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基地をグアムに押しつければ問題解決？
─ミクロネシアと日本との関係から見えてくること

今泉裕美子 （法政大学国際文化学部教員）

マリアナ諸島のチャモロは、日本が 1914 年にグ
アム以北のマリアナ諸島を統治下に置いたこと
で「分断」されました。普天間基地移設問題を、
日本の安全保障のためにミクロネシアが犠牲を
強いられてきた歴史から考えます。
●主著：「南洋へ渡る移民たち」大門正克他編『近代社会を生きる—近現代日本
社会の歴史』吉川弘文館 2003/「南洋群島への朝鮮人の戦時労働動員—南洋群
島経済の戦時化からみる一側面」『季刊戦争責任研究』64 号 2009 年 6 月

アジアの核と安全保障
田巻一彦 （ピースデポ副代表）

「50 年目」の今年を「核兵器のない世界」に向か
う最初の年にするためにともに考えたい。核は
いかにして日米安保とともにあったのか、今あ
るのか、そして明日は…。
●主著：『基地の読み方・歩き方』（共著）明石書店 1998/『私たちの非協力
宣言—周辺事態法と自治体の平和力』（共著）明石書店 2001 ●参考文献：ピー
ター・ヘイズ、ウォルデン・ベロ他『核戦争の最前線・日本』（訳書）朝日新
聞社 1987/ 田巻一彦・我部政明他「【共同提言】安全保障政策のオルタナティ
ブ—対米従属・思考停止からの脱却を」『世界』2009 年 7 月号 岩波書店 

オリエンテーション

私たちの暮らしと日米同盟
佐久間智子 （PARC 理事）

日米同盟は、私たちの暮らしを大きく規定してきま
した。日米間の経済協力を義務づけている安保条約が、日本の
社会・経済政策にどう影響してきたのか。身近な例から考えます。
●主著：『穀物をめぐる大きな矛盾』筑波書房 2010/『儲かれば、それでいい
のか—グローバリズムの本質と地域の力』（共著）コモンズ 2006 ●参考文献：
高橋伸彰『グローバル化と日本の課題』岩波書店 2005/ 本山美彦『姿なき
占領—アメリカの「対日洗脳工作」が完了する日』ビジネス社 2007
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日米安保 50 年 !
　　―アジアと日本の未来を構想する

● 2010 年 5 月〜 12 月　● 基本的に隔週月曜日 19:00 〜 21:00　　
● 全 14 回 / 定員 30 名　● 受講料 38,000 円
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日本の外交の基軸である「日米同盟」。2010 年、その根幹である日米安保条約締結から 50 年を
迎えます。郵政民営化、労働者派遣法改正、農産物の市場開放、金融ビッグバン、後期高齢者医
療制度─。軍事だけにとどまらず、私たちの暮らしにも深く関わっているこの同盟。なぜアメ
リカとの関係はここまで重要視されてきたのでしょうか？ この「安全保障」の枠組みは、いま
もなお必要とされているのでしょうか？ 経済、アジアと日本の歴史、基地、核、憲法など、さ
まざまな切り口から日米同盟を検証し、アメリカから離れた、日本とアジアの未来を構想します。

アメリカ化がもたらした経済社会の危機
─克服の方途は！

田村正勝（早稲田大学社会科学総合学術院教授 / 日本経済復興協会理事長）

アメリカ流の経済が格差社会をもたらし、人々
の心と身体を蝕み破壊している。さらに、これ
が経済そのものを行き詰まらせた。その実態と、
これを克服する方途を探る。
●主著：『社会科学原論講義』早稲田大学出版部 2007/『見える自然と見えな
い自然—環境保護・自然の権利・自然哲学』行人社 2001 ●参考文献：田村
正勝（編著）『甦るコミュニティ—哲学と社会科学の対話』文眞堂 2004/ 田村
正勝（編著）『ボランティア論—共生の理念と実践』ミネルヴァ書房 2009

なぜ日本人はパンを食べるようになったのか
大野和興 （農業ジャーナリスト）

日米安保は単なる軍事同盟ではなく、そこに含ま
れる経済条項はこの列島の隅々まで、米国の影響
を行き渡らせています。その一つが自給率 40％に
まで落ち込んだ食、その食を支える農の実態です。
●主著：『食大乱の時代—“ 貧しさ ” の連鎖の中の食』（共著）七つ森書館 
2008 /『日本の農業を考える』岩波ジュニア新書 2004 ●参考文献：本田勝
一『麦とロッキード』講談社文庫 1983 / 大野和興『農と食の政治経済学』
緑風出版 1994

主権在米経済
小林興起 （衆議院議員）

何も知らされず、誰も知らないうちに国民のお金
はアメリカのものになることが決まった。それが

「郵政民営化」の真実であった。なぜ、マスコミ
はこのことを伝えず、政治家も官僚も国民を欺
いたのか ? 私は政治家としての使命を全うする為に闘った。
●主著：『主権在米経済—The Greatest Contributor to U.S.』光文社 2006
●参考文献：関岡英之『拒否できない日本—アメリカの日本改造が進んでい
る』文春新書 2004

安保条約の成立と「天皇外交」
豊下楢彦 （関西学院大学教員）

昭和天皇は「象徴天皇」となって以降も、戦後
日本の安全保障の基本枠組みを形成するために
積極的な活動を展開しました。その「天皇外交」
について具体的にお話をします。
●主著：『昭和天皇・マッカーサー改憲』岩波書店 2008/『集団的自衛権と
は何か』岩波書店 2007

