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次 の 文章 を読 ん であ と の設 問 に答 え なさ い 。

み なさん は「 平和」 という と、 どんな イメー ジを お持ち でしょ うか？ 平和は 、戦 争と対 極の ことを 意味す ると 一般に
は 考えら れてい ます 。では 、戦 争がな い状態 であれ ば平和 なの でしょ うか？ 戦争 が一時 的に 停止し ても、 特定の 人にと
っ て不公 平な社 会、 たとえ ば、 ある民 族が教 育を受 ける機 会を 与えら れてい ない 社会が 継続 してい ると、 その社 会では
人々 が不満 を持ち 続け、 それが 将来の 紛争を 引き起 こすこ とにもな りかね ません 。ある社会で特定 の個人や集団が不利
益 を被る 構造が 存在 すると き、 そのよ うな状 態を「 構造的 暴力 が存在 する」 と表 現する こと があり ます。 自らの 力では
容 易に変 えるこ とが できな い構 造的な 不平等 は、あ る種の 「暴 力」で あると いう 考え方 です。 身体 的被害 を受け る暴力
は一 時的か もしれ ません が、構 造的暴 力は継 続的で あると いう意味 で、よ り深刻 な問題と言えるか もしれません。平和
学 者のヨ ハン・ ガル トゥン グとい う人 は、平 和を「 消極的 平和 」と「 積極的 平和 」に分 類し、 私た ちは「 積極的 平和」
を 目指す べきだ と主 張して います 。こ こでの「積 極的平 和 」と は 、前 述の「構 造的暴 力 」が なくな った状 態を 示しま す 。
教 育分野 では、 すべ ての人 が教育 を受 ける権 利を享 受でき ること を保 障する こと が大事 ですし 、公 正な社 会の実 現のた
めに 必要 な権利 や責 任とい った考 え方 を学ぶ ことも 大切で しょう 。紛 争後の 教育 協力を 考えて みる と、紛 争社会 を復元
する ので はなく 、公 正な社 会、つ まり 積極的 平和を 目指す ための 新し い教育 や教 育制度 の構築 が求 められ ます。 また、
平和 な社 会を構 築す るため には、 人々 の信頼 関係や 結びつ きを回 復す る、強 める ことも 大事で す。 大人だ けでな く、子
ども たち も、家 族や 友達が 危害を 加え られる のを目 撃して いるか もし れませ ん。 また、 大人か ら対 立民族 への否 定的な
イメ ージ を聞か され ている かもし れま せん。 紛争が 起きて 愛する 人た ちが傷 付けら れた 時、危 害を 加えた 相手の 集団に
対す る憎し みは強 くなり 、容易 には消 えない 心の傷と して残 ってい きます 。対立しあった集団の間 にどのようにして信
頼関 係を作 ってい くかと いうの は、非 常に重 い課題で す。公 正な社 会に生 きる市民としての権利や責任を 教えることは
でき ても、 人を愛 したり 信頼し たりす ること は簡単に 「教育 」でき るもの ではないのです。紛争後の教育 協力は、対立

（小松 太郎 『教 育で平 和をつ くる 国際教育協力のしごと』より ）

する 集団 間（大 人も子 ども も）の 偏見 や不信 を粘り 強く取 り除い てい く姿勢 が求め られ ます。
※ 作問の 都合上 、改編 ・省 略した 箇所が あり ます 。
・ 享受（ きょう じゅ ）…受 けおさ めて 自分の もの にする こと。
・偏見 （へ んけん ）…か たよ った見 解。公 正でな い意 見。
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問 一 こ の 文 章 は 、「 は じ め に 紛 争 ・ 平 和 ・ 教 育 協 力 」 の 全 文 で す 。 こ の 文 章 を 参 考 に 後 の 語 群 の 語 句 を す べ て 用 い て 、
きみ が考え る「 教育に でき ること 」と「 教育協 力の課 題」 を、一 〇〇字 程度 で述べ なさ い。
（ただ し、指 定され た語句 はど のよう な順 序で用 いても かま わない ものと する）
・積極 的平和
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次 の 文章 を読 ん であ と の設 問 に答 え なさ い 。

【 ここま での お話】
ここ は、北 の動物 園。キ リン のキリ コが死 んで しまい 、
キ リン舎 は空っ ぽ。 キリン が来 るまで 待って いてく ださ
い、 という 看板が 貼られ てい るだけ です。 キリ ンが大 好
き なけん とは、 何度 もキリ ン舎 を訪れ ますが 、やは り、
空っ ぽのま ま。そ んな、 ある日 のこ とでし た。

