
平和教育・平和教材について 

寺島隆吉 

 

1 はじめに 

 記号研「掲示板」に下記のような質問が寄せられていますので、若干のコメントをすることにし

ます。 

平和教材について教えて下さい 投稿者：小川勇夫  投稿日： 7 月 3 日(月) 

 英語教育に直接関係ないのですが、会員の皆さんに平和教材についてよいビデオがあ

れば教えて下さい。日本の平和教育を見てきたとき、日本の戦争被害（広島・長崎の被爆

など）が取り上げられる機会は多いですが、日本の戦争犯罪、加害者としての平和教育が

あまりにも少なすぎたと感じています。 

 そこに、靖国問題の本質が日本人に理解されない、また中国の反日教育云と喧伝される

と無批判に受け入れる風潮が大勢をしめる原因となっていると感じるのです。そこが、日本

の平和教育の弱点だと常々思っています。そういう視点でつくられ、中学３年生にも見せて

も良いビデオがあれば教えて下さい。 

 ８月１日に行おうと思っています。また時間的にも５０分から６０分程度と考えているので

すが、お教え下さい。またお手元にあれば、お教え下さい。そういう面でも記号研は多くの

映像資料もあると思いますのでよろしくお願いします。 

 まず手前味噌になりますが、拙著『国際理解の歩き方：映像と音楽で学ぶ平和・人権・環境』

（あすなろ社／三友社出版、2000）をまだお読みでなければ、まずそれをお読みください。これは

私が岐阜大学教育学部英語教育講座の必修科目「異文化理解」 で教科書として使っているも

のです。小川さんが下記のように述べていることを教師自身が（書籍を通じてでも良いから）基礎

的知識として知っている必要があると思うからです。 

日本の平和教育を見てきたとき、日本の戦争被害（広島・長崎の被爆など）が取り上げられ

る機会は多いですが、日本の戦争犯罪、加害者としての平和教育があまりにも少なすぎた

と感じています。そこに、靖国問題の本質が日本人に理解されない、また中国の「反日教

育」云々と喧伝されると無批判に受け入れる風潮が大勢をしめる原因となっていると感じる

のです。そこが、日本の平和教育の弱点だと常々思っています。 

 次に「平和教育」という場合、それをどのように考えるのかですが、その際、ヨハン・ガルトゥン

クの言う「直接的・物理的暴力」「間接的・構造的暴力」という観点でとらえておく必要があります。

その上で授業の組み立てを考えなければ、生徒の認識を変えたり深めたりすることはできまない

と思うからです。その意味で下記の論文を読んでいただけると有り難いと思います。 

論文：国際理解教育と平和研究（上） 

（2001 年 3 月、『岐阜大学教育学部研究報告：人文科学』第 49 巻第 2 号） 

http://www.gifu-u.ac.jp/~terasima/article01march03peacestudy.html
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 この論文は「国際理解教育と平和研究（上）」とあるとおり未完です。小川さんの投稿を機会に

「国際理解教育と平和研究（下）」を完成させなければならないと思っていますが、なかなか時間

が取れません。そこで以下はそのためのメモだと思って読んでください。また、このメモを読むに

当たって下記のチョムスキー・インタビューも必ず読んでおいて欲しいと思います。そうすれば説

明が省けますので。 

チョムスキー インタビュー060124 

「韓国・北朝鮮と国際情勢」公開 060710 

http://www.gifu-u.ac.jp/~terasima/chomsky_interview060124korea060710.htm

 

2 朝鮮と中国を知る 

 いま日本は北朝鮮情勢に振り回されていますが、北朝鮮はミサイル実験をしているだけで（こ

れは実験というよりも米国への意思表示と言った方が良いかも知れませんが）どこをも侵略して

いません。朝鮮戦争で北朝鮮が南を侵略したかのように言われていますが、あれは米国の南北

戦争と同じで「内戦」であって「侵略」ではありません。もしあれが「侵略」ならば、米国も南北戦争

で南を侵略したことになります。 

 韓国で国際理解教育学会があったときに懇親会で通訳者がちょうど隣に座ったので北朝鮮の

ことを尋ねてみたら意外な答えが返ってきました。彼女によれば「韓国人の多くは北朝鮮のことを

怖いとは思っていない。むしろ怖いと思っているのは何度もアジアを侵略した日本だ」というので

す。しかし韓国の若者は必ず歴史の授業でこの事実を詳しく習うのに反して日本の若者は当時

の実情をよく知りません。 

 そこで日本のアジア侵略の事実を若者に知らせるために下記のビデオが役立つと思います。

中学生にも十分に理解できるものですし、この韓国のシリーズは特に、(社)大阪国際理解教育セ

ンターが制作したもので、教育映像祭優秀作品賞を受け、文科省推薦も付いています。 

 題名 上映

時間

制作

年度 

 内容 

ハルニモた

ちは踊る～

在日コリアン

一世が歩ん

だ道～ 

30分

 