朝鮮戦争、ベトナム戦争と日本
道場親信 （和光大学教員）

アメリカがアジアで行なった戦争（朝鮮・ベト
ナム戦争）を支えたのは在日（在沖）米軍基地だっ
た。日本社会を「戦争機械」に組み込んだ安保体
制とこれに抵抗する運動についてお話しします。
●主著：『抵抗の同時代史—軍事化とネオリベラリズムに抗して』人文書院 
2008/『占領と平和 〈戦後〉という経験』青土社 2005

冷戦と中国
丸川哲史 （明治大学教員）

冷戦は通常、米ソの二項対立で想起されがちです
が、中国が大きな第三項として存在していました。
東アジアの今後を考える上でも、冷戦にとっての
中国、中国にとっての冷戦を知ることは必要です。
●主著：『竹内好—アジアとの出会い』河出書房新社 2010/『ポスト〈改革開放〉
の中国—新たな段階に突入した中国社会・経済』作品社 2010

東アジアの軍事情勢と在日米軍の存在
田岡俊次 （軍事ジャーナリスト）

健康を保つためには病気の知識が必要なのと同
様、平和を考えるには軍事情勢を知らねばなら
ない。できる限り客観的データに基づき、日本
と周辺の軍事情勢を見てみよう。
●主著：『北朝鮮・中国はどれだけ恐いか』朝日新書 2007/『2 時間でわかる
図解 日本を囲む軍事力の構図—北朝鮮、中国、その脅威の実態。アメリカ
の軍事覇権の将来は ? 』中経出版 2003

「日米同盟の正体」と東アジアの安全保障
孫崎 享 （元外務省国際情報局長）

日本の安全保障は今、岐路にある。日米同盟は変
質し米国は在日米軍基地、自衛隊を米国の世界戦
略に使う動きを活発化させている。中国の動き、
日本に軍事的オプションがあるかを考えて見たい。
●主著：『日米同盟の正体—迷走する安全保障』講談社現代新書 2009/『情
報と外交』PHP 研究所 2009 
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沖縄県を訪ねる

沖縄に「平和 ･ 基地 ･ 安保」を押し付けない処方箋
●案内人：又吉京子

歩いて ･ 見て ･ 自分の足元を考える。沖縄に「来ると」
考えられるといわれる「平和 ･ 基地・安保」を、自
分の住む町で考え行動するヒントを見つけるツアー。
●参考文献：沖縄県生活福祉部援護課（編）『平和への証言 
沖縄県立平和祈念資料館ガイドブック』沖縄県生活福祉部援護課 1983/ 沖
縄県知事公室基地対策課『沖縄の米軍基地』沖縄県知事公室基地対策課 
2008/ 知念ウシ『安保に関して−ウシがゆく』（近刊予定）

沖縄にこだわっているのはだれだ
屋良朝博 （沖縄タイムス社論説兼編集委員）

沖縄になぜ米軍が駐留しているのでしょうか。当
たり前の疑問ですが、日本ではあまり議論されません。なぜそ
うなっているのか、考えるきっかけにしてはいかがでしょうか。
●主著：『砂上の同盟—米軍再編が明かすウソ』沖縄タイムス社 2009/『学
校好きなんだ』七つ森書館 2004 ●参考文献：『世界』 2010 年 2 月号 岩波
書店 / ケント・E. カルダー 『米軍再編の政治学—駐留米軍と海外基地のゆく
え』（訳書）日本経済新聞社 2008 

沖縄から安保を考える
ダグラス・ラミス （沖縄国際大学講師）

沖縄は「太平洋の要石」だといわれているが、地
理的にはそうではないということは、地図をみればわかる。
しかし、日本の政治意識の中で、要石になっているかもし
れない。それはどのアーチを支えているのか、抜いたらな
にが落ちてくるのかを考えたい。
●主著：『ガンジーの危険な平和憲法案』集英社新書 2009/『ラディカル・
デモクラシー 可能性の政治学』岩波書店　2007

（沖縄キリスト教センター館長代行 / 一坪反戦地主
会員 / カマドゥー小 (ぐぅわ ) たちの集いメンバー）

日程調整中

巻き込まれる側の責任として憲法を使う
上原公子 （前国立市長）

「国立市平和都市宣言」を行なった前国立市長の
上原さんをお招きし、人間や暮らしを真ん中に
据えた「平和」についてお話しいただきます。
●主著：『しなやかな闘い—生命あふれるまちづくりの試み』樹心社 2008

日程調整中
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東アジアの民衆連帯へ
─戦後日米関係を巻き戻すなかで

武藤一羊 （ピープルズ・プラン研究所運営委員）

戦後日本において、明治の福沢諭吉の「脱亜入欧」に当た
るものが「日米同盟」であったと考えるなら、日米安保関
係を根本的に変えていく展望は、近隣アジアとの民衆レベ
ルのオルタナティブな関係づくりにかかっている。簡単で
はないが、大きなチャレンジである。
●主著：『アメリカ帝国と戦後日本国家の解体—新日米同盟への抵抗線』社
会評論社 2006/『帝国（アメリカ）の支配 / 民衆（ピープル）の連合—グロー
バル化時代の戦争と平和』社会評論社 2003


