第１９号
子ども大学
かわごえ新聞部
十一月十五日（土）
、東京国際大学第
２キャンパス２３１１教室で東京工業
大学の池上彰教授による「なぜ、戦争が
起こるのか」という授業がありました。
出席者は四年生五〇名、五年生三六名、
六年生五九名の計一四五名と、保護者は
いつもより多い九五名、きょうだいは二
七名でした。
一時間目は、
「なぜ戦争は起こるのか」
について考えました。まず先生は学生に

「なぜ戦争が起きるのか」意見を求めま
した。その中には、
「土地を広げたいか
ら」や「石油の奪い合い」などの意見が
出ました。
そこで池上先生は「論拠」という言葉
を説明しました。
「論拠」とは、証拠が
なければ人を納得させることができな
いという意味です。そして、
「思い付き
で言っていることは、証拠がない。証拠
がないということは、相手を納得させら
れないことなんだよ」と教えてください
ました。
そこで先生はあらためて戦争が起き
る理由について学生に質問しました。学
生から「自分が住んでいる領土を広げる
ため」
「燃料確保のため」
「考え方の違い
によって」
「食料のため」などの意見が
出ました。
先生は「エネルギーになるものは？」
と質問しました。学生から「石油」や「ウ
ラン」
「風力」など様々な意見が出まし
た。先生は日本にたくさんあるエネルギ
ーとして「地熱エネルギー」をあげまし

池上彰先生が質問しながら授業

戦争をなくすにはどうするか
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外国に友だちをつくろう

た。火山大国の日本は、地熱エネルギー
がたくさんあります。
次に、どのような種類の戦争があるの
かについて質問がありました。そして先
生は、
「戦争は、結局は自分の国が豊か
になりたいからするものだ」とおっしゃ
いました。
そこで先生は、ある四文字熟語を紹介
しました。それは「我田引水（がでんい
んすい）
」でした。これは、自分さえよ
ければ自分の都合で勝手にやる、つまり
自分勝手ということです。これが戦争に
とても似ていると先生はおっしゃいま
した。
（川村弘希記者＝中央小６年）

二時間目も一時間目にひき続き、Ｑ＆
Ａ方式で始まりました。最初の質問は
「戦争を無くすには？」というものでし
た。学生からは「世界を一つの国にまと
めてしまう」
「仲が良くない国の間に第
三者が入る」などの意見が出されました。
「国と国の間にある島は二つに分割
する」という意見も出ました。これにつ
いて先生は実際にロシアと中国の間で
成立していると話されました。
「同盟を
つくる」という意見には、ヨーロッパで
ＥＵ欧州連合ができるなど、いろいろな
ことが実現できているそうです。
先生は結論として、
「世界を一つにま
とめるのは大変。なので、一人一人が外
国に友だちを作り、もしその友だちがい
る国と戦争をするようになっても、戦争
したくないと思えるような信頼関係を
つくることが大切」とおっしゃいました。
一人一人が「戦争をきっと減らせる！」
と思いながら努力を重ねていくと、きっ
といつか、世界から戦争がなくせると思

いました。
（十重田妃菜記者 福=原小６年）

☆池上先生へのインタビュー

Ｑ なぜこのテーマを選んだのですか。
Ａ 酒井理事長の注文です。
Ｑ 子どものころ好きだった教科は何
ですか。
Ａ 国語。本を読むのが好きで、お母
さんに「本を読みすぎ」と言われ
ました。国語の教科書をもらうと、
その日に読んでしまいました。
Ｑ 子どものころ好きだった遊びは何
でしたか。
Ａ ドッジボールや野球、かんけりだ
ね。
Ｑ 子どものころ、だれにあこがれて
いましたか。
Ａ シュバイツアー博士です。アフリ
カで病気で苦しんでいる人を、生
がいをささげて助けようとしたの
が、すごいと思いました。
Ｑ 将来はどんな仕事をしたいと思い
ましたか。
Ａ 地方で働く記者になりたかった。
Ｑ 子どもに一言おねがいします。
Ａ とにかく、たくさん本を読んでく
ださい。将来の夢の参考になるか
らです。
（太田優貴記者 大=塚小４年、竹内瑠菜
記者＝高階西小４年、山口航記者 中=央
小６年）

☆学生の授業感想

◇大塚小５年・山本真綺さん「いろいろ
な発見がありました。池上さんの授業は
他の先生と違って面白かった」 （浅野
玲子記者 杉=下小６年）
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◇月越小６年・岡田里子さん「先生の質
問への答えに対して、関連した知識など
をくわしく教えてくださり、よかったで
す」（深見美空記者 福=原小５年）
◇鶴ヶ島栄小５年・坪川悠さん「戦争の
ことをたくさん知ることができて、よか
ったです」（大和日菜記者 星=野学園小
５年）
◇鶴ヶ島第二小６年・かわさきれいこさ
ん「戦争の原因にエネルギーが関係して
いることがわかりました」（新井穂花記
者 高=階西小４年）

