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Ⅰ．ミュンヘンにおける研修 
 

A. 国民社会主義（NS）ドキュメンテーション・センター 
 
 
（１）ヒトラーの台頭からナチ党の実権掌握まで 
 
このレポートでは研修 1 日目に訪れた国民社会主義（NS）ドキュメンテーション・セン

ターでの研修、すなわち、第一次大戦後のナチ党の成立からその崩壊までの歴史的過程に関

する研修の内容と成果を述べる。 
NS ドキュメンテーション・センターはナチ党がミュンヘン時代に本拠地として使用して

いた跡地を利用して建てられており、施設内では第二次大戦時、実際にナチ党から国民に配

布されていたビラ広告や当時のドイツ国内を写した写真、またユダヤ人に対する政策が事

細かに記録された文書などを閲覧することが可能である。施設での研修では第一次大戦後

からヒトラー及びナチ党がドイツでの実質的権力を得るまでを前半、そしてその後、ナチ党

が如何にしてユダヤ人迫害を進め、第二次大戦に敗戦していくのかを後半に、それぞれ分け

て学習した。本報告書では、私は主に前半部分を担当する。 
 第一次大戦後、敗戦したドイツはベルサイユ条約により多額の借金を抱え、それにより国

内の経済状況は著しく低迷していた。ベルサイユ条約はドイツにとって極めて不平等なも

のであったが、当時のドイツ政府は敗戦国として条約をのまざるを得ない状況であった。し

かし、大戦後ただでさえ資材、食料、人員不足に陥っていたドイツの国民は経済状況を改善

できず、更に戦勝国に強く出られないドイツ政府に対して、国民は次第に不満を抱くように

なった。こうした国民の苦境を利用し、ベルサイユ条約及びベルサイユ体制の打破、国際的

地位の回復と国内経済の回復などを目標に据え、反民主主義・反共産主義・反ユダヤ主義を

掲げて台頭したのがナチ党である。 
 当初、ナチ党の党員・支持者は決して多くはなくミュンヘン一揆後に党は一度解散をした

が、ヒトラーの出獄後に再建。1932 年には総選挙で第 1 党に、33 年には政権の中心となっ

ている。ナチ党は中流階級の支持を多く獲得しており、当時のドイツ中流階級層の人々をタ

ーゲットとしてナチ党が行った集会の様子を撮影した写真も NS ドキュメンテーション・

センターには展示されていた。 
 ナチ党がここまで成長していくなかで、中心にはヒトラーの存在がある。NS ドキュメン

テーション・センター内にはナチ党の中心人物達がどのように党内で働きかけていくのか

見ることができるデジタルパネルが設置されており、そこではヒトラーが入党した 1919 年

から 33年に一党独裁体制を確立するまで、どれほど早いスピードであったのか見て取れた。

それは、ヒトラーのみの力だけではなく、当時の時代背景が助長したのだと言える。 
 このようにして急激に権力を拡大し、政権を掌握したナチ党に対し、それを支持しなかっ

たドイツ国民も確かに存在していた。NS ドキュメンテーション・センターではナチ政権を

批判し、後に弾圧を受けた人々の説明が写真と共に展示されている。しかし何故、ドイツ国

民の多くが最終的に反ユダヤ主義を支持し、第一次大戦からわずかの間に再び大戦にむか

ってしまったのか。敗戦後のドイツ国民に、戦争に対する嫌悪感や反対の意思はなかったの

か、私には疑問があった。この疑問に対して前半の研修では要因が一つ挙げられた。それは、

戦争体験を伝える者や伝える機会の少なさが原因の一つであると言える。第一次大戦で敗
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戦したドイツ。その戦地にいたドイツ兵力の多くが失われ、生き残った兵士たちも身体や精

