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本黒∬ 軍墓で、黒∴寺彗薫二ちがずゞ工=工 きポイコッ ト垂導 ギ■華・てをヽ ること

き轟養tr it籍 下で義鉾華暴,ボ 翼て二幕護幸、ター プタナii難苺.幸 票入澤亀揮ダ

ダンガ、テンゴや こ′てよヤ i〆 fで書姜か護 き、牽弱によると黒二奪轟八が蔵 され、
■参0人以上が負僻 l′ 、多数幸家が焼静‐れたとい子.

警鐸なご遺、 こ拳讐隻註黒.ミ 署壼彗學童ミ お率金労働斎 0難で譲 きたと議整 して

蓬た。す‡幕 i、 き霙●幸幸簿幸難 t奪箸主ヽ■
'デ

ーート農ま象喪幸犠畿者を哀韓す

るために夕ずスマメ奮事のポイ撃ッ トを導ぴかξナで 彎ブジッタ・ rTス マスとを重

言 し、そ参議事
=ち

華義悪え若か嗜魚襲翁洋犠者 と衝突 した参だ き課争。

しか 彗、 これは事諄の真書を曇えて暴ないようだ。目撃彗拳護彗をヽとにしたテ

「
オ ダヽダンプ ‐ニャyガ聖職者湿姜寺報告書は、 この費喪が、ミ減警華によって

扇姜されてしヽたことき到 1,■ 工ヽ しt`を・ ふ。二Tに要持 して:羅士せ忌。

私 た ちは、ま リメマスil:褒 中にごヤ

ふ選撃業 か も●護華i得た。そ
=て

、

:ご オサた。

ガで選 きた事件に,モ、て、

これ ら○証言か 与衣奉 塩拳

姜 《寺煮蔵 でき

量事実が要 らか

=ヤ 1メ ガにおいて rク リユマ三体囃中●おがただ :メ キぜ ■ 4盤
=チ

ちを■

燎にした0:i警察て薔シ、破 らの選択で重1大 な待喪こ適llら れたぅ

rti Fギ で 番讚 八 こ韓 最 多ちに馨 す る羹 ず警 事 暴 講 驀
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ヤ　
↓ 警黎は、ニヤンガo奪民キ攻撃すふ菫う一部o事金労働者を憂麟 した。

や ある嚇争i労働者は、だまされ ず、

行 くのを義められたと考えた。

ヤノガゆ住iく によ・ て複 もが1驚 事に

0 率■1彎母者の中に鐘、そのょうな業撃がまった く計鋳うれていない時にt

ittiか らiの政撃獄対鏡 L′ で武表するよう言われたものもいた。

O 警察は導住労働者による政撃に喪糠にカェゎり、f≧ it江 発魏 l′ たり、住民
が家輩や家を守ろうとするのを動げた。

O 警官■中には路_llの 彙毎■を義講 trて、それ́らの住民を殺すょう帯窒彎

働者を扇鰯声′たものもいた。

O 政筆には大委 ビンが役わ
=Lた

,輩 |、 ■事千ヒ労彗者は、あ4雀お者馨
=っ

て大奥ごソの製造ジl Jl・狂:戯
=1を

庁1難 ■ド■た。           _

以上静事実は、熱人鱗t区 でに1裁十年「知 ,・ ♯tて せヽ■こと■,ら る。暮たちは、.:i3

に磨けヽた多くの議言Ⅲ l:か ら欺舞だけ■ ミ 下・ ■緯ゴ|ナ ニ.

握 .X.由      ヽ

「 自分の家が攻撃されていると問いて、私は慕ヤンダと夕韓ェ蒙∵ ド●縄にある
プップ凛颯逃げようと考え■ 1/た 。■は、大きなマットヽンメを遣ざ歯した。総守'で

響 1,`■ 1,か シ、苺識 11れ ミ t´′た。 こ.卜 l,何 とか菫■jtれ 、,さノミ■てから,質就豪
会 江手:彙 薫 し■ :=た。

ふた ちは、熟 たちき攻撃 とノた シ
=脅

鋳 き

をは・
=き かと遅fし た。 .:

うちしてほる人 々を書察が講けている→

警 .慧 .喪∴  .

