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憲法9条の危機、今こそ平和について
子どもたちとともに考えよう！

平和教育特集

2019 年 6 月 19 日

「教え子を再び戦場に送るな」

子どもたちとともに、平和をつくる学びを！
戦後 74 年目の夏をむかえました。県教組は、侵略戦争の過ちを二度とくり返してはならないと誓い、子どもたちに歴史の事実を伝え、
平和の大切さを伝える平和教育を重要なとりくみとしてすすめてきました。しかし、今年の憲法記念日に安倍首相は改憲派の集会にビデ
オメッセージを寄せ、「憲法にしっかりと『自衛隊』を明記し、違憲論争に終止符を打つ」と述べ、改めて改憲への意欲を示しました。
自民党改憲案によると９条の２として自衛隊に関わる文言を書き入れ、「前条の規定は…必要な自衛の措置をとることを妨げず…」とし
ていることから、９条２項は空文化し、従来の「歯止め」がなくなり、自衛隊が海外での武力行使を無制限に行うことにつながります。
そして「戦争する国」づくりが現実のものとなります。
私たちは今こそ、「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンを胸にきざみ、「戦争する国」づくりを許さず、子どもたちに平和な未来
を保障するためにも、平和教育にとりくむ必要があります。
県教組では７・８月を子どもとともに平和について考える月間としています。この機会に教室で平和への思いを新たにする時間をもち
ましょう。今回は、県下の学校でとりくまれた平和教育に関わる実践事例を紹介します。ここに掲載した実践以外にも県教組ＨＰ「組合
員のページ」に実践事例を掲載しています。また、平和教育に使える絵本・ＤＶＤの紹介、県教組所蔵の平和教育関係視聴覚教材(抜粋)
を裏面に載せてあります。積極的に活用してください。

平和教育実践～こんな授業にとりくみました～
大単元「第二次世界大戦と日本」 小単元「校区のお墓調べ」（中学校の実践ですが、小学校でも可能）
○教材化にあたり
戦死者の墓誌には、戦死の経過や場所、年齢が刻まれているものが多く存在しています。太平洋戦争の学習では、単に戦争拡大の経過
をたどるだけでなく、戦争中の生活について地域での聞き取りやお墓調べを通して、イメージ化させ、子どもたちの疑問から出発し学習
問題を設定したいものです。また、お墓調べについてはある程度の時数が必要になることから、『平和』をテーマにして総合的な学習の
題材としてとりくむこともできます。授業時間でのお墓調べが難しい場合は、夏休み中、お盆のお墓参りの機会に調査をすることもでき
ます。

○ねらい
地域にある墓地から戦死者について、いつ、どこで、何歳で亡くなったかを墓誌から調べて、クラス全体(学年）で集約したデータを
グラフ化したり、地図にドット図で表すことで、戦死者の多かった時期や地域、年齢をとらえる。その資料から疑問をもち、調査活動を
することで、地域と結びついた実感として戦争をとらえ、考えることができる。

○展開の概要

時

資料１
満州で戦死している人
が多いのはなぜ？

学習活動

第１時

１

お墓調べ（休日を利用して調査も可）

第２時

１
２

亡くなった場所を地図にシールで貼る。
【資料１】
亡くなった年と人数をグラフにする。【資料２】

第３時

１
２

地図やグラフからわかることや疑問を出し合う。
学習問題を設定し、調査班を編制。

第４時
～第６時

１
２

調査活動を行う。
調査まとめ。わかったこと等を交流。

昭和20年8月に
戦死者が特に多
いのはなぜ？

戦 死 者の墓 碑

中国やフィリピンで戦死
者が多いのはなぜ？

昭和19年～20年に
戦死した人が多い
のはなぜ？

（2003 年篠ノ井西中学校

資料２

選択社会の実践

指導者

飯島春光教諭）

平和教育に活用できる絵本・ビデオ・ＤＶＤ
「けんぽう」のおはなし

新・戦争のつくりかた

へいわってすてきだね

絵本

絵本

絵本

原案：井上 ひさし
絵：武田 美穂
出版社：講談社
I S B N：
9784062168670

文：りぼん・ぷろじぇくと
絵：井上 ヤスミチ
出版社：マガジンハウス
I S B N：
9784838727100

詩：安里 有生
画：長谷川 義史
出版社：ブロンズ新社
I S B N：
9784893095879

きみは世界でたったひとり。だれともとり
かえがきかない。だから、だいじ。一人ひと
り、みんなだいじなのです。井上ひさしさん
が子どもたちの前で、憲法の意味、日本国憲
法の持つ意義、重要性についてわかりやすく
語っている「憲法」への思いが、つまった絵
本です。高学年の子どもたちに最適です。