神に障害を負う者が少なくなかった。それゆえ終戦後、兵士たちは社会に馴染めず、また当

時のドイツ経済の混乱もあり戦争の実態が広く知られることはなかったという。だからこ

そ、戦争の恐ろしさについて理解する者は少なく、敗戦に対してドイツ政府の責任が強く問

われた。ドイツ政府は軍事的にも経済的にも強い国家であることが求められ、ナチ党はその

国民の要求を実現するという形で台頭したのである。 
 第一次大戦後、ドイツでその実態が広く国民に知られていればドイツは第二次大戦にむ

かわず、あのようなユダヤ人迫害にもせめて歯止めがかかったのではないか、と NS ドキュ

メンテーション・センターの講師は説明してくださった。 
 一方現在の日本では憲法第 9 条改正の問題を巡って様々な議論が起きている。賛成、反

対はあるが、反対派のなかには実際に戦時中を生きたご高齢の方も少なくない。そういった

方々が言う、「戦争体験を後世に伝える必要がある」という言葉が、今回の研修を受けて改

めて大切な事であると感じされられた。それと同時に我々は当時のナチ党の台頭やホロコ

ーストの事実を受け止め、後世に伝えるべきこととして向き合っていく必要があると考え

る。                    （以上、法学部法学科 2 年 江戸 琴美） 
 

（２）ナチ党の主な政策と責任の所在 
 
後半の研修は、4階フロアは一人の男性のパネル前から説明が始まった。このパネルに映

し出された男性はユダヤ人の弁護士である。彼は不法に逮捕された人々の釈放を警察に求

めたところ、暴行され、服は破られ、裸足で街を歩かされた。首から提げているプラカード

には「私は二度と警察に苦情を申し立てません」と書いてあるそうだ。1933 年に政権をと

ったナチスはユダヤ人への締め付けがより一層厳しくなった。この弁護士もその後ナチス

に全財産を没収されたが、亡命して無事だった。 

講師の方は、同じパネル右下の写真に写っている弁護士の娘さんと話しをする機会があ

ったそうで、話を聞くと、当時、彼女は幼かったがいつもとは違う姿で帰宅した父親を見て

何かあったのだと分かった、とその当時のことをはっきり覚えていたそうだ。 

ナチス政府はバッチの色、形

で人々を分けていった。（写真右

上）何を信じるかでユダヤ人か

半分ユダヤ人かなど、自分のお

じいさんの代までユダヤ系なの

かを調べられ細かく分けられた。 

 ナチスは、アーリア人とユダ

ヤ人が対照的に描かれたポスタ

ーを作り、アーリア人は金髪、青

い目、高身長で力強いというイ

メージを国民に付けていった。

その宣伝効果があってか、写真

の左側に同じ張り紙が何枚も貼

られているが、この張り紙は「ユ

ダヤ人お断り」を意味するもの
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だという。このようなユダヤ人差別をする店が増えていった。しかし、この張り紙は政府の

指示ではなく、店主たちの自主的なものであったそうだ。 

ヒトラーは写真の撮り方にもこだわりを持っていた。当時のアウシュヴィッツで撮られ

た写真は 99％ SS の撮った写真なのだが、位の高い人は下から撮り、位の低い人は上から

撮り、目のあたりが暗く映るように取ることで、規律があり、強い印象を与え、より宣伝効

果を強くする狙いがあった。 

ヒトラーはポスターや写真の取り方など細かい点まで考え、様々な視点でドイツ人は強

く優れた人種であることを国民にアピールしていったのだと思った。国民も自主的にユダ

ヤ人差別をするようになり、ヒトラーの目指す方向と同じ方向を向く国民の数が徐々に増

えていったと感じた。 

1938 年、11 月 9 日夜から 10

日未明ドイツの各地で反ユダヤ

主義暴動が起きた。ユダヤ系商

店は写真のように窓ガラスが割

られたり、教会堂を放火された

り、次々とユダヤ人に関わる建

物が襲撃された。（水晶の夜とい

う） 

ドイツ政府はこの事件を国民

の怒りによる自然的な発生であ

るとした。しかし、この事件は

ナチス組織が関与し計画的に実

行されたものだった。この事件はユダヤ人差別政策から組織的なユダヤ人迫害への転換点

となった。 

ドイツの 11 月 9日は「水晶の夜」と「ベルリンの壁崩壊」、二つの歴史的出来事があった

特別な日でありイベントが多いと、講師はおっしゃっていた。 

通路を進むと、壁にたくさん

の文字が書かれていた。これは

ナチスがユダヤ人に対して発

令した、さまざまな禁止事項条

例を集めたものだ。手前がナチ

ス政権誕生当初で奥に行くほ

ど、年数が上がり、上がるに伴

ってユダヤ人差別が厳しくな

っていった。最初は言葉だけで

あった差別が、ユダヤ人は劇場

や映画館に入れなくなり、そし

てドイツの学校にも行けなく

なった。食料品も決められた場所でしか買えず、住む場所も指定されていった。そして強制

収容所へ連れていかれることとなってしまうのだ。 

講師の方に強制収容所内での真実やヒトラー率いるナチ党が行った政策についてはダッ

ハウ強制収容所メモリアルサイトにも多くの資料があるということで、あまり知られてい
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ない、精神障害者や知的障害者の大量虐殺について詳しく教えていただいた。 