ま二答薄фⅢ■、ニャンガじ番爵 うこ琴黎イト車 じ書澤1や って桑たとも、凛 1■ 轟t
め裏革準1い ■暮主`を 勢こき、象暴ボ

=`キ ヅ 纂ヽ…すか_て 管、主警官ぎV鷲∴き舞暴
■ i´ ■,菫 増∴轟キ聾 豊尋摯毛・‐‐7‐ 卦与ず、竜書争キえるこ季なAずはあ |■ ,キ姦さ

射 たれたM老人 li、 ま部から由寺流 :メ
・だ響れ■:た 。■官が手■ね岩す為を、多く

盛ゝ馨壼労彎者たち/PFi走 つて驚■した。警奮it、 Itチ、を意すよう桜 らに指漱 lノ て立
t,■ )■ L′ た。

事奮鶯機:者 たち:i、 棒十ましと峠をも・:て 毎崚

…Ⅲ………………………―…べ愈
また数人は火炎 ぎンを持 って



おり、私は横 も抒1そ れ驚
=聴

工最げこんで贅 ギこ.キ キ

らの暴行をしゃましたりや主させ彙 うしよう11■ f`J、

て彙て、私たちを攻撃す島よう扇議 lrな ポ■姜 与●オ

た。』

き ,管 ,武

]求撃 されだ・・
・るこ豪 う時 ギ声がらが り、

便 焉 と覇牽費に向
'道

を走 りま した.ち ょ

プ澤轟 逃げ こうと■て各 るのを見 ま l,た 。

経 にいた警察隊が鵞いヒちに発砲 しξ した。

轟 たちは韓分たちф地区を守 るために警

争どその■、し氏が霧金労静華 のダルー

徴を壽けようとすると、移t労働者 と一

勝糞は、 よじ登ろうよしていた澤か らギ:
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竜ず 静おろさ』1´ 、頭をたた墾割 られました。

警察鉢は、なぜ穆嶺労犠斎たちが楽たちの地鍾になどれ込き唆崚緯 l′ てお轟え●

でしょうか ? 私たちは家に帰るこうに言われて暴ました。 というの機、私 たちに

攻撃されると移金労働者たちが考えるかもしれないからです。

警察は暴力を携長 し峻 :メ た。 もし私たちに発抱 しなかった義、ゆ氏が殺され るこ

と鎮なかつたでしょ争ぅJ

お .氏

ξ露 6甕 ○夜 おそ く、集藝をひなつftた警察が民 の家 にやってきξ L′ た。警簾 馨、

議 静1住民 のま:か孝全労働者 の嶽か、 と質群 し重 した。そ して、 もし,ユ が移彙労機者

の椰 なら安全 だ、 と言轟iした。彼 らに参麓 tFな いとヽ家族 と一繊 鍾死 ぬこと翼量

るで I′ ょ )。 いやだ嗜た奉ですが、参摯 せざ通をA甕 せんで l.た。

キ′か し家を豊てす ぐ、私 は家にもどって子姜 たちを守ろ うと決心 し警 した。私 載集

懸 の後をノロノ金と歩いて、やっとエスケー プしま した。不選 裟も警察 に結 たれ て

負傷 し盪したが、妻 と―‐構 に逃げ奉がることができ、子供たらも隣か いま しノえ.J

警襄む彎勢に対ナ為以 L● 裏多な証言を霧稀て、なぜ犠牲者たちは彼 もの主張 き

裁黎にしない申か、と質燿する人が tヽ た。 こ○ような質問ミ、ま縫器実態に讐サ基

驚難議妾萎 して諄るよう亀も學だ。一議蜂峨黒A社会には、警察婆対する強諄不長

感 が荘在 ミ/て ■:尋 .ア :ヽ 還最少年 とす‐ず士―をしている書奮の霧重写真雲ダポされて

彗彗ヽ事摯孝ら。 さごしれ経験 0幸 で、黒人 たち織警察奎奪が法奪 をミ.て ふ拳唆摯て 華

た こ とを難 ってい 高3

昌人たち鐘、 こ○■うな警答を告訴するとよの機会にね らいうちされるだ暴 多≧

≧舎儀れて響基。 |「 えが幸で、裁挙:鸞 に行 {よ う人 々を爵気がξi墓 ≧とが賛要だと

鐘考■.ら まず、私たちは雲撃者の墓義も隠 して餌言を発表すこ.
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見曇 り場 を作・,で、彼●患手 に見張 1を させ ここと

気 拒いぅて、一 番寺、三張 警場 工■・ ていま した。
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、ほ亀徒

