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緊急アンケート結果ご報告

開倫ユネスコ協会、開倫塾、開倫研究所では、ロシアの
ウクライナ侵攻についての緊急アンケートを行いましたの
で、その結果をご報告いたします。

開倫塾ユネスコ協会



www.***.com

ごあいさつ

2022年3月23日(水)

「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築か
なければならない」というユネスコ憲章のもと、人間の安全保障の推進を基本理念に
2001年に設立された開倫ユネスコ協会は、開倫塾、開倫研究所とともに「小５～高
３生を対象に、ロシアのウクライナ侵攻についての緊急アンケート調査」を行いました。

ウクライナの一日も早い平和を願い、小学生、中学生、高校生としてどのように思い
考えているかを、806名もの皆様がご回答くださいました。ありがとうございました。
心から感謝いたします。

開倫塾では、アンケートに回答いただいた皆様に、この結果をフィードバックしてお
読み頂き、議論して頂きたく存じます。同時に、マスコミ各社の皆様にもご報告させて
頂きます。

よろしくご査収頂きたくお願い申し上げます。

開倫ユネスコ協会

会長 林明夫

(開倫塾 塾長)



アンケート調査結果集計

1.アンケートの目的・内容：「ロシアのウクライナ侵攻」について小学生、中学生、高校

生がどう考えているか知るためのアンケート調査

2.実 施 期 間：2022年3月17日(木)、18日(金)、19日(土)の３日間

3.対 象：栃木県・群馬県・茨城県・東京都の開倫塾の小5、小6、中1、

中2、中3、高1、高2、高3生

＊東京都ファインズスクールも御協力くださいました(小5

～高3まで59名)

4.回 答 方 法：文字数制限なしの自由記載

5.アンケート結果

（1）小学生

①小学５年生48名

②小学６年生55名

小計103名

（2）中学生

①中学１年生155名

②中学２年生202名

③中学３年生177名

小計534名

（3）高校生

①高校１年生103名

②高校２年生 33名

③高校３年生 33名

小計169名

合計806名

お問い合わせ先

開倫ユネスコ協会 会長

開倫塾 塾長 林 明 夫

090-2664-1728

〒326-8505 栃木県足利市堀込町145

開倫ユネスコ協会 事務局長 本島 尚

TEL 0284-72-5945 FAX 0284-73-1520
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2022 年 3 月 17 日

緊急アンケート調査 御協力のお願い

開倫ユネスコ協会

会長 林 明夫

(開倫塾 塾長)

「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければなら

ない(ユネスコ憲章)」のもとに平和活動をしている開倫ユネスコ協会では、今回のロシアによるウ

クライナ侵攻について、小中高生の緊急アンケート調査を行いたいと思います。その結果を新聞各

社やマスコミに御報告し、また、御協力いただいた皆様にお伝えしたく考えます。

お忙しい中とは思いますが、御協力いただきたく、お願いいたします。

よろしくお願いいたします。

今回のロシアによるウクライナ侵攻についてどのように考えますか。

自由にお考えをお書きください。

開倫塾 校 学年 小・中・高 年 氏名

書ききれないときは、うらもお使いください。

FAX 0284-73-1520
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緊急アンケート調査 2022 年 3 月 17 日

小５

・戦争でたくさんの人が死んでいるのを見て、かわいそうでした。もしも自分の国が戦争になった

らなと考えると、改めて戦争は、いけないことというのが分かりました。

・ウクライナは、何もしていなのに、ロシアはウクライナに侵攻していて、ロシアのプーチンはな

んで弱い国をせめるのかが不満だし、住宅地を攻げきするのはひどい。同じ人間なのに 1 つの

国をせめていてウクライナの住人の気持ちを考えてからこうげきするか、やめるかを改めて戦争

をするかしないか考えてほしい。

・今、ウクライナ人が必死で他の国へにげているものの、いろいろな所をロシアがようしゃなくし

かけ、ウクライナをこわしている状況の中、ロシアは悪質な国だと少しは思うが、日本はロシア

に輸入をたよっていることから、日本人として何もいうことができないと、私は思います。また、

ウクライナとロシアの大統領が相談している中、その戦いが今後どんどん大きくなり、日本にも

影響がでるのではないかと、少し心配になります。また、食糧自給率にも影響が出ないか、ニュ

ースをみて気になります。

・ロシアはウクライナに対してひどいと思います。なぜなら何千人の人がなくなったり、建物など

が多くこわされているからです。そのせいで、いろいろなものが高くなったりして、いやだから

です。他には支援をしたりする国などはやさしいと思いました。なぜなら、ずっとこうげきされ

ているのを助けるのはいいと思ったからです。早く戦争が終わって、もとどおりになってほしい

と思いました。

・戦争はよくないと思います。まずどうして戦争をやるのかが分からないです。ニュースで私たち

ぐらいの子が早く戦争を終わりにしてほしいと泣きながら言っていたのを見たことがあります。

なので早くウクライナへのこうげきをやめてほしいです。どうして人を殺してしまうことを簡単

にできるなんて私には考えられないと思います。

・ロシアの人は、ひなんするこつようはないけれど、ロシアの人も戦争をしてほしくないなら、ロ

シアの人がウクライナに行けばいい、理由はロシアもロシアの国民は死なせたくないと思うから

・無罪なウクライナ人が死んでしまっていることがすごくかわいそうだ。ロシアのプーチン大統領

は、何が目的なのかがわからない。

・ウクライナは何もしていないのに、ロシアはウクライナに侵攻していて、ロシアのプーチンは何

で弱い国を攻めるのかが不満だ。住宅地を攻撃するのはひどい。同じ人間なのに 1 つの国を攻

めていてウクライナの住人の気持ちを考えて攻撃するかやめるかを、あらためて戦争をするかし
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ないか考えてほしい。

・プーチンはもう「この戦争をやめろ」とかをカンバンみたいなものに書いて、プーチンに戦争を

やめさせる。どうしてかというと、今のところプーチンはぜんぜん顔色が悪いしこまっている様

子をしていたから、今のうちだと「戦争をやめろ」とかを言えばやめるかも、そうしたらウクラ

イナ人もこれで戦争が終わりへいわにいきられるかもしれない。あとは、ウクライナ人にも子ど

もをなくしてしまい、かなしんでいる人もいるし、ロシアも戦争はやりたくないと思っているか

もしれない。だってロシア人だってたくさんのぎせいしゃが山ほどででいるし、あと家族もいる

人だっているかもしれん。だからぼくは、この戦争をやりはじめたプーチンをまったくゆるせな

いです。

・まずなぜコロナ禍のなかで戦争をするのかがわからないです。プーチン大統領は同じ人間なのに

ウクライナのことも考えて戦争をやめればコロナだけですむのに……。ぼくはみんなが平和にく

らせる世界にしたいです。ロシアのプーチン大統領のように戦争をする人のようにはなりなくな

いです。ぼくはウクライナがわを応援します。なぜならウクライナがわは、ロケットなどが上か

らきていてがんばって家族でたえているからウクライナがわをおうえんします。

・昔の歴史ではなかった爆破装置やミサイルなどを攻撃に使用することはとても怖いと思う。ロシ

ア兵もウクライナ兵も戦争をやりたくないはずだから、平和な世界に戻ってほしいともう。

・やめてほしいです。プーチンだけが納得して、ロシア民やウクライナ民は反対だと思います。戦

争をしてメリットがあるかがわかりません。デメリットしかないと思います。

・ロシアはなぜ早く戦争を終わらせないのか。早く戦争を終わらせてほしい。

・僕は、今起きているロシアのウクライナ侵攻はやめた方がいいと思います。なぜなら、戦争はた

くさんの命が失われ、家や建物がなくなっていくからです。今すぐやめて世界を平和にしていこ

うというのが僕の考えです。

・戦争をしても誰かが不利益を受けたりするだけだから、ウクライナ侵攻がきっかけで戦争になる

かもしれないから絶対にやめてほしいです。

・たくさんの町に被害が出ているの、やめた方がいいと思います。

・ウクライナには、小さい子どもやお年寄りや障碍者の人もいて、戦争は自分にとって大切な人、

家族を亡くしたりするというのは私にとって悲しいニュースを見て、なんでこんなことするのだ

ろうと思った。ウクライナはロシアになにかしたのか、ロシアはウクライナに恨みやいやなこと

をされてウクライナに攻撃をしているのか分からないけど戦争はやめてほしい。これ以上、争い

をやめて、お互いに仲良くしてほしい。早くウクライナ侵攻が終わってほしいと思った。
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・なぜ戦争をしてしまうのか意味が分からない。戦争をすれば多くの人が亡くなったり、家がなく

なったり、家族を失う人が多いと思います。新聞には、町にミサイルが落ちてきて人が亡くなっ

たり、病院にロシア軍が来たり

・これで多くの人がなくなっているのでロシアがウクライナ侵攻をやめればいいと思う。

・ウクライナの国は、らんぼうなロシアに戦争をしかけられ、なみだが出た。なくなって戦争 ‼

・ぼくは、戦争に大反対です。なぜならロシアのプーチン大統領は、自分の地は守り、ウクライナ

の地はこわす。これは完全にロシアがウクライナに差別しているのと同じだと思います。差別は

人でもおこることです。なのでプーチン大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領にも差別し、

ウクライナも差別している。これは大統領でもしてはいけないと思う。なのでこれからは、人も

国も差別をしない大統領がふえてきたらうれしいです。

・このまま戦争が続くと無意味な死者がでるので、戦争をやめてほしいと思いました。このままで

は、日本にロシアが侵攻して来るといううわさもあり、少しこわいと思っています。

・戦争は今はやらない方がいいと思います。なぜなら今は、新型コロナがはやっており、ウクライ

ナとロシアの兵士は、両者何千人何万人も死にます。死ぬと農業や工業、産業が発達する速度が

おそくなるので戦争は今はやらないほうがいいと思います。

・プーチン大統領は、他の人の意見を聞かず、たった一人の行いで、罪のない市民、大人や子ども、

赤ちゃんを死に追いこんでいます。プーチン大統領は、自分が戦わないし、ひがいを受けないか

ら戦争を起こしているのだと思います。同じ人間という仲間なのに、なぜ争うのか分かりません。

とにかく、早く戦争が終わってほしいです。

・ウクライナの考え(アメリカの仲間 NATO になる)に対して、ロシアはウクライナの考えを不満

に思い、攻げきをしかけました。ロシアは一方的に攻げきをしたのに対して、私は反対です。た

しかに、元々ソ連の仲間が敵(アメリカ)の仲間になるとなると不満に思うかもしれませんが、ウ

クライナに攻げきするのは間違っていると思います。現在、ウクライナから難民としてにげてい

る方がたくさんいます。私は、食糧などが不足している中、危険を犯してまで逃げるというのは

勇気が必要であり、苦しんでいる方々のことを考えると、日本はとても平和だな、ずっとこのま

まであってほしいなと考えています。一刻も早く戦争が終わり、平和のある世界に導いてほしい

です。

・ロシアの安全のために、ウクライナを NATO に入れたくないからと侵攻することに反対です。

ウクライナの人たちは何も悪いことをしてないのに、どんどん殺されていく。無罪の人が命を失

うなんて、おかしいと思う。ニュースでウクライナの無残なすがたを見ると胸がいたむ。また、
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何もしないロシアの人々も悪者にされるのは、信じられない。たくさんの罪なき人の命が失われ

ていくのがおかしい。だから、わたしは反対だ。

・プーチン大統領の自分勝手な行動によって、ウクライナの人々が亡くなっているのを見ると、と

ても悲しくなります。テレビで建物にミサイルが落ちてくる様子を見て、とてもむねがいたくな

ります。私はこのような戦争を二度としてほしくないと考えました。そのためには、ミサイルや

かくへいきをゼロにする必要があると思いました。私だったら NATO に入ってアメリカに守っ

てほしいです。平和を取りもどすために、私たちにできることはウクライナの現状を知ることが

大切だと考えました。

・なぜ、戦争をしてしまうのか意味が分かりません。戦争をすれば多くの人が死んでしまったり、

家がなくなったり、家族を失う人が多いと思います。新聞に町にミサイルがおちてきて人が死ん

でしまったり、病院にロシア軍がきて、人を殺したりすることがかいてあり、すごくこわかった

です。そして、ウクライナの大統領は停戦してくれといっても、ロシアのプーチン大統領は停戦

しいなのがひどいと思いました。

・何も思わない。

・ロシアのせいでたくさんの人が死んでしまってウクライナがかわいそうだと思う。

・へいしじゃない人は、すぐにとなりの国ににげて・・・

・ロシアによるウクライナ侵攻についてはぼくは反対です。理由は、なにもしていない人ものみこ

まれる色々な人が亡くなるから戦争はよくないと思ったからです。しかも、体の弱い人たちも戦

争にだされるし、ころしたくなくてもころさないといけないからです。だからそんなに強引にも

とにもどすのではなく、ほっておいてかえりたいと思ったら帰らせればいいと思いました。しか

も戦争はすると家がこわれるので、ばくだんやミサイルをうたないほうがいいし、なにもしてい

ない人にもあたってしまうかもしれないのに、ばくだんやミサイルをうつのはやめた方がいいと

思いました。しかもお金がすべて戦争の方にいってしまうのでご飯を食べられない人がいるので

かわいそうだと思いました。しかもまだその国にいたいのに、またその国に行かないといけない

ので、そこにいたい人にはかわいそうだと思いました。お金がなくなるということは、学校もい

けないし飲み物も食糧も少ないし、ぜんぜんいいことがないので戦争はあまりよくないと思いま

す。

・ロシアの国民も「戦争反対」をしているし、まえ生放送のときキャスターのうしろに女の人が「戦

争反対」の紙をだしていたのでロシアの人々は戦争をしてほしくないと思いました。ウクライナ

はひなんした場所にもばくだんをおとされ、かわいそうだし、病院もばくだんをおとされてるの

で病人が無事なのに死んでしまうのはひどいと思います。そして子供も死ぬのはかわいそう。私

が思ったことは食べ物を残すと私は「ウクライナはそれを食べたい」と言ってあげたいです。ロ
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シアの警察は国民にぼうりょくしてるのはひどいと思った。あと兵隊さんも戦いたくないのに戦

