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2002年度「世界史」授業の概要（３学期）と 

2003年度「国際理解トピック」（４月） 

 

イラク問題を考える 
 

大阪府立加納高等学校 
井ノ口 貴史 

 

 

 

１．学習テーマ   
 なぜ、サダム・フセインは「アメリカの敵」になったのか？ アメリカによるイラク攻撃の背景

と戦争がもたらす事態を考えてみよう。 

 

２．授業のねらい 
①イラン・イスラム革命、イラン・イラク戦争の背景をおさえることにより、アメリカがペルシア

湾岸地域で影響力を持つために、アダム・フセインに接近したことを理解させる。 

②湾岸戦争を機にアメリカによる新国際秩序が作り上げられたことを理解させる。 

③湾岸戦争後のイラクが劣化ウラン弾による放射能汚染にさらされ多くの子どもたちが白血病や癌

に冒されている事実を示し、湾岸戦争が核戦争の性格を持っていることを理解させる。 

④アメリカが主導し国連が行っている経済制裁の結果食糧不足による飢餓や医薬品の輸入制限によ

り１６０万人もの犠牲者がでていることをおさえるとともに、一方で、湾岸戦争後の復興や武器輸

出で莫大な利益を得たアメリカの多国籍企業を具体的に調べることで、湾岸戦争の実態を理解させ

る。 

 

３．指導上の留意点 
①授業を進めながら、事態の進展に合わせて新聞の記事を持ち込み、国連が行っているイラクでの

査察とそれに対する米・英・仏・ロシア・ドイツなどの評価、イラクへの武力行使に対する各国の

立場を読み取らせる。 

②事態の進展にあわせて生徒に意見表明をさせ、それを読み合わせながらさらに意見表明を続けさ

せ、各自がそれぞれの武力行使に対する立場を明確にさせる。 

③現代史（リアルタイム世界史）の授業の最後に、１年間の授業を受けて、アメリカに対してどの

ような考えを持ったかを意見表明させる。 

 

４．授業展開 
４．１）イラク問題について国際社会はどう考えているか【導入：３時間扱い】 

○教材：【第１時】大量破壊兵器とは？／イラク、イラン、クウェート、サウジアラビアの位置と

宗教事情、民族などについて調べる 

＜資料１＞タリバン政権打倒後、ブッシュ大統領は次の目標を定めた（「毎日新聞」2002/2/1） 

＜資料２＞対イラク国連査察再開の動き（http://www.nhk.or.jp/kdns/_wakaran/02/1109.html 

とhttp://www.mainichi.co.jp/eye/feature/nybomb/tokusyu/miru/index.html  より作成） 
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＜作業課題＞①大量破壊兵器とは具体的に何かを調べる。②イラン、イラク、クウェート、サウジ

アラビアの位置を白地図に色塗りし、首都、民族、宗教事情、大統領・首長などを調べる。 

【第２時】国連査察とイラク申告書に対する米、英、仏、ロシアの動きとそれに対するイラクの主

張 

＜資料３＞「イラク申告書」に対するアメリカ政府の評価（「朝日新聞」2002/12/20） 

＜資料４＞ブッシュ大統領、対イラク軍事行動の「準備は整った」（「朝日新聞」20023/1/4） 

＜資料５＞英軍、２週間以内に２万人を湾岸地域に派遣へ （「朝日新聞」20023/1/4） 

＜資料６＞「米国の攻勢始まっている」フセイン大統領が危機感（「朝日新聞」2002/12/26） 

＜資料７＞「国連査察は完全な諜報活動」フセイン大統領が演説（「朝日新聞」2003/1/7） 

＜資料８＞ 国連承認のない攻撃認めず 露国防相が米をけん制 （「毎日新聞」2003/1/6） 

＜資料９＞ 戦争は避けられる」 仏首相が米けん制（「毎日新聞」2002/12/27）  

 この資料を読んで、アメリカが主張するイラク攻撃に対して、イラク、英国、ロシア、フランス

がどのように主張し、対応しようとしているかを確認する。それを行ったところで、「イラクは日

本に対してどのように考えていると思いますか？」と問うた。１クラスのデータを示すと以下のよ

うになった。ア．日本は敵だ（12人）、イ．日本は味方だ（１人）ウ．日本は中立をまもっている

（11人） 

【第３時】日本の対応／意見表明 

＜資料10＞イラク 「日本は敵対的だ」と批判 （「毎日新聞」2002/12/27）  

＜追加資料＞英首相 イラク攻撃に「二の足」（「朝日新聞」2003/1/13） 

＜資料11＞イージス艦がなぜ問題？（http://www.nhk.or.jp/kdns/_wakaran/02/1207.html） 

 （2003/1/14-16）ここまで授業を進めてきたところで、生徒に意見表明を求めた。生徒への指示

は以下の通り。  

＜意見表明＞ イラク攻撃に向けての米英やロシア・フランスの動き、日本のイージス艦派遣の問題

について、どう考えますか、自分の考えをかいてください。（2003/1/14-16） 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

＜生徒の意見表明は、順不同、編集せずに掲載しています＞ 

01.イラク攻撃する前に、私もイギリスと一緒で、まずパレスチナ問題を片づけたらいいと思います。

それを口実に、イラクがテロするかもしれへんし。アメリカにでも、アメリカは何でそんなにも、

大量破壊兵器を持っているか持もっていないかを知りたがるのか私にはさっぱり分かりません。 

02.アメリカがイギリスやロシアやフランスの忠告を聞いて、ちゃんと考えて行動してほしいと思い

ます。聞かずに動きそうだと思います。日本は、戦争しないとなっているけど、イージス艦とか他

にもアメリカに反対もせずに、どんどん戦争に近づいているみたいで怖いです。ロシアやフランス

とかの方が正しいと思うので、協議とかよく分かりませんが、それをやってイイ方向になってほし

いと思いました。 

03.私は、イージス艦を派遣することには反対です。それは、資料11にも書いてあるように、「戦争

をしてはいけない」と決めているのに、それを政府が破ってはいけないと思います。それから、私

は、英やロシアやフランスの考えはあっているなと思いました。 

04.日本はアメリカの味方についてばかりでかっこ悪いと思う。今回のイージス艦派遣は、どんなに

きれいなうそをついても、結果的にはアメリカに手を貸しているわけだし、はじめから中途半端な

協力なんてしない方がいいと思う。アメリカには、早く、戦争をしても何もかわらないことに気付

いてほしい。 

04.アメリカは、すべてを手に入れようと必死になっていると思うけど、それは子どもがおもちゃを

次々ほしがるのと同じだ！問題は一つ一つ解決していかなければいけない。二兎を追うものは一兎

をも得ずである。日本も日本だ。戦争に参加するのか、しないのか、中途半端すぎて、かえってキ

モイ！やるんだったらやる、やらんねんだったら、とことんやらん。どっちかにせーちゅ－ねん日

本政府！！！ 



 3 

05.アメリカは一方的にやろうと考えすぎだと思う。まわりの国がまだやったらアカンてゆうてんね

んからちゃんとした結果がでてからでいいと思う。なんもわからんままやっていって、もし攻撃し

て長期戦になったら、むだに死ぬだけやから、もうちょい人の命のことを考えた方がいいと思う。 

06.はっきりとした理由もないのにアメリカとイギリスがイラクを攻撃するのは間違っていると思

う。僕が思うに、アメリカとイギリスは戦争をして全世界の国に自分たちの強さをアピールしてい

るだけだと思う。それに日本が加わって一緒にイラク攻撃をするのは、ただ日本が利用されている

だけだと思う。 

07.イラクが大量破壊兵器をなくしていったらいいと思う。アメリカもイラクに攻撃するとかやめて

いったら戦争はおこらないと思う。 

08.日本のイージス艦派遣によって、日本が危険にさらされるなら、反対です。日本が調べた情報が

アメリカ軍に流れて、アメリカはそれをもとに攻撃するのはいやです。日本は戦争反対なのだから、

イージス艦とか、かんちがいされるようなことはしない方がいいと思う。 

09.アメリカは異常なほどにプライドが高すぎ。だから、少し気にくわないことがあるとこうやって

戦争で解決しようとするところがおかしい。で、お互いに憎しみあって、他の国でも巻き込まれて

いる。で、アメリカに支援した国とかもねらわれてって、このままやったら、戦争は絶対なくなる

ことはないような気がする。 

10.資料11を読んでいたら、日本はアメリカを助けるっていうか、アメリカの後ろにいるって感じが

した。もし、日本が攻撃されたら、アメリカはちゃんと日本を助けてくれるんだろうか。他の国が

戦争するのは勝手だけど、日本はしてほしくないです。攻撃とかじゃなくて、話し合いとかでかで

きないのかな、と思う。いま戦争して、たくさんの人が死んだら、戦争時代で死んでいってしまっ

た人たちに申し訳ないと思う。せっかく平和な時代ができたのに、平和をこわさないでほしい。 

11.防戦一方だけでは、ただやられるのを待つだけのようなものなので、攻撃することもいいと思う。

ただ。間接的でもイラク攻撃の応援はどうかと思う。 

12.私にとって国と国の関係はどうでもイイこと。でも、どの国も戦争はしないでほしい。たくさん

の人が死ぬことはかなしい。戦争以外で問題解決できる方法は一つはあると思う。 

13.イージス艦派遣をしたら、アメリカの戦争を助けることになる！！日本は戦争をしないことを決

めているなら、アメリカを助けることは戦争に加わっていることになる。だから良くない。 

14.英国やロシア、フランスみたいに国連安保理の協議がでて、イラクを攻撃した方がいいと思う。

今、イラクを攻撃したらテロがかなりありそうだから。日本のイージス艦派遣はまだ早いと思う。 

15.米英がおこるのはすごく分かるけど、戦争をしたくない人はいっぱいいると思う。戦争がなくな

ったらもっと平和になると思う。 

16.戦争は嫌いだ！！いっぱい人が死ぬし、平和が一番！！ 

17.戦争は嫌いだ！！攻撃しても何の意味もないと思う。だからやめてほしい！！人が傷つくだけだ。 

18.イラクの攻撃はほっといたらどうですか。どっちの方も攻撃していたらきりがないと思います。

世の中はよく分かりませんが、戦争の何がいいのかわからない。勝つか負けるかしか結果はでない

と思う。 

19.イージス艦はものすごいイイ技術を持っているけど、地球をこわしているので全然よくありませ

ん。 

20.イギリスもアメリカに対して待ったをかけたことは良かったと思った。主要大国の一つでも米側

につけば、イラクなんてひとたまりもなく滅ぼされてしまうかもしれない。大量破壊兵器をつぶす

ためにといっているが、アメリカもそれをつぶせるだけの破壊兵器をもっていることになる。でも

世界の国々が力を合わせアメリカを止めようとしたら、もしかしたらできる、いやできるはずだ。

とはいえ、イラクの危険じゃないとはいえない、大量破壊兵器をもっているかもしてない。しかし、

キリスト教とイスラムのバカげた見栄の張り合いはいつ終わるのだろう。そんなものにこだわって

いるから、いつまでたっても無用な血が流れるんだ。もし、神がいるのなら、これを見てさぞ嘆き

悲しむことだろう。 
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21.米は、イギリスのいうように先に、パレスチナ問題を解決した方がいいと思います。アメリカは、

