
「戦争の加害」パネル展・アンケート

(アンケート用紙内容）

①あなたの性別は（〇で囲んでください） 男性 ・ 女性 ・ 答えたくない

②あなたの年齢は 10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代以上

③住所 市内、市外（ ）

④何でお知りになりましたか【チラシ、新聞（神奈川、東京、毎日、朝日、読売、赤旗、社会新報、

新社会）、ウェブ、友人、週刊金曜日、その他（ ）】

⑤ご感想【パネル（平頂山、南京大虐殺、重慶大爆撃、毒ガス戦、731部隊、マレー侵略、日本軍「慰

安婦」、強制連行、沖縄戦等）、DVD上映、歴史解説コ－ナ－】

★ご要望（講演、その他のリクエスト等）

★よろしければ、連絡先をお書きください。（メルアド、住所、氏名等）

ご協力ありがとうございました。

※以下 1枚1枚のアンケート用紙に通し番号を付け、⑤ご感想と【要望】がはじめに書いてありま

す。（ ）内は ①性別、②年代、③住所、④何でパネル展を知ったのか【 】は〇のついたパネ

ルの順で記載しています。

2020 年 7 月 27 日（月）
1、なし（女性、70代、市内、東京新聞、友人）

2、毎年お邪魔しています。どこの国でもあったということを逆にとらえる人が多すぎて困っていま

すね。どこでも起こり得て、今の各地の紛争地で行われているから戦争はゼッタイにいけないんで

す。

慰安婦問題には直接関わっているのですが、徴用工問題にしても、当時の日本人（まだましだっ

た！？）の問題であり、今の「生活保護を受ける」として「風俗行け」と言われた日本人女性の問

題であり、今の外国人労働者と多少のましなだけのブラック企業に勤める日本人の問題なんです。

ここで書いてもしょうがないのですが、若い方々こそこの繋がっている事実に気が付いてほしいで

す。（不明、50代、町田市、チラシ、友人、週刊金曜日）

3、戦争の事実、毒ガス兵器の脅威、日本でも瀬戸内海の大久野島という小島で製造されていたとは

驚きで嘆きます。

【要望】パネル展もまだまだ発表されていないもの、残された資料がいつか日の目を見ることを祈

る。（男性、70代、川崎市、友人）【毒ガス戦、731部隊】

4、圧倒される素晴らしい展示、ありがとうございました。昨年埼玉小川町「平和のための戦争展」

で『沖縄を知り、考え、行動する』という内容の展示を担当しましたが、反省会で、被害と共に“加

害”についても展示すべきと主張、担当する予定でしたが「戦争展」自体が中止になりました。昨

日『うりずんの雨』という映画を見た際も「何故ガマの中で、親子兄弟が斬りあい、自決した」と

いう問いに対して、日本の軍隊が「アメリかに捕まったら、ひどい目に合う。凌辱されたり、耳や

鼻も切り落とされる？？」と言ったのは、日本軍が中国大陸で自分たちがやってきたから、やられ

ると考え、沖縄の人たちに言い続けたのだとのことでした。素晴らしい展示、本当にありがとうご

ざいました。（男性、70代、埼玉県小川町、ウェブ）

5、戦争の加害については知っていたつもりでしたが、改めてその事実の生々しさを知り、ガクゼン

としました。特に南京大虐殺、慰安婦の方に、強制連行のテーマのところがわかりやすい展示であ



ったと思います。こういう企画をあちこちで開催して下さるとありがたいです。松代大本営に関す

る天皇の発言には本当に腹が立ちました・・・・。今からでも遅くないのでもう一度日本は、日本

人は天皇の戦争責任について考えて、問い詰めていかないといけないと思います。

【要望】今後、旧満州での女性の性被害（性接待の強制を含む）についても展示して下さると、戦

争の真実について多くの人々が理解できると思います。（女性、40代、相模原市、ツイッター）

7月28日（火）

1、ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった。私は、共産主義者では、なか

ったから・・・・・（中略）そして、彼らが私を攻撃したとき、私のために、声をあげるものは、

誰一人残っていなかった。

【要望】確かに様々な議論やとらえ方のあるテーマではあります。しかし、「様々な議論」「中立」

「どっちもどっち」などの言説や圧力を気にせずに、皆さまが確信をもっておられることを、これ

からも発信しし続けてください。応援しております。（不明、40代、市内、ウェブ）

2、朝鮮人の満州移民について、朝鮮民族の満州強制開拓移民について、鮮民満州移民の解説者の声

が小さくてよく聞き取れなかった。（男性、80代、藤沢市）

3、もっと、関心ある人が増えなければ？

