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Think Peace: 平和について考える

「平和」とは･･･
  戦争や暴力で社会が乱れていない状態のこと 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 by ウィキペディア
ほんとうに？

  国内
　 弾道ミサイルのニュース　Jアラート
  国外
　 ロシアによるウクライナ侵攻　
　　　　　　アフガニスタン紛争　シリア内戦　



平和に関心があれば、　戦時下と比較して、
今当たり前にできていることの幸せを意識できるのでは？？

みんなが、日常にある当たり前の幸せを意識できる状態

Think Peaceが考える平和



平和に関心のある人が少ない

私たちが取り組む課題



2021年10月
顔合わせ

2022年3月
フィールドトリップ

2022年7月
アイデアソン

2022年10月
ジョージアとP-Thin

世界の平和の取り組み
を探究

P-Thinの作成・試行

・長崎高校との交流
・ジョージアとのP-Thin

世界の情勢を知る

Think Peaceの歩み
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2022年3月11日〜13日実施

フィールドトリップ



・

鹿児島長崎



長崎：広島の平和記念公園、原爆資料館との比較

　　　現地の人の話を聞く

　　　思いに肌で感じる

　　　その時何があったのかなど現場を知る

　　　記念碑などを実際に見る

　　　

目的



鹿児島： 特攻隊や戦時下の人々の考え方を知る

　　　　手紙や遺品などを実際に見る

　　　　当事者の話を聞き、

　　　　　　　　活動にどうつなげるかを考える
　　　　
　　　　



3月11日  広島県 集合・出発

               博多駅経由

　　　　長崎県 到着

　　　　長崎平和記念公園/長崎原爆資料館 訪問・見学

3月12日 長崎大浦天主堂キリシタン博物館 訪問・見学

              鹿児島県 移動

3月13日 知覧特攻平和会館 訪問・見学

　　　　鹿児島中央駅 移動

       　　広島駅 到着・解散

日程・訪問場所



長崎〜長崎原爆資料館〜

私は、日本は被害者な
だけではなく、加害者
でもあるということを
忘れてはいけないと
思いました

みらい

展示物

・原爆によって崩された建物のレプリカ

・原爆の被害映像を投影させるコーナー

・原子爆弾「ファットマン」の模型

・被害の写真や遺品の数々

・年表を使い放射線による人体の被害を

　　　　　　　　　　　説明するコーナー



広島と長崎の原爆資料館を比べる(石碑)

《広島》　　　　　　　　　　　 《長崎》

安らかに眠ってください　　　

過ちは

 繰返しませぬから

のどが乾いてたまりませんでした

水にはあぶらのようなものが

　　一面に浮いていました

どうしても水が欲しくて

とうとうあぶらの浮いたまま　飲みました

 あの日のある少女の手記から

 



「長崎を最後の被爆地に」



鹿児島  〜知覧特攻平和会館〜

・語り部の話

・絶筆（遺書）が部屋が周り一体円を描くように展示されていた

・飛行機の模型

・三角兵舎

・小中高生に向けた作文コンクールの実施

青年たちが家族に宛てた手紙に
「最後の親孝行に行ってきます」
と書いてあり、
時代の違いを感じて驚きました。

みらい



・受け止めたくない悲惨な過去の事実、
　昔の日本の戦争意識が細やかに資料とともに示されていた。

・アメリカ側と日本のどちらからの視点も参考になる
　　　→視点の重要性

鹿児島  〜知覧特攻平和会館〜

同じ出来事でも、
「国が違えば見方が変わる」
ことを改めて実感しました。

まな



長崎

・写真、展示が多く被害や事実が簡素な説明

・五感を使った表現（聴覚や視覚、映像、クイズ形式）

　　　　　広島との違い、新たな視点、行って良かった

・年表→原爆投下に至るまでの流れ→過去から学べることが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
伝わる

