
 

 

 

「ねえ。昨日のニュースでデモについて報道されていたの、

太郎くんはみた？」 

 

「ニュースは見てないけどデモは知ってるよ。ただ暴れて

るだけに見えるけど、あれって何やってるの？」 

 

「デモで人が死んだこともあるみたいだけど…」 

 

 

「おや。二人とも、デモについて話しているんですか？ 」 

 

「あ、先生。デモって何ですか？ 」 

 

「けが人も出ていて、なんだか怖いだけのものに思えます」 

 

「それでは、辞書でデモという言葉を引いてみましょうか。

話はそれからです」 

 

「はーい」 

 

 ★「デモ」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

「でもんすとれーしょん？」 

 

「示威運動？」 

 

「わからない言葉がでてきたようですね。もう一度調べま

しょう」 

 

★「デモンストレーション」と「示威運動」を辞書で調べて

みよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[デモンストレーション] 

―― ①威力・勢力・技能などをことさらに示すこと。 

   ②政治的思想表示の一つとして行われる集団的示威行動。特 

に、要求実現の圧力を加えるために行われる集団的街頭行 

進。デモ。 

   ③スポーツ大会などで、正式種目以外に行われる競技。公開 

演技。また、スキーなどでの模範滑走。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 

[デモ] 

―― デモンストレーションの略。示威運動。また、特に、デモ行 

進のこと。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 



 

 

 

 

 

 

 

「複数の意味があるけど、デモンストレーションの意味は②

かしら」 

 

「示威運動の意味から考えてもそれかな」 

 

「その意味を知ったところで、改めてデモは何だと思います

か？ 」 

 

「集会や行進？ 」 

 

 

「要求の実現を目指す運動？ 」 

 

「そうです。自分の主張や要求を実現するために、集会や行

進をすることをデモと呼びます」 

 

「じゃあ、昨日のニュースのデモも何かの主張や要求があっ

て行われているんですね」 

 

「でも暴れてるようにしか見えないですよ」 

 

「わかりました。デモについて少し詳しく説明しましょう」 

 

 

世界で起こっているデモ 

近頃ニュースでたくさん報道され（てい）るように、世界中でデモ活動が

勢いを増しています。デモとは主張や要求を実現させるための活動で、小

規模のものを含めれば日々かなりの数が行われています。 

ここでは近頃話題になっている中でも特に有名なアメリカのデモを中心に

簡単に見てみましょう。 

アメリカでは「ウォール街を占拠せよ」が合言葉にされたデモ活動が勢い

を増しています。2011年９月 17日に始まったこのデモは、Twitterや交流

サイト（SNS）の呼びかけで集まった若者たちのデモです。ウォール街のそ

ばのズコッティ公園に座り込み、ニューヨーク証券取引所の前で行進を繰

り返しています。 

当初の主張は「銀行救済より仕事を」「金持ち優遇をやめろ」といった、銀

行の破たんを食い止めることに躍起になり、貯金がある金持ちを守ろうと

しているともとれる政府の不況への対応を批判する内容が主でしたが、約

 [示威運動] 

―― 一定の主張や要求の実現のため、多勢で集会や行進などを行い 

勢威を示すこと。また、その集会や行進。デモ。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 



二週間後には「地球温暖化の防止」など全く別の内容を訴える者も出てき

ました。 

このデモ活動は10月15日には欧州やアジアにも飛び火し、債務危機が心

配されているイタリア、スペイン、ポルトガルでは首都で、ユーロを発行

する欧州中央銀行本部があるドイツ・フランクフルトやロンドン証券取引

所の近くではそれぞれ数千人がデモ行進しました。主要 20カ国・地域（G20）

財務相・中央銀行総裁会議があったパリでもデモがあり、ローマでは参加

者が車に放火するなど暴徒化した結果、30人が負傷、４人が逮捕されるこ

ととなりました。 

東京においても計３カ所で約500人がデモ行進しました。 

日本で報道が少なくなってきても現地での熱は冷めず、11月中旬頃までは

雪の中でも大勢の若者が公園での座り込みを続けていました。しかし、デ

モ行為の長期化に伴って本拠地では女性がレイプされるなど治安悪化の問

題が生まれ、公的機関によって強制排除（強制的な立ち退き）がされまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アメリカのデモにはそんな意図があったんですね」 