【要望】「従軍慰安婦」セミナーで、同一フロアの別の場所のセミナー（？）の話し声が重なり、

聞きづらかった。同一フロアでのセミナーが重ならないようにしてほしい。「北朝鮮拉致被害者を、

どうしたら救えるか？」今の運動は右翼の人ばかりで、進展できない。（男性、70代、武蔵野市、

チラシ）

4、なし（70代、男性、市内、朝日新聞）【毒ガス戦、日本軍慰安婦、強制連行】

5、毎年、見に来ていますが、大事なことが多く展示されていて学習になります。繰り返し、繰り返

し頭と頭と心の中に入れていくのが大事ですね。

【要望】先生の声が小さく分からなかったです。（男性、60代、横須賀市、チラシ）

6、

・椅子が離れているし、先生もマスクをしておられるので聞き取りにくかった。小さなマイクを使

用してほしかったです。

・慰安婦コーナーの説明、一時間は長かった。

・朝鮮人移民コーナーは30分で終わり、あと質問が出て良かったです。

・琉球処分のコーナー、王印などの資料が良かったです。中学校の教科書の展示は字が小さく見に

くく残念でした。

・『ウサギと化学兵器』の本を買いました。ウサギが大好きです。ウサギ島に行ってみたいです。

「ウサギ島」と私が言うと友人は「毒ガスの島だ」と言います。ハッピーなウサキ島であってほし

いです。いつまでもいつまでも・・・・去年よりパネルがきちんとしていて見やすかったです。（去

年はパネルがピラピラしていて光って見にくかった。

・皆様お疲れさまでした。有難うございました。

【要望】中学生、高校生たちの意見や研究をも取り入れて若い人達が見に来れる、ともに考えられ

るようにして、次の代にひき続けられるようにしたらいいと思います。

（不明、70代、横須賀市、友人）

７、学校では絶対教わらないことで、初めて知ったことがほとんどでした。政府が隠そうとしてい

ることだから、学校できちんと教えてもらえないのもある意味当然ではありますね。けれど、あの

歴史は私たちが目を背けてはいけないものであり、2度と犯してはいけない過ちだということをあと

少しで選挙権を持つ私たち高校生は知らないといけないことだと思います。戦争というのは、人の

心を狂わせ、人殺しを何とも思わないもしくは快楽と思わせてしまうものです。私は、あの現場に

いてもそうなってしまうでしょう。戦争が始まってからでは遅いため、正しい歴史の知識を持って

選挙に参加し、戦争を防ぐ義務が私たちにはあるのだと思いました。（男性、10代、川崎市、知人）

7月29日（水）



1、敗戦から75年が経過し、戦争犯罪の風化が言われています。加害の記録を次世代に伝えていく

ことは大事なことと思います。大日本帝国の指導層は敗戦後も生き残っており、現在の日本支配層

とつながっていると思います。このことが、今の日本社会の不幸の源となっています。

（男性、60代、埼玉県、週刊金曜日）

2、知っていると思ったことが、あまりにも無知識だったことを思い知りました。戦争は人間のさが

なのか、間違っていても多くの声が流れに従って加担していくのが人間。今の戦争が無くならない

世界。人類（人間）は自然環境を自己利益のために破壊して、強い人間本位社会を作っていく。地

球にとって人間は必要なのか？コロナによる反撃、災害による人間滅亡化、どうしたらよいのでし

ょう。（男性、60代、逗子市、フェイスブック）

3、731部隊や慰安婦のことは知っていましたが、他にも知らないことがたくさんありました。最近

映画で「主戦場」「沖縄スパイ戦」を見て、少しずつ若い人にも問題意識が広がっているように思

います。

【要望】入場料を少しでもとって、今後も続けてほしいです。

（女性、40代、静岡県小山町、ウェブ）

4、普段は全く目にしたことのない資料がほとんどでした。改めて戦争の醜さを知るいい機会となり

ました。それにしてもこれだけの資料を収集保管・展示するためにはいろいろな人々の協力があっ

たものと思います。このような展示会開催にこぎつけた皆様に感謝します。（男性、70代、栄区、

友人）

5、（南京大虐殺）身勝手な理由で民間人までも殺害することに驚いた。戦争だから仕方がないと思

ったが、人を殺すということが、軽く思えてしまう。心のリミッターが外れることでこんなにも簡

単に多くの人を殺せてしまうことに恐怖と感じた。（男性、20代、東京、友人）

6、平頂山事件と重慶無差別爆撃については全く知らなかったので、恥ずかしく思いました。また、

毒ガス兵器以外の具体的な症状や遺棄された毒ガスによる被害についても知りませんでした。「日