フィールドトリップを通して



鹿児島
・特攻隊は同年代の高校生であり戦時中の
　　　　　　　　　自国愛精神を感じる遺書に衝撃を受けた

・今では考えられない悲惨な戦時中の
　　状況を目の当たりにし、「知る」ことの大切さを感じた

・語り部現地での声に心打たれた　



長崎東高校との交流

・



刺激   繋がり

発見

原爆の被害にあった地域の高校生が平和について本音で交流

〈1回目：オンライン会議〉　5月中旬

・長崎と広島の平和教育

・平和教育を受けての感想

・高校生だからこそできる活動

・あなたにとっての平和とは

普段同級生とはしない平和
についての会話は新鮮で、
大切だと思いました。

みかん

長崎東高校との交流



〈2回目：対面〉8月上旬 @ おりづるタワー

・あなたにとっての平和とは？

・自分たちの活動をどうやって広めていくか？

・理想の世界・目標とする世界

・具体的なお互いの活動内容について

実際に対面で会っての交流

長崎東高校との交流

ゆらり

対面での交流はオンラインでの交流
より話がはずみ楽しく、有意義な時間
になりました。



〈3回目：オンライン〉9月上旬

　・Peace Thinkerを実践

　・Peace Thinkerをよりよくするには

刺激

挑戦

改良

繋がりを活かした交流会

発見

ゆらり

高校生にP-Thinの改善点を聞けて、
新しい発見に繋がり刺激的だった。

人とのつながりは大切！
新しい関係を築いていくことは平和にもつながる！！

長崎東高校との交流



アイデアソン

・



アイデアソンでの発見

誰も、友達と平和について

　　　　　　話したことがないことを発見！

テーマを

「無関心から関心へ」

と名づけた。

関心があったら平
和活動を行うので、
関心の大切さに気
付きました。

ちひろ

関心ナシ 関心アリ

アイデアソン 2022年7月30日〜31日



の疑問

無関心の人が関心を持つには

　　　　　　　　　どうしたら良いのだろうか？

知識がなくても楽しめて答えられる

「クイズを作る」プログラムにしよう！！

実際にクイズを作ってみると、
もっと平和を学ぼうという
気になりました。

ちひろ

アイデアソン 2022年7月30日〜31日





この中から戦争をしたことがない国はどこ？？

1,サンマリノ共和国　2,バチカン市国

3,スイス　　　4,コスタリカ共和国



正解は…

1,サンマリノ共和国



ヨーロッパにある国で301年に建国され、

現存する世界最古の共和国といわれる。 

17世紀、ローマ教皇が独立を承認。 

 

建国以来1700年間、一度も戦

争をしたことがありません。 

・



①政治の仕方 
 
2人の執政が取り仕切る。 
執政は60人いる国会議員の中から選ば
れ、権力の集中を防ぐために任期は半
年。 
専業の政治家はおらず、みなほかに仕
事を持っている。人口3万3000人ほどの
小さい国だからだれでも執政になる可
能性がある。政治がとても身近で民意
が反映されやすい。 

②地形 

サンマリノは301年、ローマ皇帝の迫害か

ら逃れたキリスト教徒の石工によってつく

られた。山頂に三つのとりでを築き、侵略

を防いだ。 

とりたて、資源がないことも幸いした。

なぜ、戦争がなかったのか？？

政治的にも地政学的にも要衝になく、宝もなかった。 
だから、だれもわざわざ攻めに来なかったと言われている。



クイズを作って

平和を考えられる

プログラム

P-Thin 
Peace Thinker 



解くだけじゃない！！

興味を見つけて、調べて、制作して、交流できる！

・



関心のない人が参加することを想定してクイズを作る

P-Thin の魅力

① 問題を自ら作る

② 4択問題

③ 解説を作る

④ 対面 or オンライン交流

問題を様々な視点から捉えられるように
なる

関心の有無に関わらず答えやすい

正解、不正解で終わらせない

身近な相手とでも遠く離れた相手とでも
交流できる



この中から戦争をしたことがない国はどこ？？

1,サンマリノ共和国　2,バチカン市国

3,スイス　　　4,コスタリカ共和国

4択にすることで正解を　
　　　絞りやすくなる！！



関心のない人が参加することを想定してクイズを作る

P-Thin の魅力

① 問題を自ら作る

② 4択問題

③ 解説を作る

④ 対面 or オンライン交流

問題を様々な視点から捉えられるように
なる

関心の有無に関わらず答えやすい

正解、不正解で終わらせない

身近な相手とでも遠く離れた相手とでも
交流できる



解説をつけることで

制作した人も解く人も

知識が深まる！！！

・



関心のない人が参加することを想定してクイズを作る

P-Thin の魅力

① 問題を自ら作る

② 4択問題

③ 解説を作る

④ 対面 or オンライン交流

問題を様々な視点から捉えられるように
なる

関心の有無に関わらず答えやすい

正解、不正解で終わらせない

身近な相手とでも遠く離れた相手とでも
交流できる



● 目的を持った積極的な交流ができる

● 相手を意識した考え方

● 視点による歴史解釈の違いを意識

自分にとっても、「調べる」ことによって、
より深く平和について学び、
関心を深めることが出来ました！

りか

P-Thinを作ることを通した学び



ジョージアとの交流時に制作した資料





この段階でたくさん意見を
出しておくと
取り組むのが楽でした

ひかり



戦争したこ
とがない国

停戦条約



4 4

なおみ

クイズの選択肢が本当に
正しいかを確認する作業
が大変







ジョージアとの交流

・



2022年4月16日 　zoomでの初交流

ジョージアの生徒の

　　　　　　　　行動力がスゴい!