瞑鰤楡冬ξ翡蝙
苺難 が通誓 くと、人 々疲撻な

耕 t⌒ 種 を歯きます。カルプナ

氏 も、妻 と息子の手 を摯ヽ シてを

事です・。雨が鋒 りだす と糠は芽

をネ き、 す くす く絆ぎて奪ケ選

姜 菫こ奪 な義 ξ.■ f.
とこ,4ず、饉がミ を主 ギき、

も うす ギ1員姜 と予■ 頼 に島た
｀
暮

ぶ詳れをなして葉 をつ■ぎみ紅

■摯て き曾 iノ た。 芳ルプテ氏鍾

に しま した。息子 :ま この仕事』く

表 っP社 饉 鎌貴奎こ ぶ菱 0心 をな

・摯 浄ます轟,)をヽ
=良

いきむ遣.3

t掌■  驚難》

詳路}静 轟
=轟

お壽拳轟Jん

難へ難醤も 策Iんならむξ:お

饉.さ島慧ζれこ意lt i菫 運'各議》響;ぶ

轟,静 争 嬌議警島  島::1巻 轟 さん

ぐさめたので、お重静1す ヽこと鐘ふ 多理せ A′ で きノた0

おど暴轟たこと鍾、 こ學患千 羮姜か き横 ギチ華
‐
k~鳥 を達■義 った 多せず、薬 彗υL

歌 を歌 った0です。鳥たち遺それを聞いて、案 をついごむ母 も忘 il、 この息子 奉 と

ころに きて二難 lt_‐ 歌 いは じめま した。 ところが曇 ○言 で、 こ拳島た ち0中
=も

一羽

だけタカモ曇まiヽ しんぼう)と いう鳥が導査した.著 など真主主 くない、と書き■,●、

ごみ続け,L′ た。
‐lる どい犠をもったこの息子は、それだ気づいて、そっ 11畑 0幸

藁入 シ、 タカの頭 春上で、オ さしく ]‐ おい f` 貴い L.ん ださんゴ、 と義いかけ ま し

た ので、さすが④タカも自分を恥ずか しく思い、 出て きて辞オlΦ 育
´ヽ煽■ ■ 1,た。

そヽの 露以来、鳥たちは、 もう舟ル ブラ氏● i覆 ●襲を■)■ どヽま地 くなり書 したと運。

Kbng啜 警壺

碁



ll:ず
不ヽ矮鞣彪躇紆im鞣荼1:な嗜・3

薫ギ譜塔難i輩」

=轟
巡鯖ど∬∬ξ卜で」

《

=む
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書員会春主催で昨年 ■露露 導藝Ftt i ttf.ヒ 食織掲報告集会翼参無 こ.た 輩舞

葦 員会 ビポー トで轟暮c

ξず、先生は今轟●
=著

○テー ギを姜示された=第一は、 声
「

ザニアだきけ る■

立中ための教育〇賓請モ昆馨す基ことで魯争、事二は東聾アジrて 参義幸におけヽて

藝本蓋畿下での再イヒ教育拳羹難♯ごいよ争4苺 ●であったか0翼籠筆験者の間 亀事

きとそれに関する資群永集、築二だアジア 'ア プリカでの海基拳曇本入学校の議闘

を主 とした海興 覇本人手帰教育0実情調査、惨 3つのテすマである。そ して、 ここ

ではケニア、夕yずニアについての先生○ンポー トを結介 させていただ く。

量書、亀生 :ま 翼量fフ ぜ童翼警事まして、アプ1カ 入鐘菫蒸聾驚
=′

て章手で立 ヽキ

か +て 準碁≧響多華蒙青葺∴ 1・こ_i旦 争で基基=モ して、■参暴習等幸ずrl― ン 1■

言禁後、「 羹主 書幸lf―ビeF_iょ ■■● 援 こ纂 う対 しい社会建設袋た等奉ヱ薫一 ガン′

を教育 とい

'蟹
までギ●主秦工菫釜されてき主i・ を達べ与れ圭基宝ず、業育 拳等

=
謙爽幸ξ告で心基ぅ一予二詰、 F手學労欝 遊就1■ a]、 ■れ手奪I爵 ネ学詈参笠書でこ

拳モ曜ヽ学校で豪骨番拳等さを学ごせ、中学横で桑禁鈎婆手瞑婆長桑・工場が轟 曇、

素澪参黒菫驚妻った シ、 ヾシyを重置 して衣譴を経っていきこヤ=手 。つξ多、誉彗

こ学警欅等 苺ずチで暴基。 夢yデ ニ下糞おきヽて議「 自立遷學言葉拳量議 を「労犠暴

た拳舎毅警聾 と馨宝 して姜 卜、基基学校く裟学横農場で 卜
'モ

馨事ゴ豊載壌 して掌

穫 し.、 事場で瓢蔓 tFて 学校予算に轟ててい島所 もネみらl.い。棄華ゴ警黎馨、黛 争

重 摯番が生贅藝テ録繁萎 に壼専 という拳横予算中轟成で心尋。 し詳し.こ 學■it
予算義童て方だ等で道、歯だ嚢育遷営f:=十分 とい う0さ雲等幸董十で基る。■ヽす