わされているのはひどいと思います。まとめてロシア・ウクライナ・全国は戦争をしてほしくな

いのがわかります。

・ウクライナへのロシアの侵攻が続く中、ウクライナ国民の安否などが安全ではないので、1 分で

も早くウクライナとロシアが折合をつけて少しでも早く停戦してほしい。また、日本の岸田総理

大臣は、最近広島市の平和公園をおとずれ、平和への会見が多いのでウクライナもロシアも一こ

くも早く両国が平和になってほしい。しかし、ニュースなどで病院などがばくげきされることが

多くなって子どもも亡くなったりしています。そして、自分たちが思ったことは、とにかく自分

たちが戦争へのうったえやユニセフなどにぼきんすることだと思いました。さらに、ロシアとウ

クライナの停戦交渉でも全く折合がつかず戦争が続いています。これはロシアと NATO の関係

をまとめて今これを見直そうとの説があります。

・わかっていても他人事と思ってしまう。なぜ？それは多分、自分が世界の一つの国でおきている

ことについて理解しきれていないから。もしかしたら、無意識的に「もし自分もこうなったら…」

と思って理解を拒んでいるのかもしれない。でも、その一つの国でも「こわい」という同じきょ

うふの思いをしている。 色々書いてきて、私は思った。「どうして人は、自分 1 人の欲・意

見のために殺し合いをしてしまうのだろう。もとはみんな同じ家族といってもおかしくないのに

。」ロシアという国のプーチン大統領は、たった 1 人の男は一体何を考えているのだろうか。

自分以外の何億人もの人々の気持ちを考えずに、自分のことだけしか考えていないのだろうか。

自分のことだけで精一杯の人ならわかるが、プーチン大統領は何人もの人に支えられている。他

人の意見を受け入れられる。他人のことよりも自分のことを優先し、受け入れなければいけない

他人の意見を全く聞き入れないような人がなぜ大統領になれたのだろうか。

・ウクライナ侵攻に反対です。なぜなら関係のない人が死んでしまうから。

・ウクライナ侵攻のことについては反対だけど、ロシアへの差別はやめた方がいいと思いました。

なぜなら、お互い裕福な国同士で戦争が起きて、素材の価値が上昇したりする。だから戦争があ

ってはならないと思う。だが、戦争に反対しているロシア人もいる。ニュースを放送している後

ろから、戦いに関係することを紙に書いて出した勇者もいる。しかし、何も意味もないことを紙

に書いて出しただけで警察に連行されるのが今の常識です。ウクライナの一部の人が自由主義に

いっただけで街をたくさん破壊される。

・考え方が違うだけで、人の命を奪うような平等ではなくて、武力が強い方が正しいとは限らない

ような戦争に反対です。理由は、もし話をしてもずっと決まらなかったことで、悪くない関係の

ない人の命が奪われてしまうようなことは、とても悪いと思います。もし、意見がわかれてしま

ったとしても、命を奪うことは絶対にしてはいけないと思います。戦争を起こさないようにする

ためには、各国の考えも重要だし、もともと分かれていたところを、合わせてみんなの仲がよく

なればいいと思います。強い人たちが弱い人たちを攻撃することや、大人の考えで戦争が起こっ
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たのに、関係のない子どもたちが苦しむことなどは、とても辛くてやってはいけないと思います。

どんなことがあっても、戦争は絶対に起こしてはいけないと思いました。もし、自分がウクライ

ナの人々の立場で考えたら、とても辛いと思います。今も苦しんでいる人がいます。子供の考え

だけでは戦争を止めることができないというのは仕方がないのですが、もし止めることができた

らいいと思います。なので、少しでもみんながもっと戦争がとても悪いことだと思い直してくれ

たらいいです。

・やり過ぎだと思う。関係ない市民がぎせいになっている。病院に爆弾を落として多くの人が亡く

なってしまった。私もユニセフの募金をして少しでもいいから助けたい。戦争をして何かいいこ

とが起こるわけでもないのに、なぜこんな無茶をするのか。もし私が一番偉い人だったら、今す

ぐウクライナを助けたいけれど、私は募金くらいしかできないから、はやく終わってほしい。一

つしかない命を好き勝手にして私は悔しい。爆発する映像や、人が亡くなった映像や、けがして

いる人を見るのが楽しいのだろうか。ニワトリも殺せないロシア人の人が軍人になってしまって、

殺したくないのに殺せと命じられて、何でやりたくない人も参戦しないといけないのか。どんど

ん町が壊れていくのはもう見たくない。大統領だとしても人を殺すのはもう犯罪なのになんで悪

いことだと思っていないのか。大人になっても続くくらいの戦争になってほしくない。子供や何

もしていない人を連行するのはよくないと思う。民間人は狙われないといううそをついてだまし

ている。ウクライナにいる人みたいにご飯も食べられなかったり、寝ることもできないのに、私

たち日本は平和で少し安心した。私は毎日戦争が起こってしまうのかと心配しています。同じ人

間なのになんで殺したりするのだろうか。戦争なんてなくなってほしい。戦争があっても何の意

味もないし何のとりえもないのに、何でこんなにつらい思いを私たちにもウクライナの人にもし

ないといけないのだ。

・私はなるべく早く終わればよいと思い、祈っている。今はウクライナの人の命が優先だ。今は世

界各国、ウクライナの人も全力でサポートするべきである。私たちが今できることは、ウクライ

ナへの募金、支援などだと思う。テレビのニュースでウクライナのニュースを見れば、さらに「支

援しよう」「募金はいくらにしよう」などの感情が私たちには溢れてくると思う。ウクライナに

はたくさんの人々が苦しんでいる。しかし、プーチン大統領が、始めてしまったことだ。今から

でも遅くない。ロシアの人々もプーチン大統領も、ウクライナと交渉成立すれば戦争はきっと終

わる。私はウクライナの人々を 1 人でも 2 人でも多く救いたい。この気持ちは他の人も同じだ

ろう。支援すること＝募金だから、家の全財産が失われない限り、多めに募金したほうがよいだ

ろう。例えば、世界各国の人口の合計が 32 兆人ぐらいだとし、ウクライナへ寄付する金額を一

人あたり 4000 円だとすると、128 慶ぐらいと相当高額になる。しかし、貧困でお金を寄付でき

ない国もあるかもしれない。その場合でも、私たちはお金を寄付し、ウクライナを全力で支援す

べきではないのでしょうか。

・なぜ、ロシアはウクライナと戦争しているのか。ウクライナには苦しんでいる人がたくさんいる

し、けが人もいるのでやめた方がいいと思う。ウクライナの人たちが他国に避難できるように、

ロシア・ウクライナの国以外が支援をしてあげたらいいと思う。戦争反対の人に私たちは何をし
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てあげればいいのか。

・ロシアは「ウクライナの軍事施設しか攻撃しない」と言っているけれど、普通にアパートなどを

攻撃しているから、ロシアはやり過ぎだし、だめだと思う。

・ロシアは理不尽だと思う。なぜなら、もうロシアの植民地的な場所はないのに、ウクライナに攻

撃を始めたから。ロシアの住民でさえもこの戦争に反対しているのにおかしいと思う。

・ウクライナの人々は何の罪も犯していないのに、ロシアが侵攻するというのは決してしてはいけ

ないことだと思います。ニュースを見てみると、ウクライナの人々は普通に歩いているだけなの

に近くで爆弾が落ちるという私には考えられないことが実際に起きています。このことはちゃん

と知っておくべきだと思います。

・早くやめた方がいいと思います。この前、ウクライナの避難者が一千万人を越えたと新聞やテレ

ビのニュースで見ました。この時、「戦争は恐ろしいな」と改めて思います。プーチン大統領の

考え方は間違っていると思います。なぜかというと、ロシア側もウクライナ側も戦争反対！と言

っているのに勝手に進行させてしまっているからです。プーチン大統領は国民や他国の意見を聞

いていません。今こそ、ゼレンスキー大統領と話し合いをしたらいいと思います。新聞で戦争の

記事を読むと、胸が痛くなります。この戦争がロシアとウクライナ以外の国に広がらないといい

なと願っています。私は戦争を終わらせるために一つの方法を考えました。それは、「それぞれ

お互いの意見を聞き合うこと」です。お互いの意見を聞き、違う意見があったらそれを少しずつ

調整して対等にしたらいいと思います。難しいことかもしれないけれど、これが私の考えた意見

です。プーチン大統領は「全ての目標を達成する」と言っていますが、本当にそう思っているの

でしょうか。少し早めたい気持ちがあると思います。早く戦争が終わってほしいと思います。

・ロシアのプーチン大統領はでたらめなことを言い出して、ウクライナの人たちは何も悪くないの

に勝手な侵攻によって住む場所や子どもや自分の命が危険にさらされてかわいそうだ。ロシアは

身勝手すぎると思う。

・何もしていないウクライナの民間人がたくさん死んでいます。同じ人間で何で戦争するのかがわ

かりません。プーチン大統領の行動で死亡者が出ています。これ以上死亡者を出してほしくない

です。

・ロシアじゃなくプーチン大統領がわるいと思う。テレビでごまかしたりして、ウクライナがわる

いことになっているのはちがうきがする・・・。ウクライナがかわいそう！ロシアもデモをおこ

したら、そくつれてかれるとか、なんかかわいそう。紙もっててもつれてかれるなんてもっとか

わいそう…。プーチン大統領がわるいと思う。ウクライナかわいそう！！
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緊急アンケート調査 2022 年 3 月 17 日

小６

・危険だからやめた方がよい。けれど、ニュースやインタネットではウクライナのことばかり伝え

られてるから、「ウクライナがかわいそうだな」と思うけれど、ロシアも何かかが気に入らなく

て戦争をやっているわけだから、世界の人々にその気に入らないことをしっかり説明して訳を話

せばいいなと思う。ウクライナに攻撃などをして、力で勝つのではなく、ウクライナに戦争をす

るわけをきちんと説明して安全に、他の国に「輸入」や「輸出」で被害や迷惑をかけない、他の

方法で解決するとよいと思う。

・ウクライナに侵攻したのは間違いだと思いました。戦争は、民間人を巻き込んではダメなのに、

プーチンは人々を殺害し、しかも助けようとしているアメリカなどが制裁をすると「核を使うぞ」

といいはじめ、このウクライナ侵攻は世界を巻き込むことになりました。しかし、ウクライナは、

その圧に負けず立ち向かい、ウクライナの大統領はアメリカに兵器を頼んだり、ロシアに追加制

裁をしました。みんながウクライナを助けて、ついに「日本人が義勇兵としてウクライナに行く」

というニュースが流れ、僕は感動しました。なので、ウクライナに 2000 円ですが募金しました。

・ロシア側の気持ちもわからなくはないが、やり過ぎではないかと思う。ロシアの上の人たちはプ

ーチン大統領の前だと自分の意見を言えずにおびえているから話し合いをする意味もないと思う

し、成り立っていないと思う。ロシアとウクライナで停戦交渉をを何度もされているが、いまだ

決定には至っていないし、何も進んでないのではないかと思うので、やらないほうがよいのでは

ないかと思う。今、ウクライナに住んでいる人達は当たり前だった日常がぶち壊され、崩壊して

いる。恐怖におびえている。ロシア国民も何もしていないのに差別されている。それは間違って

いることだと思う。ロシア人だからといって日本や他の国に住んでいいても誹謗中傷で、心が傷

つけられている。そんなことをしても意味はないのに、他の国からみてロシアは悪者だと思われ

ているが、それを決めつけて見るのはやはり違うと思う。第一の被害者はロシアなのではないか

と思う。

・ロシア側だけが悪いわけではないと思う。元ソ連側だったロシアの周りの国々を NATO 側が次

々と取り込んでいくようなロシア側を挑発する政治を行ったのも悪いと思う。最後の砦であるウ

クライナを取られそうになることで、ロシア側も我慢の限界だったという風に考えることができ

る。その一方で、資本主義のロシアがこれ以上民主主義国を増やすことでロシアまでの民主主義

になることをさけたい(プーチン大統領が政権を渡したくない)とも考えることができる。どちら

に原因があるにしても、ロシアのやり方は強引で残酷なものだと思う。もう少しやり方があった

のではないかと思った。世界全部がアメリカ側に回るのではなく、ロシアがなぜ行動に出たのか

を知る必要があると思う。

・ロシアはウクライナが敵になったら、ロシアの首都がせめられてしまうからどうしてもロシアは

ウクライナをとりたいと思っていると思うけれど、さすがに戦争をやめた方がいいと思った。
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・平和になるために頑張ってきたのに、それを台無しにしてしまったプーチン大統領は、どいう考

