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青法協憲法記念行事
～憲法を考える夕べ ２０１８～

これからの日本 憲法と教育の危機

日時 ２０１８年４月２７日（金）午後６時００分～（閉会８時３０分頃予定）
場所 和歌山県民文化会館 大ホール（和歌山市小松原通１丁目１）
主催 青年法律家協会和歌山支部

［内容］
第１部 基調講演
講演① 前 川 喜 平（まえかわ・きへい）氏

前文部科学事務次官
講演② 寺 脇 研（てらわき・けん） 氏

京都造形芸術大学教授、映画評論家
NPO教育支援協会チーフ・コーディネーター

第２部 ディスカッション
前 川 喜 平 氏
寺 脇 研 氏

コーディネーター
堀 内 秀 雄（ほりうち・ひでお）氏（和歌山大学名誉教授）

―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―☆―

青年法律家協会とは

青年法律家協会は、１９５４年、憲法を擁護し平和と民主主義および基本的人権を守ることを
目的に、若手の法律研究者や弁護士、裁判官などによって設立された団体です。現在は、弁護士
と研究者によって構成される弁護士学者合同部会と、司法修習生の各期部会、法科大学院生部会
があります。弁学合同部会の会員数は約２５００名、法律家の任意団体としては最も幅広い層が
参加し、人権活動と情報ネットワークの場となっています。

青年法律家協会【設立趣意書】（１９５４年 設立総会）

「平和」 それは、つねに人類の渇望してやまないものであります。もっとも貴重な青春の数年
間をあの太平洋戦争の渦中ですごしこの戦争で多くのすぐれた先輩、友人をうしなったわたくし
たちは特に平和にたいして強い関心を持っております。
「民主主義」 これこそ平和をまもるとりでであります。民主的諸制度の否定されるところに自
由もなければ人権もなく、自由と人権のないところに戦争の暗いかげがさしこむことをわたくし
たちは身を以て体験しました。戦争から敗戦の過程をへて、わたくしたちはあまりにも多くのも
のをうしないましたが、その高価な代価をはらって、ようやく平和と民主主義の原則を獲得しま
した。平和と民主主義を標ぼうする日本国憲法はこのようにして、制定されたものであると考え
ます。
ところが、その後何年もたたないうちに、再軍備が課題となり、これと関連して思想、言論、

集会、結社の自由や団体行動の自由がふたたび否定しさられようとしています。もしもこのまま
自由と人権が否定されていくならば、またあの暗い時代がくることはだれがみてもあきらかであ
りましょう。
わたくしたちは、おなじ時代にそだった人間としてすべての政治的立場をはなれて、なお共通

の考えと立場をもつことが多く、また法律家としては、その職能をとおして、憲法を擁護する権
利と義務と責任をもっております。わたくしたち全国の若い法律家があつまって平和と民主主義
をまもる会を設立しようとしているのはこのような趣旨であります。
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青年法律家協会和歌山支部について

私たち青年法律家協会和歌山支部は、憲法を擁護し平和と民主主義および基本的人権を守るこ

とを目的に１９６７年に設立され、その主要な行事として、１９８４年以降、市民の皆さまとと

もに憲法を考えるため、講演会等の記念行事を毎年開催してきており、今年が第３５回となりま

す。これまでの憲法記念行事の内容を以下にご紹介致します。今後とも、当支部主催の憲法記念

行事へのご参加をよろしくお願い致します。

青年法律家協会和歌山支部 憲法記念行事の歩み

第１回 １９８４年５月２日 紀の国会館
テーマ 現代における平和とは
講演「憲法９条を巡る今日的課題」 川口 是氏（元京都大学教授）
講演「軍拡と核兵器の現状」 長谷邦彦氏（毎日新聞記者・大阪本社社会部）

第２回 １９８５年５月２日 紀の国会館
テーマ こどもたちの輝ける未来のために 憲法と青少年の権利を考える夕べ
講演「少年非行の訴えるものーその受けとめ方と少年の人権」

能重真作氏（東京都荒川区立第四中教師）
映画「核戦争後の地球」（製作ＮＨＫ）

第３回 １９８６年５月２日 紀の国会館
テーマ いま子どもたちが訴えるもの いじめ・体罰と教育の現状
講演「子どもの人権と体罰」 室井 修氏（和歌山大学教授）
講演「教育現場からみたいじめ・体罰の現状」 瀧川洋士氏（高野口中学校教諭）