本は中国でひどいことをした」と知っていても、どのような加害かというと、南京大虐殺ぐらいし

か知らず、（それも大まかにしか）今回映像を含め日本軍のした残虐な事実を具体的に知り、受け

入れるのがとても辛かったです。また、日本軍が南京にいたときに、食料の支給がなく、上官から

の虐待もひどかったというパネルを見、父から母へのDV、母から子への虐待の様な上から下に流れ

る加害の構図が説得力を感じました。（女性、40代、練馬区、ウェブ）

7、大変見応えのあるものでした。（不明、50代、板橋区、）

8、なし（女性、30代、市内、ツイッター）

9、毎年来場していますが、今年は南京事件に関するパネルが更新されていたように思います。南京

の城内・外の地図や問「本当に事件はあったのか？」「なぜ起こったか？」の説明パネル１はとて

も良かったと思います。平頂山事件についても終戦までは日本軍の目が怖く、口をつぐまざるを得

なかったこと

などは初めて知りました。この事件についても「否定的な意見（論）があり」、その言い分をもう

一度調べたいと思います。植民地朝鮮から「満州」へ渡った朝鮮人移民、植民地化以前、「満州国

設立以前」から、日本の影響下にない満州に移り、抗日の場所になっていて、戦時中はその対策と

して移民政策をとったことなど勉強になりました。ありがとうございます。（60代、男性、横須賀、

友人）

10、図・わかりやすい解説もあり、良いパネル展だと思います。しかしこのような歴史を否定する

人たちに本当は見てもらいたい。

【要望】字が小さいところもあったので、もう少し大きくしてもらえるとありがたいです（老眼）。

（50代、不明、川崎、ウェブ）

11、平頂山・南京大虐殺等々私は全て事実であると認識しているが、今の日本人の知識の現状から

いうと、反中国批判で多くの人が間違った認識をしている。特に安倍政権は排外主義をあおってい

ると思う。我々は、歴史を正しく、認証せねば。教科書の展示会に行き、育鵬社の中学社会もひど

いが、自由社の公民は全くひどく、戦後の人権教育を否定している。

【要望】皆様、ご苦労様、がんばりましょう。

（男性、70代、市内、チラシ及び赤旗）



12、重慶には、1993年に訪問したことがありましたが、大爆撃の全体像は知りませんでした。それ

ぞれのパネルごとの年表がありますが、全体の年表があるともう少し流れが分かってよいと思いま

す。平塚、寒川、登戸など県内にある「加害」実態を掘り起こすのも、一つの方法かもしれません

ね。（70代、男性、市内、チラシ）

13、今日は、勉強させていただきました。毒ガス、細菌兵器と知っていましたが、細かいところ知

らない部分も多数あり、不勉強を痛感いたしました。平頂山・731等現在の地図（詳細）との比較

が詳しくされていると、さらにわかりやすかったように思います。大変ありがとうございました。

登戸を含め行こうと思って実現していないところがあるので、この機会に是非行っておこうと思い

ます。（男性、60代、市内、歴教協会報）

14、戦争の実態が、分かるようにパネルで展示されており、戦争についてまだまだ知らないことが

たくさんあることを実感しました。今年はコロナの影響もあり様々な集会などが中止になっていま

すが、決して今の私たちにも無関係ではないので、このようなことにも目を向けていかないといけ

ないと改めて思いました。

【要望】戦争体験者の方が少なくなって来ているので、貴重なお話など聞く機会があると良いと思

います。

（女性、40代、市内、チラシ）

15、かのマッカーサーがのたまいました「敗戦時日本人の精神年齢はアングロサクソンが40才なら

ば日本人は12才だ」と・・・・75年過ぎ今やチコちゃん並みの６才に進化、退化とも云うことに

なってしまいましたとさ。

国民性や民度を考えるとこの展示は受け入れられないと思いますが、何度も何度も繰り返す必要

があると思います。それと、今、市長のリコール運動をやっていますが、その運動をしている方々

にも、林市長に投票した方も大勢おられると思いますが、後援者や政党を見れば、カジノ推進は明

白だったのに、今更なんだという思いです。選んだ責任、だまされた責任があります。草々。

（不明、60代）

16、それぞれ貴重な資料で学べました。コロナ禍でも開催できましたことに対し主催者の皆様に敬

意を表します。引き続き、開催してください。多分、今の若い世代は、これらほとんど知らないの

ではないかと推察します。若い世代に是非とも周知されますようお願いします。ありがとうござい

ました。（男性、50代、市内、チラシ、友人）

7月30日（木）