このころのヒトラーはドイツ人が最も優れた人種であると位置づける政策を強力に進め

ていた。そこで迫害されたのがユダヤ人であるがそれと同時に障害者や遺伝性の病気の人

も民族の血を汚す価値のない命とし、その考えを広めていった。ヒトラーは障害者にかかる

費用を削る目的で殺害計画を進めた。 

ヒトラーは精神科医たちに、

重度の精神障害者や不治の病

にある患者を安楽死させる権

限を与えた。患者を苦悩から解

放するという表向きの名目で

安楽死計画が進んだ。最も効果

的な殺害方法が一酸化炭素ガ

スとされると、人目につかない

施設にガス室を作り、人々をそ

こへ連れていき殺害が実行さ

れた。 

全国の病院の患者一人一人

に調査票を送り、その調査結果から本部の医師たちが生きる価値があるか判断した。 

壁には殺された多くの方々の診断書や手紙の写真と人生のストーリが書かれていた。 

最後に、講師の方はホロコーストについて改めて考えなければならないのは「責任」の問

題であるとおっしゃっていた。ドイツの人々はこれだけあれだけと部分的に関わっただけ

で、誰かが言ったから私はやっただけだ。責任はないと言っていたそうだ。 

国がおかしいと誰も分からないわけがない。オープンに反対した人が少数であったため、

共同体の中に個人が隠れてしまった。その結果がホロコーストへと繋がり、止められなかっ

た問題になってしまったのだと思った。    

                     （以上、法学部法学科 3 年 大平 美貴） 
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B. ダッハウ強制収容所記念サイト 
 
（１）ダッハウ強制収容所（1939 年～）の概要 
 
 ダッハウ強制収容所は、ドイツ第３の都市バイエルン州ミュンヘン市の郊外（市中心部

から約 15km 北西）にある。ナチス・ドイツ時代に使用された強制収容所のなかでは最も

古く、多数のユダヤ人、政治犯、共産党員などが収容されていた。収容されたものの数

は、1933 年から 1945 年にかけて、約 20 万 6,000 人とされている。 
 ダッハウはもともと 5,000 人程度を収容する施設として開設された。しかし、収容され

るユダヤ人の数は増えていった。そこで、ナチス・ドイツは収容者自身に労役を命じ、施

設を拡大した。収容者の中にはユダヤ人以外にも政権に批判的な政治家や思想家、フラン

スの元首相などもいた。 
 1939 年 9 月にナチス・ドイツはポーランドに侵攻した。その後、イギリス及びフラン

スがドイツに宣戦布告した。ドイツは翌年までに西側のフランスなどを占領し、さらに東

側のユーゴスラビア及びギリシアを占領した。 
 1941 年 6 月にはソ連に侵攻しロシアの一部を占領した。占領地域の拡大にともなっ

て、域内のユダヤ人の数も増えていった。ダッハウには占領地から送られてくるユダヤ人

やソ連軍捕虜で満員となり、ソ連から連行した捕虜などは容赦なく処刑された。 
 終戦が近づくにつれ、ダッハウの状況はさらに悪化していった。連合軍がドイツの占領

地にまで侵攻してくると、ドイツは、収容所の存在が明るみに出るのを阻止するため収容

者を領土のより内側へと移した。その後、証拠隠滅のため収容所自体を爆発処理した。ド

イツ国内にあったダッハウにも次々と前線から収容者が移送された。移送される収容者の

中には道中で飢えや病に蝕まれ衰弱しきったユダヤ人が多数いた。そのためダッハウには

伝染病が流行し、死者の数も増えていった。 
本来処刑を目的とした絶滅収容所ではなかったにもかかわらず、ダッハウでも死者や死

に瀕する収容者が増加し、死のキャンプへと姿を変えていった。次々と送られてくる捕虜

やユダヤ人によって収容所は溢れかえっていた。所内の衛生状況は一段と悪化し、とても

人間の暮らせる空間ではなかった。1944 年からの 1 年間で 1 万 5,000 人が亡くなり、本

来は戦時国際法によって保護されているはずのソ連軍捕虜も約 500 人が銃殺によって処刑

された。 
最終的に、1945 年 4 月 29 日にダッハウ収容所は米軍によって発見された。そこで米軍

が目にしたのは瀕死状態にあった収容者３万人と、まとまって積まれていた数千の死体で

あった。その後すぐに連合軍が占領し、収容者を解放した。収容所が連合軍に占領される

と、収容所守備部隊は米軍によって銃殺された(これを「ダッハウの虐殺」という)。 
米軍はナチスが行った悲惨な状況を伝えるため、地域住民に収容所の中を見せた。悲惨

な現状に目を背ける住民が多く、泣き出す人もいた。「中で何が起きているか知らなかっ

た」と言い張る地域住民が多かったとされる。しかし収容者のユダヤ人達は「いいや、あ

なたたちは知っていた」と怒りも込めた言葉を残している。 
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２．ダッハウ強制収容所の実態 
 
