員会は 6 日、方針を変え、一部地域を除き 19 日まで休校すると決めた。

複数の県立高校に通う 2 年生 7 人が、ネットの署名サイト「 Change.org」で、兵庫県教委が学校

再開の方針を決めた 3 日にページを立ち上げた。 

「休校継続を」  高校生、ネットで署名活動  膨らむ賛同  

 メンバーの一人の男子生徒（16）は、朝日新聞の取材に「兵庫県は全国的にみて感染者が多く、

学校再開は感染拡大の要因になると思う」と、活動の理由を話す。「多くの人が『休校にすべき

だ』と考える中で、学校再開が強行されるのは自分たちの安全が軽視されていると感じた」高校

生らはツイッターなどで活動の情報を拡散してきた。同世代や大人から活動を応援する返信や投

稿が相次いでいた。署名活動は、楽天会長兼社長の三木谷浩史氏の目にもとまり、三木谷氏は自

身のツイッターで 4 日、「署名を集めているそうです。良ければ広めていただきたいです」と活

動を紹介していた。（武田遼） 

「9 月学校開始を」 仙台の高校生がネットで署名を開始  

9月入学・新学期制をめぐる動向～高校生が始めた署名への賛同者が5,000人を突破  地方自治体では学校の休校を

5 月 7 日以降も継続する動きが続々と出てきている。新型コロナウイルスの収束の予測が立たないまま、休校を繰り

返すのか。その中で学校の入学・新学期の開始時期を9月にずらすという提案が社会、国会において出てきている。4

月 1 日には東京都立日比谷高校の学生が、“ずるずる”と休校の延長を繰り返すくらいなら、主要な諸外国と同じ 9

月入学にしては、という提言を行っている。大阪市の高校生2人が、ネット上で同じく9月入学を提言し、メリット

として海外の学校と足並みをそろえることに加え、学校生活を全うできること、受験に対する不安、混乱の解消など

を挙げ、署名活動を行っている。4月28日午後3時時点で賛同者は5,000人を突破している。また、国民民主党が27

日に開いた9月入学・新学期制に関するワーキングチームの初会合においても、学校休業の長期化、地域差への懸念

などが表明されており、同党は今週、文部科学大臣に提言する予定にしている。日本維新の会も 9月入学・新学期制

の導入、学費の減免、オンライン学習などを盛り込んだ提言を発表した。 
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(２)パンデミックについて考えてみよう！ 
資料２「パンデミックを生きる指針—歴史研究のアプローチ」を読み、問３，４に答えなさい。 

パンデミック（pandemic）は、日本語的には“感染爆発”などと訳され、感染症や伝染病が全国的・世界的に
大流行し、非常に多くの感染者や患者を発生すること。 
 

人間という頭でっかちな動物は、目の前の輪郭がはっきりした危機よりも、遠くの輪郭のぼやけた希望にすが

りたくなる癖がある。だから自分はきっとウイルスに感染しない、自分はそれによって死なない、職場や学校

は閉鎖しない、その国の致死率はこの国ではありえない、と多くの人たちが楽観しがちである。私もまたその

傾向を持つ人間の一人である。甚大な危機に接して、ほぼすべての人々が思考の限界に突き当たる。だから、

楽観主義に依りすがり現実から逃避してします。日本は感染者と死亡者が少ない。日本は医療が発達している。

子どもや若い人はかかりにくい。１，２週間が拡大か制圧かの境目だ。２週間後が瀬戸際だ。３週間後が分水

嶺だ。１年もあれば五輪開催は大丈夫だ。１００人に４人の中には入らないだろうか。そう思いたくなっても

不思議ではない。希望はいつしか根拠のない確信と成り果てる。第一次世界大戦は夏に始まりクリスマスまで

の終わるとドイツ皇帝は約束した。第二次世界大戦では日本の勝利に終わると、大本営は国民の繰り返し語っ

ていた。このような為政者の楽観と空威張りをマスコミが垂れ流し、政府に反対してきた人たちでさえ、かな

りの人たちが信じていたことは、歴史の冷酷な真実である。 

 ペストの脅威、30 年戦争・・・コレラやペストや結核の蔓延・・・スペイン風邪・・・東京電力の原発事

故。世界史は生命の危機であふれている。いずれにしても、甚大な危機が到来した時、現実の進行は希望を冷

酷に打ち砕いてきた。とりわけ大本営発表にならされてきた日本では、為政者が配信する安易な希望論や道徳

論や精神論が人を酔わせて判断応力を鈍らせる安酒にすぎないことは、歴史的には常識である。その程度の希

望ならば抱かない方が安全と言える。 

 