 

「だけど、けがをした人や逮捕された人もいるよ」 

 

 

「逮捕されたということは、デモは違法行為なのかしら？ 」 

 

「いいえそんなことはありません。デモは憲法でも認められ

ている行為ですよ」 

 

「え、本当ですか？」 

 

 

「憲法で認められているんですか？」 

 

Aがウォールストリートの

位置だよ。 

このデモについてもっと知

りたかったら 

ニュース検索で「ウォール

街を占拠せよ」と入力して

みよう！ 



「それじゃあ日本国憲法を実際に見て、確かめてみましょ

う」 

 

「わかりました」 

 

 

★日本国憲法を用意しよう！ 社会の教科書に載っているは

ずだ。手元にないなら「日本国憲法」で検索すれば簡単にみら

れるよ。 

 

「先生、用意できました 」 

 

「では、第三章第21条を読んでみてください」 

 

「『第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の

自由は、これを保障する。２ 検閲は、これをしてはならな

い。通信の秘密は、これを侵してはならない。』」 

 

「かたい言葉ばかりで、よくわからないなぁ」 

 

「『集会、結社及び言論、出版その他一切の自由はこれを保証

する』。つまり、デモのために集会をしたり団体をつくったり

することは認められているってことですよ」 

「じゃあ何で逮捕されるんですか？」 

 

「確かに、憲法で認められているなら逮捕は憲法違反だわ」 

 

 

「じゃあ憲法第三章歳 13条を読んでみようか」 

 

「『第 13 条  すべて国民は、個人として尊重される。生

命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公

共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大

の尊重を必要とする。』」 

 

「公共の福祉、に逮捕された人は違反したんですか？ 」 

 

「その通りです。いいところに目をつけましたね」 

 

「公共の福祉ってどういう意味ですか？」 

 

「せっかく辞書があるんだから、自分で調べましょう」 

 

「はーい」 

 



★「公共の福祉」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

「調べてもよくわからないなぁ」 

 

「「公共」の「公」は 公
おおやけ

と読むのは知っていますよね？ 

公の意味を調べてみましょう」 

 

★「 公
おおやけ

」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「後ろに「共」が付くんだからここでは②かしら？」 

 

「正解です。 公は、多くの人に関わっているということ

です」 

 

「結局、「公共の福祉」って何なんですか？」 

 

「公も人の塊。つまり、とても簡単に言ってしまえば『自

分以外の人の利益や権利』のことですね」 

 

「なるほど！ デモ行為がこれに反した場合は逮捕も憲法違

反にならないんですね」 

 

「そういうことです。だから逮捕の前には必ず立ち退き勧告

や忠告があるはずなんです」 

 

「デモのどういうところが違反になるんですか？」 

 

「大勢で歩くことによる交通の妨げや、騒音が違反の対象に

なります」 

 

 

［公共の福祉］ 

―― 社会一般に共通する幸福や利益。個人利益や権利に対立ないし 

は矛盾する場合があり、相互の調和が問題とされる。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 

[公] ❶（名） 

―― ①政治や行政にたずさわる組織・機関。国・政府・地方公共 

団体など。古くは朝廷・幕府などをさす。 

②個人ではなく、組織あるいは広く世間一般の人に関わって 

いること。 

③事柄が外部に表れ出ること。表ざた。表むき。 

④天皇。また、皇后や中宮。 

（※『スーパー大辞林 約２５０，０００語』（三省堂）より引用） 



「交通の循環が悪くなれば多くの人に迷惑がかかるし、騒音

も付近の人の迷惑になりますもんね」 

 

「デモのためなら仕方なくないありません？ 」 

 

「じゃあ太郎くん、たとえ主張や要求に賛成できるデモだ

としても、君の家の前で多くの人が集まって大声で叫んで

いたらどう思う？」 

 

「家に入れないし、家にいてもうるさいし外出できないし、

嫌です」 

 

「逮捕される人がでたデモはそういうものだったんですよ」 

 

 

「あー、それは迷惑ですね」 

 

 

「先生、海外でもデモは憲法で認められているんですか？」 

 

「いい質問ですね。そのことについて詳しく説明しましょ

う」 

  