ま,に してヽ、外部からの経費を驚 讐に lノ ではいけないと怪 う奏膏:が、教育衛致 韓鞘

らず奎て幸分野に意叢 してい暮。「学校鐘教育拳共同体だけで義最く、轟湊舎質製

体 でもあるJ、 と轟エンンは言・ ている。そ して、実繁には、そ うした蒻新 喩量奮1

を選択 しているために、様 拳ホ葛1溝 の声 も鶴かれたようである。 ξ翼就◇教弯寛壼:

では、 どうしても学力の低下は免かれを軽」 とする、ある教育担当者фttcま た、

それ.と 畿像 した意見を、少数 ではあるが生費たちの中からも薫かれたとい う。魂■

参 夕yザ ニアにわt・
・・

~l‐

鎌賛蒼蕎議●幸で生産労働 とi//hう 側面が学校教育鍮幸に導■、

され ,予 基る、 といい鎌象を発生○議演から致み取つた。

第二に、き主義た心學教育攀意妻が生徒たちの実際の力澪キ轟ラム0中 に包奮ぎ

れ て軽ることであ準とい 警手 ら尋先生ほ「 T AttξO歴史 を教えふとい晏こと聾お轟

……      …V…ぺ蓼》―――‐―‐――         ……



要槙 :=、 「 この画ボlt轟 して・ヽ ■皇業・Itt iご 中様 々な表選を十分に生徒たち江

裁 えたい曇、 と護・ てい:た とIら ,こ とでキ尋,灘責_ば、′
]ヽ学費藝羹史Φ鋒書にはタ

i/ず エア轟宥の露史 とそ義誅窯を義にしてふ→ 、せた大学にま」ぃて:iマ ルタ女主義
鋳 童ずダ麟―テが社会科学●肇1で ともえヽられていることはよ (難 を,ふ てや、るとこ理
で ある。 し番ヽ し、メyず 裏プの子 ど亀たち当爵華 C)■ 多者譜拳違暮主義鉾授業は最

く、放課後にξま夕方まで霧宅せず轟革を築 LA,で やゝる民量をばヽ織彗スr鐘 ‡〈見らま1.

たとい多奎

タンザ農ず●‐.経靖磐:東 アプリカ諸墨全体に焼饒 され基ごとく、 むP撻 奪主導の石濃

量機以後、鸞界的な革沈工‡る一次藍轟舎輸墨儀終黒落と工業製品参種 とんどを輸

入れ押いで各るため、依無 として先進灘工業輸入轟葛諧の煽 りを受けて、経済自立

化 は黒 争にまかせ ない状統にもる。≧うした中で、小沢裏ん遺現地の L′ ょうしゃ轟
か ら鋼鵞品にぃたるまでの物資不足の灘芸Jさ を感 じてこられたらし轟。餐えば、■
‐tッ ト,テー プがヶェアか ら夕yず ニア維持 ちこ疲れる と4～ 5倍で歌 多孝1き され

る。 そ して、 ある日本人旅行者嬢、それを大量に持 ちこん で旅行 の費爵縛当ててヤ、

るという。エエレンは、「費しさJを認識 し、それに立ち嵩って稀こ力、と述べて
い る。 どうやい、 メ=ヴ

ニア亀 ま貧圏』からの禁部こ主霰をかかざ患をえなⅢらし

一方、 夕yず 二ず鏡臨本以上に資絡社会であるらしい。琴、学校か ら大学
^、

藝プ華
セスに署格て、試験儀:贅 翼よる選抜銀が敷か才tて いる。 よって、 タンず二丁離一藝
ダルエスサ テー ム大学‡まエリI― 卜鋳存在 といえる。そうなると、我 々に とっては、

資格 イぜ―ル学歴が轄をきかせふ厳格童島社会、 と何故か写ってしま う。そ して、

資霧に応 じて求入広告がわかれ、 しかも緊家濃闘に就職することが、最 も安定 した

壺事蘊ということでネる。当然 のこと教がら、そのような状滉裏おいては官僚主義
ある 17・Nは プルジ姜ア型精神構造に縮いる危険が常時つきまこっていると券積されるモ
こ舎問題遺、必策的iC小撰菫■の講繁釜の主要な質菱皐答

=卦
蒙ふ幸キ課題 と驚嗜ヽ

た が、最後に論達ナふことにしたい。いずれに して宅、 五諄一 ガyと 現実の間統 を
患 って、轟家社会主義鋳方向に工た基参ではないかという懸患 も事 1針 る。 4rか し、

