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Cold War Textbook Project: History From a Global Perspective

[Topic] A textbook-making project to think about and discuss “peace” from a historical perspective.

[A message from the organization committee]
The contexts of the history lessons we take in school vary greatly from country to country,

representing how different nations have contrasting perspectives on a topic. This difference is also
apparent in textbooks, too. For example, we can see various differences when comparing history
textbooks from Japan and the US. American textbooks generally describe various historical events more
widely and deeply, while Japanese textbooks tend to only mention events that are related to Japan. Of
course these “gaps” come from the differences in the educational and college entrance exam systems, so
it can be said that they arise naturally. However, differences in education can affect one individual's
historical cognition as well. Taking these differences into consideration, we felt the need to create an
opportunity for students worldwide to understand the “gap” in their historical education and hear diverse
perspectives on a specific topic. We hope to achieve this through this event, in which participants will
make original textbooks on the topic of the Cold Warー a war that continued for 45 years and affected
the world in unimaginable ways. We hope participants will each make a unique lesson and explain how
their country was affected by this proxy war. On the day of the conference, participants will present their
textbooks to each other, and then discuss the differences in their historical education, perspectives, and
historical awareness.. Although making a textbook will be a challenging task, we look forward to seeing
all of your textbooks and having an insightful discussion!

[Date] August 17 (TUE) 9:30 ~ 15:30 (Japan Standard Time)

[Platform] Zoom, Slack (as a means of communication)

[Supporting Organizations] TBD

[Requirements for participation] Currently attending senior high school

[Participation fee] Free

[Form of Participation] Individually or in teams of up to 7 people

[Scale of Event] International

[Event Style] Conference

[Capacity] Approximately ten teams or individuals (on first come, first serve basis)
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[How to register] Click the link below to register
https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA

[Registration due date] July 7th (Fri)

[Schedule of the summit] (Plans may change)

9:30-9:50 opening of the conference

9:50-11:40 lessons from participants, Q&A session

11:40-12:50 lunch break

12:50-15:10 discussion

15:10-15:30 closing session

[Preparation for Zoom and how to join]
(1) Please install Zoom from https://zoom.us/download prior to the event, and check your video and

audio. (It is possible to participate from a smartphone, but for better internet connection we
strongly advise using a PC)

(2) When reception begins, click the URL and open Zoom.
(3) Check your name, and please wait patiently for the host to let you in the meeting.
※We will be sending the Zoom urls later on.

[Other precautions]
(1) You are free to wear anything, but please be aware of the fact that this is a formal platform

and dress appropriately.
(2) You must prepare a presentation prior to the day of the event

[Contact Information]
SOLA2021 Organizing Committee
shibushibu.sola2021@gmail.com

https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA
mailto:shibushibu.sola2021@gmail.com
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「冷戦について教科書を作ろう」プロジェクト募集要項

[内容] 「平和」を歴史的観点から考え、冷戦について教科書を作るプロジェクト

[企画・運営担当からのメッセージ]
普段私たちが受けている学校の授業ですが、同じ教科でも先生によって内容が違うように、国によっ

ても教えられる内容は変わります。それが歴史の授業であれば尚更です。

この差は教科書にも現れています。例えば、日本とアメリカの教科書を比較してみると、アメリカの教

科書は様々な歴史上の出来事を幅 広く詳しく述べている一方、日本の教科書は原爆投下など、自
国と関連の深い内容の記述は多いも のの他の出来事については全体的に分量が少ない傾向にあ
ります。

もちろんこれらの差はその国の大学受験制度や教育体制の違いによるものでもあり、必然的に生じて

いるともいえます。しかし、学校教育で教わった内容の差が、個人としての歴史認識に違いを生み出

していることは否めません。

そこで、プロジェクトのコンセプトとして、国籍や出身の違う学生がそれぞれの視点で、一つの歴史の

出来事について授業をすることで、参加者が多角的な視点を得るとともに歴史認識の 差を理解でき
るようにしたいと思いました。

今回参加者の皆さんに取り上げていただきたい内容は「冷戦」です。４５年にもわたり世界を巻き込ん

だこの戦争に関して、あなた（参加者）の国が冷戦によって受けた影響に触れながら授業の準備を進

めていってほしいと思います。

そして当日は、各々による授業後に、他の人の発表を見て感じたこと、どのような歴史認識の差が

あったか、それぞれの国ではどのような歴史教育がなされているのか、等についてディスカッションを

します。

授業の作成は大変かもしれませんが、皆さんの発表を見るのを楽しみにしています。

[日時] 8月17日（火）9:30 ~ 15:30

[手段] Zoom, Slack（連絡用）

[協力団体]検討中

[参加条件]高校生であること

[参加費用]無料

[使用言語]英語

[参加の形態]個人または最大7人までのチーム

[大会規模]国際
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[大会形式]披露・会議

[定員] 10グループほど （先着順）

[申込方法]参加フォームを以下のリンクからアクセスし、送信してください
https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA

[申込締切] 7 月 7 日（金）まで

[当日のスケジュール] (変更を加える可能性があります)

9:30-9:50 開会

9:50-11:40 参加者による授業、質問

11:40-12:50 昼休憩

12:50-15:10 ディスカッション

15:10-15:30 閉会

[Zoom の事前準備と参加方法]
(1) 事前に Zoomを https://zoom.us/download よりインストールし、音声とビデオの動作確認をして
ください。（スマートフォンからの参加も可能ですが、安定した通信環境下でパソコンからのご

参加を推奨い たします。）
(2) 受付時間になりましたら、参加 URL をクリックし Zoomを起動し、画面中央の「コンピュータで
オー ディオに参加」ボタンをクリックしてください。

(3) お名前を確認し、ミーティングへの参加を許可するまでお待ちください。
※参加 URL などは後日連絡します

[その他の注意事項]
(1) 制服・私服は自由ですが、正式な場であるということを踏まえた服装でご参加 く
ださい。

(2) 当日は授業、という形でプレゼンをしてもらいます。そのため参加者はプレゼンや
スライドの用意をお願いします。

[問い合わせ先]
SOLA2021 実行委員会
shibushibu.sola2021@gmail.com

https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA
mailto:shibushibu.sola2021@gmail.com