「公共の福祉」についてしっかり 

知りたいと思ったら社会の先生に 

聞くか、ネットで検索してみよう！ 

憲法についての書籍を読むのも 

勉強になるよ。 

（参考） 

●Wikipedia 

(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E

3%83%AB%E8%A1%97%E3%82%92%E5%8D%A0%E6%8B%A0%E3%

81%9B%E3%82%88） 

●ｍｓｎ産経ニュース 

(http://sankei.jp.msn.com/world/news/111002/amr11100214100003-n1.ht

m) 

●毎日新聞 

(http://mainichi.jp/photo/archive/news/2011/10/15/20111016k0000m03011

4000c.html ) 

●AFP BBNews 

(http://www.afpbb.com/article/economy/2840917/8086509?utm_source=af

pbb&utm_medium=topics&utm_campaign=txt_topics ) 



民主主義とデモの権利 

民主主義では国民全員に権力が与えられます。つまり民主主義の国家で

は、その国の意思決定（例えば政策や条約の賛否など）は国民全員の合意

により行う思想・運動・体制が取られているのです。 

 

しかし、いくら国民全員に権利があるといっても国民全員を一箇所に集

めて雑多に議論すること（直接民主制）はできません。そこで一般的にな

っているのが議会を用意し設け、自分たちの中から代表を選び、代表者た

ちに議論をしてもらう方法（間接民主制）です。 

 

 

 

日本、アメリカ、ヨーロッパ各国にも議会はあります。そして、こうい

った国のシステムについて細かく規定されているものが各国の憲法です。

日本なら日本国憲法、アメリカなら権利の章典がそれにあたります。この

憲法の内容によってその国が民主主義なのかそうでないのかを判断できる

ほど重要なものです。民主主義国家を主張しているのであればここで確実

に国民全員に選挙に投票する権利、誰もが奴隷のように拘束されず自由で

平等に扱われる権利が与えられるという内容が書かれているはずです。 

 

 



 

 

国民は代表者を選ぶ時点で一応自分たちの意思を反映してくれそうな代

表者を選んでいます。しかし選んだ代表者たちが自分たちの意思に反する

ことをしようとする場合もあるのです。そうでなくても選挙の時に約束し

たこと（立候補者の主張 例えば「増税を阻止します」など）を実行して

くれないこともあります。そういうときに自分たちの意思を政府にアピー

ルする方法としてデモ行為があるのです。議会で議論する議員は一見国民

よりも強い権力を持っているようなイメージが付きがちですが、彼らは国

民に選ばれたただの代表です。国民の意思を反映させた良い国を作るのが

議員の義務で、個々の議員に特別大きな権力はないのです。 

 

民主主義国家の有権者は国民全員であることが憲法で認められています

ので、意思に反することをする政府に自分たちの意思をアピールするデモ

行為の権利も当然に認められています。つまり、民主主義国家である限り、

デモ行為をする権利は国民に法的に認められているのです。 

ちなみに、デモ活動は報道されないだけで小さい規模のものであれば世



界各国で頻繁に起こっています。 

コラム～日本でデモをする～ 

日本で何かデモ行為をする場合は次の手順で行うことができます。 

 

①デモ開始の集会所を確保 

②デモ運動の行進を行うルートを作成 

③デモを行いたい地域の警察署に申請 

④申請が受け入れられれば成立 

 

警察に申請するのは公共の迷惑にならないように警備をしてもらうためで

す。いきなり集まって抗議活動をしたら迷惑行為としてすぐに立ち退くよ

う勧告されてしまいます。 

参考としてデモ行為を行ったことがある人のブログを見てみるのもいい

かもしれません。 

・ゆいネットワーク 

（http://blog.livedoor.jp/yui_net/archives/52767313.html） 

・マガジン９（http://www.magazine9.jp/matsumoto/022/） 

 

花「民主主義国家ではデモ行為は合法なんですね」 

太「意外と簡単にできるんだったら、僕にもできるかな？ 」 

先「デモ活動は自分の意思のアピール行為です。太郎くん、面白がってや

るようなものではありませんよ」 

「警備が必要なくらい公共に迷惑が掛かってしまう活動で

すもんね」 

 

「わかりました」 

 

「それに、ブログに書かれているが 100％本当かどうかは

わかりませんしね」 

 

「書き手の視点が加わっているからですか？」 

 