問１：「高校生が署名活動をしたことをどう思いますか？どちらかを選び、理由と意見を書いて下さい。 

良いと思う                  良いとは思わない 

                                                   

                                                   

                                                   

問2：「休校」が継続する状況をどのように思いますか？自分の考えを理由も含めて書いて下さい。 

 

 

 

問３：今回のコロナウイルス感染症の蔓延はいつ収束すると思いますか？ 

自分の考えを理由も含めて書いてください。 

 

 

 

問４：コロナ終息後、私たちが社会に求めるべきは何だと思いますか？以下のうちから一つ選び、理由を答えてください。 

医療制度への支援 ・ 教育への支援 ・ 経済対策への支援 ・ 外交政策 ・ 社会的弱者への生活援助 

【                  】 ← 選んだものを答えて下さい。 

理由 
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(３)感染症と人類の歴史 —次の時代を模索する 「ポストコロナ」の時代を想像する 

次の資料を読みつつ、問 5～問 9 に答えてください。 
「グローバリゼーション」（ヒトとモノとカネの自由な行き来）を見直す時期？？「致死率を下げながらコ

ロナと共存するしかない」山本太郎・長崎大熱帯医学研教授に聞く（毎日新聞 2020年 3月 12日）  

 「犠牲者をできるだけ出さないようにしながら、共存するしかない」――。新型コロナウイルスの感染は世

界 124カ国・地域（各国の発表をまとめたサイト「worldmeter」調べ）に拡大し、世界保健機関（WHO）は 11

日（日本時間 12日未明）、「パンデミック（感染症の世界的な流行）」と宣言した。「感染症と文明」の著

者で長崎大学熱帯医学研究所の山本太郎教授は「封じ込めは不可能」と話し、感染拡大のスピードと致死率を

下げる努力をしながら共存するしかない、と訴える。 

 