あまりまわりを見ていないような気がします。だから、今ある問題を先に解決していって、それか

ら先に進めばいいと思います。日本がイージス艦を派遣するのやったら、アメリカと一緒に戦えば

いいと思うし、「戦いはしない。武器は派遣する」なんか、日本は逃げているように見えます。 

22.戦争をしてはいけないとゆう法律があるから情報とかを渡していたら、戦争を手伝っているのと

同じだということだから、やめた方がいい気がするけど、よくわかりません。 

23.日本の自衛隊が協力できる法律があるからといって、アメリカ軍に燃料を補給するのは良くない

んじゃないかなと思った。イージス艦をインド洋に送らない方がいいと思った。集団的自衛権があ

っても、やっぱり「戦争してはいけない」に違反することだとおもう。 

24.このままではアメリカは滅びるような気がする。イラク攻撃することによって、ロシアやフラン

スは動きそうにないし、そうしたらイギリスも開戦しないかもしれない。そうしたらアメリカ単独

で攻撃することになるだろうけど、途中で北朝鮮も入り込んでくるような気がする。そうしたら、

第３次世界大戦ということにもなりかねない、と思う。日本はイージス艦と輸送船を戻すべきだと

思う。このままでは日本は中立を守れないと思う。でも、アメリカには逆らえないので、日本も昔

のように戦争の時代に突入して、また同じ失敗を繰り返すと思う。全世界は、平和の道を歩んでい

るのに、アメリカはその道を逆らって「平和」から遠ざかっている。「平和」という言葉を使って、

戦争をする悪の国だと思う。 

25.日本は日本ではっきりとしてほしいと思う。僕には、アメリカのケツばっかりついていっている

ように見える。アメリカみたいに何々だから攻撃するとか、ロシア・フランスみたいに、ここはこ

うだからこうするとか、はっきりしてほしい。集団的自衛権の問題を残したまま、国があやふやな

感じなのに、派遣される自衛隊員は、けじめがつかないと思う。もっと納得のいく政策を考えてほ

しいと思う。日本は日本という「わく」をもってほしい。 

26.アメリカもロシア、フランスと一緒に落ち着いて考えた方がいいと思う。暴力や戦争ではなにも

解決いないから、戦争をしたとしても、また報復として、第２，第３のテロが起こされて、そのう

ちに第３次世界大戦でも起こってしまいそうで怖い。日本のイージス艦の派遣については、さらな

る戦争の火種をもってくるだけのようで、あまり良くないと思う。 

27.あまり戦争はしない方がいいと思う。話し合いで解決してほしいと思う。日本はもっと慎重にし

た方がいいと思った。あまり米国に協力しすぎると敵が撃ってきたりして、巻き込まれるかもしれ

ないから、危ないと思った。 

28.今はロシアもフランスもイギリスもアメリカも日本も一つにまとまった方がいいと思う。アメリ

カだけがイラクを攻撃したとき、バラバラになって、何が何かわからなくなるような気がする。イ

ージス艦派遣は別にアカンとは思わない。 

29.話し合いで解決できないのかなぁって思う。日本は戦争しないと決めているのに、戦争の手助け

をしている。 

30.アメリカは戦争しても日本は絶対参加してはいけないと思う。「集団的自衛権」の問題があるか

ら、参加してはダメだと思うっていうか、アメリカも戦争やらんでイイと思う。人が死んでいくだ

けで、何もいいことはないから。何でも戦争っていう方向に行ってしまうのは変だと思う。 

31.イージス艦をなくせばいいと思います。日本は戦争ができないのだけど、他の国の戦争に協力し

ている。戦争に協力すると金がかかるから、やめた方がいいと思います。 

32.この話を聞いて怖い話だと思いました。外国から攻撃されてしまうと、日本は平和なのに国はめ

ちゃめちゃになってしまうと思いました。やっぱり書いてあるとおり、自分たちの国は自分たちで

守らなくてはいけない！と私は考えました。でも、日本は、アメリカ軍のイラク攻撃と関係ないの

に巻き込まないでほしいと思いました。 

33.アメリカがイラク攻撃をするのはわからなくもないが、米だけの意見じゃなくて、ロシア、フラ

ンスの意見もきっちり聞き入れていって、行動してほしいです。日本も米にイージス艦を送ること

で協力できるなら良いと思う。でもよく意見を交わし、時間をかけて行動に生かしてほしいともい
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ます。日本政府は、イージス艦派遣はイラク攻撃に関係ないといっているが、私にはそうは思えな

いような気がします。 

34.アメリカ軍がイラクを攻撃しても集団的自衛権を使うのは良くないことやし、助けて攻撃してい

くってことは、日本はそこで法律を破ることになるから、絶対にダメやと思う。アメリカも査察の

結果を気長に待ったらいいのに、と思う。もしかしたら攻撃しなくていいようになるかもしれない

のに。 

35.日本のイージス艦は、ただ仲間を助けに行くだけで、かんちがいされてタマランと思う。あと、

アメリカも戦争のことばっかり考えんと、自分たちがやるべきことをやってからやった方がいいと

思う。それでないと結局、どこの国も協力してくれへんと思う。あと、とにかく日本は関係ない話

しやからほっとけばいいと思う。 

36.テロ事件がおきてからいろいろ大変なことが起こっているなぁと思います。アメリカに補給はせ

んでイイと思う。 

37.イージス艦は件は憲法に違反しているのでダメだと思う。日本は、戦争をやってはいけない法律

があるから、イージス艦ていうやつを早めに退却させた方がいい。ロシアやフランスのように国連

安保理の協議を待った方がいい。一番良いのはイラクと話し合いで決めた方がいいと思う。 

38.日本がインド洋にどんな船を派遣しても良いけど、イラク攻撃の応援しすぎで、日本に危害が加

えられるのだけは避けて欲しい。日本政府は国民のことを考えずに行動しすぎだと思う。 

39.テログループと戦うために、公有ふうにテロをしたりするっていうアメリカの説明は間違ってい

ると思う。それも自衛隊の船がアメリカ軍に燃料を補給とか・・・こんなことやってたら、日本も

アメリカも一緒にテロやってるのと同じやと思う。 

40.やっぱり、日本はアメリカに対して、協力しすぎだと思う。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

【第４時】意見表明文を読む（上記の01～40の生徒の意見表明文を読み合わせる） 

＜資料A＞対イラク戦、世界をつないだ「No War」、米首都響く反戦の声、20万人が集     会

／米大統領支持率６割切る（「朝日新聞」2003/1/20） 

＜資料B＞仏・独、イラク攻撃反対鮮明に（「朝日新聞」」2003/1/23） 

 生徒が行った意見表明を読み合わせし、多くの生徒が戦争に反対していることを確認した。その

上で、１月18日世界各国で行われた反戦運動の動きを新聞の記事から読み取り、米英によるイラク

攻撃の動きに対して、世界各地で反戦運動が行われてきていることをおさえた。また、米英を牽制

する形で、フランスとドイツが米国の単独行動主義を批判している点を新聞記事から読み取らせた。

併せて、日本の動きについて解説して終わった。 

 

４．２）イラン・イスラム革命がアメリカをサダム・フセインに近づけた。 

【第５時】アメリカとイラン：イラン・イスラム革命はなぜ起こったのか 

＜資料12＞イラン・イスラム革命（http://tanakanews.com/990421iran.htm一部改） 

○［学習の要点］モサデク石油国有化／パーレビの白色革命／ホメイニの登場／アメリカ大使館占

拠事件 

【第６時】アメリカはサダム・フセインを利用してペルシア湾岸に影響力を持とうとした 

＜資料13＞イラン・イラク戦争＝アメリカはイラクを支援した 

           （http://www.sqr.or.jp/usr/akito-y/gendai/86-oil2.html） 

＜年表１＞イラン・イラク戦争の経過 

           （http://www.geocities.com/ceasefire_anet/misc/iraq_heiki.htm） 

＜資料14＞米国、イラン・イラク戦争時にイラク支援＝イラクの化学兵器使用を黙認 

           （「毎日新聞」2002/8/18） 

○［学習の要点］  イスラム原理主義とシーア派／イラン・イラク戦争におけるサダム・フセイン

の思惑／サダム、クルド人へ毒ガスを使用／米国はイラクに毒ガスの原料を輸出し、毒ガス使用を
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黙認した 

 

４．３）湾岸戦争は世界の秩序をどう変えたのか？ 

【第７時】なぜ、フセインはクウェートに攻め込んだのか？ 

＜資料15＞1990年８月２日、イラクがクウェートに攻め込んだ 

   （浜林正夫『よくわかる中東問題』学習の友社、浜林正夫・野口宏『ドキュメント    戦

後世界史』地歴社、酒井啓子『イラクとアメリカ』岩波書店より作成） 

＜年表２＞湾岸危機（1990.8.2～1991.1.17） 

          （http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/iraq/history2.htmlより作成） 

○［学習の要点］イラン・イラク戦争がイラクに残した600億ドル／フセインがクウェートを攻撃す

る口実としたもの／国連安保理決議660～662／フセインがクウェート撤退の条件としたこと（イス

ラエルの占領地返還）／国連安保理決議678（武力行使容認） 

【第８時】＜作業課題＞湾岸戦争と多国籍軍＝白地図で湾岸戦争に参加した国を調べる 

 ○［学習の要点］安保理常任理事国で多国籍軍に参加した国／湾岸戦争に参加したイスラム諸国／

多国籍軍に参加したその他の国／医療部隊や後方支援で参加した国／多国籍軍に資金援助などをし

た非軍事援助国、を調べ白地図に色塗りをし、世界的規模で多くの国が戦争に参加・協力したこと

をおさえる。併せて、パレスチナやヨルダンなどがイラク支援に回ったことを説明する。 

【第９時】１月末、国連査察委員会の安保理恵の報告を受けて意見表明 

＜資料C＞対イラク武力行使、世界各国の対応は？（「朝日新聞」2003/1/25） 

○［学習の要点］新聞の記事を読み、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、中国が武

力行使に賛成か査察継続を求めているかを読みとる 

＜資料D＞国連が描く５つのシナリオ（「朝日新聞」2003/1/30) 