「そう、ブログというものは書き手にその意図がなくても

情報がゆがんだ形で載せられてしまったりするものですから

ね」 

「じゃあブログはウソが書かれてるってことですか？」 

 

 

「極端な言い方をすればそうとも言えますね」 

 

「やっぱりテレビや新聞が信じられる情報なんですね」 

 

「いいえ。そう断言はできませんよテレビや新聞も作り手

や書き手の主観が入っていますからね」 

 

メディア 

（参考） 

●アメリカ合衆国憲法邦訳 

(http://members.tripod.com/sapporo_3/ho/usaj.html) 

●法庫―日本国憲法 

(http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM) 

http://blog.livedoor.jp/yui_net/archives/52767313.html
http://www.magazine9.jp/matsumoto/022/


 

「テレビや新聞がウソをついているんですか？」 

 

「では、メディアについて話しますね」 

 

メディアって何？  

 

「先生“メディア”って何ですか？」 

 

「せっかく辞書を用意したんだから、自分で調べようよ」 

 

「花子さんの言うとおり、まずは辞書を引いてみましょう」 

 

 

★「メディア」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

「先生との今までの話の流れから考えると①かな？」 

 

「正解です。ここでの意味は①、情報媒体ですね。２人が

特に慣れ親しんでいるのは新聞やテレビ、インターネッ

トみたいに一度に多くの人に情報を届けることが出来る

マスメディアでしょうが、とにかく、情報を運ぶもの、

媒体をメディアと呼びます」 

 

「“マス”ってなんだろう？」 

 

「辞書で引いてみたけれど項目が多くてわからないわ」 

 

「ここでは『マス〖mass〗』という表記のもののことです

よ」 

 

★「マス〖mass〗」を辞書で調べてみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

[メディア〖media〗] 

―― ①手段。方法。媒体。特に新聞・テレビ・ラジオなど 

の情報媒体。 

②情報を保存する外部記憶装置の媒体。磁気ディス 

ク・MOディスクなど。 

③情報を頒布する手段コンピューターの分野では、② 

【マス〖mass〗】 

――①多く、外来語の上について複合語をつくる。 

㋐集まり。集団。「－－ゲーム」 

㋑大量。多数。「－－プロダクション」 

㋒大衆。「－－ソサエティー」 

②絵画・彫刻などにおいて、構成上、一つの塊として知覚 

される色の広がりや物体の立体感。マッス。 



 

「①の意味ですね」 

 

「たくさんの人に一気に情報を届けられるものだから“マス

メディア”なんですね」 

 

「その通り。マスメディアではないけれど、雑誌や漫画も情

報を運ぶものだからメディアの仲間ですよ」 

 

「それじゃあメディアの“ウソ”って何なんでしょう？」 

 

 

「僕らはメディアの情報に毎日ウソつかれてるんですか？」 

 

「太郎くん。テレビＣＭを見ていいと思った商品を実際買っ

てみたら、思ったのと違ったという経験はありませんか？」 

 

「あります！ 速く走れる靴を買ったんですけど、タイムは

全然変わりませんでした」 

 

「そういう商品には『個人差があります』という文句が添え

られているから“ウソ”とは言えませんが…では個人差とは

何だと思いますか？ 」 

 

「人によっては効果がないってことですよね」 

 

「その商品をよく思う人も悪く思う人もいるのよね。あれ？ 

でも宣伝されるのはよく思った人の感想だけ…？」 

 

「そう。宣伝は１つの視点だけに注目して作っているものな

んです」 

 

「それって、商品を信じ切った僕が悪いんでしょうか」 

 

 

「もちろん『絶対に効く』というような内容を明示していた

場合はその商品を出している会社に苦情を言うことができ

ますが、大抵は『個人差』に関する断りの文句が説明書に書

かれているので、それで退けられてしまいます」 

 

「なんだか納得いきません」 

 

「繰り返しますが、宣伝はある１つの視点だけで作られて

いるので、情報を受け取る側もそこを考慮しないといけな

いんですよ」 

 



「言葉のままに受け取らないで、たくさんの視点から物を

見ないといけないってことですね」 

 

「そう。たくさんの角度から物事を見つめることが大切で

す」 

 

「ということは、もしかしてニュースや新聞も１つの視点か

らの内容になっているんですか？ 」 

 