2022年10月16日  P-Thinの実施

　　　ジョージア       6人

　　　日本　　　　　6人

・チームによる「未来図」の提案部分。
・約15分。
・スライドを適宜、追加して下さい。

チーム毎に自由な表現方法でプレゼンを魅せてください！

旧ソビエト連邦。
今世紀にロシアと紛争も


ジョージアとの交流



ジョージアの生徒は、それぞれができることを
　　　　　一生懸命やっていた

● ロシア製のものをバーコードで判別できるアプリを開発
   → ロシア製品をボイコット

● 写真をクラウドファンディングで販売して売上を寄付
● ウクライナ侵攻に関するデモに参加

同じ高校生。
ジョージアの生徒の
行動力にビックリ！

なおみ

��🇪

印象に残ったこと



ジョージアとのP-Thin



● 初めての海外との交流　→ 日本だけでない、海外の高校生の意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が聞けて新鮮

● 自分で調べてクイズを考えるため、記憶に残りやすい

● 生活する環境や文化が違う人と交流できる

より良くするために…

● 解説の充実

→クイズの正解・不正解だけでなく、それに加えて解説を入れることで周辺

知識も学べる

私は、遠く離れた人と
交流できるところに
改めて
オンラインの良さを
感じました！

ひかり

ジョージアとのP-Thin 報告



ジョージアチーム･･多くの意見が飛び交っていた
　　　日本チーム･･話すのをためらっていた

グループ内で議論が少ない→より良い話が生まれない

また、問題や事実に対して、
　　　　　　立場によって考え方が異なる場合があるため、

入念な情報確認（ファクトチェック）が必要！

深い議論にする
には積極性が
大事！

ひかり

ジョージアとのP-Thinを通して



これからのアクション

・



● P-Thinを長く続けていけるプログラムへ

● HIPHOPE での掲載

日本はもちろん、ケニア、韓国などの他国とP-thinを実施

Think Peace これからのアクション



P-Thinとは ：平和に関心のある人もない人も、　　　　　　

　　　　　　一緒になって平和について考え、

　　　　　　新たな視点や意見をもつことができるプログラム

ニ　　　　

ニ　　　ニュースの見方が変わったり、日常的な考え方に変化が生まれる

きっかけ作りになったらいいな

さいごに



Think Peaceチームでの作成資料

•世界の国の形態

(https://docs.google.com/presentation/d/1SnFROulmOgCH5Mc9xhq6NmFFVf-kP_
P9QxTt8AxGbuw/edit)

•平和教育プログラム調査

(https://drive.google.com/file/d/1uuXrhK2VSKiE7zSykJ5mxApsT4WEgMed/view?u
sp=drivesdk)

・本プロジェクトで参考にした参考文献のリスト、プレゼンスライドの末尾に付ける。

・参考文献の記載フォーマットは、下記リンクに従うこと：
https://www.p.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2014/03/manual_kiso.pdf
の3ページ目。

https://docs.google.com/presentation/d/1SnFROulmOgCH5Mc9xhq6NmFFVf-kP_P9QxTt8AxGbuw/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1SnFROulmOgCH5Mc9xhq6NmFFVf-kP_P9QxTt8AxGbuw/edit
https://drive.google.com/file/d/1uuXrhK2VSKiE7zSykJ5mxApsT4WEgMed/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1uuXrhK2VSKiE7zSykJ5mxApsT4WEgMed/view?usp=drivesdk
https://www.p.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2014/03/manual_kiso.pdf


参考文献

•HLAB Exeter

https://kininarukotomatome.com/hlab-shunsuke/　2022年7月3日

•Mundo de Alegria

http://www.mundodealegria.org/index.html　2022年7月3日

•NPO法人　こえとことばとこころの部屋 

http://cocoroom.org/　2022年7月4日

•国際児童•青少年演劇フェスティバルおきなわ

https://riccariccafesta.com/　2022年7月6日

https://kininarukotomatome.com/hlab-shunsuke/
http://www.mundodealegria.org/index.html
http://cocoroom.org/
https://riccariccafesta.com/