☆記者の授業感想
◇浅野玲子記者 杉=下小６年「池上先生
の授業を受けて分かったことは、戦争は
豊かになりたいから争うということで
す。このような争いは、普段の生活にも
ありえると思います。では、争いや戦争
を無くすにはどうすればよいかという
と、私はすべての国をスイスのような永
世中立国にしちゃえばいいと思います。
また、池上先生がおっしゃったように、
外国の人と友達になり、信頼関係を築く
ことも大切だと思いました」
◇浅野玲子記者 杉=下小６年「私は、こ
の授業を聞いて、戦争をなくすには、相
手との信頼関係が大切なんだと思いま
した。いま日本は戦争をしていませんが
、まだ戦争をしている国もあるから、そ
の国同士、信頼関係を築いてもらいたい
です。あと、池上先生に会えて、とても
うれしかったです」
◇小島未来記者 福=原小６年「戦争をへ
らすために、もめている島を二つに分け
た国があるということですが、小さい島
なのに半分に分けたら、もっと小さくな

るから、私は島をいっしょに使ったらい
いと思いました。戦争をなくすためには、
他の国の人たちと仲よくする私たち一
人一人の努力が大事ということをおそ
わりました。私もこれからいろいろな機
会に、自分にできることをしたいと思い
ました」
◇関根英瑠麻記者 古=谷小４年「じゅぎ
ょうをうけて一番いんしょうにのこっ
たのは、ちがうしゅうきょうどうしで戦
争をするということです。自分が大きく
なったら、先生がおっしゃったように、
戦争がおきないようにドイツ語やイタ
リア語など、さまざまな国の言葉をなら
って、世界中の人と友だちになりたいで
す」
◇河野友里記者 寺=尾小５年「今日の授
業を受けて分かったことは、戦争が起き
る理由です。その理由は領土やエネルギ
ー、食料の問題です。また戦争は、豊か
になりたいという思いや、生きていきた
いという思いで起きるということが分
かりました。そして、よその国との関係
をよくするには、信頼が必要だというこ
とも分かりました」
◇土田莉子記者 山=田小５年「とてもわ
かりやすい説明で戦争が起きる原因を
学びました。日本に遊びに来た外国人に
「日本はいい国だなあ」と言ってもらえ
るようにすればいいなと思いました」
◇土田真由香シニア記者 山=田中１年
「授業を受けて、みんなが信頼し合える
社会をつくることの大切さが分かりま
した。そういった社会をつくるために、
私は海外（中国など）への偏見をなくす
ように、海外の人と仲良くしたいと思い
ました」

特別授業として初
の農業体験が川越総
合高校の名細農場で、
九月六日、九月二〇日、
一〇月二五日の三回
ありました。参加者は
四年生一二人、五年生
三人、六年生三人。
最初の九月六日は、
種まきと野菜の収穫
をしました。まず、大
根の種を畠の二つの
穴に入れて、うめまし
た。
「なるべく深くほ
りすぎない」がポイン
トだそうです。次に川
越総合高校の人たち
が育てた、まんがんじとうがらし、ピー
マン、なすなどを収穫しました。
（増田
夢実記者＝名細小６年）
九月二〇日は間引きをし、最後の一〇
月二五日は高校生のお兄さんお姉さん
の指導で、ミニ大根を一人五本ずつ収穫
しました。
大根を水道で洗ったあと、倉庫で高校
生による
「野菜か
果物かを
当てるク
イズ」が
ありまし
た。
そのあ
と、農場
長の田中
忠明先生
の手づく

初の農業体験

ミニ大根を収穫しました

りのトン汁をごちそうになりました。

☆インタビュー

◇農場長の田中忠明先生
Ｑ 先生が農業の道に進んだ理由は？
Ａ ん…、家が農家だったからかな。そ
れで農業高校（総合高校の前身）に
進みました。
Ｑ この農業体験学習で何を伝えたか
ったのですか。
Ａ 生きものの命の大切さ、
食べるもの
の大切さを感じてほしかったこと、
それと、農業の大変さ、どういうこ
とをしているのかを知ってもらい
たいということかな。
◇さいたま市栄和小４年・見田息吹（み
た・いぶき）君
Ｑ 農業を体験してみてどうでしたか。
Ａ いままでがんばってきて、収穫でき
てうれしかった。
Ｑ 収穫した大根を、どのようにして食
べますか。
Ａ おでん。好きっていうわけじゃない
けれど、自分がつくったやつだから。
（土田真由香シニア記者 山=田中１年）

☆記者の感想

◇増田記者「とても暑かったけれど、
いいけいけんになりました。野菜にもい
ろいろな育て方があると知って、とても
大変だなと感じました」
◇土田莉子記者＝山田小５年「農業体験
はとても暑かったけど、種まきや野菜の
しゅうかくをしました。大好きな川越の
青なすを、ふくろいっぱいもらえたので、
うれしかったです。家でパスタと肉のは
さみあげにして、おいしく食べました」

