戦争展のあゆみ（第 26 回～第 30 回）
回
26

日時、場所
特記事項
2013 年
8 月 24 日
25 日
豊田産業

展示テーマと内容

催しなど

子どもたちの平和な未来のために
今こそ知ろう、戦争のこと

★戦争体験を聞く会

●豊田とトヨタの戦争

“遊びの三宅おじさん”が語る生命の大切さ

・稲武地区にスポット：平和を願って町

－戦場体験・生き証人

ぐるみの取り組み

として－

文化セン

・トヨタを狙った「模擬原子爆弾」

ター

・伊保原、上郷、広川、小原地域で
●あの戦争を忘れない
・ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間

★特別講演：長峯信彦氏（愛知大学教授）
「憲法 9 条をめぐって」

・
「満州」で加害の事実
・日本軍「慰安婦」の真実

★絵本・詩の朗読とミニコンサート

●平和な明日のために
・平和憲法を変えていいの？

★絵本・紙芝居の読み聞かせ

・なぜ沖縄の米軍基地は
・原爆も原発もいらない！
●平和をつくる
市民パワー
・戦争の資料館

27

2014 年

戦争のない国を

8 月 30 日

子どもたちに手わたそう

31 日

★体験を聞く会
・朝鮮農耕隊の若者たちの過酷な日々

来場者は 2 日間で延
べ 1500 名と過去最
多

豊田産業

・樺太からの引揚体験
・17 歳で海軍特別練習生として入隊の少年兵

文化セン
ター

今でも戦場での傷が：

●猿投地区の戦争
・農耕勤務隊：
朝鮮人の若者が過酷
な農作業をさせられ。

・寺が捕虜収容所に
・伊保原の特攻隊基地
●戦争の事実を見つめよう
・南京大虐殺の写真
パネルは語る

会場は驚きの声
★特別講演 池住義憲氏（立教大特任教授）
「戦争をする国にしたくない」
－自衛隊のイラク派
兵は憲法違反－
わかりやすい解説！

・原爆と人間展
★平和のうたごえ
西三河ピース合唱団演奏

（27 回の

（展示）

続き）

●戦争をする国にさせないために
・憲法 9 条と集団的自衛権
・沖縄と米軍基地

★大型紙芝居
「豊川海軍工廠の惨劇」
★映画上映会：
「ぞう列車がやってきた」

・原爆と原発

子どもたちと家族で

●市民パワー
平和のために
活動している
草の根の紹介

2 回の上映は満席に。
（映画の上映を
待つ長い列）

中日新後聞社後援

28

（催し）

戦後 70 年
平和な未来を子どもたちへ！

両日の来場者は延べ 1100 名

2015 年

●豊田とトヨタの戦争

8 月 22 日

・挙母と戦争：挙母地区で 650 名の戦死

6 人のかたから中国侵略

・トヨタをねらった「模擬原子爆弾」

での体験、トヨタ本社工

●戦争の事実を見つめよう

場爆撃時の証言、長崎原

・アジアでの戦争の実相

爆で被爆体験など「驚く

豊田産業

・紛争やテロを解決できない武力行使

ことばかり」の話でした。

文化セン

・原爆と人間展

23 日

ター

★戦争体験を聞く会

★平和のうたごえ
「うたごえパレット」と一緒に
楽しい歌、懐かしい歌、平和の歌を生バンド
の演奏にのせて会場は盛り上がりました。
★特別講演：長峯信彦氏（愛知大学教授）
「武力で平和は守れない！」

●戦争をする国にさせない
・憲法 9 条が守ってきた平和
・沖縄と米軍基地

過去に目を閉ざす政権と戦争法制を批判、
憲法 9 条こそが人々を守る。
★小学生にもわかる戦争の話

・教科書の検定と歴史観

・絵本の読み聞かせ

●平和をつくる市民パワー

・紙芝居
「学童疎開の記録」
小島鋼平さん
・長編アニメ上映会：
「対馬丸－さようなら沖縄－」
1944 年の夏に沖縄から学童疎開の子供た
ちは米潜水艦の魚雷攻撃で犠牲となった。