 私たちは、ミュンヘン中央駅から鉄道を利用し、最寄りのダッハウ駅からは路線バスに

乗ってダッハウ収容所に向かった。バスの乗車時間は 10 分少々であった。収容所の周辺

は閑静な住宅街で、そのなかの林に突然現れた収容所の外観はとても綺麗で、ここで悲惨

なことが行われていたとは思えなかった。 
 悲惨な内容の記念館ではあったが、大勢の観光客がおり、また学生の社会見学も行われ

ていた。ホロコーストの歴史を知りたがっている人がこれほどいることに驚いた。 
 

 

▲ダッハウ収容所の正門          ▲門の一部が展示されている 
屋根の上に見張り塔があり、当時のまま残っている。ここからナチスの親衛隊が銃を構

え、脱走者が出ないか目を光らせていた。 
 門には「ARBEIT MACHT FREI(働けば自由になる)」とある。収容者はこれを見

て、まじめに働けば、いつかここを出られると思っていたのか。 
 

▼当時使っていた髪を切る道

具 
 
ダッハウに連れてこられた

収容者は、入所するとすぐに

髪を切られて全員丸坊主にさ

れた。 
 さらに毎日点呼が行われ、

脱走者が出ると罰として長時

間立たされていた。宿舎の中

に入ると簡易的な木造の３段

ベッドがあった。そこに人ひ

とり分の仕切りがあり、収容者は寒い中、詰めて就寝していたとされている。 
ベッドのある棟では定員が 250 名とされていた。しかし、第二次世界大戦によって収容

者が激増していた時期では 1,600 人が詰め込まれていた。 
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収容所内では食事もまともに取れず、過酷な労働が強いられていた。その結果、次々に死

者や衰退していく者が出た。 

 
▲死体を収容者が運んでいた。     ▲衰弱しきった収容者の身体。 
 

◀ダッハウのガス室 
中は脱衣所、待機室、ガス室、焼却炉と効率

的な造りとなっている。 
 
 
 
 
 

                      

（以上、法学部法学科 4年 新城将宜） 

 

３．記念サイトにおける展示の様子と特徴 

 

 展示内容は、「ナチス・ドイツが何をしたか」というより、「ダッハウの収容所で何があ

ったのか」が主な内容であった。写真、物品展示や施設をそのまま修復、再現したような

ものが展示されていた。目を背けたくなるような写真などが多い。訪問前には、記録用に

写真を撮ろうと考えていたが、実際には、写真を撮ること自体が躊躇された。 

 展示の開始部分には、ダッハウだけでなく、ナチス・ドイツ占領地域の各地に散らばっ
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た大小収容所の場所、収容所を管理していた者、及び囚人たちなどが、写真とともに紹介