1、説明していただき良く分かりました。ありがとうございました。このようなパネル展を開いてく

ださる努力を感謝します。（男性、80代、市内）

2、今朝の新聞を見て、ここに来ました。昼には帰らなければならないので、1時間も見たら帰る予

定でしたが、1時間半見学しました。それでもこれらの資料を見て読むのには時間が足りませんでし

たが、またこの展示館が次も開催されることを願って今日は帰ります。戦争は本当に人を人でなく

してしまいます。日本は被害だけでなく加害の多くあったことは何となくわかっていたつもりです

が、あまりのひどさに自分の想像の甘さを反省しました。そしてこれらのことがほとんど日本で知

らされず、日本人は知らないことをとても恥ずかしいと思います。中には加害を反省する日本人の

言葉もありましたが、どんなことがあっても許されない行為ではなかったと思います。でも、そう

したことが

起きてしまう戦争は絶対に起こしてはならないと改めてよく感じました。

【要望】またこの展示会を続けてほしいです。今日のように夏休み（今年は違うけど）がいいです。

スタッフの方々が丁寧に解説して下さり、なお理解できました。この展示会に感謝いたします。

（女性、60代、藤沢市、神奈川新聞）

3、毎年拝見しております。戦争の後始末もまだできていない日本に皆様のご尽力に敬意を表します。

今年はまた、平頂山事件について知ることができました。次回は友人たちに働きかけ、一緒に来た

いと思います。むやむやにされていく大日本帝国の残虐な行為を私たちは見据えて、伝えていく必

要があると思います。（不明、年齢不詳、不明、友人）

4、強制連行の背景と現在も歴史的事実を認めない人の主張を対比してあり、理解の助けになった。

平頂山事件、現代も続く毒ガス被害など、知識の足りていない問題について、平易にまとめられて



いて、有益だった。昨年も来場しましたが、今年も充実の展示に来たかいがありました。皆様の取

り組みに敬意を抱いています。（男性、50代、東京、ウェブ）【平頂山、毒ガス、強制連行】

5、とても良い企画でした。ビデオの治安維持法は法の怖さを実感できました。

【要望】照明が暗いので、私のように目が悪いとよく見えない。

（女性、80代、市外、フェイスブック）【平頂山、毒ガス戦、日本軍慰安婦】

6、今の日本では多く語られない戦争の加害を少しでも知ることはこれからの国の在り方、自らの生

き方を考えるうえで大変重要であると感じました。パネル自体も難しすぎず、大変簡潔になってお

り、わかりやすいと感じました。

（男性、20代、市内、友人）

7、第2次大戦は私の親世代で、私は戦後生まれです。中国、朝鮮への加害については現地へ行った

り、本を読んだりして、学んできたつもりでした。今回の展示で初めて知ったのは沖縄戦の後、強

制連行されてきた多くの朝鮮の方がアメリカ帝国軍によって解放されることなく、再度支配された

ことです。沖縄の方も大変な地上戦で4人に1人の方が亡くなったのですが、戦いが終わっても旧

日本軍によって殺されたり、アメリカ軍によって酷使され慰安婦にされた。ひどいです。帝国主義

軍隊の本質は変わらないことを学びました。

（女性、60代、市外、東京新聞、ウェブ）【沖縄戦等】

8、4月からの延期開催、ありがとうございました。昨年よりも手書きのものが改善されて、展示物

が見やすくなりました。昨年の感想を生かしていただいて感謝申し上げます。今回のコロナウィル

スの発生地武漢が日中戦争の最大の戦闘で、毒ガスを使用していた事、細菌戦の歴史など、すべて

今につながっていることを改めて痛感し、このような歴史をメディアが取り上げないことに暗澹た

る思いがいたします。昨年の展示で、重慶爆撃を井上成美主導したことを知り、それまで井上成美

は海軍の良識派と理解していたため、ショックを受けましたが、良識のある井上でさえ、戦争の中

では、このような無情な作戦を行ってしまうことが、戦争の恐ろしさであると痛感しました。今回

の展示の中には井上成美のことは出てなかったようですが、そういう意味ではとても大切な人物だ

と思うのでまた取り上げても良いのではないかと思います。（教育者としては素晴らしい人なので

ご遺族はご不快かもしれませんが・・・子供はいなかったかも？）海軍の毒ガスの保管場所として

「神奈川県の池子」という表記になっていましたが、「神奈川県逗子市池子」として方がわかりや

すい思います。

【要望】

・ガイド付きの戦跡ツアーなどがあったら参加したいです。

・YouTubeの「今に生かせ」という番組がとても良いのでその先生を講師にお招きしていただきた