＜資料E＞アメリカ社会59％が「十分査察を」、国務長官は単独でも武力行使を 

     （「朝日新聞」2003/1/27） 

 ここまで進んだところで、国連査察委員会が安保理への報告を行ったので、これを機に生徒に意

見表明を求めた。生徒への支持は以下の通り。 

 ＜課題＞大量破壊兵器を持っているとして、米国によるイラク攻撃の可能性が高まっています。

フランスやドイツ、ロシア、中国などは査察を続けるべきだと主張しています。フランスなどは国

連安保理のイラク攻撃決議がない段階でのイラク攻撃を認めないといっています。一方、アメリカ

は単独でもイラク攻撃に踏み切るといっています。あなたは、イラク攻撃についてどう考えますか、

あなたの意見を書いてください 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

＜生徒の意見は順不同で掲載しています＞ 

01.私は、イラク攻撃について反対です。国連安保理の決議があっても、戦争に参加したらアカンと

思います。戦争がおこると結局最初に死ぬのは政府でもなく、軍人でもなく、一般人やから。何で

アメリカは戦争をしたがるのか？自国以外の人のことは考えていないのかな。 

02.アメリカは戦争を絶対やると思う。戦争は本当にやらないでほしい。何で戦争をするのかわから

ない。油が目的で人を殺すのか？アメリカはテロで何人もの人を失っているのに、イラク人を殺す

とか、全然わかっていないのではないのだろうか。 

03.攻撃とかしてほしくない。アメリカは単独でもするとか・・・。もっとまわりのことを考えてほ

しい。いつになったら、世界が平和になるんやろう。 

04.戦争になるのは絶対にいややから、アメリカももう少し他の国のこととかを考えてみてほしいで

す。 

05.石油とかとれるから、その国がほしいって思っているんかもしらんけど、欲しいって思ったから

って、何でも戦争して解決できるって思ってる。米国が攻撃したら勝手も何でも手にはいるって思

ってるとこがおかしい。 



 7 

06.私はイラク攻撃反対です！！アメリカは勝手だと思う。国連が反対しているのに、単独で踏み切

るとか、まわりの国のことも考えて欲しい。日本は、アメリカを支持するんじゃなくて、他の国み

たいに反対した方がいいと思う。優柔不断な日本の態度は悪い。 

07.アメリカは単独でもイラク攻撃に踏み切ると言っているが、そんなことをしては、核兵器の戦争

になりかねないし、もう少し考え直した方がいいと思います。 

08.アメリカが単独で勝手に戦争しても何も終わらないと思う。他の国から、またアメリカが非難を

浴びるだけだと思う。アメリカは自分勝手すぎる。 

09.フランス、ドイツ、ロシア、中国の考えは正しいと思う。アメリカは、何で攻撃したがるかわか

らない。日本も日本です。ちゃんとした考えを持ってくれないと困ります。日本だけ出送れててど

うするんだと思う。はっきりして欲しいし、しっかりして欲しい。 

10.日本が無事だったらどうでもいい。でも、戦争はやめて欲しい。アメリカはただ石油が欲しいが

ために攻撃するのはアカンと思う。僕は、アメリカという国は嫌いです。 

11.僕は、フランスやドイツなどみたいに、査察を続けてイラクが大量破壊兵器を持っているかどう

かをはっきりさせてから、イラクを攻撃するかどうかを決めた方がいいと思う。 

12.査察は続けるべきやと思う。米が攻撃したら日本は金を出さないといけないから、また景気が悪

くなると思うから、そんなんはやめて欲しい。戦争をしても、またテロとかが起きたりしたら、同

じことの繰り返しになるから、戦争はやったらアカンと思う。 

13.イラク攻撃はしなくてもいいと思う。何でアメリカはそこまでして大量破壊兵器にこだわるのか

わからん。ほんで、アメリカは大量破壊兵器を持って良くてイラクなどの他の国は持ったらアカン

のやろか？ てゆうか、全部の国が、大量破壊兵器をもたんかったら、こんな話にはなってなかっ

たと思う。 

14.米国はイラクを攻撃してはいけないと思う。石油の取り合いで人がいっぱい死ぬことになりかね

ない。 

15.アメリカは攻撃するなら早く攻撃したらいいと思う。 

16.私はイラク攻撃は認めません。アメリカはなぜ踏み切るのだろうかと私は少し疑問に思った。 

17.僕は反対です。大量破壊兵器があると言ってるがそんなものまだわかっていない。アメリカは石

油が欲しいからイラクに因縁着けて戦争をしようとしている。アメリカはなまいきだ。 

18.アメリカがイラクを攻撃することによって、まわりの国に迷惑がかかるのに、単独でも攻撃する

というアメリカは、自己中すぎだと思う。 

19.確かに査察を続けて、大量破壊兵器を持っているという確実な物的証拠がない限り、イラク攻撃

はさけた方がいいと思う。もし大量破壊兵器などなくてイラク攻撃してしまったら、戦争ではなく

ただの大量殺人だ。もう少し冷静になって考えて行動しなければ、取り返しのつかない大惨事とな

るだろう。売られたけんかをすぐ買うのではなく、冷静に相手を見て対処することがいいと思う。 

20.絶対に攻撃はしてはいけないと思います。最終的に戦争になってしまうかもしれないけど、いま

だったらまだ選択できる道は査察というものがあるので、アメリカも自分のことだけを考えないで

考え直して欲しいです。日本も、支持せず、どうしなければいけないかを考えて欲しいです。戦争

を支持しても日本には何の利益もないことを知っているはずだし、戦争をしない憲法を作っている

のだから、半端に支持とかしないで欲しいです。 

21.私は、フランス、ドイツ、ロシア、中国の意見に賛成です。まだ、大量破壊兵器が見つかってい

ないのに、イラクを攻撃するのはダメだと思います。攻撃するのならちゃんと大量破壊兵器が見つ

かってからでもいいと思います。 

22.ちゃんと話が終わるまで何もしないで欲しい。てか、戦争っぽいことは絶対しないで欲しい。日

本も日本でちゃんとアメリカと話し合った方がいい。アメリカの下にばっかりいないで、同じ目線

で話し合わないといけないと思う。このままだと、中学生のけんか、てか中学生以下みたいで世界

全体がカッコ悪い。 

23.まわりの国が査察を続け、イラクへの攻撃はさけるべきだといっているのに、なぜそうまでして
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米はイラクを目の敵のように見ているのか、自分にはよくわからない。 