第４回 １９８７年４月３０日 紀の国会館
テーマ 日本国憲法施行４０周年 いま、憲法の原点へ・・・『国家機密法』と国民の知る権利
を考える夕べ
映画「武器なき敵」（１９４１年作品）
講演「くらしの中の憲法」 寿岳章子氏（前京都府立大学教授）

第５回 １９８８年４月２８日 紀の国会館
テーマ いま、言えていますか、言うべきことを。言論の自由こそ民主主義のかなめ
講演「天皇報道を考える」 西山清雄氏（民法労連役員）
講演「この道はいつかきた道」 早乙女勝元氏（作家）

第６回 １９８９年４月２７日 紀の国会館
テーマ あなたが国の主権者です！私たちはいま、本当に国の主人公になっているでしょうか
講演「天皇制とその歴史的責任」 大江志乃夫氏（茨城大学教授）
講演「天皇制とキリスト教」 辻 宣道氏（日本キリスト教団静岡草深教会牧師）

第７回 １９９０年４月２７日 紀の国会館
テーマ 「女性の人権」を考える夕べ 真の男女平等を求めて 就職差別、賃金格差、「〇〇家
の嫁」、セクシャル・ハラスメント、性の商品化・・・本当の男女平等とは何かを考えてみまし
ょう。
講演「真の男女平等を求めて」 松尾道子氏（弁護士）
講演「性風俗産業と女性の人権」 兼松左知子氏（婦人相談員）

第８回 １９９１年５月２日 紀の国会館
テーマ いま再び平和を問う！
映画「タイコンデロンガのいる海」
講演「自衛隊の実態と海外派兵」 神浦元彰氏（軍事ジャーナリスト）

第９回 １９９２年４月３０日 紀の国会館
テーマ 高齢化社会を考える夕べ 「ねたきり老人」のいない社会をめざして！
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講演「「寝たきり老人」のいない社会をめざして！」岡本祐三氏（阪南中央病院内科医長）
ビデオ「豊かな老後への挑戦－デンマークからの報告－」（製作ＮＨＫ）

第１０回 １９９３年４月３０日 紀の国会館
テーマ 民主主義と政治腐敗構造を考える夕べ
講演「日本の構造的政治腐敗」 立花 隆氏（政治評論家）
ビデオ「こんな政治でいいのか～いつまで続く金権腐敗」

第１１回 １９９４年４月２８日 紀の国会館
テーマ 心にひびく憲法を考える夕べ 人が人に手をさしのべ瞳と瞳がみつめあい・・・
講演「自然・子ども・家族－国際家族年に寄せて－」 灰谷健次郎氏（作家）

第１２回 １９９５年４月２８日 紀の国会館
テーマ 憲法と国際貢献
パネルディスカッション 和田 俊氏（朝日新聞編集委員）、木村晋介氏（弁護士）、重栖 隆
氏（ニュース和歌山編集長）、小畑 郁氏（金沢大学法学部助教授）、汐見 恵氏（主婦）

第１３回 １９９６年５月２日 和歌山市民会館市民ホール
テーマ いま沖縄から
講演「日本国憲法公布５０年ー沖縄の視点から」 新崎盛暉氏（沖縄大学教授）

第１４回 １９９７年５月２日 紀の国会館
テーマ 情報公開 僕はそのことが知りたい・・・
講演 清水 勉氏（弁護士）
講演 松浦米子氏（大阪市民オンブズマン代表）

第1５回 １９９８年５月１日 和歌山市民会館市民ホール
テーマ 国民主権の形骸化の現状と実質化への道
講演「中坊公平 国民主権を語る」 中坊公平氏（元日弁連会長）

第１６回 １９９９年５月３日 和歌山市民会館市民ホール
テーマ 人権と報道 被害者が犯人に 覚えていますか？松本サリン事件
講演 河野義行氏（会社員・松本サリン事件被害者）
講演 浅野健一氏（同志社大学教授）