 

 

 

'00 

 

 

 

 

 在日外国人問題の原点を考える①歴史編、日本の朝鮮植民地支

配のため、意に反して日本で暮さざるを得なくなった在日コリアンの

歴史を日本人に正しく知ってもらうことが共生への第一歩と考え、徐

玉子さんはハルモニたちの人生を記録に残すことを始めた。 

 

オモニの想

い～在日コリ

アンの戦後、

そして今～ 

 

30 

 

 

 

 

'01 

 

 

 

 

 在日外国人問題の原点を考える②現状編、日本政府により一方

的に日本国籍を剥奪された在日コリアンは、長い間、国籍の違いに

よる差別に苦しんできた。在日三世、四世の若者たちが国籍や民

族の違いを理由に差別されない日本社会を願って、申点粉さんは

オモニとしての想いを語る。 
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出会い～在

日コリアン三

世と日本の

若者たち～ 

 

 

30 

 

 

 

 

 

'01 

 

 

 

 

 

 在日外国人問題の原点を考える③展望編、在日コリアンに、ほと

んどの日本の若者たちが関心がなく、悪いイメージを持つ日本人も

いる。差別を避けるため、本名を隠して日本名で暮している若者も

いる。そうした中で、民族の違いを認めあい、友情を深めている在

日コリアンと日本人の若者たちもいた。お互いの「出会い」の中から

ルーツを見つめ合い、真に共生できる未来を模索する。 

 

侵略戦争～

人間から鬼

へ、そして人

問へ 

 

 

 

43分

 

 

 

 

 

 

91 

年  

 

 

 

 

 

証言・第１作：三人の侵略戦争体験者は、自らの加害行為を語って

きた。子供の頃には虫も殺せなかった人間が、戦場では鬼となった

。数々の残虐行為を犯したこの体験者は、痛苦の念をもってその体

験を振り返る。中国の人道的対応で人間性を取り戻し、帰国後、自

らの加害行為を告白してきた心の奥底には、自分と同じ過ちを繰り

返してはならないとの強い信念が横たわる。■証言者：土屋芳雄（

憲兵）・富永正三（将校）・永富博道（南京大虐殺・特務） 

中国人強制

連行 

 

 

 

 

 

 

41分

 

 

 

 

 

 

 

95年 

 

 

 

 

 

 

 

証言・第２作：1942 年秋、東条内閣は中国人の強制連行を閣議決

定。主に中国の華北地方で行われた強制連行作戦によって、およ

そ4万人が日本各地の135の事業所に連行された。苛酷な労働と虐

待で7千人近い死者を出した「中国人強制連行」。中国人被害者は

犠牲者の無念の思いを胸に、元日本軍兵士は取り返しようのない

行為への反省を胸に、自らの体験を赤裸々に告白する。■証言者：

被害者－趙冠英（室蘭）・劉智渠（花岡）・劉殿卿（三池）、元日本兵

－小山一郎・矢崎新二 

20世紀から

の遺言～若

者が問う侵

略戦争 

 

 

 

 

38分

 

 

 

 

 

 

 

01年 

 

 

 

 

 

 

 

 

証言・第３作：日本の敗戦から半世紀の時が流れ、悲惨な戦争体験

を直接聞く機会は失われつつある。「戦争体験をただ聞くのではなく

、自らの問題につなげたい」との思いを持った戦後世代は、侵略戦

争体験者とのぶつかり合いのなかで何を得ることができるのだろう

か。平和憲法を守り続けてきた体験者の思いを戦後世代はどう受

け継いでいくのか。■証言者：湯浅謙（軍医）・湯口知正（特務）・渡

辺武利（日本人反戦同盟） 

  

また後者の中国シリーズは「証言」三部作（企画：日本中国友好協会、セット販売割引価格、￥

17,850）では、二度と再び同じ過ちを繰り返してはならないとの思いを抱く体験者が、「鬼」であっ

た自らの加害体験を赤裸々に告白していて、見るものの胸を打つものがあります。下記 HP でダ

イジェスト版映像（約２分）を見ることができます。 
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侵略戦争を語り継ぐビデオ「証言」 

http://www.jcfa-net.gr.jp/home/china_video/index.html

 