29

2016 年

戦後 71 年

8 月 20 日

見よう・聞こう・語ろう平和な未来

21 日

●豊田とトヨタの戦争
・高橋・松平地区と戦争

参加者は 1100 名：注目され、関心が広がる

★戦争体験を聞く会
5 名のかたから貴重なお話しを聞いた。次世

豊田産業

B29 墜落地、陸軍弾薬庫跡、トヨタ疎

代に伝えたい戦争体験と平和の尊さ、矢並町

文化セン

開工場跡、学童疎開を受け入れたお寺

一帯が弾薬庫、東京下町で空襲、満州で親切

ター

➡身近な所に戦争の影響があったこと

な中国人に助けられ、など生々しい証言でし

に大変驚いたとの感想が述べられた。

た。

（29 回の
続き）

展示

催し

・トヨタをねらった「模擬原子爆弾」

★講演：「愛知の兵器づくり」

破片が民家の壁に

矢野 創さん：愛知県平和委員会事務局長

残された

具体的な資料と写真で分かりやすく解説。
★小学生にわかる戦争のお話し
・平和の紙芝居リレー（まーるの会）

●戦争の事実を見つめよう

・絵本の読み聞かせ（ののはな）

・原爆と人間展

・絵本の読み聞かせ（むぎわらぼうしの会）

・アジアでの戦争の実相
●戦争する国にさせないために
・憲法 9 条が守ってきた平和

同時開催
新日本婦人の会豊田支部主催
豊田市教育委員会後援

・沖縄と米軍基地

★親と子の平和のつどい

●平和をつくる市民パワー

・平和コンサート

・核兵器・原発ゼロをめざす
・市内の戦争遺跡の調査と記録
・女性のパワーで戦争ストップ
●絵手紙で伝える戦後 70 年
中日新聞社の
巡回作品展

親子で楽しむ童謡
歌：宮内麻里、ピアノ：吉井順子
オカリナ演奏：アンサンブルユニット「音心」
➡ 来場者の感想
すばらしい心に響くコンサートでした。
平和を願い方たちのやさしさを感じました。

・アニメ「つるにのって」
・長編アニメ「はだしのゲン」

➡

30

2017 年
7 月 22 日
23 日
豊田産業

来場者の感想

小学生から高齢者まで原爆

71 年たった今、いろいろなものが大切

の恐ろしさ・戦争の悲惨さ

に保管されているのを見ると、戦争とい

に強い衝撃を受けたとの感

うものの悲惨さを生で感じます。

想が寄せられました。

平和が好き！ 戦争はイヤ！

見て、聞いて、伝えよう戦争のこと

★豊田とトヨタの戦争
・戦争展 30 回記念
市内全域の戦争の記録を一堂に展示

★戦争体験を聞く会
子どもの頃の戦争体験から今こそ「戦争と
平和」を考えるべきとのお話しや海軍予科

文化セン

練生として水上特

ター

攻艇の乗員訓練の
体験談に会場は深
い感銘を受け、多
くの質問や発言が

映画
上映会
8月6日
豊田市

・上郷地区と戦争：予科練生を訓練し特
攻隊を送り出した海軍飛行場跡。強現
・トヨタ本社をねらった「模擬原子爆
弾」8 月 14 日に 3 発を投下。

福祉セン
ター

ありました。
★講演：「憲法 9 条がいきる未来を」
林

翔太 弁護士

憲法のしくみや歴

★戦争の事実を見つめよう

史、9 条改憲の動

・原爆と人間

きや対応をわかり

・アジアでの戦争の実相

やすく解説された。

（30 回の
続き）

催し

展示
★朗読・アニメ・うたごえ
・朗読劇「ヒロシマの空」むぎわらぼうしの会

★戦争をする国にさせない
・憲法 9 条の歴史的意義

・アニメ映画「つるにのって」虫プロ制作

・核兵器廃絶に向けた世界の動き

・うたごえひろば
・平和の紙芝居 まーるの会

★平和をつくる市民パワー
・核兵器ゼロをめざす

➡参加者の感想

・憲法を生かし守る

・朗読劇は何度見てもずしんと胸に落ちてくる

・市内の戦争遺跡の調査と記録

・紙芝居を見て：平和はほんとうに大事だな。

・女性のパワーで戦争ストップ

・憲法についてもう少し勉強したい。

特別企画：映画上映会
「この世界の片隅に」
新日本婦人の会豊田支部主催
豊田市教育委員会後援

➡寄せられた来場者の感想
・知らない現実をありのままに知って戦
争の酷さを感じた。
・豊田市で戦争のあったことを見ると声
も出ません。戦争はいけないと強く感
じた。
特別企画

★映画「この世界の片隅に」

映画
上映会
8月6日
豊田市
福祉セン
ター

戦争展のホームページへ戻る