されていた。 

 また、この展示室自体が、強制収容所の監視棟として実際に使用されていたものであ

り、それを、そのまま展示室に利用している。上述のように、収容所に送られてきた囚人

たちは、始めにこの監視棟内で、入浴と散髪等をさせられたことが説明されており、展示

を見ながら、実際に入所者が並ばされた位置などが確認できるように工夫されている。ま

た、実際に散髪などで使ったナイフらしきものも展示してある。さらには、監視担当の SS

による体罰の様子、すなわち棒で叩くなどの暴行の写真やイメージ図が展示されており、

その体罰が実際に行われた場所に立ちながら、それらを見学することで、非常にリアルな

体験を見学者に強いることになる。 

 もともとドイツ本国内に位置するこの収容所は、他の絶滅収容所へ収容者を送るための

中継地点のような役割も担っていたことも、展示から理解できる。さらに、終戦が近づい

てくると、ドイツの占領地域の収容所から逆に収容者が戻されてきたことにより、この収

容所の人数も膨れ上がっていった様が説明されている。 

 展示室の外に目を転じると、収容者が敷地内の外側に逃げられないように設置されてい

た有刺鉄線が再建されているのを見ることができる。当時はこれに加えて電気も流されて

いたようで、実際に自ら柵に触れて、命を絶つ人がいたことが説明されている。 

 私たちは、元監視棟内での展示を見終えた後に、外のバラック（宿舎）の展示へ移動し

た。バラックは収容所の中心部に複数建てられていたが、展示用に再現したバラックの 2

棟を除き、現在はその土台しか残っていない。バラックの敷地の外には、ひたすらに伸び

る長い並木道。バラックの中には収容者たちの部屋が再現されている。説明によれば、初

期のころは各部屋に、プライバシーの欠片もないようなベッドと机と椅子も置けるくらい

には余裕があったと思われる。しかし、収容が本格化してくる戦中辺りからは、机や椅子

を置く余裕は無くなり、最終的にはベッドのみで部屋が埋め尽くされていった。バラック

内では壁も何もない。トイレですら１人 10秒などかなり制限された生活を送っていた様

子が説明されている。さらに、だだっ広い土地の片隅のほうに、ガス室や焼却炉の建物が

ひっそりと建っている。収容者には「シャワー室」と説明していたようだが、恐らくここ

に来た収容者はシャワーではないと気づけたと思われる。この収容所では実際にガス室が

使われたという公的な記録は残っていないようだが、待機室→ガス室→焼却炉という順番

で並んでいる有様が、ただただ効率的に多くの人を抹殺するためのものでしかないこと

を、無言のうちに物語っている。 

 じっくり見て回れば収容所内は 2～3時間ほど時間がかかるくらいの広さがある。ここ

に溢れるほどの人が収容された様子を想像するだけで、それはもうプライバシーも人権も

何もなかったことが容易に理解できる。 

  

４．ダッハウ強制収容所の特徴 

 

 ダッハウ強制収容所は、後にナチス・ドイツが設置する多数の収容所のモデルになった

といわれている。ダッハウはいわゆる「労働収容所」にあたり、アウシュヴィッツのよう

な「絶滅収容所」ではないものの、ここでも多くの方が亡くなった。初期のころはユダヤ

人やヨーロッパ各国の人々よりも、犯罪者や共産主義者等々のナチスの政敵に当たる政治

犯とされた人々が収容されていた。上述のように、初期段階では収容人数にも余裕があ
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り、バラックの中もベッドと机、椅子等が置けるくらいには余裕があった。日本で観られ

る映像や写真の資料には、バラックに詰め込まれるように人がいる光景を見受けることが

多いが、それはナチスのユダヤ人に対する迫害の動きが強くなってきた頃から終戦にかけ

てのものであることが分かる。当初は、人も溢れるほどではなかったとしても、収容所内

はかなり無秩序極まりない状態だったようである。 

 この収容所は、収容所を管理する SSの隊員達の訓練の場も兼ねており、これが体系化

したものが後々の収容所のモデルとして利用された。あくまで労働収容所であるため、働

けないものは他の収容所に送られるか、殺されてしまうか、人体実験に使われるか、いず

れにしても過酷な道しか残されていなかった。実際に、この収容所でも、気圧実験などの

人体実験が何百人かに行われていた。そして、第二次大戦目前の水晶の夜などの事件が起

こり始める 1938 年頃から、ユダヤ人、ジプシーなど政治犯以外の収容が増え始め、この

収容所の混沌も深まっていくことになる。迫害にあったのは単にユダヤの人々だけでな

く、国境を越えて様々な理由から「生きるに値しない」と判断された人々が収容されたわ

けである。人間の所業ではないと言われるが、逆にも考えられるのではないだろうか。す

なわち、ここまでの極悪な所業ができるのもまた人間しかいないのだろうと。 

                      （以上、法学部法学科 3年 鈴木隼斗） 
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Ⅱ. ミュンヘンでの研修を終えて 
 