えをしているのかとても気になる。今、ロシア人に対する悪口がネット上に書かれているけど、

関係ない人たちまで言われていて、とても悲しい。

・戦争は反則です。私は戦争を体験したことはないですが、多くの人々が命を失ったのをみました。

ニュースやネットで見てたくさんの子供や家族を失った人をみました。とても悲しい気持ちにな

りました。もし、プーチン大統領が家族を失ったことときや切な人を失ったとき、人々をひどい

ことで「殺してはいけない」と気づいてほしいです。最後にみなさん、命は重いものだと思って

いる人もいるでしょう、でも、時にはたった一言で人を死まで追い込み命を消してしまうことを

忘れないでいてほしいです。

・戦争はたくさんの命を奪い、奪われるのでよくない。なぜなら幸せな暮らしをしているのに戦争

で幸せに暮らせない、子供が殺されたり、避難所を攻撃されたりして人々が亡くなっていく～、

一刻も早く戦争をやめてほしい。他にも母国を守るために親だけが残り子供と別々になってしま

うから。

・ロシアにも事情があるのかもしれないけれど、戦争で強制的にやるのではなく、話し合いで解決

してほしい。

・侵攻の原因からどうしたらいいか考え、話し合うべきだと考えた。そのためにはまず、お互いが

冷静になって攻撃をやめ、戦争について考え直した方がいいと考えた。

・やめた方がいいと思います。ウクライナに住んでいる人がかかわりのないことに巻き込まれ、亡

くなってしまうということがとてもかわいそうです。また、ロシア側も強気に進むのではなく、

自分の国、国民、ウクライナ、ウクライナの国民の気持ちをしっかり冷静に考えて、戦争を終戦

し、国際社会が平和になればよいと思います。でも、まずプーチン大統領とゼレンスキー大統領

がしっかりとした場を設け、お互い冷静に話し合い、平和な結論へとなればよいと思います。

・ロシアによるウクライナ侵攻で傷ついた人たちがたくさんいるから、ウクライナ侵攻をやめてほ

しい。ウクライナの大統領は、何回も「侵攻をやめてほしい」と言っているのになぜやめないの

だろうと、とても疑問に思う。ロシアの人の中には戦争をやめてほしいと思っている人もいる。

でも、その事をしゃべってしまったら、たいほされてしまうのは、どのように考えてもプーチン

大統領が国を自分がやりやすい方向に動かしてるようにしか見えない。しかも、ロシアの人は「ウ

クライナ侵攻は正義だ」といわれたり、インスタグラムや TikTok などのほかの国とつながるこ

とができるアプリが使えなくなっている。このウクライナ侵攻がヒートアップして「原爆を落と

す」というような第二次世界大戦のようになってしまうのではないかと心配もある。日本にもロ

シア産のものが輸入できなくて、価格が上がっているものがあるから、1 日でも早くウクライナ

侵攻が終わってほしいと思っている。
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・テレビや新聞で戦争について目にすることが多くなり、激しさを増していることが分かる。この

戦争で多くのウクライナ軍やロシア軍、民間人が犠牲になり、命をおとしている。今回の戦争は、

ロシアの首脳がウクライナへ軍を進めることを命令している。このように国のトップの方が何の

罪のない人々を攻撃するよう命令するのはどうなのかと思う。戦争するとしても、他の罪のない

民間人や軍の人たちをまきこまないでほしいと思う。まだまだ戦争が激しくなることも考えられ、

罪のない人々が犠牲となっていくことも考えられるので、早く戦争が終わって、避難した難民の

方々も平和な世界で、良い環境で幸せにくらせる日が 1 日も早くくるといいなと思う。

・ロシアのウクライナ侵攻によって被害を受けた人たちが大変だし、かわいそうだと思った。戦い

をしてはだめだと思ったから、戦いをやめたほうがよいと思った。

・今の時代に戦争というものがはじまってしまったことは、いけないことで今すぐにこの戦争を止

めなければならないと思う。戦争とは、自分の国のために、犠牲を出すとても恐ろしいものだと

思う。自分には、なぜロシアがウクライナに侵攻をするのかよくわからないが、自分にもまった

く関係ないとはいいきれないので、これから世界の仕組みなどを勉強していきたい。

・ロシアは、ウクライナにないしてミサイルを 1000 発以上も打ったと聞きました。さらに病院や

避難している方々に無差別な攻撃をしているので、ロシアは戦争をやめてほしいと思いました。

・戦争はやっても何のことにもプラスにはならない。なぜ戦争をするのだろうと思います。早く侵

攻が終わって、ウクライナに平和が訪れるといいなと思います。私たちと同じくらいの年の人や

年下の子たちの命が亡くなってしまって悲しいです。

・今の時代に争いをしようとするのはとても残念です。今すぐにでもやめてほしいと考えます。コ

ロナウイルスもあるのに、さらに残酷になるのはとても好ましくない。

・ウクライナの民間人を殺害したりするのは、あってはならないことだと感じる。また、ロシアが

ウクライナに対して、戦争のようなことをするのは意味がないと思う。

・ウクライナ侵攻でたくさんの死者や大きなものが壊れて、ロシアの人も戦争は望んでいないと思

うし、貿易や資源にも影響すると思います。

・ロシアによるウクライナ侵攻では、被害が多く、TV のスタッフもけがを負うなど、なぜロシア

がウクライナ侵攻をするのかが知りたいです。

・戦争はやってはいけないことだと思う。なぜなら、命を落とすことがたくさんあるから。ロシア

はウクライナとの戦争をやめるべきだと思う。ウクライナの人たちは悲しい気持ちだと思います。
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・ウクライナの人々をロシアは無差別に殺したり、関係のない学校や家をミサイルなどで壊してい

る。今はウクライナと話し合い、戦争などやめてしまったほうがよい。戦争しても何の意味もな

い。

・ロシアがミサイルで病院を壊しているのがニュースで流れたとき、「何で戦争(侵攻)をやるのだ

ろう」と毎回思っています。ウクライナ人は悪くないの…。(早くこの侵攻が終わってほしいし、

もう誰にも死んでもらいたくないです。)

・早く戦争が終わればいいなと思っている。

・コロナ禍の中、戦争をやるというのはすごく残酷だと思う。助けたいと思うけど、助けられない

というのが現実だから困る。

・戦争はたくさんの人が死んでしまったりけがをしてしまったりするので、早く終わって欲しいと

思います。

・ロシアの大統領がウクライナに対して、嫌な気持ちを持ったからといって侵攻するのはよくない

と思いました。なぜなら、何もしていない市民たちも死んでしまったり、大けがを負ってしまっ

ているからです。本当に毎日、ニュースを見るたびに市民の方がかわいそうだと思いました。だ

から、私にも何かできなか考えてみようと思いました。

・ロシアが勝手に攻撃してきたので、私はロシアが悪いと思います。ロシアが攻撃をやめれば戦争

は終わると思います。ロシア側の攻撃のせいで、関係のないウクライナのたくさんの人がけがを

していて、戦争はやめてほしいと思いました。

・ロシアはウクライナを攻め、戦争をして大きな被害を出しているが、ロシアの住民が悪いのでは

ないと思う。なので、ロシアの住民を批判し、苦しめるのは悪いと思う。

・ロシアがウクライナに侵攻される理由となるものは、ウクライナがロシアを敵にまわしたことで、

子供から大人までの人々が亡くなったり、怖い思いをしていて、ロシア側の人は考えないのかな

と思いました。

・ロシアはすごいわがままだなと思う。なぜ侵攻するのかと思いました。戦争はやってはいけない

のに、戦争をしているロシアが悪いと思う。日本にロケットや爆弾が飛んでこないことを願いま

す。

・病院や市民の家など戦争に関係ない人々までまきこんでいて、ほぼ一方的にロシアがウクライナ

をせめていてウクライナは、それをくいとめるくらいしかできなくて、しかもミサイルをつかわ

れてからどんどんいろんなところがこわされているニュースをよく見ます。日本でも小麦が輸入
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されないからパンやうどんなどの小麦をつかったものがつくられなくなるひがいが出てします。

ロシアが国を大きくしたいのもわかるけど、力で他の国をせめるのはおかしいと思います。

・戦争する意味が分からないなぜ？プーチン大統領は、何を考えている？…と自分は考えています。

早く戦争が終わってほしいです。長く続けば日本はどんなえいきょうがでるか分かりません？(小

麦とか)

・ロシアがウクライナにある建物などをこわしているのを見て、ロシアはひどいなと思いました。

ウクライナは、何もしていないのにウクライナの人々が死んでいくいみがわからなかったです。

戦争は、よくないと思いました。

・プーチン大統領という人間のせいで、ウクライナだけではなく、ロシアの人々もたくさんぎせい

になっていて、プーチン大統領は何がしたいのだろうかと思う。また、輸入もしにくくなってい

て、他の国にもめいわくがかかっている。こんなことをして何になるのだろうかと思う。

・とてもいけないことだと思う。自分勝手にウクライナ侵攻をし、なにも罪をおかしていない人々

までまきこんですることではない思う。それに国際連合の高い権利を利用してこのようなことを

したのは、ウクライナだけではなく、ロシア国内の人々までも罵声を受けさせてまですることで

はないと思う。

・なぜウクライナに対しロシアはこのようなことをするのかを知りたい。ウクライナの人々がかわ

いそう。これ以上犠牲者を出すのはやめてほしい。世界がこのことにどう考えているのかを知り

たい。世界がかかえる問題だと思う。早く終わってほしい。他の国もウクライナに協力したほう

がよいと思う。自分もできることがあるなら、それを行いたいと思う。

・なぜ戦争をするのだと私は疑問に思いました。ロシアも何かしらの理由があって戦争をしてるの

だと思いますが、一人一人が大切な命なのに簡単に殺してしまうのはひどいと思いました。私は、

ウクライナの人々もわかいそうだと思いましたが、ロシアに住んでいる何も悪くない人々もかわ

いそうです。ロシア人だからと差別をされたりしています。私は、なぜ何もしてない人をせめる

のだと不思議に思いました。それに戦争って普通にいいますが、どんなにこわいものか、そうぞ

うがつきません。この前のしんど 4 か 5 くらいのじしんでも、すごくこわかったのに、ミサイ

ルやじゅうなどのたまが上からふってくるなんて、きょうふがしみつき、うごけないと思います。

なので、戦争はやめてほしいと思いました。

・ロシアはウクライナに勝手にせめて空ばくしてどういうつもりですか？プーチン大統領は何を考

えているのか分かりません。これから、どこかで戦争をするなら、まず人間や生き物を他の世界

に 1 か月ぐらい前からにがしてからやってください！あと、関係ないけれど生き物、人間と同

じ命をもっている動物をいじめる人にばつをあげてください。生き物がかわいそうです！殺処分

はやめた方がいいと思います。本当に命をむだにしてはいけません ‼(何かのさんこうにしてく
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ださい！)

・私はロシアとウクライナの戦争にはもちろん反対です。なぜ戦わなければならないのか私にはわ

かりません。ニュースでは、毎日この戦争の情報が流れていて、戦争におごえて、きずついてい

る人を見るとむねがいたみます。それと同時に、他にも思うことがあります。なぜウクライナと

ロシアの戦争だけのニュースを取り上げ、他にも戦争をおこしている国があるのにそっちの情報

はほったらかしにするんだろうと思います。私達、日本も戦争にまきこまれるかもしれません。

私は、戦争は反対だ！とうったえ続けることが大切だと思います。ニュースを見ると、なにもし

ていないロシア人の方が少しあやしい行動を見せるだけで、軍の人にしばり上げられつれていか

れます。大統領とはそんなにえらい立場なのでしょうか。神でもないのにあの人のいう事は、必

ずしも聞かなければいけないのでしょうか。私はふしぎに思います。私はプーチン大統領がにく

いです。ウクライナとロシア、他の国にも平和を願います。

・今回のロシアによるウクライナ侵攻について、私はよく知りません。戦争が起きているぐらいで、

何で戦争をしているのかもわかりません。でも、子どもたちなど関係ない人もまきこまれている

ことは、ニュースなどで知りました。この戦争についてよくわかりませんが、子どもたちや関係

ない人もまきこむのはどうかと思います。何も分からない子どもたちに、いきなりばくだんなど

を落とすのはかわいそうだと思います。戦争はしても意味がない。ただただ人が死んでしまうだ

け。戦っても何も得るものはない。ただの殺し合い。こんな意味もないことをして、何が楽しい？

どんな心がこんなことをする？わけが分からない。意味ないことをすることは、ただ時間がむだ

になるだけ。戦争は人が死ぬ。こんなことが分かっているはずなのに、なぜ戦いをやめない？分

からない。こんな世の中も分からない。こんなむだな戦いが 1 日でもはやくおさまり、平和が

おとずれることをただただ願うばかりです。この戦争のニュース、ひさんなすがたを見たくない

です。

・ロシアによるウクライナ侵攻はすぐにやめた方がよいと思う。建物や人が亡くなってしまうと、

人はかなしんでしまうから。ばくはつ音などが聞こえると、人は、こわがってふだんの生活がな

くなってしまうから。そして、ほかの国にもえいきょうしてしまうかもしれないから。だから、

ロシアによるウクライナ侵攻は止めた方がよいと思う。

・早く戦争が終わって、どちらの国の人も悲しい思いもしない、苦しい思いもしないで、みなんで

楽しいもう。戦争をしない平和な世界になってほしいです。

・ロシアはウクライナがロシアの気に入らない国とどうめいを組もうとしているから、ウクライナ

を侵攻したとニュースで流されていたから。だけどウクライナが大事ならどうしてこんなにひど

いことをするんだろうと、それぞれの国は戦争を過去に経験しているのにロシアは同じことをや

るんだろうと考えた。ウクライナはロシアに侵攻されて、でもこっちもがんばって対さくはして

いるものの、ロシアに核兵器を使われてしまったら、ウクライナは終わりだから、あまりロシア

をたくさんこうげきできないんだと思いました。だからロシアとウクライナは戦争なんかをせず
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に話し合ってきめるのが一番よいと考えた。