24.アメリカはなぜイラクをそんなに攻撃しようとしているのか。イラクを攻撃するとまた仕返しさ

れたりして、戦争にでもなってきりがないとおもう。 

25.僕は、アメリカが単独でイラクを攻撃するのは反対だ。アメリカはイラクの石油を目的にしてい

る。日本政府もあいまいで、イラク攻撃に賛成なのか、反対なのか決めるべきだと思う。そうじゃ

ないと日本国民も納得しないと思う。 

26.私はイラク攻撃についてモチロン反対です。もともとアメリカがイラクに核兵器などをあげてい

たのに、分が悪くなると、それを理由に攻撃するなんて、アメリカはわがままだと思います。戦争

をしてしまえば、すべてが終わると思います。イラクも攻撃をしてくると思うからです。アメリカ

は、話し合いがとても苦手です。すぐ攻撃にしか目がないけど、話し合いをしてみれば、攻撃しな

くてもすむかもしれないのに、残念だと思います。 

27.賛成！いっぱい大量破壊兵器を持っているから悪い。しようがないと思う。 

28.フランス、ドイツや中国と同じで、査察を続けるべきだと思う。あいまいな結果やったら、イラ

クの方も納得いかんから時間をかけて調べていった方がいい。日本もいつもアメリカの顔色をうか

がっているだけで、何も役に立っていない。日本は安全な道を行き過ぎなので、白黒はっきりでき

る国になった方がいい。 

29.フランス、ドイツ、ロシア、中国などの査察を続けるべきだという主張に賛成です。絶対にイラ

クが大量破壊兵器を持っていると決まったわけではないからです。たとえ持っていたからといって

も、攻撃には反対です。攻撃をして犠牲になるのは、何も関係ない一般市民だからです。 

30.この話に関係があるかわからないけど、アメリカも悪いこといっぱいしていると思った。水鳥の

事件もアメリカがやってイラクのせいにするのは良くないと思う。イラクが気に入らなくても、石

油が欲しいというのは図々しいことやと思います。 

31.もうドロドロの泥沼状態じゃないかなと思います。それより、米は、他の国疑いすぎと思った。 

32.フランス、ドイツ、ロシア、中国の主張しているように、査察を継続するべきだと思う。アメリ

カは、戦争とかいっているけど、もうちょっと他の国の意見もちゃんと聞くべきだと思う。 

33.アメリカは自分の利益あることしかしないけど、世界全部のことなんか全然考えていない、そこ

ちょっといけないと思う。 

34.まだイラク攻撃をするべきではないと思います。査察団に時間を必要なだけ与えて、白か黒かは

っきりさせるべきです。それを見極める時間がいります。そして、イラクが本当に悪なら、攻撃の

手段もいいと思います。できるなら、外交で解決して欲しいです。 

35.イラクが大量破壊兵器を持っているからといって、攻撃しなくていいと思った。アメリカがイラ

ク攻撃をしたとして、イラク側が最後の手段として大量破壊兵器を使ったら、それで終わりのよう

な気がする。シナリオ③が予測されるなら、アメリカが何もしない方がいいかもしれない。 

36.賛成！ 日本国民がどう思っていようとも、イラクは日本もアメリカと同じ敵として考えている

なら、日本も危ないから、イラクが日本を攻撃してからも、日本国民は話し合いでどうにかしよう、

とか、戦争はダメだとか、そんなことはいっていないと思う。日本が今のんきなことをいっていら

れるのは、危機感がないからであると思う。話し合いでどうにかしようと思っているようでは日本

も終わりだ。イラクを攻撃してもいいと思う理由は、日本国も危ないからということにほかならな

い。はっきり言って、何の関係もない、多くのイラク市民が死んでも、何とも思わない、というよ

りどうでもいいことだ。多くの日本国民もそう思っている、と思う。それとも自分たちと同じ日本

国民よりもイラク市民を優先するだろうから？アメリカはおかしいと思う。 

37.私は、戦争は極力回避して欲しいので、イラク攻撃には反対派になると思います。米国が自ら利

益を得るために、大量破壊兵器を口実としていることは明確であるので、たくさんの人がいるのだ

から解決策を何とか考えて欲しいと思います。それまでは査察も続ける。それまでは査察も続けべ

きだと思います。 

38.反対。査察結果がどうなっても攻撃するなら、査察の意味がない。アメリカ、もう少しおちつい



 9 

ておけ。 

39.いっそう全部の国がイラク攻撃を始めたらいいと思う。大量破壊兵器を使うと多くの犠牲者が出

るので良くない。 

40.私は、できることなら、して欲しくないです。でも、日本が反対といったら、アメリカと仲が悪

くなるかもしれないから、やっぱり、それは日本としては困ると思うから、日本は、やっぱり賛成

しないといけないのかな…と思いました。デモでも、私的には、絶対して欲しくないです。 

41.日本はアメリカのいいなりになりすぎ。でも今回はビシッと「イラク攻撃には反対だ」といって

欲しいっていぅーか言わなアカン。でもイラクが大量破壊兵器を持っていて、さらに国連が攻撃す

るべきだと言ったら、攻撃しても言いと思う。それ以外はダメ。 

42.どう考えても、やっぱり戦争は良くない。アメリカだって、テロがあって、人が亡くなってかな

しい気持ちとか、どこの国よりわかるはず。やられたらやり返していたけど、いけないことでって

わかっているはずだと思う。イラクが悪い国かもしれないけど、査察をもっと待てないのかと思う。

ブッシュはどうして戦争したがるのかわからん。イラク攻撃してその後どうなるんでしょうか？関

係ない人をいっぱい巻き込むんじゃないの？戦争したら人が死ぬんだから絶対ダメ。それと、日本

まで巻き込まれるのはもっといやです。 

43.日本は、フランスやドイツなどと一緒にアメリカの攻撃はやめさせるべきだと思います。日本が

アメリカの意見を支持したら、どんどん支持してしまう国が増えていってしまうかもしれないので、

日本は止めるべきです。 

44.アメリカは自国の強さを誇示したいだけやと思う。後、石油も欲しいみたい。日本も日本で、明

確な答えを出して欲しい。結局、アメリカにびびって何もできてない。 

45.アメリカがイラクを攻撃することに関して、悪いというのではないが、他の国を巻き込んでまで、

攻撃することがあるのかと思います。日本はアメリカ側につくみたいだが、できれば他の国を巻き

込んで欲しくないと私は感じました。 

46.オレは査察を続ければいいと思う。むだかもしれないけど、武力攻撃が絶対アカン。 

47.攻撃してもいい。 

48.やめといた方がイーと思う！！いっぱい人が死んでしまうし、話し合いで解決して欲しい！！ 

48.絶対に戦争はやってはいけないと思う。戦争では何も得ることができないけど、アメリカが戦争

をする気なら、どうしようもならない。戦争は正義と正義がやることだから。 

49.私は、もう少し査察をするべきだと思います。アメリカが単独でもイラク攻撃に踏み切るといっ

ている気持ちもわからないでもないが、戦争をしてしまったら、他の国もすごく迷惑だろうし、お

互いの民衆が巻き込まれて、たくさんの人が死ぬだけだと思うから、少しでも戦争じゃない方向に

持っていって欲しいです。日本もアメリカにはっきりどっちにするか意見するべきだと思う。査察

を続けて戦争を絶対避けるべきだと思います。 

50.攻撃は回避するべきだと思う。戦争は何も生み出さない。憎しみや悲しみしか残さないからした

らアカンと思う。 

51.もっと査察を続け、報告が終えるまでアメリカは攻撃を待った方がいいと思う。少しでも報告を

待った方が攻撃もしやすくなるだろうっていぅよりも攻撃をイラクにして、人が死んでいくのはい

やなこと。しかも、もしかしたらその攻撃の中に日本も加わっていくかもなんて、よけい信じられ

ない。 

52.査察をさけた方がいいと思う。慎重に・・・。でもアメリカはスケールが大きいから、自分の国

に自信があるから、単独でも攻撃に踏み切るだと思う。でも、いろんな国で相談した方がいいと思

う。 

53.もう少し時間を待って、大量破壊兵器を持っているか、いないかをはっきりさせてからイラク攻

撃をもう少し考え直せばいいと思います。「査察はむだ」って、勝手に決めて、それならもとから

査察なんかしなかったらいいじゃないかと思います。 

54.日本は、戦争に参加しないで欲しい。フランスとかがいっているように、査察を続けるべきだと
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思う。でも、どっちにしても、はっきりとした答えをいわなくてはいけないと思う。 

55.ブッシュ、ほんま何いぅっとんねんなー。査察の結果かんけーなしに攻撃するとか、単独でもや

るととか、意味わからんし。日本は攻撃支持せんとってほしい、ドイツみたいに。小泉頼りなさす

ぎ。せめて、ドイツほどはっきり言われへんかっても、反対はして欲しいな。 

56.米国のイラクへの強硬な姿勢は危険だと思う。もし、イラクを攻撃した場合、反米テロが激化し、

全世界が混乱し、多くの犠牲者が出るだろうし、当然、イラクでも多くの人が犠牲になり、難民問

題など計算できないほどの問題が発生すると思うので、無茶な攻撃には反対だ。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

【第10・11時】湾岸戦争後世界の秩序はどうなったのか？ 

＜年表３＞湾岸戦争（1991.1.17～1992.6.9UNSCOM査察開始まで） 

           （http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/iraq/history2.html） 

＜資料16＞(1)「油まみれの水鳥報道」はアメリカ政府の情報操作（ 1991.8.26.テレビ朝日「ザ・

スクープ」から）／(2)「イラク軍兵士による病院での乳児虐殺事件」はアメリカ政府の情報操作

（ 1993.4. NHK「だれが、世界を守るのか」から） 

＜資料17＞湾岸戦争でのイラク兵と一般市民の被害 

             （http://www.chikyumura.org/jpn/pj/peace/iraq.html） 

＜資料18＞ 湾岸戦争での多国籍軍の兵力と被害（イラクの兵力と比較） 

             （『ドキュメント湾岸戦争二百二十一日』朝日新聞社） 

○［学習の要点］日本の資金援助110億ドル／アメリカ軍の被害に対し低落の兵員と一般市民の被害

が桁外れに多いこと／アメリカ軍によるイラク兵虐殺 

○［探究課題］＜教師の発問＞冷戦が終わってソ連の脅威がなくなったら、アメリカは軍事力を縮

小してもいいはずなのに、軍事力を縮小したら困ると考える人々がいるのだけど誰だろう？ →米

国はソ連の脅威がなくなると、地域覇権を追求する国を敵と想定して、軍事攻撃の対象とした（湾

岸地域におけるサダム・フセインのイラク）／常に新たな脅威（敵）を想定することで軍事力の増

強をはかる→９．１１以降は「対テロ戦争」＝「新しい戦争」／湾岸戦争では、ブッシュ（父）政

権が国連の承認を得て軍事行動を起こすスタイルをとった 

★意見表明文を読む（上記の01～56の生徒の意見表明文を読み合わせる） 

＜資料F＞対イラク戦、［反対］増え６９％、本社世論調査（「朝日新聞」2003/1/27） 

○［学習の要点］生徒が意見表明を行った時点で、日本の世論調査では69％が戦争に反対している

点を新聞記事から読み取る。その上で、意見表明では、戦争を容認する生徒がたった２人で、本校

生徒の場合95％が戦争に反対していることをおさえる。 

 

４．４）湾岸戦争はイラクにどのような影響を与えたか？ 

【第12・13時】湾岸戦争はイラクに何をもたらしたか？ 

＜資料19＞湾岸戦争が健康面に与えた影響 （http://www.koubunken.co.jp/0300/0281sr.html）＜

資料20＞湾岸戦争における劣化ウラン使用とその被害 

            （http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/iraq/news/014.html） 

＜資料21＞アメリカ主導で国連が行っている経済制裁がもとらしたもの 

 （http://www.chikyumura.org/jpn/pj/peace/iraq.htmlと

http://www.morizumi-pj.com/iraq/iraq.htmlより作成） 

○［学習の要点］劣化ウラン弾とどんなものか／湾岸戦争後イラク南部で子どもたちの白血病や癌

が急増（1988年から2000年で17倍）／バグダッドで先天的な障害児の出生率は26.9％／「広島に落

とされた原爆の１万4000倍から３万6000倍の放射能原子がペルシャ湾岸地方にばらまかれた」（矢

力崎克馬琉球大教授）／米国政府は劣化ウラン弾の有害性を知っていた／経済制裁の結果160万人が

食糧危機・栄養不足で死亡／化学兵器の原料となるとして塩素剤など薬品を輸入できず伝染病が発

生 
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【第14時】湾岸戦争はアメリカにどのような利益をもたらしたか？ 

＜資料22＞湾岸戦争によって利益を得たのは誰か？（ジュエル・アンドレアス著きくちみゆ訳『戦

争中毒』p.29̃32合同出版） 

○［学習の要点］原油価格の急騰によりメジャーが莫大な利益を上げた／湾岸首長からの利権料を

アメリカ系銀行が確保／戦後復興でアメリカ系の多国籍企業が利益／冷戦時にため込んだミサイル

や弾薬を一挙に使い果たし、軍需工業が莫大な利益 

 

４．５）【発展教材】核兵器を巡って世界はどのような動きをしてきたか？ 

【第15・16時】第２次世界大戦後のアメリカの核政策を考えよう。 

＜資料23＞北朝鮮の核開発問題    （http://www.nhk.or.jp/kdns/_wakaran/02/1026.html） 

＜資料24＞IAEA査察官２人が北朝鮮から退去、北京に到着 （「毎日新聞」2002-12-31） 

＜資料25＞核拡散防止条約（ＮＰＴ）脱退宣言 ＩＡＥＡ協定からも（「毎日新聞」2003-01-10） 

○［学習の要点］北朝鮮の核開発疑惑を新聞記事などで確認する。／アメリカとの対立点を歴史的

経過を含めて説明する 

＜資料26＞第１次戦略兵器削減条約（STARTⅠ） 

        （http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaku/beiro/start.html 一部改） 

＜資料27＞包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）    （http://clwww.tokai.jaeri.go.jp/ctbt.html 

   とhttp://www.jnc.go.jp/kaihatu/hukaku/database/yougo/yk0005.htmlより作成） 

○［学習の要点］世界の核保有国の確認／運命の日の時計／キューバ危機と部分的核実験禁止条約

／核拡散防止条約／SALTⅠ／INF全廃条約／マルタ会談 ／STARTⅠと運命の日の時計17分前 ／CTBT

／ブッシュ、CTBTから脱退と検討／９．１１／ブッシュ、ABM制限条約から離脱／ミサイル防衛構想 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 2003年３月５日、学年末考査の中で、アメリカ認識を問う意見表明を実施した。生徒への指示は

以下の通り。 

----2001年９月１１日に起こった米同時多発テロ事件は、その後のブッシュ大統領によるアフガン

報復戦争をもたらし、そのとき使われた「テロ撲滅のためにはテロ支援国家に戦争を仕掛けてもい

い」という理屈が、世界の平和を脅かすようになりました。２年生の世界史では、１学期に、ブッ

シュ大統領の理屈をそのまま使ってパレスチナに武力攻撃を仕掛けているイスラエルとそれを支援

するアメリカの関係、パレスチナ人の自爆テロの授業をしました。２学期は、「テロ支援国家に対

する戦争」をすすめようとするアメリカを初めて名指しで批判した広島・長崎平和宣言を導入にし

て、第２次世界大戦後の冷戦構造のなかでアメリカがどのような政策をとったかを勉強しました。

３学期は、湾岸戦争後のアメリカとイラクの状況を学習し、イラクへの武力行使をすすめようとす

るブッシュ政権のねらいを考えてきました。あなたはこの一年間学習してきて、アメリカという国

に対してどのような考えを持っていますか。 

----------------------------------------------------------------------------------------

＜生徒の意見表明＞順不同、編集せずに掲載しています。 

01．はじめ、アメリカはよい国ですべての国の先頭に立ち、みんなが平和になるために戦ってくれ

ていると思っていた。けど、アメリカは自分の国を豊かにして、他の国から攻められへんようにす

るためだけに、今まで戦ってきたというのがショックだった。 

 アメリカという国を１年間教えてもらってわかったことは、いつの時代でも、これから先アメリ

カがある限り、戦争という二文字は消えないと思った。 

02．アメリカは自己中だと思う。自分たちの利益のために罪もない人々を殺そうとしているところ

がすごくムカツク。ほかにも、平和的に解決できるはずなのに。 

03．アメリカはイラクへの武力行使を機械に、日本や他の国から資金をもらって攻撃をして、石油

までも手に入れようとしている勝手な国だ。アメリカはもっといい国だと思っていたのに、こんな

ことをしようとしているのは残念なことだ。日本はアメリカの言いなりな感じで、かっこわるいと
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思うし、アメリカをもう少し説得した方がいいと思う。それと攻撃するかしないかは早くはっきり