                   江戸 琴美（法学部法学科 2 年 EDO, Kotomi） 
 
 今回、私は関東学院大学法学部による 2018 年度海外体験学習プログラムに参加させてい

ただき、ドイツ、ミュンヘンでホロコーストの歴史を主に当時のナチ党の政策や、その歴史

に関して、多くのことを学んだ。本レポートでは、五日間の学習を含む私がミュンヘンを訪

れて得たものや、その感想について述べる。 
 私のなかで海外とは、インターネットやテレビ、知人の口から情報を得るのみであり、「学

生の内に訪れることができれば良い」という曖昧な認識であって、決して現実的でもなく近

い存在でもなかった。しかし、今回このような機会をいただき、初めて訪れたミュンヘンで

は自分が日本に居たままでは気が付かなかったであろう発見や驚きが多くあった。時差や

気温差は勿論、文化も異なれば言語も違う海外で、私は初め全く言葉が聞き取れず入国審査

で躓いてしまった。また、初日は水が体に合わず、自らのことに精一杯でその先の数日間に

不安を覚えていた。 
 しかし、2 日目、3 日目と日にちを重ね、特に NS ドキュメンテーション・センターで英

語での説明を受けたことによりほんの少しではあるが話の内容を理解できるようになり、

また、冷静に周囲を観察できるようにもなってきた。 
そこで私が気付いたことは大きく二つある。一つは、現地のドイツ人達は、日本人より時間

の過ごし方がゆっくりである、ということだ。それは決してルーズなのではない。ただ、街

中に出ても足早な人は日本ほど見かけない。その上大人達は平日でも午後 2 時から野外の

テラスなどで食事を始める。街中の至る所でストリートパフォーマンスが行われ、人々は足

を止めてそれを楽しむ。これは、国民性や文化も勿論、一人一人に余裕があるからであると

感じた。それと同時に、日本人は時間に追われ過ぎているのではないかとも考えさせられた。

そして、もう一つはどんなに拙い英語でも、真剣に言葉を伝えようとしている人の話を、皆

聞いてくれるということだ。これは、逆の立場であってもそうするべきであると考える。 
 そして、一番重要であるホロコースト学習に関して、私がミュンヘンで一番感じ取りたい

と考えていたのは、現地で今を生きているドイツ人がホロコーストをどのように捉えてい

るのかであった。今回訪れた NS ドキュメンテーション・センターでも、ダッハウ強制収容

所でも、私達がいる間、老若男女多くの人が施設を訪れており、特に私よりも若い世代の

人々が積極的に意見を交わしている姿は我々も見習わなくてはならないと感じた。また、街

中の様々な場所にホロコーストやナチスに関する史跡を市民が残し、保存している様子は

NS ドキュメンテーション・センターの方が話していた通りホロコーストを「ずっと考えて

いくべき問題」として捉えて居るのだと思う。 
 今回の研修を経て、五日間で学習面のみならず初めての事柄に多く触れることにより、固

定観念を無くす必要性や、広く知識や意見を取り入れるべきであるということを学んだ。研

修は私にとって非常に刺激的で、更に自らの知見を広げるため、また直ぐにでも海外に赴き

たいと思うほどであった。そして、なにより現地でホロコーストに関する事柄を実際に学び、

感じたことで私にはまだ知識や見解が足りないと気付かされたと同時に、ホロコーストを

過去の出来事とするのではなく、このような迫害が実際に起こっていたということを一人

一人が深く考えるべきであると感じている。 
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                   大平 美貴（法学部法学科 3 年 ODAIRA, Miki）  
 
 出国前にミュンヘンの天気を調べると 10℃を下回る気温であり、寒いだろうと思ってい

たが、ミュンヘン空港から外に出ると想像していたよりも寒さが身にしみた。歴史的な石造

りの建物の中にぽつんと白い正方形の建物の NS ドキュメンテーション・センターがあっ

た。縦に細長い格子状の窓ガラスが、檻をイメージさせるような印象を受けた。私たちは施

設のオープン時間前からお話を聞かせていただいた。オープンすると、平日にも関わらず、

多くの人が資料を見学しにやってきた。中学生くらいの子たちも私たちのように講師の方

の話を真剣に聞いていた。 
 ナチ党本部があった場所に NS ドキュメンテーション・センターは建てられたので、写真

や説明を聞いた後の帰り道は、よりナチス時代の街を想像しながら歩くことができた。 
 午前で研修は終わり、午後はまず白バラ運動で有名なミュンヘン大学へ行った。入り口前