・私は、しょうがないと思った。なぜならこの大きな世界の中で争いをなくそうなんて無理だと思

うから。ロシアはソ連時代仲間だったウクライナや他の国がちらばってしまったことを許さない

人だっている。でもだからって人を殺すことはどうかと思う。アメリカなどがロシアにそちをと

っているが関わりがあまりない人までまきこんむこともどうかと思った。ウクライナもべつにい

いことをしているわけではない。結局私はごう思った。「第三次世界大戦」の引き金にだけには

ならないでくれと。そして、争いがなくなることはないと、ロシアに言えることとしては「力で

はなく、話し合いでかいけつしてくれ」です。

・今回の件では、ロシアによる侵攻についてぼくは、そっ直にロシアが悪いと思います。ウクライ

ナの人たちは、苦しくでいるのにロシアはこうげきを続ける。必死にたえているのにやめないと

いうことにぎ問を持ちます。ぼくは、ウクライナがのぞんでいるように、ロシアの侵攻をやめる

べきと思います。そして、少しでもウクライナの人たちに笑顔が戻るように各国の協力が大事な

のではないかとぼくは思います。さいごに、きゅうえん物資や食べ物のなど何でもいいから役に

立つものをウクライナの人々にとどけて、さきほどいったように少しでも笑顔が戻ったらいいと

思います。これらの文からして最初のようにすぐ、ウクライナへの侵攻をやめるべきと考えます。

・ロシアによるウクライナ侵攻につい、ロシアのプーチン大統領は、何をしたくて侵攻しているか

もう一度考えそれがまちがっているなと思ったらやめてほしいし、ウクライナもこれ以上ぎせい

者を出さないために、みなんで相談し、ウクライナの人たちを守るためにがんばってほしいです。

他の国も少しでもウクライナの人たちを守るために１人でも多く募金に協力してくれたらいいと

思います。

・ロシアによるウクライナ侵攻について今すぐやめるべきと思います。ニュースで見ていると、ば

くはつの音やじゅうげきの音が聞こえてきます。これには非常にむねがいたみました。なんの罪

もない民間人がねらわれているというのもニュースで流れていました。今も戦争が続いているな

んと思いたくもないです。ウクライナの人々の何人もの人がぎせいになったか、考えてほしいで

す。今の僕にはできることが限られていますが、生きているだけで幸せだなと思いました。また、

このような悲しい出来事が起きないようにしたいです。

・なぜロシアはウクライナ侵攻をはじめて、ウクライナの罪のない人たちまでまきこむのか。戦争

は関係ない人たちまでまきこみ、その人たちをくるしませようとし、その家族や友人をなくし、

かなしい思いをさせるのかが気になります。ロシアで「ウクライナ侵攻をやめて」と言っている

人たちはただ世界を平和にしたいだけなのに、ロシアのウクライナ侵攻に反対している人をとり

しまる人がなぜいるのと思いました。私はウクライナの人たちが戦争でくるしんでいるなか、自

分達だけ幸せに日常が遅れていると考えるとむねが苦しくなりました。だから、一日も早くウク

ライナ侵攻が終わり、全世界が平和になってほしいなと考えました。
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・テレビのニュースでロシアによるウクライナ侵攻のえいぞうなどを見て、まず、どうして戦争を

するひつようがあるのかと思いました。ウクライナをロシアに入れたいとしても、戦争をしてう

れしい人はあまりいないと思います。なので戦争をやめて協力しあってほしいと思いました。

・

・プーチン大統領以外誰も望んでいないなので、今すぐやめた方がよいとだれもが思っていると思

う。一方的にこうげきををすることは、しんじられないが、ウクライナもアメリカから武器を要

求したりなど、戦おうとすることはやめた方がよいと思う。なぜなら、ウクライナがロシアをこ

うげきすることで、さらに戦争がはけじくなると思うから。
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・よく話し合えばよいと思います。学校の先生から、ロシアはウクライナの湖みたいな所を貿易の

ための移動短縮につかいたいと聞いたので、ウクライナ全部を攻撃する必要はないし、もらうの

は無理だけど話し合えばよいと思います。

・私は、同じ地球でウクライナ侵攻、つまり、戦争が行われているなんて考えただけで心が痛みま

す。なぜなら、今私たちは平和に塾にかよえているのに、私より小さな子供たちが毎日不安な気

持ちだからです。すごく小さな子供なのに、お母さんやお父さんとはなれて、避難しなきゃいけ

ないなんて、私だったら、たえられない、悲しいです。毎回朝のニュースを見ると、お父さんが

戦わなくてはならなくて、小さな子供が泣いている映像を見ると、自分自身もすごく悲しいです。

だから、私はプーチン大統領に言いたいです。戦争はただの殺し合いで、なにも得することない

と言いたいです。しかも、核兵器を使って、攻げきし、放射線で町に戻れなくなったりしている

人達はすごくつらいと思います。なぜ、このようなことをして平気でいられるのかが知りたいで

す。私は、戦争を止められるわけではないので、ただ戦争が早く終わるのを願うだけです。だか

ら、日本でもこのようなことが二度と行われてほしくないです。いっこくも早く世界中の人々の

想いが伝わってほしいです。
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緊急アンケート調査 2022 年 3 月 17 日

中１

・なぜ戦争が終わって戦争反対の声が上がっていて、ロシア国内でも戦争反対の意見が出ているの

にウクライナへの侵攻をやめないのか気になる。

・戦争は何が何でもしちゃいけないことだと思うからよくないことだなと思う。

・ウクライナが NATO に入りたくて、でもロシアがいれさせたくないから戦争しているのがおか

しいと思います。ロシアも NATO に入ればもし戦争が起こっても NATO が助けてくれるのに。

・ロシアがなぜウクライナへ侵攻しているのか、インターネットで調べてみました。すると、ロシ

アは、アメリカなどが入っている軍事同盟「NATO」にウクライナが加盟しようとしていること

に対して、怒っているらしいです。ロシアからすると、かなりいやなことかもしれません。しか

し、だからといって、軍事的方法で解決するのは、正しくないと考えます。国連の目的の「平和

的な方法で争いを止めさせて」この「平和的な方法」に違反していると思います。なにかいやな

ことがあるのなら、話し合いで解決できるものも多いと思います。いきなり戦争をしかけるので

は、他国から白い目で見られるだけだし、様々な措置をとられる可能性もあります。もし、僕が

ロシア国民だったら、他国に逃亡したいです。なぜなら自分が戦争をしかけた国の国民と思いな

がら生活したくないからです。この戦争が早く終わることを願っています。世界が再び戦争にな

らないことを願っています。

・ウクライナ NATO の組織に入ろうとすると、ロシアはそれにいれたくないから、説得したけで

やだみたいなかんじでいってロシアが力ずくで戦争でいかせないようにしているロシアの市民と

かも戦争はおかしいといって訴えている人もいる。とにかく誰にで得にならない戦争はよくない。

・ぼくは、ロシアがウクライナ侵攻について、なぜみなん仲良くいっしょにいないで争うのだと思

いました。ぼくは、ほかの国の人とも仲良くしたいと思いました。みなんで仲良く暮らしていこ

う。

・私はプーチン大統領が悪いと思う。一般市民を巻き込んだり、自分の国の兵士もだまし、なにが

したいのかなあと思う。早く終わりにすれば、すべてが終わるのに。戦争が始まったことでウク

ライナもそうだけど、ロシアも生活が苦しくなっている。プーチンは、ウクライナにいる子ども

たちがたくさん被害にあっているということを知ってほしい。プーチンは国の意思ではなく、自

分の意思で勝手に戦争を始めてしまった。それを国民が訴えたら(デモ)次々に拘束してしまう。

人道回廊だって、一般市民を逃がすためなのに、行先がロシアだったり、自分で行うと宣言した

のに、攻撃をやめなかったりと言っていることと、行っていることがちがうと思う。

・やめておいた方がいいと私は考えました。ロシアからウクライナに戦争をしかけていたけど私は
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どうしてロシアはウクライナに戦争をしかけたのかと考えました。ニュースで聞いた話ですが、

ロシア人が旅行に行ってから、ロシア行きの飛行機がなく、ロシアに帰れない人たちがいたそう

です。それに、戦争はしてはいけないことなので私は反対です。

・ぼくは、テレビでウクライナ侵攻のニュースを見て、なぜロシアはウクライナに侵攻したのかが

気になり、少し調べてみました。そしたら主な原因は、ウクライナが NATO に加盟しようとし

ているからだそうです。なぜロシアはウクライナの NATO 加盟を認めないのかも調べてみまし

た。それでぼくは思いました。ぼくがロシア側の立場に考えてみました。そしたら、もしウクラ

イナが NATO 加盟を阻止するために軍事侵攻を行ったんだと思いました。しかし軍事で加盟を

止めるのはよくないかと思いました。他にも止める方法はあったのではと思っています。

・自分はこのロシアによる軍事侵攻は大反対です。「世界は永久に平和であれ」この言葉を頭の中

に入れ、ロシアとウクライナが平和であることを祈ります。

・ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ民の気持ちを考えず、戦争をしていて、とてもひどいと

思いました。平和で楽しい世界がよいと思います。

・その人たちの思い出の地を壊すのは、だめだと思う。

・ニュースでウクライナの病院にミサイルが落ちて、小さな子どもがけがをしているのを見て、何

も悪くない子が巻き込まれていて、とてもかわいそうに思います。なので戦争がはやく終わって

ほしいです。

・色々な人々を巻き込み、死者を出したりして、普通にやめてほしい。

・戦争でたくさんの人の命がなくなって、早く終わることを祈っています。

・これまで何度も戦争を行ってきたのにまた戦争をするのは、どうしてかわからないと思った。戦

争でどれだけの死傷者がでるのか心配だし、怖い。

・ウクライナの人たちもかわいそうだけど、ロシアの人たちもかわいそうだと思いました。嘘の情

報を教えられて正しいことを間違いだと言われるのは大変だと考えました。

・ウクライナかわいそう。プーチンバカだな

・ロシアは話し合いで戦争はよくない。なぜアメリカが出ないのか。もう NATO に入るのをやめ

るからやめてとウクライナが言う。ウクライナが戦わず負けを認めて諦める。もう戦争は意味が

ない。命は一つしかないから大切だからやめた方がいいと思う。
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・ロシアにウクライナが攻められて、そのウクライナにいる人や戦いにいっている人がたくさんい

て、その中で命をおとしてしまったり、家族を失ったりしている人もいるからこういうことは、

やめた方がいいと思いました。

・よくないと思う。言葉で解決するのが良いと思う。怖い。ウクライナに住んでいる人々は大変だ

と思う。

・戦争は心の中で起きるものと上に書いてあるけど、そもそも戦争じたいやってはいけないと思う

し、ウクライナの戦争に関係のない民間人にも攻撃をし、たくさんの人を殺しているのに、ロシ

アのメディアの人たちは本当のことを言わず、うその情報を発信しているから、ロシアの人(戦

争と関係ない人)も本当のことを知らされていないから、それはだめだと思うし、早く戦争をや

めてほしい。

・戦争をしてよくないと考えているいろんな人が死んでしまい、とても悲しい気持ちになってしま

います。なので毎日のように「早く戦争は終わってくれないのかな」とお母さんといっしょにい

っています。昔の日本と同じようにウクライナに原ばくなどが落ちないように願っています。早

く戦争が終わり、また前の平和な世界にもどってほしいと考えています。

・戦争をすることは、いけないと思う。殺し合いをして何の意味もない。戦っている人たちだって

きっと戦争は求めず、平和を求めると思う。もうすでに亡くなっている人々がいる。何の関係も

ない国民の人々が爆げきを受け、苦しんでいる。それでもやめないですっと攻撃をするのは、よ

くないと思う。ウクライナの土地を奪うためだけに殺し合いをするなんて、おかしい。もっと他

の人々の気持ちも考えてほしい、戦争をやめてほしい。

・早く世界やウクライナに平和が来てほしいし、戦争で亡くなっている人たちもたくさんいるから

早く戦争をやめて前の平和にもどってほしい。人それぞれ考えはちがうから、しかたがないこと

だけど、これ以上死人を出すのは、やめてほしいと思う。でも、なんか気にくわなくても、戦争

してまでやるんじゃくて、もっと他のことで死人が出ないうちわもめ的なことにしてほしい。

・プーチンはなにがしたいのかが分からない。

・戦争が行われて多くの人の命が失われてしまうだけなので、このような戦争は起きてはいけない

と思う。

・ロシアによるウクライナ侵攻は反対します。なぜなら、戦争をやることが平和ではないし、かっ

てに侵攻するのは、ありえないことだと考えました。

・歴史の中での戦争が現代で起こってしまい、とても怖い。
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・早くやめてほしい。