人類史上最も感染症が拡大しやすい時代 

 ――SARS(重症急性呼吸器症候群）や MERS（中東呼吸器症候群）、エボラ出血熱、新型インフルエンザ H1N1

――。なぜ我々は何度も感染症に襲われるのでしょう？ 

 ◆感染症の原因は人間と野生動物との接触です。かつては野生動物を家畜化したことでウイルスが持ち込ま

れました。例えば、麻疹はイヌ、天然痘はウシに由来します。新型コロナウイルスも、生態系への人間の無秩

序な進出の結果といえます。 

 感染症が発生しても世界的に流行するには一定の条件が必要です。例えば、少なくとも数十万人の人口がい

ないとウイルスは社会に定着できない。しかし、いまは世界人口の 55％が都市に住み、交通機関の発達で交

流が増え、それが感染症の温床を作っています。 

 感染症の拡大を避けるためには、原因と温床という二つの鎖のどちらかを断ち切ることが必要です。しかし、

中国や開発途上国では人口爆発や都市の拡大、資源採取などの理由から人間の生態系への進出が止まらない。

グローバル化で人口移動は増える一方です。現代は、人類史上で最も感染症が拡大しやすい時代なのです。 

 ――WHOはパンデミックと宣言しました。感染者は世界中で 12万人を超えています。封じ込められるので

しょうか。 

 ◆感染者を完全にゼロにすることはできないと思います。一国で根絶できても、他の国でゼロにできない。

免疫を獲得した人が増えることで最終的には大きな流行が起こらなくなる状態になるまで、つまり集団免疫を

獲得するまで、拡大は続くでしょう。日本の場合、それはおそらく人口の 6、7割でしょう。感染拡大のスピ

ードを遅くすることが大事だと思われます。 

 ――封じ込めが無理だとすると、目標をどこに設定すべきでしょうか？ 

 ◆失う人命をできるだけ少なくしながら、集団免疫を獲得することを目指す。そうした段階にもう来ている

と思います。致死率を下げるしかない。そのためには感染拡大のスピードを緩やかにすることです。感染拡大

のスピードを遅くすることで、医療機関の破綻を防ぐことができるし、ウイルスが強毒化する確率が減ります。

ウイルスは環境によって変化しますが、感染速度が速いとウイルスは強毒化する確率が高まり、遅いと弱毒化

する確率が高まるのです（注 1）。これはあくまで確率論で、実際にウイルスがどう変異するかは分かりませ

ん。しかし、強毒化する確率は下げるよう努力すべきでしょう。 

（注 1）強毒化したウイルスは高い感染力と致死性に加え、潜伏期間が短いため、宿主が次々と供給される環

境でなくては生存できない。感染拡大のスピードが低下すると、強毒化ウイルスは宿主とともに消えてしまう

ので、結果として、感染力も致死性も低く潜伏期間が長い弱毒ウイルスが優位になる。 

子どもたちは休校という自由時間を前向きに生かしてほしい 

 ――学校の一斉休校はよい方法でしょうか。 

 ◆それは政策判断ですね。流行を抑えるという意味では間違いではありませんが、他のインパクトと足し算

引き算して決めるべきものです。休校によってもたらされた利益と不利益を後にちゃんと検証すべきでしょう。 

 休校の是非を議論することも必要ですが、私はこの休校をどうやって前向きに生かすかという点をもっと議

論する必要があると思います。考えてみてください。子どもたちがこれほどの自由な時間を持てたのは、おそ

らく終戦直後以来初めてではないですか？ イタリアの先生が休校中の生徒たちにこの機会に「本を読め」と

言いました。思索にふけるきっかけにもなってほしい。子どもたちが 50歳になったとき、この休校の時期を

どのように振り返ることになるか。それは私たち大人に課せられた重要な課題だと思います。 

 ――隔離政策は有効ですか？ 

 ◆今回の新型コロナウイルスに関していえば、都市の封鎖などの隔離政策はおそらく不利益のほうが大きい

と思います。致死率の高いエボラ出血熱やヒトに感染する高病原性の鳥インフルエンザが発生した時は当然別

ですけれども、飛沫（ひまつ）感染と空気感染もするとすれば、感染症を完全に封じ込めることはとても難し

い(注 2)。（注 2）厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染経路を接触感染とせきやくしゃみによる飛沫感

染とし、「空気感染は起きてないと考えられる」としつつ、閉鎖空間で長時間一緒にいる場合は感染する可能

性があるとする。空気感染する感染症の代表例は麻疹や結核。 
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社会変革のきっかけになる可能性 