の地面には、配られたビラをイメージした石碑が地面に埋め込まれていた。大学の中に入る

と壁には白いバラが飾られており、その奥が白バラ運動の記念館なっていた。活動を行った

学生たちの資料を中心に展示されていた。そのあとはヒトラーが演説した有名なビアホー

ル、ホフブロイハウスでドイツ民謡の生演奏を聴きながらビールで乾杯した。 
 次の日はダッハウ強制収容所へ。あいにくの雨で収容所の重い雰囲気がさらに増したよ

うだった。建物内は薄暗く、暖房はあったものの寒かった。ナチス時代は暖房など無かった

はずだから収容所での生活は過酷であったに違いない。ベッドやトイレも実際に見たが衛

生的に良くないのは一目瞭然。ここで生活していたと思うと胸が痛くなった。 
 午後の自由時間でミュンヘン中心街を歩いたが、マーケット広場では昼間から多くの人

が青空の下でお酒を飲んで楽しみ、新市庁舎のあるマリエン広場は活気に溢れていた。それ

にミュンヘン人は親切な人ばかりで、切符の買い方や道も丁寧に教えてくれた。過去の悲惨

な事実からは想像もつかない、現在は美しく、愉快な街だと思った。 
 しかし、ミュンヘンは「ナチスの発祥の街」という過去の事実は消せない。その過去と向

き合うために NS ドキュメンテーション・センターが建設され、ダッハウ強制収容所跡が解

放されているのだと思う。自国の過ちをさらけ出すことで、今生きている国民が国民として

の「責任」を強く感じるのではないか。 
 このことは自分自身にも当てはまる。日本も外国へひどい仕打ちを行い、被爆国となって

しまった。いま日本人として日本の看板を背負っている以上、「責任」を持った行動をとっ

ていかなければならないと思った。過去の失敗があるから良い未来を作れるのであり、今回

のドイツ研修で他国について学ぶことができたから、今の自分の立場を見直すことができ、

自分の中の視野が広がった。もっともっと知らない世界を体験していきたいなと思う研修

だった。 
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                  鈴木 隼斗（法学部法学科 3 年 SUZUKI, Hayato） 
 
 10 月末でもまだ暖かかった日本を飛び立ち、日本海、ロシア上空を横断。バルト海を経

て 12 時間ほど。本当に遠い、遠いところまで来たんだぞと、ミュンヘン空港の冷たい空気

が語り掛けてくるようでした。 
 ドイツ南部、バイエルン州にあるミュンヘンは、人口が約 150 万人のようで、当然都会

です。人もたくさん歩いていました。ですが風景も建物も歩いている人も車も日本とは全て

が違います。全く同じなのは空くらいのものでしょう。 
 ミュンヘンという街は、かつてのナチ党本部があった場所であり、いわばナチスの始まり

の地です。一揆や党大会、白バラの抵抗運動。もはや街「そのもの」が歴史になっていると

言っても過言ではないです。ですが、事前にそうした情報を持って行かずに観光に行ったと

したら、そのような歴史は恐らく欠片も感じられないほどにミュンヘンは美しく、魅力的な

観光地であることは間違いないです。ですが、NS ドキュメンテーション・センターでの研

修を終えた後、そこへ向かう際に何気なく歩いていた道で、かつてナチスがパレードを行っ

ていたというのですから、文字通り我々は歴史を踏みしめているのだと、そこで実感させら

れることになりました。日本では映像や文献などでしか見たことがなかった世界に、来てし

まったのだと。 
 歴史を感じられるという意味では、ダッハウ強制収容所跡は凄まじくダイレクトにそれ

を感じることができるでしょう。特にその日は雨が降っていて、とても寒い日だったことも

あり、雰囲気が何割か増していました。内容は主にダッハウの強制収容所で行われていたこ

とについて。細かいことは研修報告に書きましたが、確実に「楽しい」ものではないとだけ

は言えます。人はここまで残酷になれるのか。ここで亡くなっていった人たちは、我々と何

も違わなかった。違ったのは生まれた場所と時代だけだった。と、考えれば考えるだけ、心

が重くなっていくような、そんな時間を過ごしました。 
 少しズレますが、日本にはどうもアウシュビッツがドイツにあると思っている人が結構

いるようだと帰ってきて気づきました。アウシュビッツ強制収容所はナチ・ドイツによって

建設・運営されたものですが、所在地はポーランドです。 
 「負」の歴史を学ぶ今回の研修で、現地に行かなければ分からないことがあると、はっき

りと感じられました。今の日本は良くも悪くも平和です。そんな平和に浸っている毎日を送

っていると、過去の歴史を忘れ去っていくようです。そして人々の記憶から歴史が忘れ去ら

れたとき、人はまた間違いを犯すのでしょう。私たちが今、歴史を学ぶ意義は、後に続く人々

が、そして我々自身が間違いを犯さない為にある。そう思います。 
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                新城 将宜（法学部法学科 4 年 SHINJO, Masanori） 
 