響 え鍾タンデヽエア大学藝教育方壼:は でルタメ主義を轟講 とし、 これだけでも織 oア
ア リカ講大学に就べて帝:苺 で轟る,ゞ か 争でなく、ゼ奪ナールにかいてもマルタバや
尋 yダ ルス舎政治思議か ら商事アアリ漁撃捜翼争〇菫め南や讐プの方針の講異○議
詭が活覺 lli誉 なわれ、議家議会主義裁亀機鎮靖 しても学費灘互薄 として寸数ら尋瀑i

大 繰に議論を換進 していぅ、 とい うととだ‐
・ え.禁上が、小沢さ貞″0議慎にわをヽて

了プリカ纂霧す基導券學要旨で學るぅ

最議築、どΦ製幸な質疑蘇響がなされたかをレベ キ瀑ヽ講遠して与た幸た。先ず、ボ
翼さんは政府の事務が非常纂富繊鋳〔警瑾き非入費鋳 )で あることを篤感され、 し
かも、「ジャメボ〔こんなち壼)J、 「丁サンテ サーナ《ありがなシ)」 とをヽラ

で
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=∵ 茸∴ t警學気奮 主ぎ素警

政 シ琴テム下■1お 」ヽ ltて いふ立■で藝 {「 れ ■中間 にはかなりゆギャップがあるのも

これヾた事実でネ尾゛最道 彎メ:rず 纂ア:=、 ■梅意識ギi桑す心摯毒と、それを轟

こ し.量 うとする弯応と0蓋 漣墓奪がある0が 喪難で鼻≫、再・・・ミ奮謙主義場豪壽ξi

警 予基るかもしれない渡、また少な fと も縁い 姜やす稗事実 亀、 これξた見逃せ亀

い さ

(警澤 奪 }

_―  ≧ f二  量

奮っか 等肇讐が選れて 暮壇奏叢した。

書 .ミ 三か響事糞員豊幸書資金ンポ‐ 卜七

重 →ても学・ ミO tt■ 躍ギ争彙暑ですが

導攀曇当者幸ぶ漫 で今 墨に喩蓼亡 した
=

課 くか霊 ざし量ボも馬 導墓登糞言 し確 す。

今 まで薦 ■藝義ペースで糞話 して奎た二

塁一二が春載 したことでヽ菫彗曇鼠●守

試義 ヨこ警らぎずア 手力委員会聾がつぶ

れたのではな■かと懲われた方 聾あるか

ヽしれません静i、 私たち◇遼塞鍍撻在 で`

すさ

3虜 2■ 議藁鐘、大数叢萎●喫茶憲で

了プリカ音墨 を鐸 (会を経 き
｀
ました,会

轟 舎讐黎トン議― ド學警等、テープ藝緯

集 など多 く0方 た0脇鵞で提棋た会 は、

驚内が鴛鱗量になる曇ど肇鱗襲で諄た。
‐/ア リカを幅広 く理解 して幸べ ために、

今後 と彗色 輸な討雨を立てていきたいと

考 えて操ます。

前号で も書 蓬ま したが、簡 I′ ○黒入学

生 を日本に招 《計画は少 しずう具体化 tノ

ています。現在、集会0内容参検討、パ

ソフレッ トの作成など撃構作業にとりか

か つてい ます。夫 彗○ 藝鋳 解決 唆 警

しだい、みなさんにも違維いた t/■

す。 なお、 力y大 暴か嚢毎翼対 l.て

議A寺方かも轟蒔警藝えだ亀、書勢

:が とかござ纂 i≧ íま 墓たキき苺書

してい貧すがt達 だ資金不員です。

ま 瑾ねて、羮警萎翼義藷yぶ等隻警

褒馨導幸ヽたします。

今藝澤ヽも、 雪二警ヒず奮■ しこ,多

しfを選等理 こ′た。スフと手護 者饉

強 しているメンパーが中心に最うて

東 下F撃 葬響翼話や昔磐最し警票▼

ヒ T雲 0テ キス トから雛証 します。

シ ず― ズで受循せ4こ と壺糧ざ し́
~‐

い ます●で、ご期待 ください。また、

ス フと撃華参学習会工妻灘を奪菫さ

れ る方は当委員会 まで御建轟 くだ還

い。窯ずFマ カの会墨轟な基襲 から

魅強 と′ましょ多:  (覇 )

発行  こむらど丁アリカ委員会

」ApAN A蟹 で■ AF感 管菫31滲 華.聾 .T.

護講 東大限奮驚江寵町■丁霊6-も
下埋 気付
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