つるにのって

戦争をしないと決めた国・日本が、戦争の
できる国になっていく道筋を、やさしい言葉
で描いた絵本。「よくよく考えれば、『平和』
の反対語は『戦争』じゃなくて『ペテン』だ
とわかります。ぼくらがペテンにひっかかる
ところから、もう戦争は始まっています」ア
ーサー・ビナード氏帯文より。

へいわってなにかな。ぼくは、かんがえ
たよ。ねこがわらう。おなかがいっぱい。
やぎがのんびりあるいてる。…へいわって
いいね。へいわってうれしいね。みんなの
こころから、へいわがうまれるんだね。沖
縄に住む当時小学１年生だった男の子が書
いた詩に長谷川義史さんが絵をつけた平和
への願いがこめられた絵本です。

蒼い記憶～満蒙開拓と少年たち～

キムの十字架

ビデオ(ＶＨＳ)

ＤＶＤ

ＤＶＤ

原作：ミホ・シボ
監督：有原 誠治
製作：
ピース･アニメの会

原作：
「シリーズ戦争」
編集委員会
監督：出崎 哲
製作：
満蒙開拓映画製作
委員会

原作：和田 登
監督：山田典吾
製作：
北星株式会社

(県教組所蔵)

(県教組所蔵)

夏休みのある日、
(県教組所蔵)
小学 6 年生の少女と
も子は広島の原爆資
料館を訪れた。平和
公園の「原爆の子の像」の前で一心に鶴を祈
満蒙開拓と少年たち…敗戦による混乱で数
松代から贈る愛と平和のメッセージ。松
り始めたとも子の目の前で、不思議なことが 々の悲劇を生んだ満蒙開拓青少年義勇軍を描 代に大本営などを移すための大地下壕を掘
起こり…とも子の冒険が始まる。世界の子ど く初めての映画。満蒙開拓の事実を子どもた る計画に、遠く朝鮮から強制的に人々が連
もたちに核兵器や放射能の恐ろしさ、平和づ ちをはじめ全国民に知らせ、伝えていこうと れてこられました。その中にジェハとセフ
くりに参加することの大切さを訴える内容。 いう意図で作成されました。
ァンの兄弟が巻き込まれていきます。
平和の折り鶴を折る前にどうぞ。
（映像を活用した授業案等を県教組 HP 掲載）（地下壕見学の事前学習に最適）

県教組が貸し出している平和教育関係視聴覚教材（抜粋）
タイトル

分

内

容 （概 略）

☆映画日本国憲法（DVD）

78 憲法とは誰のためのものか、前文や第9条をどう考えるのかなど、世界的な知の巨人たちが、日本国憲法について語った貴重なインタビュー集。

☆藤森俊希の伝言(DVD)

21 「同じ地獄を、どの国のだれにも絶対再現してはならない！」核兵器廃絶に向けた熱いメッセージがこめられています。

☆広島の先生たちの物語（DVD)

35 「広島市被爆教職員の会」会員の証言を収録。子どもたちが原爆や平和について考える入り口にしてほしいとの願いから制作されたドキュメンタリー。
24 松代にも残る、戦争の傷跡。大本営とは？地下壕は誰が何のために掘ったものか？衝撃の証言が…。

☆松代大本営(DVD)

◆アニメ◆
太平洋戦争末期から、原爆投下、さらに敗戦からその後にいたる広島市を背景に、ゲンがさまざまな困難や苦しみにめげず、持ち前のバイタリティで

☆はだしのゲン(DVD)

84 生きぬいていく姿を、ときには笑い、ときには熱い涙をまじえて感動的に描いた作品。

☆はだしのゲン２(DVD)