いです。

・コロナ対策で映像室の窓を開けてくださっていると思いますが、外の音で音声が聞こえづらくな

っているので、もう少し音量を上げていただくと良いと思います。

・甘粕正彦や里見甫などがかかわる、岸信介もアヘンについても取り上げられると良いと思います。

日本はアヘンでできた国です・・・・残念ながら・・・

（女性、50代、市外三浦郡、メールマガジン）

9、すべて悲劇だと思います。集団という恐ろしさ、何事も加速がつくヒト科の終着点の様、地球は

ヒト科により滅亡するだろう。

（男性、80代、不明、神奈川新聞）

10、なし（女性、70代、市内、神奈川新聞）【重慶大爆撃、毒ガス戦、マレー侵略、日本軍慰安婦

（悪いことをしたんですね）】

11、なるべく知りたい、知ることから始まると思い、本を読んだりしているが、このような形でま

とまっているとさらに胸に詰まるものがあります。データだからこそ、感じるものがあるというの

か・・・・。毎年来ていますが、いろいろなことが全然解決されるどころが、新しいことが起きて

いることに絶望も感じますが何かしなければ？思いました。まずは教科書から※印スタッフの方に

お話を伺えて勉強になりました。ありがとうございました！

（女性、50代、市内、メール）

12、加害と一言ではくくれない指導者の罪を見ました。アジア各国に顔向けできないと思うことば

かり。昨夜、吉永小百合さんがクローズアップ現代で「忘れない、伝えよう」と語っていたのを思



い出しています。戦後です、今は。戦前にさせぬように頑張りましょう。今日来れてよかった。あ

りがとうございました。

（女性、70代、市内、神奈川新聞）

13

・本当にすごいことをやっていたんですね。

・戦争はしてはいけないのだ。

・７３１部隊はすごいことをやっていたのだね。

（男性、80代、不明、神奈川新聞）

14、全体的にカラフルで読みやすく過去の展示内容を含め改めて知る事柄も多く、参考になりまし

た！ありがとうございました。

（男性、70代、市内、チラシ・友人）

15、日本の戦争責任や加害の歴史についてある程度は、知っていたつもりだが、改めて、写真や文

書（史料）と見ると、非常に心打たれるものがある。日本も先の大戦で大きな戦争被害を被ったも

のの、こういった「加害」の方の視点を知ることは、我が国の今後、いかに同じ歴史を繰り返さね

いようにできるかを考えるうえで極めて重要だと感じた。今の日本社会にはびこる歴史修正的な風

潮に一石を投じるような素晴らしい展示でした。

【要望】もっと展示を長くやってほしい。プラス他の会場でもぜひ。そもそも知らなかったのでも

っと大規模にPRしてほしい。

（男性、20代、川崎、通りすがり）

16、重たく胸が痛む展示でした。しかし、とても大事なことばかり。今、日本の戦争犯罪を明らか

にしないと大変だと感じました。なぜなら、アベ政権は、何がなんでも憲法９条をなきものにして、

戦争のできる国にしようとたくらんでいるからです。日本の加害を無かったものにして、過去を清

算し、戦争への道へと進もうとする流れに抗して、みんなで力を合わせなくては！！と思います。

貴重な展示をみることができ、ありがとうございます。

（女性、70代、市内、けい草塾の講演会）

17、よく集めてくださいました。もっと多くの方に見てもらいたいです。

（不明、80代、市内）

18、これだけのすさまじいことを日本人がやったということに毎回ため息がでます。これらを指揮

してきた大元帥が戦後も大切にされ、その子孫もまた年に数百億円も国から支給されているのは、

おかしくありませんか？「昭和天皇は平和主義者だった」なんて・・・・メディアに繰り返し流れ

ています。これっておかしくないですか？

（女性、70代、市内、チラシ）

19、〇をしたもの（南京大虐殺、731部隊、日本軍慰安婦）は、研究所を読んで知っていましたが、

写真・証言など目の当たりにして改めて加害の大きさを実感しました。日本もドイツのように被害

者や被害国が納得するまで、謝罪補償を続けるべきでしょう。広島・長崎の記録集のように大判の

関係資料集を作って普及すれば事実が広く知られます。事実を事実として受け止める事、事実を広

く知らしめることで、初めてスタートラインに立てると思います。被害の体験を展示したり、語る

会は多いのですが、こうした加害の展示は非常に有意義であると思います。

（男性、60代、市内、友人）

20、毒ガス戦のことが詳しく知ることができて良かったです。

【要望】

占領下の台湾のことも知りたいです。

（女性、20代、市内、SNS)