して欲しいと思う。できれば戦争はしない方法で、解決して欲しいと思います。 

04．人が人を殺す、それはただの殺し合いじゃないかと僕は思う。イラクが武装解除しようがしま

いが、アメリカには関係ないとしか、今の情報を見て、思い浮かばない。アメリカ国民がイラク国

民を見て何も思わない以上は、このイラク問題の解決策は出てこないと思う。アルカイダによるア

メリカに対する同時多発テロは、彼らなりのアメリカに対する悲痛な呼びかけだったのかもしれな

い。ほかにもイスラム諸国の一国くらいは確実に同時テロを行っていたかもしれない。 

 この憎しみを増やしたのは、すべて劣化ウラン弾が引き起こしたのだと僕は思う。 

05．アメリカは、とても大きな国で、大きな軍事力を持っているのに、世界平和をよく考えず、や

られたらやり返すという、子どもみたいな国だ。この授業でこんな印象を受けた。アメリカは戦争

で多くの人を殺めることを楽しんでいるのではないかと思ったりした。 

06．アメリカにあまりいい感じはない。アメリカは戦争好きというよりお金好きという感じ。余っ

た武器で人を殺している感じがする。でも、もし日本にテロがあり家族を失ったら、たぶん戦争だ

といってしまいそうだと思う。 

 この１年を通じて聞いてきたのは、たぶん３学期ぐらいと思う。何でかわからないけど、３学期

の世界史は楽しかったです。たぶん、高校生活２年間のなかで、一番楽しかったと思います。 

07．アメリカはやりすぎだと思う。米同時多発テロ事件があったことで、アメリカが起こるのはわ

かるけど、すぐ戦争をするんじゃなくて、じっくり話し合って欲しい。アメリカの人全員が戦争し

たいわけじゃない、戦争を嫌いな人もいるのだから、まず戦争だけはやめて欲しい。 

 あと少し違う話だけど、世界の期にの核兵器をなくして欲しい。なくしたら戦争とかすぐにはい

わないだろうし、人々が安全に暮らせると思う。どの国も仲良くしてそして、この先絶対に戦争だ

けはなくしてもらいたい。 

08．自分ははじめからアメリカを支持していなかった。なんしか、嫌いな方だ。確かに無敗の歴史

はすごいが、そのために卑劣な行動に出ても勝というプライドが強くなったと思う。なんの罪もな

い人を殺すのは意味がないと思う。だいたいいつもイラクや他の国でデカイ面してたら、いくら心

が広い国でもキレルっちゅうねん。第一、WTCの時でもそう。あんなもん、犠牲者が何千人くらいで

ワーワーわめいているけど、過去に劣化ウラン弾など落とされまくって、日々放射能で汚染された

国で暮らしている人々はどうなるネンって思う。難民の写真を見たときはつらかった。人間はこう

して終わらない戦いを続けていく。この先には一体何が見えてくるんだろう。その結果は誰にもわ

からない・・・。 

09．アメリカという国は好きなところもあるし、嫌いなところもある。テロの時もそうやけど、初

めてテロの映像を見たときはとても驚いて、アメリカがすごくかわいそうだと思った。でも、それ

をやられたからやり返すというのは良くない。小学生のけんかじゃなくて、世界を巻き込むように

なっているのだから、もっともっとよく話し合うべきだと思う。僕は、あまり世界とか条約だとか

に詳しくないけど、ただ一ついいたいことは、戦争はやめて欲しいということ。直接日本が関わら

なかったといても、今この時に何人もの人が死んでいると思ったら、悲しくなるから。何も知らな

い国民を殺す前に、その国のエライ人がよく話し合って、分かり合えたら一番いいと思うケド、そ

んなにうまくいかないことをわかっていることヤシ・・・。 

 とりあえず、アメリカは何でも武力で決めようとするのは絶対間違っていると思う。簡単に人を

殺さないで欲しい。みんな同じ人間やから。 

10．最初にテロが起きたときは、アメリカは報復しても別にかまわないと思っていたけど、それが

今イラクを攻撃しようとしているのは、少しおかしいと思う。アフガニスタンには攻撃する理由が

あったけど、イラクに対しては、別にアメリカがやらなくてもいいわけやし、話し合いとかで解決

していったらいいと思う。アメリカっていうより、ブッシュの周りの人らが頭悪いと思う。 

11．アメリカがいるから、世界は平和にならないのだと思う。いちいち何かあって、戦争していた

らいつまでたっても平和にはならないと思う。 
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12．私は、アメリカについてあまり良い印象を持っていませんでした。同時テロの時、関係のない

多くの人が死に、悲しみや怒りが溢れたけど、だからって戦争をしようというやり方は良くないと

思った。戦争をしようというブッシュ大統領は、ただの人殺しだと思う。戦場に立つことのないブ

ッシュは戦争の痛みを知った方がいいと思う。 

13．私は、アメリカの「すぐに戦争だ」という考えをやめて欲しいと思いました。今回のイラク攻

撃だって、大量破壊兵器がまだ見つかっていないのに、また戦争をしようといったブッシュ大統領

は、関係のない人たちのことを考えたことがあるのかなと思いました。だから私は、もう少し査察

を続けようと行ったフランスの考えに大賛成です。 

14．はっきり言ってアメリカについての印象は良くないです。この授業をはじめたばかりの時は、

多くの人が死んでかわいそうだなって思ったけど、今は多くの人が死んでアメリカが仕返しをして

いると言うよりは、「アメリカがまた戦争によって利益を得ることができる」といってやっている。

今のアメリカは、私には「かわいそう」ではなく「哀れ」にしか思えない。 

 今この状況はいいとも、悪いとも、とれない。今私が言っている言葉こそ甘い考えなのかもしれ

ないけど、けど甘くてもいいから私は思う。人は、物事を冷静に考える頭がある。だから戦争じゃ

なく、もっとほかの考えも見つかるはず。私はアメリカにもっと落ち着いた考えを持って行動して

欲しいと思います。 

15．米大統領は、自分の大統領という地位を守るため、必死やと思う。自分のことしか考えていな

いから、武力行使するって意って、他の国の意見も聞かんとさっさとイラク問題を片づけようとし

ているように見える。戦争が起こったら、真っ先に誰が死ぬか、一人前の大人なら考えんでもわか

るはず。なんの関係もない人が死に、飢えに苦しむ。何でも戦争、米の思い通りにできるって思っ

ている。それに、本当のところ「日本はどう思ってる？」って思う。ホンマ、アメリカがイラク攻

撃したら日本は支援するのか？ホンマに支援していいのか？ホンマに日本はアメリカのいいなりに

なっていていいのかって思う。日本はホンマはいややけど同盟結んでいるから仕方なし支援するっ

ていっているのか、、それともホンマに戦争してもいいって思っているのか、知りたいです。ホン

マに戦争してもいいと思っているのなら、自分の国のことは考えていないことになる。もし仕方な

く支援しているのだったら、「イヤ」っていえることを考えて欲しい。 

16．この１年間、世界史の勉強をして、アメリカが大嫌いになりました。アメリカのやり方のひど

さにびっくりします。昨日（３月４日）の夜の７時からしている「とくダネGOガイ」で、イラクと

アメリカのことをやっているのを見てました。イラク攻撃をしたら、日本への影響はどうなるの？

みたいなことをしていました。日本は何もかわらず平和に暮らしていました。でも、イラクの人た

ちは、必死に逃げ回っていました。想像VTRやったけど、アメリカのやり方に腹が立ちました。イラ

クの子どもたちはなんの罪もないのに、すごくかわいそうになりました。ブッシュはすごく冷たい

人間なんだなとすごく思いました。イラク攻撃はやめて欲しい。日本も頑張って、アメリカを止め

て欲しいです。同盟国なんだから、お互いの考え方をぶつけ合ってもいいんと違うかなと思う。平

和になって欲しいです。 

17．この１年間で、一番授業の中で興味がわいたのは、テロとか戦争を起こすのか起こさないのか

というところ。現在世界で起こっていることを授業で行うことはいいことだと思った。ニュースや

本などに興味を持つようになったし、先生の話を聞くことで深いところまで知ることができた。 

 私は、アメリカ、ブッシュの考えが理解できない。テロで人の苦しみなどわかっているはずなの

に、このままでは同じことの繰り返しだ。アメリカが主導権を握っていることに腹が立つ！戦争は

イヤだ・・・。この１年で、世界史を通じて世界に対してのことを考えることができた。一人ひと

りがもっと耳を傾けて世界のことに興味を持ち、考えることが大切だと思う。私は、これからもも

っとそうしていきたいと思っている。 

18．アメリカが、絶対どこの国と戦争しても勝と思っているから、何でも戦争で解決しようとする。

そのため、他の国まで巻き込まれてしまって、またその国から、アメリカに支援したからといって

日本とかがねらわれたりする。だから、世界平和になるのがいつのことかわからない。 
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 今、アメリカは、イラクを敵にして、また戦争しようとしている。アメリカ・イラクの問題以外

