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　この科目は大学コンソーシアム京都に加盟する大学の１回生以上
を対象とする平和学講義である。平和に関する思想は古くからあり、
また哲学、政治学、法学などの諸学問が平和について考察すること
も古くからあるが、他の学問から区別される固有の学問として平和
学が始まったのは 1950 年代の冷戦期である。平和学とは「戦争
の原因と平和の条件を探究する学問」であるといわれる。平和学は
米ソ核戦争による世界の破滅を防ぐための知的営為として始まった。
1950 年代に他の学問から区別される固有の学問として始まったと
はいえ、平和学はさまざまな学問的方法を使う学際性を特徴として
いる。
　この科目は、大学生協寄付講座である。大学生協からの寄付によっ
て、全国から適任の講師を招くことが可能になった。毎週、いろい

ろな専門分野の専門家を講師として招いて、戦争と平和を問いなお
したいと思う。戦争と平和については、これまでもさまざまな研究や
考察があり、「もうわかっている」「聞き飽きた」「旧態依然」という
感想を持っている人が少なくないかもしれない。この科目は、そのよ
うなマンネリに挑戦し、戦争と平和の問題を新たな角度から考える
ことをめざしている。
　平和学は知識を獲得して終わる学問ではない。平和学とは、自分
自身の生き方を変革し、世界を平和的に変革するプロジェクトであ
る。この科目の履修を終えた学生諸君が、このプロジェクトに参加
することを切望している。平和学が発展するばかりで、世界が平和
にならないのでは意味がない。世界の暴力を少しずつ克服するため
に、この科目が何らかの役に立つならば、担当者としてうれしく思う。

● 近現代日本におけるさまざまな暴力 ── 植民地支配、ヒバク、
 　沖縄差別、シベリア抑留等 ── について理解する。
● 戦争と平和の問題に、いくつかの学問の方法で ── 文化人類学、
倫理学、建築学、メディア研究、心理学、ジェンダー研究等 ── 

　 アプローチする。
● 平和をつくる取り組み ── 賀川豊彦、大学生協、NGO等 ── 
 　について知る。
● 受講生自身が平和責任を自覚し、平和をつくる主体となる。

レポートを 3 回提出してもらい、それらにもとづいて成績評価する。
レポート提出締切は、第１回 5月18日、第 2回 6月15日、第 3
回 7月27日である。それぞれ、教室での直接提出のみ受け付ける。

立命館大学
大学コンソーシアム京都

特殊講義・大学生協寄付講座

平和を
問いなおす

戦争と

授業の概要

到達目標 評価方法

この科目は受講生に対する知識の注入をおよそ目的としていない。
教育とは知識の注入ではない。
教育とは自らの生き方・世界観を絶えず吟味し変革していくプロセスであり、教師はその産婆である。
この講義は学生諸君が自ら化学反応を起こすための触媒である。
この講義が学生諸君の世界認識・自己変革の手助けとなることを切に願っている。
また、学問とは常識批判である。学生諸君の「先入観を裏切る」講義をめざしている。

昨年に引き続き、立命館大学のご協力により

寄付講座「戦争と平和を問いなおす」を開講していただくことになりました。

　この講座は、立命館大学をはじめ

大学コンソーシアム京都加盟大学・短期大学の

学生を対象とした単位互換授業です。

また、聴講を希望される市民の方の来聴を歓迎いたします。
2012 年度前期
［ 会場 ］キャンパスプラザ京都

担当者 ／ 君島東彦（立命館大学）ほか

戦争と平和を問いなおす
受講のお申し込みについて

特殊講義・大学生協寄付講座

2012年4月6日（金）～7月27日（金）の各金曜日
18:20～19:50

開講日時

キャンパスプラザ京都／4階第3講義室（予定）

会　場

単位互換参加大学(立命館大学を含む約50校)に在籍する学生をはじめ、
一般社会人等、平和に関心を抱き、学びたい方。

受講対象

単位互換制度を利用される方へ

単位互換制度とは、加盟大学・短期大学の学生であれば「他大学が提供する正規科目
を受講することができ、それが自大学で単位認定される制度」です。
なお、単位認定のルールは大学・短期大学によって異なります。
詳細は「単位互換履修生募集ガイド」をご覧ください。
なお、出願受付は4月上旬までです。（詳しい日時は所属大学により異なります）
出願票は所属大学の担当窓口に提出してください.