・“絆”KIZUNAプロジェクト
https://www.jpf.go.jp/j/about/citizen/winner/2015/chiiki15.html#C01
                                                                                                          2022年7月6日

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2
ahUKEwj9lPOD2pD5AhU_mlYBHfxuAb0QFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2
Fwww.ymcajapan.org%2Ftopics%2F20190522%2F&usg=AOvVaw32mJa6vi9iTr
cSc8PwM3I_　2022年7月6日

・人々が個人の平和を発見するのを助ける
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2
ahUKEwiZs8qr25D5AhVzplYBHdQdD70QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2
Ftprf.org%2F&usg=AOvVaw062S0NnHZwOGoy3dvu9Pso　2022年7月3日

・ひろしまジュニア国際フォーラム
（https://hiroshimaforpeace.com/hjif2022/）2022年7月3日

•国際青少年平和セミナー　2022年7月4日

https://www.jpf.go.jp/j/about/citizen/winner/2015/chiiki15.html#C01%EF%BC%89
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj9lPOD2pD5AhU_mlYBHfxuAb0QFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ymcajapan.org%2Ftopics%2F20190522%2F&usg=AOvVaw32mJa6vi9iTrcSc8PwM3I_
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj9lPOD2pD5AhU_mlYBHfxuAb0QFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ymcajapan.org%2Ftopics%2F20190522%2F&usg=AOvVaw32mJa6vi9iTrcSc8PwM3I_
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj9lPOD2pD5AhU_mlYBHfxuAb0QFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ymcajapan.org%2Ftopics%2F20190522%2F&usg=AOvVaw32mJa6vi9iTrcSc8PwM3I_
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj9lPOD2pD5AhU_mlYBHfxuAb0QFnoECB4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ymcajapan.org%2Ftopics%2F20190522%2F&usg=AOvVaw32mJa6vi9iTrcSc8PwM3I_
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZs8qr25D5AhVzplYBHdQdD70QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ftprf.org%2F&usg=AOvVaw062S0NnHZwOGoy3dvu9Pso
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZs8qr25D5AhVzplYBHdQdD70QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ftprf.org%2F&usg=AOvVaw062S0NnHZwOGoy3dvu9Pso
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZs8qr25D5AhVzplYBHdQdD70QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ftprf.org%2F&usg=AOvVaw062S0NnHZwOGoy3dvu9Pso
https://hiroshimaforpeace.com/hjif2022/


・高校生平和大使　高校生1万人署名活動

https://peacefulworld10000.com/　2022年7月8日

・平和と美術と音楽と

https://www.hiroshima-peace.com/　2022年7月8日

・NPO法人インドシナの平和と子供を守る会

https://www.nposipc.com/ 　2022年7月8日

・公益社団法人銕仙会

https://www.za-koenji.jp/detail/index.php?id=2482　2022年7月8日

https://peacefulworld10000.com/
https://www.hiroshima-peace.com/
https://www.nposipc.com/
https://www.za-koenji.jp/detail/index.php?id=2482


・HLAB×Exeter広島平和プログラム　
https://h-lab.co/wp-content/uploads/2019/05/20190530_hiroshima_poster
_small.pdf　2022年7月3日

・かのや平和学習プログラム
https://kanoya-tourism.com/peace_plan/ 　2022年7月3日

・平和のレシピ
https://thinkaid.jp/?p=3828　2022年7月5日

・子供平和サミットhttps://reseed.resemom.jp/article/2022/04/13/3705.html　
2022年7月9日

https://h-lab.co/wp-content/uploads/2019/05/20190530_hiroshima_poster_small.pdf
https://h-lab.co/wp-content/uploads/2019/05/20190530_hiroshima_poster_small.pdf
https://kanoya-tourism.com/peace_plan/
https://thinkaid.jp/?p=3828
https://reseed.resemom.jp/article/2022/04/13/3705.html


・NPO法人パンゲア

https://www.pangaean.org/web/japanese/general/generaltop_jp.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年7月6日
・pcv hiroshima
https://peaceculturevillage.org/　2022年7月8日

・NPO法人文化活動支援会まつり

https://activo.jp/articles/89046　2022年7月9日

・エストニア

https://peaceculturevillage.org/　2022年7月8日

https://www.pangaean.org/web/japanese/general/generaltop_jp.html
https://peaceculturevillage.org/
https://activo.jp/articles/89046
https://peaceculturevillage.org/


サンマリノ共和国について

https://globe.asahi.com/article/14700660

https://trip-s.world/san-marino-2　

・

https://globe.asahi.com/article/14700660


ご清聴ありがとうございました