に、日本・北朝鮮も危ない。北朝鮮は、日本に攻撃しようとしているだけじゃなくて、アメリカへ

の攻撃に向けて、ただ日本が使われているって話をテレビで聞いた。だから、アメリカに対する恨

みが他の国にも回ってきているとこが、すごく腹立ちました。今は戦争とかで勝ち負けが決まって

しまう世界になっているから、もっと話し合いとかもしていった方がいいと思う。 

19．アメリカは、少し自己中だと思った。やったらやり返す。このやり方で何万人の人の命がなく

なったか。大統領はどう考えているのかがわからない。LOVE&PEACEとかあんなの口だけ。国民はそ

う思っていても、大統領とかは考えているようには見えない。まして、ひどくなっていくばかりで、

その犠牲になった人たちが次々と死んでいくのだろう。テロで死んだ人たちのことを考えて、テロ

されたからやり返す。そしてまた悲劇に巻き込まれる。テロでなくなった人は、それはテロに関し

てかなりおこっていると思うけど、本当に攻撃することに賛成するのかな？って思う。日本もアメ

リカにペコペコしすぎ！もし戦争にいったら、「もう日本は戦争しない」の言葉はうそになるし、

国民を裏切っている。やっと平和になりつつあるのに・・・。 

20．アメリカっていったら、はじめ持っていた印象が、「カッコイイ」って感じやったけど、アメ

リカ人みんなじゃないと思うけど、「ダサイ」考えばっかやと思った。みんな仲良くしたらいいん

ちゃうの？って言いたい。戦争して何がいいん？人悲しむだけやん。やられて嫌なことは、人には

絶対したらアカンと思う。そう思っていかな、何もおわらん。みんな同じ人間やねんから！ 

21．アメリカは、軍事力もあるし、結構なんでも武器とかもあったりするし、ずる賢こさってもの

もあったりして、イラクとかに対して石油のため（だけではないけど）に戦争とかしかけようとし

たりするけど、そんなに「自分の国が一番」がいいのか。軍事力があるって言っても、アメリカが

イラクに戦争するとか言って、日本はどっちを支持するかという問題で、日本はアメリカと結んで

いる条約があるから、アメリカに逆らわれん状態やから、結局アメリカ支持したけど、そんな条約

中ったら日本は支持せんかったと思うし、だから結局大半脅しみたいな感じでそんなことになって

いるわけやから、でもそういう風にしてやるアメリカのずる賢さって言うのはやっぱすごいと思う。

でも、そのずる賢さはちょっと考え直して、さんざん「世界の安全」とか言うとんのやったら、戦

争なくすように努力したり、テロとかそーいうものなくしたりとかして、「自分の国の安全」を守

るのじゃなくて、ホンマに「世界の安全」を守って欲しい。 

22．アメリカは、私にとってすごく言い国だと思う。中途半端な解答しかできない日本より。テロ

とかそういうことに対するアメリカの考えはどうかって思うけど。やっぱりアメリカはスキ。何て

ったって人間性がイイよネ。すごく明るくて、のほほんってしてみんな楽しい。私は食べ物は日本

の方がイイけど、５０歳になったらアメリカに住みたい。私が大嫌いなのは、中途半端で国の意見

をあんまり言えない日本の考え方です。もっと日本に頑張って欲しいな。 

23．２年で今まで勉強してきたことで、今世界で起きていることは昔からずるずると引っ張ってき

た問題と言うことを知りました。そして、アメリカが中心になって世界をつぶしているのだと思い

ました。今日も、アメリカは戦争に向かっていこうとしています。そして日本が戦争をしないとい

っている国だと思っていたのに、アメリカにこびを売って、お金を渡したり、協力しているのを知

ってショックを受けました。アメリカは怖いと思うけど、日本は物事を戦争に向けないように動い

て欲しかったと思いました。今まで勉強してきたことでいろいろ知ったけど、暗い気持ちになって

しまった。 

24．アメリカはかなり自分勝手で、自己中な国やと思います。ちゃんと他の国のこととかを考えて

欲しいです。 

25．2002年はすごいことはいっぱいあったけど、一番すごく心に残っているのは自爆テロだ。あの

すごい出来事は一生残ると思う。今アメリカがイラクと戦争しようとしてるけど、もうやめて欲し

い。なんの意味もない戦争で、関係ない人たちが死ぬのがなんかすごく無意味だなあと思います。

そして、北朝鮮が一番ムカツキます。何であんなに国の人を苦しめるのかがわからない。ミサイル

を作る金があったら、まず国民を助ける方が普通の考えだと思います。 
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25．せこ！ 

26．アメリカ合衆国という国は、基本的には自由と民主主義に基づく良い国だと思う。しかし、一

方では、一部の政治家や資本家たちによってコントロールされ、この世界を支配する世界帝国でも

あると思う。 

27．アメリカはセコイというか狡い。他の国に核兵器をつくるなと言っておきながら、自分の国は

核兵器をつくっているから、禁止条約とか言っても無駄だと思う。でも小間アメリカはイラクで大

量破壊兵器があるか調べているけど、絶対にイラクは核兵器を持っていると思う。それでアメリカ

とイラクが戦争になるのは別にイイと思う。お互いに核兵器を持っているなら、なくなるまでとこ

とんしたらいいと俺は思う。１年間ほとんどアメリカの勉強をしてきたけど、アメリカは悪いとこ

ばっかりですぐ戦争するというけど、いいところもあると思いました。そんなに悪い国ではないと

思った。 

28．未だにアメリカはイラクに武力行使をするつもりでおる。湾岸戦争の時武力行使には国連の承

認が必要だと決めた国が、今度は無視しようとしている。わがままにもほどがある。そこまでして

なんになるのかようわからん。石油がそうまでして欲しいのかもわからん。自国で掘ればエエのに、

自分のは掘らずに、他国から買って、挙げ句の果てに奪おうとしている。子どもと一緒のような気

がする。この１年勉強して、アメリカが馬鹿なのがよくわかった。 

29．アメリカはやられたらやり返すことばかりで、もう自分の国しか見えてない感じがした。アメ

リカは戦争しようと考えてたけど、戦争するとテロ以上に死人が出るし、核を使われるとまったく

関係ない人々まで巻き込んでしまう。こんなんやったら国を代表して大統領同士ケンカさして、勝

った方に権利があるってしたら戦争もおこらんのに（多分） 

30．アメリカは自分勝手だと思った。何か理由をつけて、気に入らないことがあるとすべてに力で

押さえつけて、自分が正しいかのように決定する。私の国が世界のリーダーだみたいに気取らない

で欲しい。 

31．今のアメリカはダメだと思う。また大量の死者を出す戦争をしようとしているからだ。ブッシ

ュ大統領は辞任した方がいいと思う。 

32．何でもかんでも戦争で終わらせるのは良くないと思う。もっと違ったやり方があると思うのに、

戦争、戦争っていうアメリカの考えがよくわからない。そんなことをやっていたらいつまでたって

も戦争なんかなくならないはずやと思う。戦争して人が何人も死ぬのに、戦争をするアメリカの考

えについていけなかった。もしかしたら、アメリカが兵器を使わなければ、平和になるかもしれな

い。 

33．同時多発テロが行われてから今まで、世界のことについていろいろ学んできたけど、１年のと

きやその前から比べて、ニュースを見ることが多くなりました。前は見ていてもほとんど意味がわ

からなくて面白くなかったけど、今ではだいたいの意味がわかるようになり、進んでニュースなど

を見るようになりました。 

34．アメリカはすごいと私は思います。でも、少しアメリカの考えには問題があると思う。ブッシ

ュは何でも戦争をしかけるというふうにもっていくのはダメと思った。そういうことを何度も何度

も繰り返していたら、いつまでたっても世界は平和にならないと思います。アメリカは武器を持ち

すぎだと思う。 

35．アメリカは、私の中ではとても強い国というイメージがあります。ブッシュが大統領になって

からだけど、とても強い国だと思う。でも、でも、戦争しか頭にない感じもしました。イラクと戦

争が始まったら嫌だし、平和が一番だと思う。イラクと戦争する前に、アメリカはもっとやらなけ

ればいけない問題を抱えているし、それがなくても戦争は良くない。アメリカがこれからどんな国

になっていくのかを、もっと知りたいと思った。もし日本が核兵器とかもっていたら、アメリカは

絶対に攻撃する態勢とかとってくると思う。アメリカという国はとにかく、核兵器が許せなくて、

一番強い国なんだぞって威張っている感じがとてもする。違うもしれないけど、私の中では、アメ

リカはなんに対しても、単独で何でもできる国という感じもするし、本当に何でもやりそうな国だ
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と思う。 

36．アメリカは、自国の目的のためには手段を選ばないなと思った。もちろん、「アメリカが」っ

ていうより「アメリカ政府が」っていう方が正しいんやろけど。国連より強い態度とってるの見る

と、ちょっとおごりがすぎるんじゃねえかなと思った。１年間勉強してきて、過去のアメリカのし

たひどいこととかよくわかったけど（ほとんど初めて知ったことばかり）、それより、今（これか

ら）とにかく何が何でも攻撃しないで欲しい、と強く思う。戦争で人が無意味に殺される、なんて

本当に腹が立つし、悲しすぎる。昔、私は、地球上の人すべてがそう思っていると思ってたから戦

争はないよなって考えていた。歴史とか見てみると、何が正しいとかわかりずらくなるけど、まず

根にあるのは、戦争を憎むって感情やろ！っていつも思う。アメリカは攻撃とかしないでほしい。 

37．一言でいうと、アメリカは何を考えているのかわからないなぁと思いました。世界の権力を持

っているって感じでこわい。本当にいざというとき、日本を守ってくれるのかも不安だし。 

38．アメリカは、すっごい大きい国で、「強い」とか「スゴイ」ってイメージばかりあります。け

ど、いろんなところでいろんな国と関係を持っていて、世界の主導権を握っているって感じがしま

す。この世界全部が平和になればきっと戦争がなくなり、そしてテロもなくなると思います。戦争

するのを止めれるようなアメリカになって欲しいです。スゴイといわれる理由を見つめ直して欲し

いです。平和にすることができたら、本当にスゴイと思います。物をつぶすのは簡単です。けど、

元に戻すとかってゆうのはすごく難しいです。だから平和にしてきた国を潰さないで欲しいです。

平和じゃない国も、今から、次の世代のために平和に豊かにしていくべきだと思います。アメリカ

は、イイ意味でスゴイって国になって欲しいです。嫌・・・、アメリカだけじゃなくて世界全部が

平和にしよう、という意識を持つべきだと思います。するとイイ世界になるんじゃないかと思いま

す。 

39．この１年間アメリカのことを勉強してきて、アメリカは間違っていると思います。アメリカの

人は、なぜ人がたくさん死んでしまう戦争をしたがるのかわかりません。今アイのアメリカとイラ

クのやつでも、アメリカが悪いと思う。核をもっているという事態はいけないことだと思うけど、

それで戦争をするという理由にはならないと思います。テロがあったとき、アメリカの人がたくさ

ん死んで、その親類の人たちが悲しいのはわかるけど、やられたらやり返すという人たちがいたら

いつまでも戦争は続いて終わらないと思います。アメリカにも戦争反対の人はいると思う。その人

たちの意見をちゃんと聞くべきだと思う。戦争なんかしても、平和は絶対に訪れないと思います。 

40．私はアメリカにどのような考え方というと、アメリカはすごい国だと思った。だって、アメリ

カが何か言うと、すべての国を動かす力があるからです。でも、今回のことは、本当にやめて欲し

いです。もっと落ち着いて欲しいです。今はただ少し呆然としているだけで、よーくよーく考える

と、今の考えが間違っていることに気付くはずです。でも、このことがあったからといって、アメ

リカをキライにはなりません。私は、アメリカが好きです。だからもう一度考え直して欲しいです。 

41．アメリカはテロとかしているって考えたら、イヤに思えてくるけど、そうゆうことがなければ

イイ国やと思う。もうテロとか本間イヤやわあ・・・。もうこれ以上人々が亡くなっていくのはか

んべん・・・。他の国も、もっと考えて欲しい。 

42．僕はこの１年間世界史の授業をやってきて、アメリカについて思ったことは、アメリカはただ

の目立ちたがちやなのかなと思った。そして、もっと国連もしっかりしないと、いつまでもこの状

態のような気がする。 

43．日本もそうだけど、どうしてアメリカの大統領は、ちゃんとした平和を願わないのだろうか？

戦争をしたければ、他国の支援なしで、自分の国だけで勝手にすればいい。関係のない国まで巻き

込む必要があるのか？他国と戦争をし、勝ったら平和で負けたら不幸なのか？そんなくだらない戦

争とかしないで、自国内の犯罪をすべてなくし、自分の国が平和になってから、他国との平和を求

めればいいと思う。だいたい戦争をして何が楽しいのか。人が死に、森が燃え、自然が消えていき。

建物が壊れていく。戦争をして平和がくるというより、戦争して不幸を求めているだけじゃないの

か。日本も、広島・長崎に原爆を落とされたとき、いっさいの戦争をせず、支援がないようにした
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ら、今みたいなことにはならなかったと思う。日本に被害が来るのは、第二次世界大戦やその他の