・今のウクライナ侵攻で罪のない子供や家族を戦争によって奪ってしまったり、建物も戦車や爆弾

などで容赦なく壊してしまい、ウクライナの人たちがとてもかわいそうだと思う。でも、世界各

地でユーチューバーたちがウクライナに関することで募金することが増えて、ある人は 1000 万

円も寄付した人もいる。そのことでロシアは兵士たちに軍事演習として行かれてしまった人もか

わいそうだと思った。プーチン大統領はどんな考えをしているのか、とても気になっている。一

刻も早くこの戦争をやめてほしいと僕だけでなくみんな思っていると思います。

・ロシアとウクライナが戦争することになったのはプーチン大統領が悪いので、ロシア民とウクラ

イナ民はもっと強くプーチンに自分の意見(戦争をやめること)を主張したほうがいいと思いま

す。まだ、プーチンは人の心がわからない人なので、みんなで力を合わせて反対することが大切

だと思いました。また、プーチンが 1 人で勝手にやっていることなのでロシアの軍人も協力し

ないでプーチンをただ 1 人にさせるとみんな平和な世界を作れると思います。

・今ウクライナの人はすごく悲しんでいると思います。毎日空爆などを受けてかわいそうだと思い

ます。日本は平和をたもっているので、もし、日本が他の国に戦争を仕掛けたらその国は悲しい

と思います。僕もウクライナのためのことを考えて何かしてあげたいです。

・なぜロシアはウクライナと戦争をやるのかがわからなくて、ロシアは頭がおかしくなったのかな

と思いました。ウクライナは何もしていないのに、ロシアがけんかをうってきてかわいそうだな

と思いました。

・早く戦争が終わってほしいです。私はもう二度と戦争はないと思っていたのですが、戦争が起き

てとてもショックでした。ウクライナの街や人が亡くなったりとニュース番組でよく見ます。い

つ戦争が終わるのかわかりませんが、早く戦争が終わって平和な世の中に戻ってほしいです。

・ウクライナの人がかわいそう。一方的にだからロシアを国連に訴える。

・もうやめたほうがいい。命がもったいない。

・私はプーチンがいくら何でもやり過ぎだなと思います。また、ウクライナでは人がたくさん亡く

なっているので、戦争はやめた方がいいと思いました。逆にウクライナがロシアにやったらプー

チンは怒るだろうと思います。

・戦争とかじゃなく、会議とかにしてほしい。

・今、コロナウイルスだけでも十分大変な時期なのに、そこに「戦争」などが入ってしまうのはこ

れはとても辛くて、悲しくて、悔しいということが言えます。なので、これ以上なってはいけな
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いと思いました。

・ロシアとウクライナの戦争は反対。

・私はウクライナ侵攻についてはよくないと思いました。

・だれも望んでいないのに、戦争をやりウクライナ人がどんどん戦死している。インターネットで

見たことだけれど、ロシア軍の一部だけかもしれないが、戦争をやめようと言っている。つまり、

戦争を望んでいるのはプーチン大統領だけかもしれない。色々な人が色々な国が協力して戦争を

やめさせようとしているのになぜやめない？プーチン大統領は戦争の恐怖を知らない。自分も経

験したことはないが恐ろしいのはわかる。人の死を軽々しくみている。自分たちが口々に発言す

る必要はないが、聞こえているなら言いたい。戦争は全世界が否定している。アノニマスという

天才ハッカーも協力している。プーチン大統領はなぜわからいない？少しでもいいから戦争の様

子を見てくれ。きっと戦争で亡くなってしまった人が何百人、何千人、何万人もいるかもしれな

い。戦争の恐怖を知ってほしい。自分の家族が亡くなったら悲しいだろう。それと一緒だ。数秒

たっただけで、何十人も亡くなっているかもしれない。今も戦っている。No war 戦争反対 こ

の言葉を何度も何度もインターネットで見ている。日本の全国民も戦争を反対している。プーチ

ン大統領は今、全世界の敵になっている。昔、戦争をした人々が何を学んでなぜやめたのかをよ

く考えてほしい。そして、ウクライナの人々、1 人でも多く生き残ってください。

・ロシアがウクライナを手に入れたいのはわかるけれど、ロシアの攻撃によって子供、大人などの

命が危ない状況の中にいる。戦争はみんなが望まない。戦争によってたくさんの人々が亡くなっ

てしまうので、撤退してほしいと考える。ウクライナの中にいるロシア軍は、ウクライナの町、

人をこわしている。ロシア軍などに命のことを知ってほしい。まだ、ウクライナにいる人々がお

びえながら生活をしているかもしれない。あるいは、親とはぐれた子供が取り残されているかも

しれない。戦争は人の心を傷つけたり、壊してしまうことや、家族がいなくなってしまったりす

る。たくさん人々が亡くなってしまう。

・いつかはこんな日も来るだろうと思ったが、今ウクライナに侵略し始めたときはびっくりした。

何故侵略しているのか疑問になった。考えられるのは、ウクライナの生産量をロシアのものにし

たいからウクライナが会議でロシアに対して不満な発言をしたか、またはウクライナがロシアを

ちょっと侵略していたのか。でも、これは他人事ではないことがわかりました。まず日本とロシ

アは北方領土での不仲、そして過去に日露戦争をおこしているので、いつか日本にも来るのでは

ないかと思った。でも、そんなことより今はウクライナの心配をしたほうがいい。ロシアでもロ

シアが全部悪いのではないかもしれないし、この侵略に反対するロシアの人々もいるかもしれな

い。自分の考えは、かげでウクライナを見守り、そしてこの戦争がいつか終わってほしい。決し

て第 3 次世界大戦なんて起こらないように気をつけていきたい。

・今まで平和だった国々が今は戦争になっている。たくさんのウクライナの人々が亡くなり、けが
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をしてしまった民族が私にとってとても悲しいです。昔は戦争がいっぱい起こったけれど、今で

は少しも戦争がなかった。私はテレビを見て、本当に戦争が怖い。だから、今でもウクライナの

人々の命を失われたくはないので、戦争はもう二度としてほしくないです。

・戦争はやってはいけない。ということを親や学校から教えてもらってきました。ですが、戦争が

起きてしまっていた時代の人は減ってきてしまうため、戦争について詳しく教えられる人が減っ

てきてしまっています。そんな人がとても大切になるほど戦争はやってはいけないことなのです。

しかし、今の時代にまた戦争が始まってしまいました。戦争は何も悪いことをしていない人々で

もたくさんの人々が亡くなってしまいます。世界の人々にはもちろん悪いことをしてしまってい

る人もいます。ですが、戦争で亡くなってしまうのは、どんな人でもかわしそうに思えてしまい

ます。殺される側も殺す側もその人に悪意があってやっているわけではないはずです。どちらも

言葉には表せないくらい悲しく、つらい気持ちになってしまいます。なので、私はどちらの国に

も幸せになってほしいと思います。でも人の幸せを奪ってまでして、幸せになるのは少しおかし

いと思います。

・ウクライナの人々は悪くないのに、ただ普通に暮らしたいだけなのに、人の命をたくさん奪うま

で戦争をしなくてもいいのではないかと思いました。ウクライナの人々は、平和な暮らしをした

いだけなのに、国や身内の命もうばわれて悲しい思いをしながら戦っているのに、それでも戦争

をやめないロシアは何と戦っているのだろうと思いました。

・国を占拠したいがままに、ウクライナを支援しようとする国を核兵器で脅したりしてひどいなと

思いました。プーチンのせいで戦いたくもないロシア人や兵の人が苦しんで、ウクライナの人も

苦しんで、両方辛いのに終わらず、そんなに「占拠したいのか」と思いました。あと、ロシア兵

に配られているのが、賞味期限過ぎの食料を食べているというテレビを見て、兵を集めているく

せにそんな扱いをするのかと思いました。もしこの戦いが戦争につながったらとても悲しいです。

・ウクライナが生物兵器をつくっているといってロシアがウクライナに侵攻をしていて、ウクライ

ナは生物兵器をつくっていないといっている上に、ウクライナの人々は死んでしまったり、けが

を負っていて、ロシアが悪いと思う。さらに、ロシアの兵隊は何も聞かされていないのにウクラ

イナに行かされたり市民を攻撃していることなどから、ロシアが悪いと思う。

・ロシアとウクライナの仲が悪い理由は知りませんが、戦争というよりロシアが一方的にウクライ

ナをボコボコにしているようには見えます。ウクライナの現状を見て、町が破壊されていたり、

爆弾の音が聞こえたりしてものずこくかわいそうです。幼い子供や若者たちが迷子になったり、

最悪死んでしまったというニュース報道が流れています。自分はどうすればよいかなど時々考え

ることもあるのですが、全く思いつかず悩んでいます。ウクライナ人は、悲しみや辛さがめちゃ

くちゃ伝わってきます。これは、ロシアとウクライナの戦争だけの話ではなく、戦争は何のメリ

ットもないことが分かってきました。



- 23 -

・ロシアは、気に入らないからといって戦争するのは明らかにおかしい。ロシアに核を持たせては

いけない。いずれこれ以上大変なことが起こる。だんだん戦争から遠くなってきていたのに、な

ぜこんなことになったのか。関係ない国民を死亡させてなぜ平気でいられるのか、私にはとても

理解できないし、理解したくない。私は、死んでしまった人はどういう思いで死んだのだろうか

と心を痛めて仕方がありません。私はデモをしている人たちを見ました。あの人たちは心の底か

ら訴えていると思いました。私もこの戦争で怒りを覚えていました。この戦争はウクライナに勝

ってほしいと思います。

・戦争は絶対にしてはいけないことだと思う。理由は何もしていないウクライナの人に対してばく

だんをなげたり、人を殺したりしてとても悲しんでいるから。

・戦争をやることによって世界の平和がきえることによって地球温暖化が進む。

・ウクライナはサワヤンゲームズの故郷なので悲しいです。なぜこんな戦争をするのかが分からな

いです。プーチン大統領は最低だなと思いました。プーチンは、ロシアのためにやっているんだ

と思いますが、ウクライナのことも考えて行動してほしいなと思いました。このウクライナとロ

シアの戦争が一早く終わってほしいです。土地を奪還したいからといい、ミサイルのようなもの

で家や食糧庫などを攻撃するのは、ないと思いました。それに人の命がどんどん亡くなっていて、

本当に戦争は怖いんだないと実感しました。

・ロシアがウクライナを侵攻するのはよくないと思います。ウクライナには何も悪いことはしてい

ないにも関わらず、ロシアがウクライナを攻めるのはよくないし、今後ロシアがウクライナを侵

攻するのを防ぐ必要がある。でも、防ごうとすると逆にミサイルなどの攻撃を受ける可能性があ

るので、各国の国が守ろうとするのはとても危険である。もし、他国の国が侵攻されてからでは

遅いし、どうすればウクライナを守ることができるのか。そして早くウクライナ侵攻をやめてほ

しい。もしこれで第三次世界大戦になってしまったら、多くの人々が亡くなってしまうので、第

三次世界大戦はしたくないです。

・僕はロシアがウクライナに戦争を仕掛けてウクライナがかわいそうだと思いました。理由は、ウ

クライナが何もしていないのに、ウクライナの町などに爆弾などを落としているからです。ウク

ライナでは毎日たくさんの人がロシア軍に殺されています。ニュースを見ていたらウクライナの

原子力発電所に爆弾が落とされたところを見ました。他には、ウクライナが自分の国を攻撃して

いるというデマをロシアが流しました。僕は、ロシアの中にも戦争に反対の人もいれば、賛成の

人もいます。ロシアは国際連合というものに入っています。これは、紛争などをなくす働きのこ

とですが、ロシアはそれを破ってウクライナに戦争をしかけています。

・戦争はしないでいいと思う。

・何年も前に、戦争は終わっていたと思っていたのですが、今も戦争で亡くなっている人が多くい
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るということに驚いています。私たちはずっと平和を願っているのになぜ、戦争が終わらないの

か不思議に思っています。

・ロシアとウクライナで戦争をしていて、人々が多く死んでしまったり、家が燃えてしまったり、

関係のない人まで巻き込んで大変だなと思いました。争うなら大統領同士で争えばいいのに、大

人から子供たちまでも巻き込まないで欲しいと思いました。何で変な争いで戦争するのかと思い

ました。

・ロシアのプーチンは、爆弾を落としまくるので、ウクライナは迷惑だなと思っているので、戦争

はやめてほしい。ロシアの人の一部では戦争はめてほしいと言ってるので、そういう人たちは勇

気のある人だと思いました。僕も日本人としてウクライナ人の手助けをしたいです。

・何も悪くない人が殺されるので戦争はやっても何もよいことがない、ロシアが一生ウクライナや

他の国にうらまれるから戦争はしてはいけないと考えました。ロシアがウクライナ侵攻をしたこ

とで、ウクライナから輸入しているものがなくなったら、ウクライナから輸入していものが日本

に来なくなってしまい、値上がりしていますものがあると思います。戦争は相手の国だけでなく、

色々な国に迷惑がかかるので、戦争はもうしないで欲しいです。

・私は戦争はいらないと思う。ニュースでこの間小さな女の子が泣いているのを見てとても心が痛

みました。私より年下の子供や色々な人が苦しんでいる姿を少しでも減ってほしいです。

・ロシアのプーチンがウクライナ侵攻は、ウクライナが EU に入ろうととして、ウクライナと仲が

良かったから、プーチンがウクライナに侵攻したのは、自分かってな行動で起きたと考えおりま

す。ロシアはウクライナに力を見せたとしても侵攻しても、いいことないです。第二次世界大戦

になりかけないから、この戦争はやめるべきです。

・今まで戦争をしなくても、ロシアもウクライナも多少の問題はあれども、平和に暮らせていたと

思うのに、わざわざ戦争をする目的が分からない。戦争をして勝った先に大勢の命、戦死した人

の関係者の悲しみや怒り以上のものは手に入らないと思う。大統領は国の支配者ではなく、国民

の意見を尊重し、平和な国をつくっていく人だと思う。今のロシアの国民は洗脳と同じような状

態できっと本当は戦争なんてやりたくない人もいると思うので、そんな国民を無視する今のロシ

ア大統領は失格だと思う。この戦争がどんな結果になっても、今まで通りにロシアと他国が付き

合うことはできないと思うので、戦争なんてやるべきじゃないと思う。

・私はこの戦争はロシアが手を引かない限り解決しないものだと思います。なぜなら例えウクライ

ナ全土をロシア軍が占領しても、今ロシアのプーチン大統領が暗殺をおそれて公の場に出ないと

ニュースなどで言われているように、ロシア国内で反感が高まりロシアが安定しなくなると思う

からです。また、ロシアは国連の常任理事国の 1 つなので、もし安定しなくなれば国際的な安

定が乱れると思います。
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・今回の戦争は昔と違って望んでいる人は少ないと思う。そもそも戦争はよくないことだから、や