□ その他お問い合わせ

京滋・奈良ブロック　事務局
〒606-8106　京都市左京区高野玉岡町23-3　
Tel 075-712-1156　
［ E-mail ］ knb@ma2.seikyou.ne.jp
［ U R L  ］ http://ksnet.u-coop.net/

□ 会場

京都市下京区西洞院通塩小路下ル
キャンパスプラザ京都
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［ 日時 ］4月6日～7月27日 各金曜日 5時限（18:20-19:50）

全国大学生活協同組合連合会



　私は長崎で被爆者について学び、核時代について考え、「長崎にあって哲学す
る」という思想的営みをつづけてきた。西暦2000年、新しい千年紀（第三千年紀）
にのぞんで、未来を切り拓いてゆく若い世代のために新しい思想が必要であった。
そうして「平和責任」(peace responsibility)という新しい概念に行き着いた。この
「平和責任」についてできるだけ詳しくかつ明晰に述べてみたい。あわせて、2011年
春の東日本大震災、とりわけ3.11フクシマ以後の今日における「平和責任」につい
ても言及してみたい。

平和と を
問いなおす

戦争
● 授業スケジュール

4月6日 （金）

　平和学とは戦争の原因と平和の条件を探る学問である。平和学はどのようにして
始まったのか。平和学の特徴は何か。いま世界の平和学はどのような状況か等につ
いて述べた後、この講座の趣旨、全体構成について説明する。

戦争と平和を問いなおす
　　─平和学講座をはじめる

君島東彦［立命館大学国際関係学部教授］

第1回 第5回 第9回 第13回

第10回 第14回

第11回 第15回

第12回

第2回 第6回

第3回 第7回

第4回 第8回

5月11日（金）

　石原吉郎（1915-77 年）という詩人がいる。8 年間のシベリア抑留から復員後、体
験を基にしたエッセーを書き残している。それは「戦後」社会を生きる日本人への
メッセージでもあった。石原は強制収容所での自らの体験と向き合ううちに、戦争や
強制収容所を生みだす存在としての「人間」について、問い詰めていく。その軌跡をた
どり、戦争と人間について考え、いまを生きる私たちへの問いかけを探る。

畑谷史代［信濃毎日新聞論説委員］

5月18日 （金）

　冷戦後の世界では、人道的介入の大義のもとに、内戦中および内戦後の国や地
域に対して国連と国際社会が積極的に関わり、人道援助、平和構築、戦後復興など
の事業を大規模に展開している。本講義では、22年間におよんだ内戦を経て、2011
年7月に独立した南スーダンを対象に、文化人類学の視点から平和構築と戦後復
興の問題を考える。

栗本英世［大阪大学大学院人間科学研究科教授］

詩人・石原吉郎を読む
─シベリア抑留者がとらえた
　戦争と人間

5月25日（金）

　「暴力と憎悪、不正に対して戦争に訴えることが道徳的に許されるばかりでなく必
要とされる場合もある」。9.11テロとそれにつづく反テロ戦争について、アメリカの一
部知識人はこのように述べて「正しい戦争」を支持した。しかし、戦争は地獄でしか
ないのなら、「正しい戦争」など存在するのだろうか。宗教的な意味での聖戦や単に
合法的な戦争とは区別される、道徳的に「正しい戦争」という考え方の可能性と限
界について考えてみたい。