 また最近の情勢で注意しておかねばならないのは、北朝鮮が独裁政権だから拉致事件が起

きたかのような宣伝がなされていますが、それ以上に韓国が米国に支援された極めて残酷な独

裁国家だったという事実です（これは南ベトナム政府も同じでしたが）。光州事件はその典型でし

た。 

光州事件http://paulkim.hp.infoseek.co.jp/sonny/report/kwangju.htm

白昼の大虐殺http://csx.jp/~gabana/Zaakan/hibi0505/hibi-niisi-050530.htm

   映画「ペパーミント・キャンディー」と「光州事件」 

http://www.seochon.net/korean_movie/movie/peppermint.htm

真鍋祐子（2000）『光州事件で読む現代韓国』平凡社 

 

 また、朝鮮戦争前後に米軍が朝鮮人を大量に虐殺しているので（済州島事件など）、それが暴

露されるにつれて反米感情も強まっているようですが、これも最近の韓国民主化の流れの中で

機密情報が解除され今までは語ることが許されなかったことが明るみに出始めたことによるもの

でした。下記のサイトや文献が参考になります。 

 

済州島４・３事件と韓国現代史http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~ai369/kouen.html

済州島事件http://toron.pepper.jp/jp/epi/bundan/saisyuto.html

ブルース・カミングス(2004)『北朝鮮とアメリカ：確執の半世紀』明石書店 

チャルマーズ・ジョンソン（2004）『帝国アメリカと日本：武力依存の構造』集英社新書 

チャルマーズ・ジョンソン(2000)『アメリカ帝国への報復』集英社 

 

 上記の 3 冊の文献は米国人研究者が書いたという意味で特に興味深いものです。朝鮮半島を

分断し今もアジアに緊張を走らせている超大国の中に、チョムスキー以外にも、このような研究

者がいることに胸が救われるような思いがします。 

 

3 イラクとパレスチナについて知る 

 この原稿を執筆している現在（2006 年 7 月 17 日）、イスラエルはパレスチナに侵略しガザ地区

を爆撃しているだけでなく、レバノンにまで侵略の手を広げています。しかし、国連安保理は 13

日、ガザ地区への軍事行動の停止などを求めたカタールが提出した決議案を採択しましたが、

アメリカが拒否権を行使したため、否決されました。 

イスラエルのガザ侵攻非難決議を否決 安保理で米拒否権 

http://www.asahi.com/international/update/0714/005.html
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パレスチナ情報センター 

またもガザで一家虐殺／広場で遊ぶ子どもたちも犠牲に（7 月 13 日） 

東エルサレム住民のハマス・メンバー、市民権剥奪！（7 月 5 日） 

 この日午後の表決では、安保理 15 ヶ国のうち 10 ヶ国が賛成し、4 ヶ国が棄権したことにより、

この決議案が採択されたにもかかわらず、 米国の拒否権により実質的には否決となりました。と

ころが、日本のメディアでは北朝鮮のミサイル発射問題に中国やロシアが拒否権を発動する恐

れがあることのみが大きく報道され、上記の米国による拒否権については、ほとんど私たちの目

や耳に届いてきません。 

 先にも述べましたが、北朝鮮は今までどこにも侵略していません。ところが北朝鮮ミサイル発

射実験だけで日本のメディアは大騒ぎをする一方、いま現在も侵略や爆撃を続けている国に対

しては（イスラエルがこの何十年間も続けているパレスチナへの入植活動も立派な侵略活動です

が）、これに対する拒否権行使についてはほとんど批判や糾弾がされないというのは実に奇妙な

ことです。なぜなら北朝鮮のミサイル発射は誰をも傷つけていませんがイスラエルの攻撃は連日

のように多くの民間人を殺傷しているからです。 

平和志向法律屋 DANZO 

北朝鮮に事前通告したことのない日本～外務省回答～

日本経済新聞（共同通信 16 日） 

カナダ人７人が死亡・イスラエルのレバノン爆撃で

 ですから平和教育をしようとするひとは、このパレスチナ情勢やイラク情勢を抜きに日本の過

去の加害行為のみを授業で扱っても余り意味がないとも考えられます。というのはイスラエルの

パレスチナ侵略は何度も国連で撤退決議が出されているにもかかわらず米国は一貫して拒否権

を発動していますし、米国のイラク侵略は国連の賛同を得られず単独で行動に踏み切ったもの

でした。そして日本政府はほとんどの国連決議に対して米国に異議を申し立てず、米国の行動

に追随する道を選択しているからです。これでは、日本もイラクやパレスチナの人たちから見れ

ば加害者と見られても仕方がないでしょう。 

バグダード・バーニング 

2006 年７月 11 日（木曜日）「暴虐・・・」 

http://www.geocities.jp/riverbendblog/

 さて、このようなイラク情勢やパレスチナ問題を深く且つ分かりやすく理解するための良い映像

資料は何かですが、当面は下記のものを紹介しておきたいと思います。この幾つかを自分で先

ず見て、その上で生徒にどれを見せるかを判断してもらえば良いと考えます。いま続いている戦

争のことを考えると最初のものがお勧めかもしれません。これを見ると、イラク戦争がどのような

経過で現在の泥沼に至っているのかが、かなり良く理解できるはずです。 

NHK ドキュメンタリー『フセインをどう裁くのか：欧米が育てた独裁政権』 

NHK ドキュメンタリー『CIA の二正面作戦：アフガン戦争とポーランド「連帯」運動』 

NHK ドキュメンタリー『民族浄化：ユーゴ・情報戦の内幕』 
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高木徹 (2005)『ドキュメント 戦争広告代理店』講談社文庫 