21、改めて勉強させられました。DVD 731篠塚さんの話も感動です。自身が多くの人を実験のため

殺害し、その後人間性を取り戻した話は説得力のある話でした。平和の尊さ、絶対戦争してはなら

ない。自身が自身の思いを後世に伝えることの責任・・・・・・。時間があれば再度入館したい。

このパネル展に。

（男性、60代、市内、神奈川新聞）【731部隊】

22、よく書かれていますね。マレー侵略について、現地に友人と調べています。ペナンの友人は、

当時の衣川毅夫と栗田朝一郎を調べています。



（男性、60代、町田市、メール）【マレー侵略】

23、韓国の安倍首相の土下座像はどう思うか？

（男性、40代、市内、通りすがり）

24．パネル毒ガス戦を日本側も行っていたとは知りませんでした。南京大虐殺は 写真は合成だ!等

と言われていて、どちらが本当か知りませんでしたが、日本軍も認めたとあったので真実が分かり

ました。ＤＶＤもちょうど南京のものを観れて良かったです。これから仕事なので、もっとＤＶＤ

を観ていたかったです。

【要望】日本の歴史として、戦争の展示会は好きで、興味があります。また行なって欲しいです。

（男性、40代、市内、神奈川新聞）

7月31日（金）

1、今回平頂山展示があるということで参加しました。私は1985年と2002年の2回、現地を訪問し

ていますが、15年戦争の始まったころにこの事件が起こされたことに注目しています。南京虐殺や

731部隊、三光作戦などは誰でも知っていますが、この平頂山事件の取り上げていただいたことは意

義がありますね。日中不再戦、日中友好のために大切なパネル展です。今度とも継続を望みます。

【要望】

同時に今日ヘイトスピーチが行われていますが、民族排外主義、差別主義との戦いが重要ですので、

今後の展示を希望します。

（男性、60代、市内、神奈川新聞）

2．戦争、侵略の残虐さ、当時の方々の言葉で言い尽くせない苦しみを、少しですが知ることが出来

ました。貴重な資料だけでなく、スタッフの熱意ある説明を聞くことが出来、とても良い経験をさ

せていただきました。戦争は人間の心を奪う恐ろしいものです。世界中どこにも戦争がなくなるよ

う願わずにはいられません。日本は過去の過ち、事実を明らかにして認め、責任をとるべきです。

今の政権で実現できないのであれば、若い世代に正しい歴史を学ぶ機会を与え、未来の世代に託し

て欲しいと思います。

（女性、50代、市内、社会新報、Ｉ女性会議）

3．何でこんなことをしたのだろうかと思いました。終戦時5歳でした。戦争に負けて何の意味があ

ったのか。当時の狂った人間が多かったのでしょう。加害者と被害者がいるが、立場はいつでも変

わってしまうので、こんな事はもうしない社会を続けて行きたい！！

（男性、80代以上、市内、神奈川新聞）

4．なし

（男性、70代、市内、社会新報）

5．大変充実していて、時間が足りませんでした。ありがとうございます。

（女性、20代、市内、ウェブ）

6．どうしたら子どもたちに平和を大切にする気持ちを育てられるか。―戦争の悲惨さだけでなく、

（被害の歴史、加害の歴史）を伝えたいと思っています。そのためには、まず自分が学ばないと。

私自身ここにあったパネルの事実をほとんど知りませんでした。貴重な資料とスタッフの方の説明

が大変ありがたかったです。継続してほしい取り組みです。ありがとうございました。