 新型コロナウイルスの「パンデミック」は人間社会や文明にどのような影響を与えるのでしょうか。中国

が弱体化するのか、もしくは反対に米国や日本など民主主義体制が崩れるきっかけとなりますか？ 

 ◆感染症のパンデミックが社会変革のきっかけになることは十分にあると思います。歴史を振り返れば、パ

ンデミックは時間軸を早巻きにする、と個人的には思います。例えば、中世の欧州を襲ったペストは、急激な

人口減を引き起こすことで労働者の賃金を上昇させ、封建制度を崩壊につなげました。また、病を治せない教

会の権威は失墜し、宗教改革やルネサンスが起こる一つのきっかけとなりました。 

 今回の新型コロナウイルスでいえば、中国では以前から人件費の上昇や情報の不透明性などを理由に東南ア

ジアに工場を分散化させる企業がありました。パンデミックは分散化を加速させるかもしれません。中国の経

済成長を軸に拡大してきた世界経済のシステムが変わる可能性もあります。 

 一方で、中国が強権を使ってウイルス封じ込めに成功すれば、体制がより強化される可能性もある。中国で

は個人情報は丸裸です。スマートフォンの QRコードをかざして地下鉄に乗車するので、現在、政府はだれが

何日何時にどの路線を使ったかを把握しています。感染者が出れば、誰が同じ車両にいたのかが分かるのです。 

 このパンデミックが米国の覇権の終わりにつながっていくのかについては、分かりません。米国は案外しぶ

とい国ですから逆に強くなるかもしれない。日本も変わる可能性はあります。テレワークが進むなど（感染症

のせいで）強制的にいろいろな仕組みが実施されている。パンデミックで起きる社会変革をできるだけ良い方

向に向けることが重要です。 

感染症の流行も何か役割を果たしているのかもしれない 

 我々は過去のパンデミックの歴史から何を学べるのでしょうか。先生は「感染症のない社会を作ろうと努力

すればするほど、惨事を招くかもしれない。感染症との共存が必要」と主張されています。 

 ◆現代社会は感染症を撲滅しようとしていますが、それだけが感染症対策でしょうか。共存する対象とみる

ことで、やるべきことが見えてくる場合もある。世界には微生物がたくさんいますが、病気を引き起こすのは

ごく少数です。なぜ感染症が存在するのか。感染症の流行も人間を含めた生態系の維持に何らか役割を果たし

ているかもしれない。それを今の私たちが知らないだけかもしれない。 

 広義に言えば、いろいろな感染症が入ってきて社会に定着し、集団としてはそれでも「いい」という状態が

「共存」です。人間社会は感染症に苦しみながら、それに対する免疫を集団として維持し、それによって他の

文明や社会に対抗するというサイクルを繰り返してきました。それが人類史だったという歴史家もいるほどで

す。免疫を持っている集団と持っていない集団が接触した場合、持っている集団が生き残ります。コロンブス

の「新大陸再発見」後に起きたことがその例です。ヨーロッパ人が持ち込んだ天然痘や麻疹、発疹チフスなど

で先住民の人口は 10分の 1に減り、アステカ帝国やインカ帝国は滅亡します。あれだけの巨大な帝国が、で

す。 

欧州人は感染症への恐怖心が強い？ 

 「共生」は怖いです。私の母方の曽祖父母は 1918～19年のスペイン風邪で死にました。 

スペイン風邪に関する記録は、あれほどの惨事だったにもかかわらず少ない。それは、あらがうことが

できない厳しい事実を受け入れざるを得ないとき、「ああすればよかった、こうすればよかった」と思

う代わりに、なかったことにするというのも人間の一つの反応だからです。無力感にさいなまれないよ

うに記憶として残さない。集団心理として回避したのでしょう。 

 治らない感染症で家族や友人がバタバタと死ぬようなとき、人間はそうした状態を受け入れるため、

心理的な説明を必要とします。マラリアが多くの子どもの命を奪っていた時代、米国人はマラリア罹患

（りかん）を「大人への通過儀礼」とみなし、死んだ子どもは「神に召された」と受け止めました。マ

ラリアを「闘うべき病」ととらえると、闘いに敗れたことを認めなくてはなりません。愛する子どもを

失った家族の悲しみはそれでは癒やすことができません。 

 一方、欧州を何度も襲ったペストの大流行は文学などに繰り返し描かれ、集団の記憶として染みつい

ている。だから欧州人は感染症に対して恐怖心が強いと思います。 

 

やまもと・たろう 

長崎大学熱帯医学研究所の山本太郎教授＝東京都世田谷区下北沢で 2020年 3月 8日、國枝すみれ撮影 

 長崎大学熱帯医学研究所教授。1964年生まれ。90年長崎大学医学部卒。アフリカ、ハイチで感染症対策に

従事。著書に「感染症と文明―共生への道」「ハイチ いのちとの闘い」など。 
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問５：山本さんは今回のコロナウイルスの原因は何だといわれていますか。文章中の言葉を使いながら説明し

なさい。 例：(人間が～をしたことが、～となり蔓延の原因になった。) 
                                      

                                      

                                      

                                      

                                      
 

 

 

 

問６：山本さんは、人類と感染症の歩みを振り返っています。それについての感想を書いて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７；山本さんは、需要視すべきはコロナウイルスとの「共生」と言われています。なぜ彼は 

「共生・共存」が大切だと述べているのか資料を基に答えなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

下の新聞記事は東京日日新聞の 1918年に流行したスペイン風邪に関するものです。今から 100年以上前に大

流行し、死者が全世界で 4000万人の大きな被害を出した感染症です。その際には「電車で咳をするな」とい

う指示がメディアで報じられています。その右側にあるのは現在政府が出している席エチケットに関する広告

です。 

 

問 8  この二つを見てどのように感じますか？ 

 

 

 

 

 

 

問 9：コロナ終息後にどんな社会を望みますか？ 
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最後に、、今こそ私たちは「人間性」を試されています。それについての記事を掲載したいと思います。 