「そう、新聞やニュースも偏った視点で情報を発信している

こともあります。ここからは具体的な例を話しますね」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディアの理想と現実 

メディアを用いた情報伝達は、正しく偏りのない立場・視点に立ったも

のであることが理想です。日常的にメディアの情報に触れ続けていると、

みなさんも社会ではこの理想がそのままに実現されているかのように錯覚

しているかもしれません。しかし、実際はそうではないのです。新聞を例

として見ていきましょう。 

まずは日本についてです。日本では多くの家庭が新聞を購読しています

ね。そこに書かれている情報は常に正しく、公正な偏りのない立場に立っ

たものだと誰もが信じています。しかし、実際は違うのです。各新聞社に

は政府側か反政府側に偏りがちである傾向が見受けられます。ここでは政

府側に偏っているところを「右」、反政府側に偏っているところを「左」、

比較的にバランスが取れていて偏りがないところを「中道」と表現しまし

ょう。では、自宅にある新聞は何新聞でしょうか。 

 

★購読しているのは何新聞か、家の新聞を調べてみよう！ 

自分の家で購読している新聞が右なのか左なのか、気になりますよね。

よく知られている新聞社が一般的にどちら側と言われているのかちょっと

表にまとめてみました。 

 

 

 

 

マスメディア 

その他のメディア 
etc. 

etc. 



新聞名 右／左 系列テレビ局 

産経新聞 右 フジテレビＣＯＸ 

日経新聞 中道 テレビ東京ＴＸ 

読売新聞 中道 日本テレビＮＴＶ 

毎日新聞 左 テレビ東京ＴＢＳ 

朝日新聞 極めて左 テレビ朝日ＡＮＢ 

(http://homepage1.nifty.com/history/link/tv.htm 参照) 

 お家で講読されている新聞はどうでしたか。どちらよりだったにしても、

「中」に当てはまる新聞だった人は安心していませんか。それではいけま

せん。これはあくまで一般論です。自らの手で本当にそうなのか、記事を

読み比べてみましょう。 

 ちなみに、新聞は同じ系列のテレビ局であることが多いです。同じ系列

と言うことは、テレビ局から流されるニュース報道も新聞と同じように右

と左に偏っているということです。新聞の読み比べが面倒だという人はま

ずニュースの見比べからやってみましょう。 

 

★新聞の読み比べ・ニュースの見比べをやってみよう！ 

次はアメリカをとりあげましょう。アメリカの新聞は日本のように定期

的に購読されているものではなく、人々はテレビから情報を受け取るのが

標準です。アメリカは、選挙において立候補者のテレビＣＭがなければ立

候補していることすら認知されないほどテレビの影響力が強い国です。し

かし、そのテレビ局の多くは大金持ちや大企業に買収されているという事

実があります。参考までに表を作ってみました。 

局

名 

ＮＢＣ 

(National 

Broadcasting 

Company、全国

放送） 

ＣＢＳ放送 

(CBS 

Broadcasting, 

Inc.） 

ＡＢＣ 

(The American 

Broadcasting 

Companies, 

Inc.アメリカ

放送） 

ＦＯＸ 

(The Fox 

Broadcasting 

Companyフォッ

クス放送） 

買

収

先 

ゼネラル・エレ

トリック（親会

社「ＲＣＡ」の

買収と共にそ

の傘もとへ属

する） 

投機会社 ウォルト・ディ

ズニー・カンパ

ニー 

ルパート・マー

ドック（大富

豪） 

※参考：『ルポ 貧困大国アメリカ』（堤 未果著／岩波書店／2008.01.22） 

 

さて、「買収された」ことによる影響とは何でしょうか？ 想像がつきま

すか？ 

 

★テレビ局の「買収」によって起こる問題を考えてみよう！ 

テレビ局が買収されると、以下のような問題が発生します。 

 

●情報操作……①買収した企業が、その会社にとって都合の悪い情報を隠

してしまう。 

       ②その企業が応援している議員や政党のイメージを作 



り上げてしまう。 

       ③特定個人（買収した富豪）の思想に番組の内容が左 

右されてしまう。 

 

日本の報道にも様々な問題がありますが、アメリカのように企業や特定

の個人にテレビ局を買収されてしまえば、民間人に届く情報はあらゆる形

で歪められたものばかりになりかねないのです。アメリカでも数局のテレ

ビニュースを確認することが大切なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やっぱり情報の比較って大切なのね」 