らないのが一番なんだろうけど……。人にはそれぞれ正義があるから、争いあうのはしかたがな

いかもしれませんね。朝のニュース番組では、様々な世界の人々が戦争が終わることを願ってい

るのが分かります。私はそのような人々を見るたびに心が痛くなります。この戦争については、

私達ができることは少ないから、止める方法など無いのかもしれない。だけど私は様々な命が無

駄にならないことを願います。しいていうならば、プーチン大統領を説得することですかね。ロ

シア兵の 7 割の人は何も知らないでウクライナに送られています。正直これは悪いことです。

そしてウクライナでは、様々な施設や病院、家、建物がこわされています。いつ死んでしまうの

か分からない状況です。もう今時点でもたくさんの命が亡くなっています。戻すことはできない

です。ニュースでウクライナの国民の方々が、ミサイルが落ちてきても必死に逃げているのが放

送されていました。プーチン大統領はたくさんの人を巻き込んでしまいました。取り返しのつか

ないことです。人々の平和を願う気持ちや考えを尊重して、今までのことを見返してほしいと思

います。様々な考えが左右してごちゃごちゃになってしまいましたが、確実に言えるのは、「今

すぐ戦争をやめて、人々に幸せが訪れてほしい」ということです。

・ロシアが核を持っていることを脅したり、戦争をしようとしたりするプーチン大統領の考えが、

私には理解できません。今まで十何年ほど戦争をしない平和な世だったのには、それを壊したこ

とが何の目的なのか分かりません。ロシアの人たちも戦争を嫌がって、ウクライナの人々も戦争

を嫌がっている。それでも両国の平和のために強い勇気をもって、戦争をしています。私は、と

ても悲しく思います。今は、ロシアの勢力が弱まってきていますが、きっとプーチン大統領は勝

つまで戦争を止めないでしょう。私は、プーチン大統領に「正しい考え」を叩き込みたい気持ち

でいます。しかし、「正しい考え」とは実在しないのかもしれません。昔のような戦いをするの

が「正しい」とプーチン大統領は思いこんでいる、と思います。もしかしたら、プーチン大統領

も苦しんでいるのかもしれません。人によって常識や正しい事は異なります。プーチン大統領の

考えが世の中を混乱させていると自覚していなくても、プーチン大統領はは自分の考えをつらぬ

き通すと考えます。どうしたらよいのか、まだ私には本格的なものが分かりませんが、私は、プ

ーチン大統領を強く批判します。プーチン大統領が考えを改め、世界平和を目指せるように地球

を守るようになることを望みます。どうか、戦争が 1 日でも早く終わり、考えを改めてほしい

です。

・ウクライナの人々がロシアに攻撃され、亡くなっている人がいるのはよくないと思うので、ロシ

アの大統領が攻撃するのをやめ、ウクライナの人々が不安やつらい思いがなくなり、安心・安全

に平和に暮らせるようになって欲しいなと思います。また、今も激しくなっているので、これ以

上激しい戦争はやめて、けがをしている人、亡くなってしまった人、周りの人がなくなって悲し

んでいる人を増やしてほしくない。

・この戦争はウクライナの人々だけでなく、ロシアの国内の人々の生活も大変なもの(戦争反対を

訴える人たちを次々と拘束したり)にしているので、自国のためにやっている戦争なのに、国民
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から自由を奪っているので、話が少しおかしいと思った。ウクライナへの攻撃には、いつも通り

普段の生活を送っていたのに、急に戦争がはじまり、急に生活を変えられてしまったので、ウク

ライナの人々はとても不安だと思う。

・なぜロシアは何も悪くないウクライナを侵攻するのか意味がわかりません。ウクライナの市民、

他の国の市民、アスリートが「止めましょう」と言っているのに、なぜ止めないのかわかりませ

ん。特産品を輸入などしたいなら相談し合えばいい。なぜロシアはウクライナの国を壊そうとし

ているのか、プーチンはなぜ、「ウクライナに侵攻されている」と言って、「侵攻されているの

はウクライナのほうだ」と僕は思いました。戦争は罪のない人も死んで、殺されてしまうのに、

なぜその気持ちがわからないのかがわかりません。ロシアはするにウクライナ侵攻をやめて、世

界が平和にしていってください。SDGs の 16 番目「平和と公平をすべての人に」を達成できる

ように応援し、願います。1 日、いや 1 秒でもロシアはウクライナ侵攻をやめてください。

・プーチン大統領が悪いと思います。ウクライナの侵攻のせいでウクライナ側も迷惑していますし、

ロシアの国民もやりたくもないことをやらされ、命までなくしてしまう。今の現状はとてもよく

ないです。ですが、そのおかげでウクライナの大統領の好感度が上がったことはいいことだと思

います。昨日まで住んでいた家がなくなったり、この戦争はただ時間と命がなくなるだけの戦争

です。絶対にやめたほうがいいと思います。私は、プーチン大統領のしたいことは国民にも負担

をかけていると思います。国の代表は、国をもっとよりよく、暮らしやすい国にするために選ば

れた代表なのに、民人たちの命を奪ったりしていいわけではありません。なぜ国の代表になった

のか、戦争を長くやって何が生まれるのかをもっと考えたほうがいいともいます。奪った命はも

う帰ってくるわけではありません。国の代表に選ばれたなら、国民、国ことを最優先に考えたほ

うがいいと思います。ウクライナ側の子供たちの未来を奪って何をしたいのか、私には意味がわ

かりません。こんな戦争今すぐにでもやめた方がいいと思います。

・もっと和解の方法を探してほしいともう。それぞれの国が考えて行動し、ウクライナを支援すべ

きだと思った。

・関係ない人たちまで巻き込んでい、色々な人が亡くなっているので、どんな理由があっても戦争

はよくないと思います。

・ロシアのプーチンが悪いと思う。たとえウクライナがどんなに悪いことをしたとしても、武力で

解決するのではなく、話し合いとか武力以外の方法で解決するべきだと思う。

・戦争はしてはいけないということを世界で決めているのにウクライナに侵攻しているロシアはそ

の考えに反しているので、世界の国々がロシアを止めなければいけないと思う。ウクライナ侵攻

は、ウクライナに住んでいる人、家族がウクライナにいる人、ウクライナ出身の人、その周り国

々の人に多くの悲しみをもたらしているので、軍事侵攻をやめるべきだと思う。すでにウクライ

ナは建物が崩壊していたり、電気や水道などのライフラインがなくなってきているので、これ以
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上被害を出さないために軍事侵攻をやめたほうがいい。過去の戦争をたくさんしていた時代に戻

ってほしくないし、世界が平和でいられるように決まりがあるので、戦争をするということをや

らないでほしい。もし、戦争がなくならないのであれば、世界中の人々が団結して戦争をやらな

いでほしいということを伝えてほしい。世界の人々が悲しい思いをせず、平和で安全に住めるよ

うになってほしい。

・この戦争に反対します。なぜなら小学校で歴史の授業を受けていた時、かなり前から戦争がはじ

まり、たくさん戦争が起こっていたことを学び、とても心が痛くなったからです。教科書にもと

当時の写真や戦争についての文章が述ってあり、心に残りました。最近テレビのニュース番組で

は、ロシアによるウクライナ侵攻についてのニュース番組が毎日放送されていますが、やはり私

のように戦争に反対してデモを行っている人々がたさくいました。今、ウクライナではさまざな

人が早く戦争が終わってほしいと思っていると思います。ご高齢の方や小さな子供まで巻き込ま

れているので、とても悲しいです。もし私がテレビの人々と同じ状況になったらと考えると、と

ても怖くて心細くなると思います。そう思うと、早く戦争が終わってほしいです。

・私は、ロシアのプーチン大統領が偽った情報を流し、それによって罪のないウクライナの人々が

争いに巻き込まれている。そんなことはあってはいけないと思います。私はこのニュースを見た

とき「何のためにそんなことをするのだろう」と少し怒りがこみ上げてきました。私の母は「こ

のままだとロシアはきっと独立国になるね」と言っていました。ロシアは北朝鮮のような扱いを

受けることになるのです。罪のないロシアに住む人々がそんな目に合わないよう、一刻も早く戦

争が終わってほしいと思います。

・ウクライナに対するロシアの侵攻は、すぐにやめた方がいいと思います。何の罪もない人たちが

殺されて苦しんでいて大変な思いの中、家族が亡くなってしまった人がたくさんいたり、子供や

老人なども家もなくただ安全な場所に避難しようと必死でとても悲しいことや苦しいことは、は

やく終わりにしてほしいです。そして戦争のない平和な世界にいっこくもはやくなくなってほし

いです。

・戦争はよくないと思います。全然悪くない人がたくさん亡くなっているのは、ダメだと思います。

・初めに私は戦争はよくないことなのでやめたほうがいいと思いました。なぜならもちろん戦争を

してもよいことはないし、誰もうれしい事でもないからです。

・ウクライナがかわいそうなので、戦争はやめたほうがいいと思います。

・今回のロシア・ウクライナ戦争について私は、プーチン大統領が口で解決するべきだったと思い

ます。戦争があることでたくさんの人の命が失われるのはよくないと思いました。今回の戦争は

ウクライナは悪くないと私は感じました。プーチン大統領が日本に戦争を持ちこまないでほしい

です。戦争絶対反対 ‼‼‼‼
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・いっぽうできに攻撃を受けているウクライナがかわいそうだなと思いました。

・日本はロシアやウクライナから輸入しているものはけっこうストップしていて、日本にも影響し

ていて早くやめてほしいです。

・私は、ロシアによるウクライナ侵攻はとてもよくないと思います。理由は、ロシアの民は戦争を

したくないというのを聞いたし、大統領は国民の意見を聞いて、国を国民とよりよくする人だか

ら、国の代表が国民の声に耳を向けなかったり、代表としての自覚や責任をしっかりともってい

なかったりすると、国として終わりな気がするからてず。あと、第一次世界大戦や第二次世界大

戦で戦争はとても恐ろしいということを知ってるのにまたするのは本当におかしいと思います。

プーチン大統領はもう一度教育を受け直し、戦争に対する考えを改めさせたほうがいい。なんで

も戦力や武力で決めごとをしないほうがいい。話し合えば絶対わかる！そして、周りの国を巻き

込むことは絶対にしないでほしい、やめてほしいです。人を殺したり建物を破壊させたり、ウク

ライナの国民たちをおびえさせるのが楽しいのか分からないです。誰が得なんです？って感じで

す。おびえさせれば、おびえさせるほどロシアのチームには入りたくなくなると思うし、侵攻を

してどうにか入れさせようとするのは本当におかしいと思います。

・なぜウクライナに攻めるのかを知りたい。プーチン大統領が悪い。

・よくないと思う。コロナが流行っている今は戦争どころではないと思う。戦争をやめてみなんで

助け合い、協力した方がいいと思う。

・今コロナで全世界が大変なのに今、戦争しても何も変わらないと思う。ウクライナが NATO に

入りたいなら入ればいい、ウクライナはロシアの意見を聞かないでよいと私は思っています。最

後に一言「ロシアに戦争で何人死んだと思っているんだ？」と聞いて反省してもらいたい。今は

戦争する時じゃない。平和を願っています。

・大人や子どもたちが戦争で被害を受けています。そして、死傷者もでています。他の国々も助け

ようとはしていませんが、ロシアのプーチン大統領が「核を撃つぞ」と言っています。ぼくは「な

んて身勝手な人なのだろう」と思いました。そして、戦争のせいで様々な物価も上がっています。

ぼくは、ロシアの人たちもウクライナの人たちもどちらも戦争はしたくないと思っています。そ

れは世界の人々もそうです。ロシアとウクライナの戦争が終わり、幸せな日が来るのを待ってい

ます。そして、戦争が世界から消えてほしい。世界の人たちが幸せになるよう願っています。

・ロシアがウクライナの領地をロシアの物にしたいと言って、ロシアが戦争を始めて、ウクライナ

の人々は、ものすごく大変な生活をしていることをテレビで見て、とてもかわいそうだと思った。

早くロシアによるウクライナ侵攻がなくなればよいと思います。
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・私はのウクライナの人々がティックトックで生配信されているのをよく目にし、戦争の怖さを知