戦争の倫理学

栁澤有吾［奈良女子大学文学部教授］

植民地支配と戦後日本 戦争の文化人類学 平和責任─長崎で考える

建築と平和

6月1日（金）

　原爆堂計画（1954-55）を作品化した白井晟一（1905―1983）の戦中戦後の軌跡
を軸に、建築と平和、建築家と戦争をめぐって考える。昭和戦前期に建築家は何を
考え、何をしてきたのか。そして、その建築的思索は、戦後建築の思想とどのように接
続するのか、考えてみたい。

布野修司［滋賀県立大学大学院環境科学研究科教授］

6月8日（金）

　近代世界が始まって以来、「戦争」はメディア最大の“売り”の材料であった。新聞
は戦争で読者を伸ばし、ナショナリズムと戦意高揚を煽って、戦争を止めがたくし
た。では今日、メディアは逆に、戦争を止め、平和を築くことができるだろうか。そのた
めに為さなければならないことは何だろうか。さまざまな例を引いて考えたい。

岡本厚［岩波書店『世界』編集長］

6月15日 （金）
高橋眞司［長崎大学客員教授］

NGOはいかにして平和をつくるか

6月29日（金）

　虐待やDV、性暴力などの問題に臨床心理士として取り組むなかで、戦後世代が
気づかないまま継承してきた戦争体験と暴力の問題に気づき、ドラマセラピーを始め
とする体験的心理学の手法を使った平和教育プログラムを試みてきた。その理論的
背景と南京における２回の実践報告を紹介し、心理学が平和に貢献する可能性に
ついて考えてみる。

村本邦子［立命館大学大学院応用人間科学研究科教授］

　舞鶴は明治の頃より海軍鎮守府がおかれ軍港都市として「栄え」てきた街である。
敗戦後は中国やシベリアからの引き揚げ者の受入れ港として、「岸壁の母」の歌詞に
みられるような人生のドラマが繰り広げられてきた所である。舞鶴には日本海側の唯
一の海上自衛隊基地もあり、現在もその役割は変わっていない。京都の大学生協は
毎年、舞鶴を平和学習のフィールドとして訪問してきた。大学生協がなぜ平和のこと
を考えるのか、舞鶴を通して戦争の姿と現在の平和について一緒に考えてみたい。

7月13日 （金）

　賀川豊彦は20歳から神戸のスラム街で献身した人物であり、いわば日本のマザー
テレサにあたる。弱者救済のため、労働運動・農民運動・協同組合運動・災害救助
活動などに従事した。その延長として平和運動にも貢献し、日本人で初めてノーベ
ル平和賞にノミネートされた。この講義では、受講生とともに賀川の諸活動と平和運
動について考えてみたいと思う。

名和又介

7月20日 （金）
横山治生［大学生協京滋・奈良ブロック事務局長］

平和心理学の可能性
─体験的心理学の手法を用いた
　平和教育プログラム

賀川豊彦と平和運動メディアは平和をつくれるか

7月27日（金）

　現在の世界において、平和をつくる主体としてのNGOの役割は決定的に重要であ
る。NGOはいかにして平和をつくるのか。核軍縮を実現しようと活動しているNGO、あ
るいは紛争地で紛争の暴力化を防ごうと活動しているNGOなど、いくつかの具体的
なNGO活動に触れつつ、NGOが平和をつくる方法について考える。また、日本国憲法
の平和主義とNGO活動の関連についても考える。

君島東彦［立命館大学国際関係学部教授］

大学生協の平和学習活動
─Peace Now 舞鶴の取り組みから

他者に依存する自分
─ケアの倫理に立脚する平和構想

7月6日（金）

　人は誰でも、誰かから生まれ、誰かに世話され育まれるがゆえに、実は非常にもろ
い存在である。しかしながら、これまでの政治学は人間の脆弱さには向き合わず、む
しろ、軍事力を配備することで、この事実を見えなくしてしまっていた。講義では、女
性たちの経験から生まれた「ケアの倫理」の意味を理解しながら、まず自分の身体や
他者との関係性を振り返ることで、「安全保障」とは異なる平和の在り方、あるべき
平和的世界について考える。