（女性、50代、千葉県、チラシ、友人）

7．【要望】今後もつづけてほしい。よろしくお願いします。

（男性、60代、市内、神奈川新聞）

8、自分が日本の歴史や戦争のことを学んだのは高1まででした。理系なのでしばらく戦争について

学んでこなかったのですが、ここ数日パネル展開催中の看板を見てこの機会に触れてみようと思い

ました。教科書にはおそらく載っていないだろうことがたくさんあり、無知は怖いなと思いました。

戦争を体験して人が減っていく中で戦争を知らない人が増えていく中学校の勉強だけでは戦争の悲

惨さや残酷さを知ることができないことを痛感させられました。見ようと思ったこの一歩が自分に

合って良かったなと思ってしまいました。

正直大きなことをしようとは考えられませんがこれらの事実をおぼえて知っているだけでも大切だ

と思い深く心に刻もうと感じました。2000年代の動きがこれからの新聞などに新たな動きや情報が

載って被害者たちの気持ちが少しでも晴れてほしいです。ありがとうございました。



（10代、市内、その他・通りすがり）

9、これだけの資料を集めコロナ禍の中でパネル展をなさったことに敬意を表します。昨日（7月30

日）NHKのクローズアップ現代プラスで戦争の資料を集めた資料館が次々と閉鎖に追い込まれている

ことを改めて知りました。戦争の記憶がどんどん薄れていくこと、とりわけ日本の加害の歴史を直

視する人がどんどん減っていくことに暗澹たる思いです。20年以上前に都立の平和祈念資料館の建

設が企画されたとき都議の一部が自虐史観であると反対し建設計画はストップし、集めた膨大な資

料は倉庫に収まったままであることを知りました。日本の加害の歴史は遠ざけられ韓国や中国がい

くら日本に反省を求めてもただ反発する人が増え続けるであろうことを危惧します。

（70代、市内、チラシ）【平頂山、その他すべて】

10、【要望】活動を頑張ってください。

（男性、60代、市外、友人）

11、毎回拝見しております。年々充実し、また見やすくなっていると思います。対馬丸に異母兄弟

が乗っていて今回まじかで写真を見ることができました。ありがとうございました。

（女性、60代、市内、ウェブ）

12、最終日の午後3時、展覧会場での見学者は10名と盛況でした。少し驚いたのはDVD上映室で私

も含めて７名が見ていた事。「日本が占拠した海南島」の証言構成内容でした。次々と虐殺した村、

集落が出てくるので一体何名が日本軍によって殺されたのか軍属の“朝鮮人”が幾人亡くなられた

のか、ビデオを見ていくうちに、総数が分からなくなりました。一昨日韓国の私設パークで少女像

にひれ伏す安倍像が問題となっていましたが、海南島だけで土下座増は最低100か所作るのが正し

いかと。

これもあれも、戦後政府の戦争総括が誠実になされなかったことに起因しています。

（男性、60代、市外鎌倉市、その他）【重慶大爆撃、沖縄戦等、DVD上映】

13、マル印はかつて訪れたれたことがあり、身近にも感じ考えさせられる。また、写真も多いので

見るのが良かった。今日の問題として取り上げようとして裁判・補償問題パネルだけでは分からな

いところがあるが大事か。ただ、小生のフィールド台湾植民地・台湾人戦犯、インド洋、アンダマ

ン、ニコバルもこの頃視野に入れたいと残りの仕事に抜刷を一部置いていきます。

（答えたくない、70代、市内、チラシ、その他日中友好協会）【平頂山、南京大虐殺、731部隊、