りました。ロシア側の行動で、こんな怖い思いをされている人がたくさんいるんだなと思いまた。

ニュースでこの戦争が大きくなるのなら、核兵器を使った戦争になるだろうと聞きました。私は

歴史の授業で、核兵器の恐ろしさを知ったので、大きくならないといいなと思いました。一日で

も早くこの戦争が終わるといいなと思っています。

・ウクライナの学校や病院がはかいされてしまっていて、そのしょうげきで、子どもが亡くなって

いて、どうして子どもや老人がそんな大変な思いをしなくてはならないのかと思う。早く戦争が

終わってほしい。

・毎日、ロシアとウクライナのニュースを見るが、亡くなってしまった人、子ども、子どもを亡く

してしまった家族の人たちのことを考えると一刻も早く侵攻を止めてほしい。第三次世界大戦に

なってたくさんの人を亡くす前に侵攻をやめてもらいたい。ウクライナ大統領が行っている世界

の国々に今の現状をオンライン会議に参加して話すことがともていいと思った。他の国に助けを

求めて、一人でも助けようとする行動を一つの戦略なのかと思った。今、ロシアがウクライナの

市民や病院で働く人を人質にしているが、一刻も早く人質を解放してほしい。

・ロシアも戦争を始める前に、よくウクライナと話し合いをすれば、このようなことは起こらなか

ったと思います。昔の人は幸せになりたいがために、後先考えず戦争をやっていましたが、今は、

だいたいの国が幸せを願っているので、今回のロシアの戦争はよくないと思う。

・私は戦争に反対します。ニュースやツイッターでよく見かけます。病院にミサイルが当たってひ

っしに妊婦さんが自分のお腹の子を守っている動画や、小さな子どもが餓死していまうことなど、

いろいろなことを通してウクライナがとても大変なんだと改めて感じました。ロシアがウクライ

ナをきらっている理由は分かりませんが、昔にあった戦争が今起きていることは、本当ににダメ

だし、きけんだと思います。自分たちが住んでいる日本は特に被害を受けていませんが、自分た

ちは少しでもウクライナの力になりたいと私は思っています。ウクライナには応援している国が

たくさんいるということをウクライナには知ってほしいと思っています。そして、ウクライナ住

民が無事でいてほしいと願っています。ロシアはウクライナのことをもっと考えてほしいと思い

ました。これからもっとウクライナは大変になると思うし、他の国にも被害が広がっていかない

ように自分たちはがんばってウクライナを応援し、ウクライナへの募金を少しやってみたいと思

います。わたしは、だいたいのロシアとウクライナの関係は分かっているが、もっと詳しく調べ

てみたり、先生から聞いてみたりして、もっと戦争に対して興味を持ったり、ウクライナへの関

心を持ちたいです ‼ そして、ウクライナの今の様子ももっと知りたいと思いました。日本もウ

クライナへ武器を買うお金を渡したり、リモートで話していると聞いて、ロシアの大統領には、

自分の国を守るために、がんばってほしいです。そして、戦争に行っている○才～○才の男性た

ちは、強制で戦争に参加しています。男性は自分の家族のため、大事な人のために一生懸命がん

ばってほしいです。そして、国を守ってほしい。
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・ロシアはウクライナへの侵攻にどのような理由があるか知らないが、よくないことだと思う。ウ

クライナの人々の気持ちをプーチン大統領に考えてほしい。ウクライナの子供達にとってお父さ

んが戦争にかられて行くことも悲しいのに、両親とも離れなくてはいけないということは、この

世で一番つらい悲しいことと同じくらい、つらいし、悲しい。プーチン大統領はロシアのためな

のかは分からないけど、絶対にやってはいけないこと。そのせいで、ロシアは逆に大変になって

いる。戦争は災害とちがっていつでもやめられる。プーチン大統領は多分後に引けなくなってい

るだけなのかもしれない。だから世界もロシアやプーチン大統領だけを批判するのではなく、プ

ーチン大統領に逃げ道をあげてもいいのじゃないかと思う。もちろんプーチン大統領のやったこ

とは許せないけれど。

・戦争はやってはならないことだと思う。また、ロシアが戦争などで日本にいろいろなことが起き

ると思うので、そのようなことを調べてみた。また、この戦争がきっかけで世界大戦とか起きな

いようにしてほしい。生活にえいきょうがでてくるであろう。

・ウクライナの人々をロシアの軍人が武力を使って攻めているのがとてもこわいです。ロシアは自

国を守るためだけにウクライナを自分の領地にしようと様々な兵器を使っています。ロシアは自

分を守ろうとウクライナの安全をおびやかしています。武力ではなく言論でなんとかできなかっ

たのかと思っています。ロシアは他の国から多くの否定的な意見を無視しています。早く、平和

がくるように願っています。

・NATO に入るのもウクライナの自由だから、プーチン大統領は関係ないと思う。

・今起こっている戦争は、ロシアの大統領がウクライナに離れてほしくないから始まっていると思

います。戦争はウクライナの国民にもロシアの国民にも、被害が出でいます。ロシアがウクライ

ナに優しくすれば、ウクライナがロシア側についてくれて、どちらの国にとってもよくないはず

だと思います。

・ぼくは、ロシアによるウクライナ侵攻について、戦争はだめだと考えます。理由は、今回の戦争

で多くの人が亡くなっているとニュースで見ました。その亡くなっている理由は、ロシアがウク

ライナに核を落としているからと聞きました。日本もアメリカに広島と長崎に核を落とされまし

た。その時に、たくさんの人が亡くなり、大きな被害を受けたと聞きました。そのような状態が

今、ウクライナで起きると、日本と同じような状態になると思います。なので今回のロシアによ

るウクライナ侵攻、戦争はやめたほうがいいと思います。

・戦争をしても意味がない。ちゃんと話し合ってほしい。戦争に大切な人や家族、友だちを失い悲

しむ人がいっぱいいる。自分の住むところと思い出も全部なくなってしまう。オリンピックでメ

ダルを取った選手も戦場に行き、戦っている。ロシア人の子どもたちが「戦争をやめて」と反対

していた。そんな人たちは何も悪くないのに、たいほされてしまった。プーチン大統領、早く戦

争をやめて平和にして！



- 31 -

・ちょっとしたことで戦争をするプーチン大統領はどうかしている。ウクライナがかわいそうだと

思う。早くに戦争をやめてほしい。

・自然災害などは、人の手ではとめられず、被害が出てしまいますが、戦争などの争いは、人々が

協力し、意思を尊重していけば起こることがないと思います。そして、ウクライナの街を壊して

いったりしていくことが、多くの人が亡くなってしまって、悲しい人もいれば、毎日、攻げきが

きて怖がる人も多くいるということを知りました。だから私は、避難してきた人をより多くの国

で保護し、話し合いがロシアとウクライナがなっとくいして争いをやめてくれたらいいなと思い

ました。

・テレビや新聞でこの戦争の記事をよみ見ますが、私は、この戦争で家族や住む場所を失った子ど

もたちのために少しでもできることが、ユニセフの募金だと思います。このユニセフでは、世界

中の子どものために協力している機関だと学んだので、今、戦争で苦しんでいるウクライナの子

どもたちのために、お店などでぼ金をするところがあったら、自分からぼ金をしようと思います。

早くこのロシアによるウクライナ侵攻が収まることを願います。

・世界中がコロナで大変な時に戦争するのは、人口制限が目的なのではないかと思ってしまう。そ

もそもウクライナをロシアの領地にしても他の国からの印象が最悪なので、あまり長く続かない

気がする。それをふまえてやめてほしい。どうか勝ったとしても利益は荒れ果てた土地しかない。

・僕は戦争についてよく分からないけど、ニュースとかを見てひどい状況ということが分かるので、

ロシアには今すぐやめてほしいと思います。2 年くらい前に、クリミア半島がこうげきされてい

るのを見たことがあるので、日本もそうなってほしくないと思います。

・きっとウクライナの人たちや子どもたちは楽しかった生活が不安に変わり今とても安心できない

状態だろうし、私はあまりニュースを見ないのですが、見ない人でもこのように伝わってきてい

るということはとても国際的に大きな問題だということを感じました。戦争は今までもう終わっ

たものだと思っていました。ですが、テレビなどでとりあげていないだけで世界にはまだ戦争を

している国があるということを知り、不安や悲しい気持ちになりました。だから私は、たくさん

の人と触れ合い、日本だけで助け合うのではなく、世界の社会全体で助け合わないといけないと

いうことがとても心に残りました。そして戦争をなくし、たくさんの人が平和で楽しい社会を世

界全体でつくりあげたいと思いました。また、ロシアの国民がとてもやさしい方だということを

感じました。だから、政治のやり方で、国民は戦争をやめてほしいと言っている人々もいるのに、

その方たちにも悪いイメージがついてしまうことがとても悲しかったです。

・インターネットで妊婦さんがいる場所に爆発がおきたというニュースを見た。その中の一人の方

は死産だった。足にやけどをおっていたと聞いてとても悲しい気持ちになった。私はの戦争はや

めたほうがよいと思う。自分も相手も傷つけてよいことはない。テレビをつけ、ニュースを見る
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といつも戦争の事ばかりでとてもつらい気持ちになる。私はの世界中の人々が毎日たくさん笑え

て、幸せを感じる日が 1 日でも早くおとずれることを願います。

・戦争をしても解決はないし、まわりから悪いく言われるだけで何もよいことはない。世界には苦

しんでいる人がたくさんいるため、戦争のためにお金や人を使うのなら、その分、まわりで苦し

んでいる人のために動いた方がいい。学校とかでいやなことがあっても、いじめをするのではな

く、話し合いで解決した方が仲良くなるようにだれもが傷つかない解決方で解決すれば世界が明

るくなっていくと思う。

・ロシアの勝手でウクライナ侵攻はおかしいと思う。また、戦争に関係のない民間人などが巻き込

まれてしまい、小さい子どもなども命を落としてしまうため、もっと話し合いなどをすればよい

と思った。プーチン大統領に反論している人たちは、正しいのに体ばつを受ける必要がないと思

う。ロシア側は、もう少し考えた方がよいと思った。さらに民間人などの避難場所などをロシア

が勝手に決めてしまうのはおかしいと思う。

・勝手に戦争を始めたプーチン大統領はバカだと思います。ニュースでやっているのを見ると、ウ

クライナの人はかわいそうに思います。でもロシア側は、「あれはウクライナ側から始めた戦争

だ。」と言っていますが、その発言には本当にあきれます。早く戦争が終わって、ウクライナの

人たちは平和に暮らして、ロシア(プーチン大統領)には、罰を与えてほしいいと思っています。

・ロシアって敵国の国民全員殺さないと安心できないゴミの集まりだったんだ。だれかプーチン大

統領を殺してくれればいいのに、21 世紀に戦争が起きるなんて、世界の未来は暗い。

・戦争で問題は解決できないから話し合いで決める。話し合いで決まらなかったらじゃんけんなど

のゲームで決めて武力は絶対使わない。武力を使うことで戦争に反対の人も戦争に巻き込まれて

死ぬので、戦争をしたくない人、子どもなどが亡くなるのはちがうんじゃないかなと思いました。

私は、ニュースで同じ子どもが今苦しんい思いをしていると思うと胸が苦しくなるので、戦争を

今すぐ終わりにしてほしいと思いました。

・ロシアが本当にひどい(主にプーチン大統領)と思う。ロシアがウクライナに侵攻した理由(推測)

は、先生に教えてもらったが、だとしても侵攻するのはひどいと思う。特に自分はもしかしたら

北朝鮮と協力してウクライナに侵攻しながら、日本にもやってくるのではないかと考えてしまい

ます。他にもロシアは核を持っているので、アメリカやイギリスと核の打ち合いになって地球が

こわれてしまうのではないかと思います。ぼくは、このウクライナ侵攻を早くやめないと第三次

世界大戦になると思います。早くプーチン大統領を止めさせてほしいです。こんなのではなにか

「大統領だ」と思ってしまいます。これではヒトラーと同じ権力を振りかざす暴君です。歴史で

もいろんな暴君はいるけれどこんなことはやめてほしいと思います。プーチン大統領は子どもが

いる(ロシア言語で)と伝えたのにプーチン大統領はそれをちゅうちょせずにミサイルのうちこみ

を OK した。プーチン大統領は人の心があってもそれは自分や自分の国の人に対してのやさしさ
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であり、他の国の人はどうでもいいと思っていると思います。だれかこの暴君を止めてほしいと