岡野八代

4月13日（金）

　戦前の日本が植民地として支配した朝鮮・台湾は、日本の敗戦後、日本の領土で
はなくなったが、植民地支配がもたらしたさまざまな問題は、解決されたわけではな
い。この講義では、日本に住むことになった旧植民地出身者（在日朝鮮人・台湾人）
の参政権問題、日本国憲法との関係などの問題を通じて、戦後日本の国家・社会の
あり方と植民地支配の歴史との関連性を考えることとしたい。

水野直樹［京都大学人文科学研究所教授］

4月20日 （金）

　広島・長崎への原爆投下の際、米公式見解では 広島・長崎の場合空中高く爆発
したため放射線の影響はたいしたことがないとしていた。それ以来残留放射線や内
部被曝の影響は過小評価されたまま今日に至っている。ヒバクする側ではなく、米核
戦略に追随した形で「国際的」「科学的」なヒバク基準が作られている。本講義では
広島・長崎での被爆問題やビキニ水爆被災を検証し、いま福島第一原発事故に
よって起こっている事態を考えたい。

ヒバクについて考える
─ヒロシマ、ナガサキ、
　　　　　ビキニ、フクシマ

高橋博子［広島市立大学広島平和研究所講師］

4月27日 （金）

　2010 年、米軍基地の県外移設を沖縄人の前で約束した鳩山首相が辞任するま
で、普天間基地をめぐる混乱で明らかになったのは、ほとんどの日本国民は米軍基
地を本土に受け入れず、沖縄を犠牲にして「本土の平和と繁栄」を享受しようと考え
ていることであった。本講義では「沖縄問題」とは「沖縄差別問題」であり、沖縄に対
する差別は構造的、歴史的なものであることを示し、差別から解放される方法につ
いて論じたい。

〈沖縄問題〉とは何か
─沖縄に対する
　構造的差別について考える

松島泰勝［龍谷大学経済学部教授］ ［同志社大学大学院
    グローバル・スタディーズ研究科教授］

［同志社大学教授、
  大学生協京滋・奈良ブロック会長］

● 教科書／特に指定しない。
● 参考書
『平和学を学ぶ人のために』君島東彦編、世界思想社、2009年／『在日外国人──法の
壁、心の溝（新版）』田中宏、岩波新書、1995年／『新装増補版　封印されたヒロシマ・ナ
ガサキ』高橋博子、凱風社、2012年／『琉球独立への道』松島泰勝、法律文化社、2012年
／『シベリア抑留とは何だったのか──詩人・石原吉郎のみちのり』畑谷史代、岩波ジュ
ニア新書、2009 年／『未開の戦争、現代の戦争』栗本英世、岩波書店、1999年／『戦争
倫理学』加藤尚武、ちくま新書、2003年／『白井晟一　精神と空間』白井晟一、青幻舎、
2010年／『ナガサキから平和学する！』高橋眞司・舟越耿一編、法律文化社、2009年／
『戦争によるトラウマの世代間連鎖と和解修復の可能性──国際セミナ－「南京を思い
起こす2009」の記録』村本邦子編（立命館大学臨床人間科学オープンリサーチ研究セン
ター研究シリーズ19）、2010年／『フェミニズムの政治学──ケアの倫理をグローバル社
会へ』岡野八代、みすず書房、2012年／『賀川豊彦』隅谷三喜男、岩波現代文庫、2011年
／『憎悪と和解の大江山──あるイギリス兵捕虜の手記』フランク・エバンス著／糸井定
次・細井忠俊訳、彩流社、2009年／『非武装のPKO──NGO非暴力平和隊の理念と活
動』君島東彦編、明石書店、2008年
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