
アウシュヴィッツ解放70年記念上映会 &シンポジウム

ホロコースト記憶の国際デー 2015 in東京
International Ho10caust Remembrancc Day 2015 in TOkyO
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開場・受付

12145【第1部】映画 FsHoAHシ ョア」第 1部上映

13:30  休憩  ‐‐

15130【 第 2音薩 シ ン ポ ジ ウ ム  *第 2部だけご来場の方は、13110よ り開場。受付致します。
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1月 27日 は、 国連が定めた「ホロコース ト犠牲者を想起す る国際デー」です。

アウシュヴィッツ収容所解放から70年の2015年 1月 27日 、最後の世代である生還者たち100名 が集う、もっとも重要な意味をもつ記念式典がアウシュ

ヴィッツの地で行われます。同博物館のツィヴィンスキ館長は、この日を共に記念してほしいと世界各地に呼びかけています。ホロコーストの最大規

模の虐殺の地・アウシュヴィッツは、全人類にとっての負の遺産です。「この虐殺を可能にしたのは、驚くほど簡単なものだった。社会不安と、ほん

の少しの民衆扇動、想像上の敵、そして一瞬の衝動Jと 同館長は言います。日本においても、この悲劇の記憶にふれて、人間の差別や偏見をふりかえり、

未来を共に考えてみませんか。

第一部では、2月 に濠1場公開となるドキュメンタリー映画「SHOAHシ ョアJ(第 1部 )を上映します。第二部は、日本でホロコース ト教育を実践する

パネリス トを囲んでシンポジウムを行います。いまを生きる私たちが、日本で、ホロコーストを知る意味とはP70年後の世界で、この日、私たちは何を

感じるでしょうか。ホロコーストを初めて知る方もぜひお気軽にご参加ください。

*「ホロコースト」とは :ナチス・ドイツとその協力者による虐殺。1933～ 1945年まで12年 間続いた迫害の中で、600万のユダヤ人が殺された。そのうち150万人は子ども。
ポーランド人や障がい者、ロマらも犠牲となった。

■口時 :2015年 1月 27日 (火 )

9:30    開場 。受付

10:00-12:45 【第1部】映画 「SHOAHシ ョア」第 1音『上映

12:45-13:30 休憩

13:30-15:30【 第 2部】シンポジウム

*第 2部だけご来場の方は、13:10よ り開場 。受付致します。

ショア」(第 1部 154分 )上映
大 塚 信  (お おつか まこと)

ホロコースト記念館館長。1971年 、合唱団員としてイ
スラエルを訪れた際に、アンネ・フランクの父であるオッ

トー・フランクと偶然出会う。「アンネに同情を寄せる

だけでなく、平和のために行動してほしいJと いうオッ

トーの言葉に感銘を受ける。これがホロコーストを知る

きっかけとなる。1995年 、広島県福山市に日本最初の

ホロコースト記念館を設立、館長に就任、現在に至る。

高橋健司 (たかはしけんじ)

鳥取大学地域学部地域教育学科准教授。筑波大学大学

院修了・教育学修士。筑波大学附属高校等で主に世界

史を教える。1995年 にワシントン DCのホロコースト

記念博物館を訪ねたのを機に、ホロコーストの多面的な

学習を開発し実践研究する。朝日大学専任講師、准教

授を経て、2011年 より現職。専門は社会科教育・歴史

教育研究。論文に「世界史教育における『人種』概念
の再考J(『 社会科教育研究』恥94日 本社会科教育学会)。

石岡史子 いしおかふみこ)

NPO法人ホロコース ト教育資料センター代表。リーズ

大学開発学部で修十課程修了。世界的ベス トセラー

『ハ ンナのかばん』(ポ プラ社刊)の 登場人物・訳者。

同書に描かれた NPOの活動に対して、ヨーク大学 (カ

ナダ)よ り名誉博士号が授与される。愛知教育大学

非常勤講師。神戸学院大学客員教授。

・ユダヤ人差別のパスボー ト

【第1部】映画「SHOAH
フランス人監督クロー ド・ランズマン

による本作 (1985年 )は、ユダヤ人の強

制収容、虐殺の全貌を関係者の証言の

みで構成した9時間半におよぶ記録映

画。世界各国の映画祭で20以上の賞を

受賞したドキュメンタリー映画の「金

字塔Jと 言われる作品です。2月 の壕J場

公開に先がけて、第 1部を上映します。
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ホロコー ス ト記念館 (広島県福山市)

日本で初めて子どものために

開かれたホロコーストの教育

施設。世界中の生還者たちか

ら寄贈された遺品が展示され

ている。1995年の開設以来、
14万ノヘ、の来館者を迎えている。

NPO法人ホロコース ト教育資料センター

愛称 Kok()■ o(東京都新宿区)

http:〃Ⅵ¬ハ～v ne,p/asahi/holocaust/to● 0/

クロード・ランズマン監督作ホロコーストの
“記憶 "を “記録 "し た傑作 ドキュメンタリー

3作品 劇 場 合 開 !!

「SHOAHシ ョア」「ソビブル、
1943年 10月 14日午後 4時 J

最新作「不正義の果て」
2015年 2月 より渋谷シアター・

イメージフォーラムにて公開

【第 2部 】 シ ン ポ ジ ウ ム 「 い ま 、 ホ ロ コ ー ス トを 知 る意 兜

ホロコースト教育を実践してきたパネリストが、日本にゆかりのある遺品や映像を用

いながら、12年間におよんだ差別と迫害の過程を分かりやすくたどります。なぜ、

どうやって、日本でこの歴史を学ぶのか。この日、この場所で、参加者の皆さんの心

にいちばん響くキーワードは P

*当 日、会場で展示 します

・パネ′レ展「一冊のパスポートJ

・ダビデの星
・ハンナのかばん

■会場 国連大学 12階会議室 錬京都渋谷区神宮前5-53-70)

国連大学へは、JR渋谷駅から徒歩 10分 もしくは地下鉄表参道駅出口B2

(銀座線、半蔵門線、千代田線乗り入れ)か ら徒歩 5分のところにあります。

青山通りをはさんで青山学院大学正門から筋向かいにあり建物の向かっ

て左隣には子どもの城があります。

*入口でスタッフがイベントの会場への案内をします。

■対 象 高校生以上、教職員、大人一般、60名 (先着順)

■参加費 無料

日申し込み方法
以 ドより事前にお申込みをお願いします。
http://npokokoro wix com/auschwitz70

■主催およパお問い合わせ先

NPO法 人 ホ ロ コ ー ス ト教 育 資 料 セ ン タ ー

〒1600015東京都新宿区大京町 221■唖 UYOHビル 6階
TEL&RヽX:03-5363-4808

Email:holocaust@tob/o email neip
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