戦争のせいだ。アメリカ大統領自体何を考えているのか。テロがあったからといって、すぐに攻撃

をするのではなく、ちゃんと調べてから慎重にし、話し合いで解決できないものか。 

44．アメリカは平和のためとか言ってるけど結局は戦争をしたいだけやと思う。今のイラクに対し

てもそうだ。イラクはアメリカに対し何もしていないのに。確かにイラクは大量破壊兵器はもって

いるけど、今イラクはそれを廃棄している。それなのにアメリカはまだイラクを攻撃しようとして

いる。アメリカはイラクを攻撃して自分の国の利益を考えているだけではないのかなぁと思った。  

 今はイラクより北朝鮮の方に重点を置いて査察をしていったりした方がよいと思う。最近ではミ

サイルも発射したし、アメリカの輸送機が北朝鮮のミグにロックオンされたし、これは明らかに北

朝鮮からの挑発だと思う。このまままでは北朝鮮は何をするかわからない。今はイラク問題より北

朝鮮にもっとアメリカも目を向けて欲しい。あと思うことは世界の国々な何で武器を持つのかわか

らん。人間は言葉を使えるのだから、「力」ではなく人間らしく「言葉」で解決すべきだと思う。

世界中の国々が武装解除して地球環境に目を向けていって欲しい。 

45．アメリカは自分の国の経済が悪くなると、すぐに戦争をしてもうけることしか考えなくて、他

のことはあんあまり考えないから悪い国だと思った。 

46．アメリカは戦争が好きな国。 

47．１～３学期でアメリカのことを勉強して思ったことは、まず、同時多発テロの時すぐアフガン

報復戦争とか言ってやり返そうとしたんが間違いやと思った。何で貿易センターが潰されたのかが

分かっていないし、自分たちが何かしたからやり返されたということが分かっていない。アメリカ

はやられたら何も考えずにやり返すという悪いところがあるから、そんなことをしていたらいつま

でも戦争はなくならないと思った。もうちょっと考えたらいいと思う。 

48．アメリカは軍事力もあり強い国だということが分かった。それから、アメリカは悪いことをし

ているということも分かった。それで、最近テロを受けたのがなぜかも多少理解できるようになり

ました。今のアメリカの大統領は駄目な人だと思った。また、イラクに攻撃して同じことを繰り返

すのは駄目だと思った。 

49．イラクは早く正直に核兵器をもっているっていった方がイーと思う。これ以上やっていても、

イラクの立場が悪くなるだけだと思う。また、戦争が始まったら、多くの一般人が死んでしまうし、

五体不満足で赤ちゃんが生まれてきたりするかもしれない。だから話し合いですませて欲しいと思

う。 

50．この社会の時間で、前まで分からなかった各国の仕組みがよく分かった。最近は、ニュースも

毎日欠かさず見るようになった。授業を受けて一つ思ったことがある。それは、世界はだんだんと

戦争の方向へ進んでいるなあと思った。 

51．この１年間授業を聞いているとアメリカがいろんなことをしていると分かった。イラクは最近

大量破壊兵器はあったけど、処分しようとしているのに、アメリカは戦争したいから、それでもま

だどこかに大量破壊兵器があるといっている。それより、北朝鮮の方が問題だと思う。昨日だって、

偵察機に15mまで近づいてロックオンとかしている。核ももっているらしい。結局アメリカは石油目

当てだ。 

52．俺は、戦争になって欲しくないです。なぜなら、日本の広島・長崎の時のようになって欲しく

ないからです。だから、アメリカが、じゃなくてブッシュ大統領が嫌いというか、恐ろしく見えて

きます。できれば戦争はやめて欲しいです。 

53．私はアメリカという国は一度はいってみたいと思っていましたが、この１年間いろんなことを

学んで、アメリカは力とかすごいあるし、怖いところだなあと思いました。もっと平和になって欲

しいと思いました。 

54．今まではアメリカって、技術とかも優れていて、すごいなぁと思っていました。でも、こうい

う戦争の話を聞いたら、アメリカって残酷だと思った。 

55．アメリカは怖い国というイメージがある。テロのことで何で支援するのかなと思った。ほっと
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いたらいいのにって思った。今年広島や長崎が批判したことがよく分かった。戦争は本当にいけな

いと思う。平和であって欲しいと思いました。日本もまたいつ戦争になるか誰にも分からないこと

だから、戦争になったら怖いなぁと思いました。 

56．アメリカは経済で上を行く国だと思うけど、戦争をどうしてもしたがる国だなぁと思いました。

戦争という解決しかないのかと思うし、戦争をしたら、普通の国民が被害を受けるのに、アメリカ

は、分かっていないと思いました。アメリカには戦争して欲しくないし、もっと考えてからして欲

しいと思いました。 

57．私敵には、アメリカは「やられたらやり返す」みたいな国だと思いました。やり返したらいつ

か絶対自分のところにかえってくるのに、それでも攻撃するなんてって思います。もう誰も死ぬこ

とのない平和な世界になって欲しいと思います。 

58．アメリカは、すごい国であることが分かった。日本は強がったりしたところもあるけど、アメ

リカとケンカになったら日本はぐちゃぐちゃになるだろう・なぜかというと、アメリカからほとん

ど輸入している。それがなくなれば、日本も北朝鮮のように貧しい生活を送らなくてはならなくな

る。平和な国ができることを願っています。 

59．アメリカという国は、仕返ししようとしか考えていない国のようで、自分の国の人たちや、巻

き込んでいる他の国の人の気持ちを考えていないと思います。日本もその一つだと思います。誰し

もが戦争したいなんて思っていません。やられたらやり返すというのはどうかと思います。仕返し

などすると無関係の人たちを巻き込んでしまい、なくなってしまうかもしれないのに、そういうの

には耐えられない気持ちです。関係ない時とたちを巻き込まない解決をして欲しいと思います。 

60．アメリカはわがままだと思う。イラクが核をもっていたか国連が査察にいって調べていたのに、

アメリカは「持っていても持っていなくても戦争はする」とかいっていたけど、戦争は必ずするん

か？と思った。今世界各地で「戦争反対」っていってるけど、アメリカは受け止めていないと思い

ます。私も戦争はして欲しくないです。今戦争したら核とかで自然がこわされてしまいます。そし

て、地球が滅びるのが早くなると思います。戦争するに当たって何も罪もない子どもたちや市民が

犠牲になるし、空爆とかで家がなくなったりと、ものすごい被害が出ると思う。私は未来のために

も戦争はなくなって欲しいです。 

61．アメリカは、自分たちの国が強いと、ちょっと天狗になっていると思う。９月11日、すぐに、

「これは戦争だ」とブッシュ大統領がいったその時に比べて、今はニュースにも取り上げられるの

が少なくなったためか、落ち着いているようにも思える。でもアメリカはお金も持っているし、人

口も多いし、兵器もあるしで、戦争をやりやすい国やけど、お願いやけど、これからも戦争はやら

んといて欲しい。まわりの国にも、いっぱい迷惑かかるし。核兵器も持たなかったら心配ないのに

なぁ。 

 

５．３年生「国際理解トピック」：イラク戦争終結後高校生は考える 

５．１）イラク戦争終結：イラク戦争を高校生はどうとらえたか（３年生）  2003/4/28,30 

 米英軍によるイラク攻撃が新たな国連決議がないまま行われた３月20日は、すでに2002年度の授

業が終わっていたため、リアルタイムに授業を仕組んで生徒の意見表明を求めることができなかっ

た。その後、さしたる反撃のないまま４月９日にバグダッドが米英軍によって制圧され、最後にフ

セインが立てこもると予測されたティクリートも、４月11日に制圧され、実質的に３週間でイラク

戦争が終わった。５月１日ブッシュ米大統領によるイラク戦争の戦闘終結演説の直前に、昨年度か

らイラク問題について意見表明を続けてきた生徒に、米英軍のイラク攻撃と日本政府による支持表

明について意見表明を求めた。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

○教材：＜資料１＞イラク開戦：「イラクの武装解除を開始」ブッシュ米大統領演説（「毎日新聞」

2003/3/20） 

＜資料２＞VTR教材：バグダッド空襲の映像（１分50秒）と攻撃を受けるバグダッドでは―久保田 弘
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信さんのメール通信（http://m17n.cool.ne.jp/kubota/2003/iraq10） 

＜資料３＞VTR教材：バグダッド攻撃で子どもが被害と米国が非難するシリアからのレポート（テレ

ビ朝日：ニューススーテーションの報道、2003年４月17日 約12分） 

＜資料３＞地図：米英軍の主な進路（「朝日新聞」2003/4/15） 

＜資料４＞イラク戦争の経過：イラク戦争の主な経過は次のとおり 

（共同通信http://news.kyodo.co.jp/kyodonews/2003/iraq2/news/0414-788.html 一部改） 

＜資料５＞イラク軍と米英軍の戦力と犠牲の比較（「朝日新聞」2003/4/21） 

＜資料６＞ 続く戦争若者、だまってられぬ：大阪で高校生・大学生ら2500人が「せんそうアカン」

の人文字（「朝日新聞」2003/3/31） 

 

 以上の授業が終わったところで、生徒に意見表明を求めた（時間10分）。生徒への支持は以下の

通り。 

 米英軍によるイラク攻撃と、それにいち早く支持表明をした日本についてどう思っていますか、

あなたの意見を表明してください。 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

＜生徒の意見表明は、順不同、編集せずに掲載しています。＞ 

01．僕は、本当に日本政府はバカげていると思った。なんで？もしかしたら日本は先頭になって、

戦争を駄目だと呼びかければ、戦争がなくなっていたかもしれないのに。本当に、日本政府の信用

はなくなったと思う。日本の政治家を全部辞めさせて、新しい人に入れ替えて欲しい。このままじ

ゃもう日本はダメだと思う。ガキのケンカを見ているみたい。本当に失望した・・・。 

02．米英軍の戦争に賛成しようとした人、戦争をしようといった人たち全員が死ねばいい。死んで

自分がした罪の深さを知ればいい。ただ死ぬんじゃない。苦しみながら死ねばいい。冷たくなって

いく自分の体温を感じ、恐怖を覚えながら死ねばいい。「イラク攻撃」とか「戦争」とかって名前

を変えるけど、やっていることはただの人殺しだ。話し合いで解決できないなら、国のトップ同士

で、１対１で戦ってどちらかが（両方が）死ぬまで殺し合えばいい。国民をまきこむのは、国のト

ップとしての考えにしてはおかしすぎる。そんな考えを持つ私だから、日本の支持表明にはどんな

形であれ（人命救助等は別だが）賛成はできない。 

03．私は、今ビデオを見て胸が苦しくなった。犠牲になるのは、子供だ！！まったく関係ない子供

だ。子供を殺された親は憎しみしかない。これじゃ前から言っているように、「憎しみは憎しみし

か生まない」・・・。だから日本はアメリカの支持をするんじゃなくて、もっと戦争はダメだと伝

えなくちゃいけない。 

04．私は戦争が嫌いです。ビデオを見ていて思いました。戦争で一番傷つく人は平和を願っている

人です。子供を亡くした親が憎むのは、自分の子供を殺した人です。戦争は、人の命を奪うもの、

そこに正義はない。 

05．もう「戦争」というものをして欲しくないです。日本はなぜ、米国の味方ばかりするのだろう。

私は米の考えや行動に納得がいかないです。米が攻撃を始めると、「戦争」が終わらない・・・。

人ばかり死んでいって何一つ良いことはない。悲しみや憎しみばかり増やして、何になるというに

か！私は米のやり方には支持できそうにありません。 

06．日本がいち早くイラク攻撃を支持したことはいけなかったんじゃないかなあと思っているが、

日本がイラク攻撃を支持したのは、いざというときに米の力を借りなアカンっぽいから、仕方なか

ったんかなぁとも思う。 

07．米英軍によるイラク攻撃は間違っていると思う。今はもう攻撃は終わったけど、その結果何人

の子供や女性達を傷つけて殺してしまったか。もしこの攻撃がイラクではなくて、アメリカやイギ

リスで同じように子供や家族を殺されたらどんな思いかを考えてみてください。 

08．日本が支持表明したことに僕は反対です。日本は、アメリカについて行っているだけだと思う。

日本は戦争放棄しているけど、支持表明とかしたら戦争してるのと一緒だと思う。何があっても、
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日本は戦争に反対すべきだと思う。 