 今回、このような貴重な体験を通じて、ドイツの負の歴史を現地で学ぶことが出来た。第

一次世界大戦の敗北から始まり、ドイツ国内は強いリーダーを求めた。そこに現れたのがア

ドルフ・ヒトラーであり、独裁者となって国をまとめていった。 
 私は、戦争という出来事が独裁者を生み、ホロコーストを引き起こしていると強く思った。

というのも戦時中では、国民を団結させたいという思いが強く、政権を批判する者の排除や

教育までコントロールされてしまうからだ。ヒトラーの優生思想により、民族としての優越

感を与え、ユダヤ人は敵だという思想を国民に植えつけた。結果、ユダヤ人差別が正当化さ

れてしまった。 
 どうしても戦争というのは敵の存在をつくり、暴力で立ち向かっていく構図を作り上げ

る。博愛の精神が失われ、人の思想も変えてしまうものだと思った。日本でも戦時中には同

じようなことが行われた。天皇を神と崇め、国民が命を捧げた。これも国民を団結させるた

めの手段だと思われる。どの国も戦争になり、勝利が続くと景気がよくなる。そのため戦争

は国益につながるといって正当化される。政府もマインドコントロールのように国民に信

じさせる。その結果がホロコーストという悲惨な出来事につながった。 
 私は、ダッハウ収容所跡で見た当時の状況に衝撃を受けた。目を背けたくなるような写真

が多く、ナチス・ドイツが同じ人間に見えなかった。「人が人でなくなる」、戦争はそういう

ものだと強く思った。 
 ドイツでは当時、一般の国民は収容所内の出来事に目を背けていた。実際に、知らなかっ

たという周辺住民は多数いる。しかし、今では目を背けることなく、しっかりと向き合って

いる。自国の犯した過ちを二度と繰り返さないように後世に伝え続けている。ドイツの人々

は戦争の不要さや残虐さを教えられている。これは見習うべき教訓であると思う。 
 日本でも戦争の記憶を伝えているが、習うことは米国から受けた被害の内容が多い。日本

も南京虐殺や朝鮮併合など相手国に被害を与えてきた。しかし、教育の現場でもその事実に

触れることは少ない。どうしても負の歴史から目を背けているように感じられる。 
 ドイツのように負の歴史に向き合い、伝えなければ、記憶は薄れていく。ヒトラーのよう

な独裁者を生まないためにも、日本は、自国がしてきたことに向き合い教訓にしていくこと

が必要であると思った。 
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あとがき 
 
 法学部の主催する海外体験学習プログラムとしては通算で 3 回目となるヨーロッパでの

プログラムを、初めての研修地であるドイツ・ミュンヘンにて実施することができました。

新しい研修地の開拓には入念な準備が要求されるのみならず、学生にとってより良いプロ

グラムを作るためのチャレンジを受け入れる土壌が必要です。今回の新しい研修地選定に

当たっては、当初より村上裕学部長のご支援を得ることができ、さらには学部庶務課（とり

わけ竹内律郎氏）と国際交流委員会委員のサポート、そして引率をお引き受けいただいた吉

田仁美教授と籠谷和弘教授の両先生のご尽力によってはじめて成功させることができまし

た。ご協力いただいた皆様に、改めて御礼申し上げます。 
 今回の研修施設のひとつであったダッハウ強制収容所跡は、私自身も学生時代（1980 年

代）に訪問したことがあり、閑静な住宅街に忽然と現れる収容所跡には大変強い衝撃を受け

た記憶が残っています。大学で教鞭をとるようになってからは、日本で法を学ぶ学生にも是

非訪れてほしい場所のひとつであると考えてきました。今回の研修を企画するにあたって

は、2 年前に再度、下見を兼ねてダッハウを訪れましたが、収容所跡に 1980 年代の面影は

薄く、メモリアルとしてすっかり整備され、立派な施設へと様変わりしていました。現在で

は、ドイツのみならずヨーロッパ各地から高校の修学旅行や大学の研修旅行で多くの若者

が訪れる場所になっているようです。 
 一方、国民社会主義（NS）ドキュメンテーション・センターは 2015 年に開館したばかり

の新しい施設で、文書センターと名付けられていますが、単なるアーカイブ（書庫）ではな

く、ナチ党とドイツ社会・ドイツ市民との関わりを当時の映像や文書で一般に伝えることを

目的のひとつとする施設です。展示されているのはナチ・ドイツの公文書だけでなく、たと

えばナチ時代のごく普通の街の光景、たとえば高校生ぐらいの純真な若者が満面の笑顔で

ハイル・ヒトラーと敬礼をしながらミュンヘン市街を自転車で疾走する当時の写真なども

含まれています。 
 第二次世界大戦終結後、国家として社会としてナチ時代の遺産とどう対峙するかについ

ては、ドイツ国内でも紆余曲折があったわけですが、ダッハウ強制収容所跡地の大掛かりな

整備や NS ドキュメンテーション・センターの新規開設は、ドイツが戦後にたどってきた道

のりの一端を示す貴重なサンプルということができるでしょう。ナチ・ドイツ時代に起きた

様々な出来事は、その時代、その社会、その人々という特殊性を帯びていますが、そこから

学ぶべきことには普遍的な教訓が含まれています。今回のプログラムに参加した学生のみ

なさんが、そのことを文字通り体験学習できたとすれば、今回のささやかな研修プログラム

は成功であったということができるでしょう。法学部としては、今後も引き続き充実した海

外体験学習プログラムを提供できるよう願っています。 
 
                                        （法学部准教授 武藤 達夫 MUTO, Tatsuo）                           
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