 

「僕もこれからニュース番組くらい見比べよう…そういえ

ば貧困の話をしてたのに、どうして情報の話になったんだ

っけ？」 

「貧困に反対するデモがあって、デモの話からメディアのウ

ソの話になったんだわ」 

 

「全く関係ない方向に行っちゃったね、話を戻そうよ」 

 

「情報の話が、貧困と関係がないわけではないですよ。デモ

行為も、明確に情報を集めたうえで主張を唱えるのでなけれ

ば、ただの暴挙になってしまいますしね」 

 

「日本ではあまりデモが起きていないけど、海外みたいに

けが人が出るようなことになったら怖いですね」 

 

「そのまま紛争とかになったらどうしよう」 

 

（参考） 

●『ルポ 貧困大国アメリカ』（堤 未果著／岩波書店／2008.01.22） 

●『社会の真実の見つけかた』（堤 未果著／岩波ジュニア新書／

2011.02.19） 

●『不肖・宮嶋 メディアのウソ、教えたる！』（宮嶋 茂樹著／河出

書房新社2007.08.30） 

日本にいても海外にいて

も、一つの情報だけではな

く、複数の情報を比較しな

がら見ることが大切だよ！ 



「先生、デモみたいな過激な行動じゃなくても政府に国民が

意見を伝えて貧困の苦しみを伝えることはできないんです

か？」 

 

「もちろんデモ以外にできることもあります。いいところに

気が付きましたね。さっそく説明しましょう」 

 

デモ以前にできること 

デモを起こして行進をするよりも落ち着いた形で国（政府）に自分の意

思を届ける方法はもちろんあります。では、まずは国に自分の意思を伝え

る方法を考えてみましょう。ぼんやりと頭に浮かぶことはありますか？ 

 

★自分の意思を政府に届ける方法を考えてみよう！ 

デモを除けば主に３つの方法があります。 

①選挙   ――選挙が民意を伝える第一段階であることは先ほど説

明しましたね。まずは選挙に行き、自分の代表を選ぶ

ことで意思を伝えられます。 

②署名活動 ――議員という代理人を介するのではなく、直接自分の意

思を国に伝えたいとき、署名活動が使えます。自分の

意見に賛成してくれる人に名前を書いてもらい、取れ

だけ多くの人がそれを求めているのか国に具体的数

値を提示して示すことが出来ます。 

③直接対談 ――署名活動よりももっと直接的に自分の意見を伝えた

い場合、電話やメールでアポイント（予約）を取り、

議員側の承諾を得られれば直接対談することが可能

です。 

 

 

「他にもこんな方法があるんですね」 

 

「署名活動の名簿をもって対談したら、話をよく聞いても

らえそうね」 

 

「でもこの前までの話で聞いたように、国の構造が悪いと知

っても僕たちはまだ選挙権がないから…」 

 

「今教えてもらった方法は私たちにはまだできないわね」 

 

 

「先生、僕たちでもできる貧困救済への対策法はないんで

すか？」 

 

「もちろん。貧困に困っている人を援助するボランティア

活動がありますが…でも、もっと簡単にできるボランティ

アがありますよ」 



 

「え？ 」 

 

「それってなんですか？」 

 

「あなたたちが知った貧困についての知識を、他の人に教え

てあげることです。まだまだ貧困の実態を知らない人がたく

さんいます。その人達が貧困について知り、誤った認識をし

ている人がだんだん減っていけば、世の中の貧困者に対する

偏見も和らいで、今は陰に隠れている社会構造の問題部分に

光がさすかもしれない。知識を伝えるという簡単な行為だけ

でもそういう可能性があるんですよ」 

 

「じゃあ今日帰ったら父さんと母さんに話してみようかな」 

 

「私は明日クラスの友達に先生から教わったことを話してみ

ます」 

 

「人に伝えれば復習にもなります。頑張って伝えてみてくだ

さい」 

 

 

（参考） 

●『ルポ 貧困大国アメリカ』（堤 未果著／岩波書店／2008.01.22） 

●『社会の真実の見つけかた』（堤 未果著／岩波ジュニア新書／

2011.02.19） 