 サダム・フセインの裁判が現在イラクで進行していますが、ニュルンベルク裁判や東京裁判で

明らかなとおり、フセインの裁判も本来は国際裁判所で裁かれるべきものです。そのために国際

司法裁判所の他に国際刑事裁判所が設けられたのでした。ユーゴスラビアのミロシェビッチ大統

領も「民族浄化」を理由に国際裁判所で裁かれていました（彼は判決が出る前に獄中で死にまし

たが、死因については不明です）。しかし、米国は国際刑事裁判所の国際法規の批准を拒否して

いますし、日本も国内法の整備を口実に未だに批准していません。 

国際刑事裁判所に反対するアメリカ 

http://terasima.gooside.com/news011107court.html

日弁連 - 国際刑事裁判所への日本の積極的参加を求める決議 

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2002_16.html

 次の、NHK ドキュメンタリー『CIA の二正面作戦：アフガン戦争とポーランド「連帯」運動』は、表

題でも明らかなように、アフガン戦争はソ連のアフガン侵攻によって引き起こされたものだとされ

てきましたが、実は、米国が味わった「ベトナム戦争」と同じ苦しみをソ連に与えようと、CIA が仕

組んだものだったことが暴露されています。しかも更に驚いたことに、ポーランドの反体制組織

「連帯」への援助も同時進行だったことも、このドキュメンタリーで明らかにされています。 

 つまりソ連がアフガン戦争で身動きが付かなくなってポーランドまで手が回らないように、世界

的な規模で CIA の作戦が組まれていたことが、この映像で分かりました。と同時、もう一つこの映

像で分かることは、911 事件の首謀者とされるビン・ラディンは、このアフガン戦争の中で、米国に

よって育てられたということです。とすると米国は「飼い犬に手を噛まれた」ということになるわけ

ですが、いずれにしても一度は必ず見ておくべき映像だと信じます。 

（註「飼い犬に手を噛まれた」：これは「ブーメンラン効果」あるいは「フランケンシュタイン症候群」

と呼ばれていますが、実はビン・ラディンは今でもCIAと仲良しだという説もあって真相は分かりま

せん。） 

アルカイダは諜報機関の作りもの 

http://tanakanews.com/f0818terror.htm

やっぱり怪しいアルカイダと米当局の関係 

http://www.tanakanews.com/blog/0402041229.htm

  最後の、NHK ドキュメンタリー『民族浄化：戦争はこうしてつくられる』も恐ろしいビデオでした。

というのは「民族浄化に反対する」と理由で米国が援助しておこなわれた戦争は、実はアメリカの

凄腕 PR マンの情報操作によるものだった、ということが暴露されているからです。世界中に衝撃

を与え、セルビア非難に向かわせた「民族浄化」報道は、国際世論をつくり、誘導する情報戦が

作り出したものでした。 アンヌ・モレリ『戦争プロパガンダ 10 の法則』(草思社、2002)の法則をそ

のまま実行したものと言って良いかも知れません。 

 この実態を暴いたのが上記のドキュメンタリーでしたが、『ドキュメント 戦争広告代理店』講談

社文庫は、これを制作した NHK ディレクター高木徹が、映像では描ききれなかったことを文字化
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http://terasima.gooside.com/news011107court.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2002_16.html
http://tanakanews.com/f0818terror.htm
http://www.tanakanews.com/blog/0402041229.htm


したものでした。「情報を制する国が勝つ」とはどういうことかを圧倒的迫力で描き、講談社ノンフ

ィクション賞・新潮ドキュメント賞を受けています。この書籍は別にして、ドキュメンタリーだけでも

見て欲しいと思います。そうすれば北朝鮮が悪魔化されていく過程を追体験できるでしょう。 

 

4 おわりに 

 まだまだ書いておきたいことがありますが、パレスチナ情勢や北朝鮮情勢を考えると、この小

論を完成させることよりも、一刻も早くこれを HP に載せることを優先した方が良いと考えました。

この続編は「国際理解教育と平和研究（下）」として完結させたいと思っています。 
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