問 》

① おかあ さん とはな ればな れ？
けんと は、お もいま した 。
それ なら、 ここ にいる ほか のどう ぶつた ちも、 おかあ
さ んとは なれば なれな の？
する と、え んち ょうさ んが 、まっ すぐに けんと をみて
い いまし た。
「 ②それ でも、 わた しはこ こにキ リンを よび たいん だ」
「わた しはど うぶ つのせ わをし なが ら、い のち って、
すごいなあ、と、いつもおもうんだよ。いきようとする
い のちは 、もの すごく つよく てか がやい てい る」
「ぼ く、 ここに いるど うぶ つ、だ いすき 。なに をたべ
るの かなあ 、とか 、どん なふう に 、ねるの かなあ 、とか 、
かんがえる。あかちゃんがうまれたら、ものすごくかわ
いくて、うれしくなる！こんどくるキリンも、はやくあ
かちゃ んがう まれ るとい いなあ 」
③えんちょうさんが、けんとのあたまをぐりぐりな
で ました 。
そ のばん 、けん とは 、ゆめ をみま した。
サバン ナをゆ うゆ うとあ るくキ リン のゆめ です 。
このごろ、けんとは、ねっしんにキリンのべんきょう
を して います 。
④じぶんも、いっしょにキリンをそだてたいとおもっ
た からで す。
⑤ない しょで 、キリ ンのな まえ もかん がえて いま す。
「 きたの どう ぶつえ ん」に 、キリ ンがや って くるの も
もうす ぐで す。
（ 志茂田 景樹 『キリ ンが くる日 』より ）
※ 作問の 都合上 、省 略・改 編し た箇所 があり ます。

※ すべて の問の 制限 字数に は句 読点・ 符号を 含むも のとす る。

そ のひは 、どう ぶつ えんの えん ちょう さんが 、い まし
た。
「なんどもきてくれて、ありがとう。きみのなまえは？」
「け んとで す。あ の… …キリ ン、ほ んとに 、く る？」
「 うん、 アメリ カの どうぶ つえん から くるこ とに きま
った よ。に んげん でいえ ば、け んと くんと おな じくら い
の こども のキリ ンが くる。 あきに は、 ここで あえる とお
もう よ」
「 やった ー！」
「だ けどね ……し んぱ いなこ とがあ るんだ 」
え んちょ うさん がい いまし た。
「キ リンは 、ひこ うき にのっ てくる んだよ 。どう やっ
ての ると おもう ？」
けん とは、 いろい ろか んがえ てみま した。
「 ひこう きのな かは せまい から、 ずっ と、お なじか っ
こう で、ほ とんど まるい ちにち 、じ っとし てなき ゃな ら
ない 」
「と ちゅう でぐあ いが わるく なって 、しん でしま うこ
とも ある んだよ 」
けんと は、 ドキッ とし ました 。
「 あたた かいと ころ がすき なキリ ンが 、こん なさむ い
ところ にく るんだ から、 なれる まで たいへ んだと おも う
んだ 。そ れに、 おかあ さん ともは なれ ばなれ になっ てし
まうし 」

《 設

問四

問三

問二

線部 ④「 じぶん も、 いっし ょにキ リンを そだて たい とおも った」 とあ ります が、け んと は、な ぜ「キ リン
をそだ てたい とお もった 」ので すか。 その 理由を 三十字 以内 で簡潔 に説明 しな さい。

線部③ 「えん ちょう さん が、け んと のあた まをぐ りぐ りなで ました 」とあ ります が、 えんち ょう さんは 、
どの ような 気持 ちで「 あた まをな で」た と考 えられ ますか 。三十 字以内 で簡 潔に説 明し なさい 。

線部 ②「 それで も、 わたし はここ にキリ ンをよ びた いんだ 」とあ りま すが、 えん ちょう さんは 、どの よう
な気持 ちで こう言 ったと 考えら れます か。 三十字 以内で 簡潔 に説明 しな さい。

線部① 「おか あさ んとは なれば なれ ？」と ありま すが 、この とき、 けんと は、 どのよ うな気 持ち を抱い て
いた と考 えられ ますか 。三 十字以 内で簡 潔に 説明し なさい 。

この 文章か ら読み 取れ る「け んと」 と「え んちょ うさ ん」の 性格 を三十 五字以 内で 簡潔に 書きな さい。

問五

線部⑤ 「ない しょで 、キ リンの なま えもか んがえ てい ます」 とあり ますが 、けん とは 、新し く来る キリ ン
にど のよう な名 前をつ けると 思い ますか 。そ の名前 とその 名前を つけた 理由 を三十 字以内 で簡 潔に説 明し なさい 。
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