「今、本当のやさしさが問われている。」 
コロナ対策に向けて 令和 2 年 2 月 29 日 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

コロナ対策で今日本中が大きな試練の時にあります。もちろん、私たちは、手洗いを始め予防対策をしっか

りやらなければなりません。感染をこれ以上増やさないために、各自が冷静に、この病気に対して「正しく恐

れ」なければなりません。国の対策が十分であったか、政府のとった行動に間違いがなかったのか、その検討

はこれからも続けられるでしょう。より良い結果のためにも批判精神を保持することは必要です。 

もう一度繰り返しますが、私たちは感染を防ぎ十分すぎるほどの対策を、個人でも、又学校でも、国でもやら

なければなりません。そして私はここでは感染症のもたらす恐れについて書き記しておきたいと思います。 昨

年、感染症関係の医学会で二度ほど江戸時時代の状況について話をさせていただきました。その時、学会の後

の懇親会で、世界的に著名な感染症学の先生と話をしました。その時先生の口から出た言葉が忘れられません。 

「感染症は勿論蔓延が恐ろしい。しかしもっと恐ろしいのは病いに対する人々の差別と偏見です。」感染症に

対する特効薬が作られ、人から人への感染が完全否定されたにも関わらず、長く人権を無視した差別が続けら

れて来ました。例えば、ハンセン病に対する隔離政策があげられるでしょう。近年ではエイズに対する就職差

別がありました。感染症だけではありません。水俣病の患者に対しての差別が、水俣出身の子どもたちにも及

んだこともありました。又、感染症とは無関係ですが、つい最近では、福島の原発事故以降の放射能汚染に関

連し、福島出身の子供たちへのいじめがあったことも報道されました。 

本日、29 日の毎日新聞デジタル版（ベルリン特派員の記事）によれば、ヨーロッパではすでにコロナウイル

スに関するアジアの人々への偏見が広まっていることが伝えられています。このようなことは断じて許される

ものではありません。差別・偏見には勇気を持って戦わなければなりません。 

 私たちは、誤った負の感染症の歴史を繰り返してはならないのです。そして、今、我々の身近で起きうる危

険があることも認識しなければなりません。 私達のすぐそばには、自らのプライドを真っ逆さまに突き落と

す奈落の断崖があるのです。自らが又隣人が差別者になる危険があることを認識しなければなりません。不安

と危険の渦中にあるからこそ、私達は、人間の誇りとヒューマニズムの勝利を誇らかに歌わねばならないので

す。 

私達の精神は、危機と不安の中に立たされ揺らいでいるかもしれません。しかし、そのような時であるから

こそ、人間の評価が試されているのです。危機的状況は人間の尊厳が試される時でもあります。毅然たる態度

で、究極のやさしさをもって人々に接しましょう。 学校が休みになり、寮生も家庭に戻ることになります。

もちろんこれはウイルスの拡大を恐れての処置です。最善の注意を払わなければなりません。そして同時に私

が強く諸君らに望むことは、弟や妹に今まで以上にやさしく接してほしいということです。親の仕事の支えに

なり、高齢者への心に寄り添ってほしいということです。君たちの若さはそれに耐えうるはずです。貢献でき

る力を持っているはずです。中学生であれ、高校生であれ、大学生であれ、家庭にあって大きな支えになって

ほしいのです。正義と柔軟な感性を持つ若さこそ社会と家庭を思いやりとやさしさに包まれた場所に引っ張っ

て行けるのです。積極的に頼られる存在になってください。 

それは、この社会から差別や偏見を一掃する第一歩です。コロナへの対策は、病気の蔓延を防ぐのみではあ

りません。差別なき社会のありようを決める試金石でもあるのです。人間の持つ真の絆が生まれるのは、危機

です。やさしさを胸いっぱいに吸い込んで明日に向かいましょう。遅くとも春は必ず来ます。学園で再会しま

しょう。 

2020年 2月 29日 渡辺憲司（自由学園最高学部長） 

 

このメッセージは渡辺憲司先生が休校に入るにあたり学生に向けて送られたものです。 

これを読んだ感想と休校期間、学校再開後に自分がどうありたいのかを書いてください。 

 

 

 

 

 

 