マレー侵略】

14、

①被害を受けた人々の苦しみを「自分のものにすることができる人」とそうでない人とはどう違う

のだろうか？苦しい現実（目をつぶりたい）と目をふさがないことが大切なのですよね。

②「黒人の命も大切（Black lives matter）」運動が沸き起こっていますが、日本ではマスコミを

見ている限りまだなようです？

③奴隷解放を行おうとする北とこの制度を廃止したくない南とで国内で「南北戦争」を戦った米国

ではどんな議論がされていたのでしょうか？（黒人奴隷を逃がす手助けをした白人も多くいた（注

１）」それに対して「黒人を虐殺して楽しんでいた（白人もいた）」

④私は日本軍が戦争中刺殺訓練を初年兵に大々的にさせた事を初めて聞いた時、頭の中で「何がこ

んなことをさせたのか？」「まるで悪魔だと思いそれをまるでなかったことのように隠している日

本社会というものの不可思議を考え続けてきました（注２）。

⑤「『慣れ』は恐ろしい」一回目はガクガク震えたが、二回目以降は面白うなった」と兵士の体験

談を聞きました。でも、やらなかった人もいたとも聞いたことがあります。

⑥それに慣れないと生きていけないので、慣れてしまうのでしょうか？

⑦つまり、構造の問題、（政治の問題）なのでしょうね。悪い人物が上に立つ社会ではこうなって

しまう、かぶる帽子を賢く選ぶ国民の民度を全体で上げないと非情な人物を帽子としてしまう。地

道にコツコツと持続していると（積算効果）を信じて努力を続けていかないと分かっていても実行

は難しいです。今回本当によくこの展示会を開いてくださいました。遠くから駆けつけてきました。

感謝しています。私も身近なところで一人でも二人でも語りかけていきたいと思います。

注１．この実例を挙げてほしい。

注2.刺殺しなかった人、虐待から中国人をかばった人。



「宗教を理由として拒否した人がいた」を知った時、（厭戦（えんせん）兵士の〇〇のチラシ

で見たことがあった）希望を感じて。

◎クエ－カ－教徒（ペンシルベニア州を拠点にした移民集団がいた）は良心的徴兵拒否の運動

をして、法制化したという。

☆平和主義者。世の中に流されず貫いた人たちの具体例をもっとこういう展示会の中に平行し

て資料をのせていただけると温かい気持ちになれます。私もさがしてみます。

（女性、70代、東京都世田谷）

15、衝撃の写真が多く、日本軍のひどさ改めて思い知らされました。加害責任をとらない国はほろ

びます。今日は時間が少なくじっくり見ることができませんでした。来年もぜひ開催してください。

知人にも紹介したい。

（女性、70代、市内、チラシ）

16、日本の誤ち、中国・韓国は歴史の時間をかけて教えているそうですが、日本は“なかった”“知

らない”と学生が答えるほど、何も教わっていない。子供たちにあったことを浅くても広く教える

べきで沢山の命が失われた“戦争”を考えさせるべきだと思う。日本の学生が中学や韓国の学生と

話した時に、“何で知らないんだと！”と怒らせないように。

【要望】事実でない教科書が出回らないよう監視する補助ができたらよいですね。その為にも家永

三郎さんのことはもっと知らなくてはいけない。（私も忘れかけていたから）

(女性、70代、横須賀市、神奈川新聞）【平頂山、慰安婦、強制連行】

アンケート枚数 計68枚（27日5枚、28日7枚、29日16枚、30日24枚、31日16枚）

以上