第１７回 ２０００年４月２８日 アバローム紀の国
テーマ どう変える日本の裁判所
映画「日独裁判官物語」
講演「日本の裁判官の実態」 安倍晴彦氏（元裁判官）
講演「日本の司法の問題点と市民による司法改革」 高見澤昭治氏（弁護士）

第１８回 ２００１年４月２７日 和歌山市民会館市民ホール
テーマ 次の世代に負の遺産を残さないで！！
講演「日本の廃棄物 その問題点と方向」 藤永延代氏（おおさか市民ネットワーク代表）

第１９回 ２００２年５月２日 アバローム紀の国
テーマ 憲法の平和主義・日本の進路 ２１世紀の日本の役割を問う
講演 浅井基文氏（明治学院大学国際学部教授・元駐英公使等）

第２０回 ２００３年５月２日 アバローム紀の国
テーマ 憲法から平和を考える―激動する世界をどう見るか
講演 水島朝穂氏（早稲田大学法学部教授）

第２１回 ２００４年４月２８日 アバローム紀の国
テーマ 北東アジアから日本を世界をみる
講演 車 圭根氏（韓国弁護士）

（番外） ２００４年７月２日 和歌山県民文化会館小ホール
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テーマ イラクの現在これからの日本 イラクから平和を考える
講演「イラクの現在これからの日本」 郡山総一郎氏（フォト・ジャーナリスト）

第２２回 ２００５年４月２８日 和歌山県民文化会館小ホール
テーマ 酒井啓子氏 イラク戦争を見る
講演「イラク戦争と日本」 酒井啓子氏（アジア経済研究所）

第２３回 ２００６年４月２８日 和歌山県民文化会館小ホール
テーマ 靖国問題と憲法
講演 高橋哲哉氏（東京大学大学院総合文化研究科教授）

第２４回 ２００７年４月２７日 和歌山市民会館小ホール
テーマ 平和を目指して９条の実践―基地の島沖縄から
講演 糸数慶子氏（前参議院議員）

第２５回 ２００８年４月２５日 和歌山県民文化会館小ホール
テーマ 最新映像で見るイラク戦争―戦争現場から９条を考える
講演 西谷文和氏（フリージャーナリスト、「イラクの子どもを救う会」代表）

第２６回 ２００９年４月２８日 和歌山県民文化会館小ホール
テーマ 平和と平等をあきらめない
講演 斎藤貴男氏（フリージャーナリスト）

第２７回 ２０１０年４月２８日 和歌山県民文化会館小ホール
テーマ 懸命に生きる人々～日本人こそアジアの人々から学んで欲しい～
講演 池間哲朗氏（ＮＰＯ法人アジアチャイルドサポート代表理事）

第２８回 ２０１１年４月２８日 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ４階ホール
テーマ 普天間基地と日米安全保障条約
講演 伊波洋一氏（前宜野湾市長）

第２９回 ２０１２年４月２７日 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ４階ホール
テーマ 放射能汚染の時代～３．１１後の世界をどう生きるか～
講演 今中哲二氏（京都大学原子炉実験所助教）

第３０回 ２０１３年４月２６日 和歌山県民文化会館小ホール
テーマ 戦後日本外交の歴史と展望～自主と追随の戦い～
講演 孫崎 享氏（元外交官、元防衛大学校教授）

第３１回 ２０１４年４月２５日 和歌山県民文化会館小ホール
テーマ 集団的自衛権のトリックと安倍改憲
講演 半田 滋氏（東京新聞論説兼編集委員）

第３２回 ２０１５年４月２９日 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ４階ホール
テーマ 学び続ける自由と民主主義～不安の時代に抗して
講演 山本健慈氏（和歌山大学前学長）
座談会「民主主義の危機を克服するために」 山本健慈氏、花田惠子氏（９条ネットわかやま共
同代表）、金原徹雄（弁護士）、岡 正人（弁護士・司会）

第３３回 ２０１６年４月３０日 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ４階ホール
テーマ 違憲無効な安保法制にどう立ち向かうか～法律施行という状況をふまえて～
講演 青井未帆氏（学習院大学法科大学院教授）

第３４回 ２０１７年４月２８日 和歌山県民文化会館小ホール
テーマ 市民の力で立憲民主主義を創る～他者性を踏まえた連帯の可能性～
講演 中野晃一氏（上智大学国際教養学部長、教授）