86 開していく。病院に背負われていく途中、ゲンの背中で命の灯を消す。

☆つるにのって（VHS）

27 で、不思議なことが起こり…とも子の冒険が始まる。世界の子どもたちに核兵器や放射能の恐ろしさ、平和づくりに参加することの大切さを訴える。

☆夏服の少女たち（VHS）

30 たちは母親のお古をほどいて夏用の制服を縫うことにした。そしてようやく完成した夏服を着た喜びも束の間、少女たちは8月6日を迎える。修学旅行

小学校４年生に成長したゲンを中心に原爆孤児たちが廃虚の広島で明るく生きていく姿を描いている。ゲンの母親の発病から死までを軸に物語は展
夏休みのある日、小学６年生の少女とも子は広島の原爆資料館を訪れた。平和公園の「原爆の子の像」の前で一心に鶴を祈り始めたとも子の目の前
旧広島県立第一高等女学校１年生、敗戦目前で物資が極端に不足していてせっかくあこがれの女学校に入学したものの制服も手に入らない。少女
事前学習に最適。
松代から贈る愛と平和のメッセージ。松代に大地下壕を掘る計画に、遠く朝鮮から強制的に人々が連れてこられた。その中にジェハ(18)とセファン(14)

☆キムの十字架(DVD)

80 の兄弟が巻き込まれていく。地下壕見学の事前学習に最適。

☆おかあさんの木（VHS）

22 を思う母親の愛を描いた作品。
28 わらいじぞうは、おこりつづける。核兵器がなくなり、戦争がなくなる日まで。 低学年向け。

☆おこりじぞう（VHS）
☆いわたくんちのおばあちゃ
ん（DVD）
☆かんからさんしん（VHS）
野坂昭如戦争童話集(DVD)
小さい潜水艦に恋をしたでか
すぎるクジラの話
ぼくの防空壕
キクちゃんとオオカミ
ふたつの胡桃
ウミガメと少年
凧になったお母さん
焼け跡のお菓子の木

戦場に七人の息子を送り出した母親は、彼等がみんな手柄を立て、無事に戻ってくることを祈ります。戦争はもう絶対いやだという、平和を願い子ども

主人公寛太は現代の小学生。友達のおばあちゃんの話しを聞くうちに、原爆のことや戦争のことを自分の問題としてとらえ、平和への決意をしていく。

25 昭和20年8月の広島で起こった実際の話がもとになっている。

太平洋戦争の末期、沖縄は米軍の猛爆撃を受けて、津堅島では本土からの応援もなく、最終陣地とされたわずか７．８キロの洞窟に３万の兵士と十数

78 万の民衆がひしめき合いました。そこで何がおこったか。日本兵は沖縄島民に何をしたか。（カラーアニメ）

45 南の海に一匹のクジラ、クー助がいました。日本軍の潜水艦をクジラだと思いこみ、恋をしてしまうのですが…
45
45
45
45
45
45

お父さんが戦争に行ってしまった。でもぼくは負けない。お父さんと一緒に戦うんだ！
昭和20年、敗戦とともに満州の日本人の退却が始まる。キクちゃんは病に侵されてしまいますが…。
あなたは知っていますか。昭和20年3月10日のことを。(東京大空襲）
死んだら沖縄の土に還る。ご先祖様もワシたちも、沖縄がある限りずーっと続くんだ。(沖縄戦）
B29が落とした焼夷弾が街を火の海に。逃げ惑う人々の中で、カッちゃんとお母さんは…
おもちゃもマンガもいらなかった。おれたちはただ、腹いっぱい食べたかったんだ。

★利用期間は２週間が目安。希望が重ならなければ延長可。他にも各種資料あり（県教組ＨＰ「資料室」参照）。
【貸出方法】

【返却方法】

①県教組へ直接借りに来る…書記局教文部にて受付。
①県教組へ直接返却…書記局教文部へ。
②宅配便…電話またはメールで申し込み。送料は県教組負担。 ②宅配便…県教組教文部宛。送料は負担してください。

※問い合わせ・申し込みは 県教組教文部（℡026-235-3700）へどうぞ