09．なんで戦争反対の人がたくさん知るのに、なぜ攻撃になったのか、アメリカが考えていること

がわからない。その攻撃について支持している日本もおかしいと思う。もっと反対している人の声

を聞くべきだと思う。このイラク攻撃で何人ものイラク人、子供もたくさん死んだってニュースで

やっている。もしアメリカの戦争を支持している人たちの子供が死んだら、どれだけ悲しいことか

わかっていない。それは死んでいないからわからないのではない。わかろうとしないからだ。 

10．結果的にアメリカはイラクのフセインを追い出したことになったけど、この戦争では、数え切

れない人たちが死んでしまって、今もそれは続いていて、イラク攻撃に支持した日本は、殺人に支

持したようなものだからすごい許せないことだと思いました。 

11．高校生から大学生・大人まで集まって戦争反対の人文字作ったことはすごいことやと思う。小

泉さんは何事も勝手に決めすぎやし、平和って言う意味をわかっていない。そうやって勝手に決め

たりするから、ビデオに映っていたアリさんのように子供や大切な人を失う人を作ってしまうのだ

と思う。だから俺も、「せんそうはアカン」と思う。 

12．日本が米国に「支持」って言ったことはとてもショックだった。米国を支持すると言うことは

戦争を一緒にすることと同じやから嫌だ。戦争はしたらアカンってわかっていると思うから、戦争

はダメって言って欲しかった。 

13．アメリカもイギリスも人の命をなんと思っているんやと思った。日本も日本でアメリカと同盟

組んでいるか知らんけど、もう戦争はせえへんって決めてんから、支持するのは間違っている。戦

争は悲しみが増えていくだけで、他には何も得られヘン。ちゃんと国民の声を聞いて欲しい。 

14．いつまで戦争を続けるんだ。フセインは、自分が戦争の先頭に立っていたはずなのに、民衆を

おいたままにげてしまって、自分だけ助かろうとするはずなのは許せない。戦争でいつも犠牲にな

るのは子供達だ。たくさんの人たちがまるで虫を殺すように簡単に殺されていく。なんで早く戦争

をやめようとしないのか。人がこんなに死んでいるのに、わかってて攻撃をやめないのは、人間と

して最低だと思った。 

15．日本の立場もあると思うけど、戦争を支持するというのはアカンと思う。日本は戦争がどんな

ものかって知っているし、私は戦争を支持しないって思っていたから、残念に思う。日本は「ハイ

ハイ」って言っているから、意志を持っていない。 

16．日本はアメリカに対して、助けてもらっているし、何も言われへんかも知らんけど「支持する」

の言葉じゃなくて、もっと他の言葉があったはず・・・。だれもが戦争は「イヤ」と思っているは

ず！だから、日本には今害はないけど、でもやっぱり戦争ってアカンと思う。アメリカって考えが

どうかしている。やっぱりアメリカ嫌いや！今からでもアメリカに戦争をやめようと言って欲しい。

どこにも日本について悪い印象を持たれたらイヤやから。 

17．私はやっぱり戦争反対！！戦争して何が変わるんやろ？って思う。だって、いいことが何もな

い・・・。人が殺されて、食料もなくなって、家も壊されて・・・。痛い思いするだけやん。戦争

は避けられヘンのかなぁ？もしかして日本も戦争に加わっていたのかも。いち早くアメリカに支持

表明をしたことに反対です。 

18．日本はすっごいアメリカの言いなりってか、アメリカに気使いすぎやと思う。もっと自分（日

本全国民）の意見ゆって欲しいと思う。イラク攻撃のことは、アメリカもイラクもどっちもどっち

やと思う。どっちが悪いってゆわれヘン。ただ、もっと大人になって欲しい。高３の私が見てても、

ガキっぽくて恥ずかしい。 

19．日本は、支持するんじゃなくて、イラク攻撃には反対をすべきやったと思う。よくわからんけ

ど、この攻撃でたくさんの子供が関係もなく死んでしまうのがかわいそう。だからやっぱ反対した

ほうが良かったと思う。 

20．日本はアメリカのいいなりになっている。いち早く支持表明をするよりは、考えて決めて欲し

かった。支持したから、イラクの人たちには「日本も敵」って思われても仕方がないし、支持しな

かったらアメリカとの関係が悪くなるけど、日本ももうそろそろ独立すればいいと思う。そうすれ
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ば自分達でいろいろなことを決めることができるから。 

21．日本はアメリカを支持するしかないと思う。アメリカの言うことを聞いとかな怖いというのが

現実やと思う。日本なんかアメリカからくいもんストップされたら、金を持っていても飢え死にし

てしまう。ホンマに支持しないときは、日本は単独で生きていかなアカン。 

22．アメリカは、今何をしているのかわからない。イラク攻撃をしてどうなったのか、やっぱり戦

争はいけないと思うし、平和が一番だと思う。 

23．やっぱり戦争は良くないと思う。でも、戦争は終わってしまったみたいなので良かった。死者

が出たのはすごくつらかったけど、それでもあんまりでず、そしてはやく終わったので良かったと

思います。 

24．日本はとても良いことをしたと思う。 

25．米英軍の攻撃はまったく意味がわからない。日本テレビでやってたけど、イラク兵を攻撃した

アメリカ兵がイラク人を治療していた。「それやったらはじめから攻撃するなよ」と思った。家で

じっとしていても殺されるから外にでても家にいても一緒やと思った。同盟に入っているから日本

はアメリカに支援金を送らなければならないが、首脳会談したら良かったのになと思った。国際連

合もアメリカを処罰すべきだ。国民がいろいろな活動をしているのに、アメリカやイギリスは何と

も思わないのかなーと思った。 

26．戦争に反対した方がいいと思った。 

27．戦争やめて欲しい。日本はなんでアメリカを支持したんだろうか。 

28．まぁ、仕方ないことと思う。日本は核を持っていないから。アメリカの言うことを聞かないと

助けてもらえなかったと思う。アメリカは、北朝鮮が核を持っているのになぜイラクなのだろうか。

戦争アカンとか言っているけど、できれば俺もそうして欲しいけど、独裁者がいる限り世界は平和

にならないと思う。 

29．今のアメリカによるイラクに対しての行動は、何があっても許せない。アメリカの国民は自国

の行動を真剣に感じたことがあるのか。 

30．戦争は絶対ダメだと思う。日本は米英軍について行っているだけで、なんにも考えていない。

日本は日本の意見を持つべきだと思う。 

31．アメリカが力があるから無理矢理日本に支持させたみたいな感じに思えた。アメリカがこんな

ことをしたために、戦争が増えていく可能性もあると思う。もう無駄な殺し合い早めて欲しいと思

う。 

32．何も関係ない子供達まで被害にあっている。ほんとにすごいザンコクなことやと思う。あたし

もほんとに戦争なんかやめてほしい。日本もいつ始まるかわからんけど、今は幸せだと思う。この

幸せが、アメリカにもイラクにも戻ってきて欲しい。私も戦争に反対です。 

33．私は、「せんそうアカン」って人文字を作ったことがすごいなと思った。私も戦争するのは嫌

やし、戦争するより話し合いで解決して欲しいなって思う。戦争で死んでいく人たちがとてもかわ

いそう。 

34．やっぱり犠牲になったのは子供やった。戦争しても人が死ぬだけやったのに。なんでそれがわ

からないのだろう？めっちゃ、ビデオに映っていた子供を亡くしたイラクの父親がかわいそうやっ

た。 

35．アメリカを支持するってのは違うやろうと思うなぁ。どっちにつける立場じゃないよーな・・・。

どっちにしてもこんな戦争やったらアカンと思う。 

36．間違った判断したと思う。日本もアメリカ、それにイギリスも、この戦争で亜田ものは何もな

いと思う。もう少し考えてから行動して欲しかったと思う。その行動によって人々が亡くなるだろ

うから。 

37．日本がアメリカ支持するのは反対です。なぜかというと戦争は一番駄目な考え方だと思います。

やったらやり返すことの繰り返しだと思います。 

38．イラクの一般の人らがかわいそうや。子供の脳みそとか出てるとか、親もかわいそうやし、イ
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ラク攻撃はえげつない。 

39．僕は日本人だけど、この国はおかしすぎると思うし、戦争には絶対反対！！日本は最低の国だ

と思う。 

40．支持表明はダメだと思う。支持表明とかじゃなくて戦争なくして欲しい。 

41．明らかに日本は間違っている。多分、日本はアメリカにビビッてるだけであって、支持とかは

上辺だけだと思う。本当に平和を願うなら、イラクを支持しろ。だけどまあ、日本の腐った政治じ

ゃなんにもできないだろうと思う。小泉とかじゃ日本は変えられない。もっと頼りがいのある大人

に日本を任せたいです。 

42．支持するのは間違っていると思う。日本はまだなんの被害も出ていないけど、そのうちにアメ

リカの巻き添えをくらうと思う。戦争はやめて欲しい。 

43．米英軍は自分の国がやられたら怒るくせに、他人は傷つけすぎやと思う。ビルとか建物は大変

やけど治せる。でも、人が死んだことによって人の心の痛みは、これからも治せないと思う。 

44．早く戦争をなくして欲しい。関係ない人たち、関係ない子供の命を奪って、すごく最低だ。小

さい子の命を奪って苦しめて、その子達の親たちがすごくかわいそうだ。早く戦争がなくなって欲

しい。 

45．日本はおかしいと思う。もっと考えて支持した方がいいと思う。僕は戦争には反対です。だか

ら支持しない方がいいと思う。 

以 上 