思います。

・ロシアによるウクライナ侵攻は、ちょっと今といもやばいと思います。

・ロシアのプーチン大統領は罪のない人たちを大量に殺害してるのでとてもよくないことをしてい

ます。もし、僕がウクライナの人だったら、戦争はやめるべき。何もいいことはないと思ってい

ます。だから僕は、ロシアはウクライナに侵攻せずに平和でいたほうがいいと思っています。

・ロシアはロシアで事情はあると思うが、自分の思い通りにするために人事侵攻や核の脅しなどを

ウクライナにするのは間違っていると思う。しかも、関係のない市民や子どもたちがロシアのウ

クライナ侵攻により多くの命が失われていたりして、無差別に人を殺め、最近はかなり度が過ぎ

た攻撃が多いです。この現状を変えるには、米中などの大国がウクライナへの侵攻を止めたいと

ころでが、ロシアは数千の核を保有している為、無理に手出しもできず、停戦の話し合いもなか

なか結論が出ません。もしもこれが続くのであれば、間違いなく両国や周辺国が大きな被害を受

けることになります。自分一人ではこの戦争を止めることは勿論無理なので、国連安保理や米中

英などの世界トップレベルの国、ウクライナ、ロシアがこの先どうでるかが、この戦争が終わる

鍵になると思っています。どうか、この戦争が終わりますようにと祈る事しかできませんが、こ

の先どうなるかニュースや動画配信サイト、新聞でチェックしたいです。

・今、町や市街地にも侵攻して、民間人の家やいろんな被害を受けています。でも関わりのない子

どもやお年寄りを巻き込むのは絶対やってはいけないことだと思います。なので、今こそ世界の

国々がまとまってロシアとウクライナが手を取り合えるような世界になってほしいです。

・本当に難しいところです。停戦することができるならそれがよいのですが、プーチン大統領がも

ウラル山脈に逃げたことにより、大統領会談はなかなか難しく、できてもプーチン大統領は受け

入れることは少なそうなので、停戦は難しいでしょう。最悪のパターンとして、NATO とロシ

ア側の国との戦争が始まってしまうことです。そうしたら真っ先に狙われるのが日本です。米軍

基地もあり、ミサイルを日本から攻撃することができてしまいます。そうなったら日本がまずボ

コボコにされてしまうでしょう。今回の件は正直ウクライナもロシアも悪くはないでしょう。ぼ

くは、ソ連解体時に土地や民族問題のことを考えなった常任理事国たちだと思います。しかし、

起こってしまったことはどうしようもありません。見守るしかないでしょう。

・とてもよくないと思う。また、いっぱいの人も巻き込むのはおかしいと思う。戦争はよくない。

・ロシアの人々には、ウクライナの人々の命が犠牲になってしまっていることを考えてほしいと思

っています。

・私は戦争はあってはならないものと考えます。戦争をして、よいことはなど一つもありません。
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ただ人の命をうばっているだけだとち思います。プーチン大統領がこれからどうしていくかは分

からないけれど、まず、プーチン大統領の考えを変えて、戦争を止めるということが必要だと考

えます。そのためにどうすればよいかということを私も真剣に考えていきたいです。

・戦争はしてはいけないものだといわれている世の中で、こうのようなロシアによるウクライナ侵

攻という遠くのことのように思っているものが身近に感じることにショックをうけた。やはり戦

争はニュースでも取り上げられているように戦争は怖いと思った。

・してもよいと思うが、話し合いで決めればよいと思う。また、お金をこのような事に使うなら他

のことに使った方が良いと思う。

・ロシアがウクライナ侵攻をするのは非常に最低です。ロシアがウクライナのクリミア半島やドネ

ツク州とルガンスク州を合併、勝手に独立させるのはおかしいです。独立国であるウクライナの

領土に勝手なことをするなんて、プーチン大統領は狂っている。そして民間人を攻撃したり、家

をミサイルで壊すなんて最低です。戦争は今すぐ中断した方がいいのではないでしょうか。ロシ

アはやりすぎです。このままでは国際秩序が乱れてしまいます。

・プーチン大統領が国際条例を違反している。ウクライナ人を殺害し、国際条例で禁止されている。

病院を爆発、核の使用など様々な違反をプーチン大統領は何度も行っている。ニュースでウクラ

イナになかなか進行ができないからとイラついているのが意味が分からなかった。プーチン大統

領は暗殺されないようにとずっと部屋みたいな所に引きこもっているのがそもそもおかしいと何

度も何度も思いました。この戦争は、ウクライナが勝ってほしいし、プーチン大統領は死刑にし

たほうがいいと思います。ロシア人は、何も悪くないのにプーチン大統領のせいで悪者扱いに一

部なっているのが理不尽だと思います。

・僕はこのウクライナ侵攻について思っていることは、ウクライナ人兵士の勇気ある行動に胸を撃

たれたことです。最近ウクライナの首都である「キエフ」では、ロシア軍による侵攻で、ミサイ

ルなどが住宅地や発電所、空港などいろいろな場所に降ってきて、負傷者や死者が出ているとい

うニュースが報道されています。その中には、市民も犠牲になっています。なにも悪いことはし

ていなく、楽しかったり、悲しかったりいろいろおもっている日々が、ロシアによる侵攻によっ

て、一瞬で命がとざされたり、心に深い傷を負っている人が「とてもかわいそうだ。」といつも

思わされています。これと同じで、一瞬で命を落とすというと、交通事故で命を落とすケースが

あり、どちらも「かわいそう」という思いが芽生えてきますが、自分の勝手な考えですが、交通

事故で亡くなるより、市民が戦争によって亡くなってしまうほうがかわいそうだと思っています。

そして、ウクライナ人の兵士は、ロシア軍による侵攻に抵抗するためや市民を守るため、ウクラ

イナ領土を守るために、今でも一生懸命に戦っていることを想像すると感動します。僕は兵士で

もなんでもない普通の中学生であり、「ウクライナの国民のために頑張れ！」と願うことしかで

きないので、これからも義勇兵などの兵士を集めたり、停戦交渉についても頑張ってほしいなと

思い続けています。No War.
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・なぜ戦争をするのかわからない。ウクライナのなにもしいていない人たちが爆発で亡くなってし

まうのがとても悲しい。ロシア側の考え方が知りたい。ニュースを見ているかぎり、ロシアのト

ップを変え、違う平和的な考え方をする人に変更した方がいいと思う。無力な人を武力でおさえ

ることがダメだと思う。世の中が平和になり、戦争や紛争をやめ、トップがすべてを決めること

をやめた方がいい。戦争はメリットよりデメリットの方が多いと思う。ウクライナの人たちの状

況をすべて知りたい。何もしていない人が戦争に巻き込まれ、死んでいくのを想像したくない。

僕は今、なにもできない。だから、少しでも死人が出ることのないように戦争が早く終わること

を願い続け、世界全体で戦争について考え直してほしい。

・ロシアがウクライナに一方的に攻撃しているので、ロシアが悪いと思う。でも、ロシアという国

が悪いのではなく、プーチン大統領やその周りの人がバカなことをやっている。ロシアの中には

戦争をしたくない人もいっぱいいる。ロシアの戦争が日本の問題でもある。核を使ったりすると

日本へも害が出てしまう。ネットに書くコメント 1 つ 1 つを考えてコメントすべき。戦争しろ

などのコメントをしたり、プーチン大統領死ねなどの悪い言葉を書かないで、いかくなどをしな

いほうがいい。日本もよけいなことをしないほうがいい。だが、武器や募金などはいいと思う。

日本や他の国の行動がこの戦争の結果を決めとると考える。

・ウクライナは EU に加盟したいだけなのに、ロシアによって一般市民が殺されてしまうというこ

とはおかしいと思う。

・ロシアを内側からしめつけないと侵攻を止めないと思う。

・今回のウクライナ侵攻について、ロシアとウクライナがどういう経緯で戦争を始め、どちらが悪

いのかも自分はわかっていないのですが、民間人などへの無差別攻撃をちゅうちょなく行ってい

るロシアは、ひどいと思います。避難民をできるかぎりサポートし、ロシアとウクライナを和解

させることが大事だと思っています。

・自分が生まれてから初めての戦争が、実際に自国で争っているのではないから最初は実感がなか

ったけど、ニュースや SNS などのメディア、社会の授業の中でふれていくと老若男女問わず犠

牲となり、あげくのはてに赤ちゃんまで犠牲になり、大きな問題になってきたなと思う。また、

プーチン大統領は旧ソ連にもどしたいと聞いたことがあり、ソ連のようになったらロシアの支配

下になってしまうと思う。ウクライナにはいち早くに NATO に加盟して、後ろにアメリカを付

けてほしい。

・戦争をやることによって生み出されるものは存在するはずがなく、人々の 1 つの家も、1 つの命

も、1 つの笑顔も失われるということを忘れてはいけない。自分たちは戦争を反対する気持ちを

絶対に忘れず、生きる必要がある。世界の平和を願う気持ちを持つ人は地球上に何十億いるはず

だと思う。自分だけが利益を得る事だけを考えるのではなく、世界の考えても尊重していく方が

自分だけでなく、世界の笑顔も増えていくと思う。No War!
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・僕は、一刻も早くこの戦争が収まってほしいです。全国民が終戦のときに、みんな戦争が二度と

起こらず、平和に過ごすと願っていたのに、毎日子どもや大人の大切な命がうばわれて、生活に

支障をきたしていることを残念に思っています。この戦争が早く収まるよう心から祈っています。

・この侵攻には、何の意味も生まれないと思います。それに第二次世界大戦で核を使ったらどうな

るか世界中が分かっていたはずなのに、今のロシアは核などを使うとおどしていてバカみたい。

しかも、今はアメリカか中国がこの問題に介入してロシアもただじゃすまないのを分かっている

はずなのに、今も関係のない人たちが巻き込まれていて、おかしいです。そして、ロシアの上の

連中にウクライナの人たちの泣いていることなどを聞かせてやりたいです。明日もあるはずの生

活が大人の勝手でこわされているにも関わらず、上は今日を生きている。そんなやつがロシアの

大統領で恥ずかしいくないんですか。

・子供や大人、お年寄りまで関係なく戦争などに巻き込むのはよくないと思う。ロシアの勝手な行

動でウクライナの人が死んでいるのはよくない。ロシアも一回やられてる側になってみた方がい

い。そうすればどれだけ大勢の人が死んで、どれだけやばいか分かると思う。

・戦争をしているのが大きくニュースで取り上げられているのは、生まれて始めてな気がします。

ニュースでは、軍を送って戦い合っています。ウクライナ国民は何も悪くないのに、1 日 1 日死

者が増えていって、ぼくの心の中に悲しみが刻まれていきました。少しでも協力したい。

・ロシアはウクライナがアメリカとかの中のになってほしくなくて、それをロシアとウクライナの

戦争が始まったと考えています。戦争で亡くなった赤ちゃんやお年寄り、たくさんの人が死んで

しまっていてかわいそうです。早く戦争をやめて平和な世の中になってほしいです。

・ロシアとウクライナが戦争をすると、たくさんの人々が傷ついたり、悲しんだりするから、ロシ

アがウクライナを侵攻するのはやめたほうがいいと思う。ウクライナがどうしようと、ロシアに

は関係ないことだと思う。戦争なんかしないで平和にしたほうがよいと思う。

・たくさんの死者が出てしまうからしてはいけないことだと思う。武力ではなく話し合いで解決し

たほうが絶対にいいと思う。何もしていない国民を巻き込まないでほしいし、戦争もやめてほし

い。

・ロシアはひどいと思いました。ウクライナやロシアの罪のない人が死ぬのは、かわいそうです。

みんなが募金とか支援してるのでがんばれウクライナ。No War です。

・今ウクライナで戦争が起こっていて感じたのは、ひどいなと感じました。こんなひどて戦争が早

く終わり、1 日も早く平和が来てほしいと思います。

・私は、ロシア侵攻によって関係のないウクライナに住んでいる人たちが被害にあったり、町や病

院などの施設が破壊されたりするのは、おかしいのでないかと思いました。武力を使わずに言葉
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を使うべきだと思います。

・ロシアがウクライナに侵攻していることについて僕は、ロシアはウクライナに侵攻して、ウクラ

イナは今でもずっと苦しんでいて、他国はロシアに「もう戦争をやめろ」と思っていますが、今

でもずっと侵攻しています。そこで、ロシアはどの国ににも思われているかもしれませんが、こ

の戦争はロシア全体の人が進めているわけではないということです。ロシアにも「戦争はしない

で」と言っている人や、言えずに苦しんでいる人もいるからです。なので、これはロシアの戦争

でなくて、ロシアの大統領の戦争だと思います。ロシアの大統領は他国の人のことも考えず、さ

らには自分の国のことまで考えていないで、やりたい放題やっています。なので、ロシア全体が

悪いのではないということに注目し、そして一人ひとり戦争はしないということを心掛けること

が大切だと思います。そして募金をして少しでも苦しんでいる人の手助けをしたいと思います。

・何か悪いことがあっても戦争で解決するということはよくないと思います。自分はロシアとウク

ライナのどちらが悪いかはよくわかりませんが、小さい国を大国が攻めることはとてもひどいこ

とだと思います。僕もけんかはしますが、いつもそんな暴力を振るおうなんて思わないし、いつ

もそのあとはすぐに仲直りをします。僕にだって気に入らない人の一人や二人はいますが、気に

入らないから殺しちゃおうとは一度も思いません。ましてや、関係のない人たちまで巻き込んで

いじめるなんてひどいことだと思います。それでもロシアをせめないのは多くの人々が巻き込ま

れて世界戦争になってしまうからと聞きました。ひどいことをしているのにあまり責められたり

できないのがもどかしいです。なので僕は、ウクライナに募金をして応援しようと思います。そ

して少しでも早く平和が訪れることを願っています。

・世界からバッシングを受けているロシアは侵攻をしているので意味がない。ロシアは軍事力とし

てはアメリカと並ぶくらいあると思うが、非友好国として日本やアメリカなどをあげていること

から、これからの日露関係が悪くなりかねない。つまり、原油とか小麦の輸入が滞るから、日本

の産業の低下が予想されると思います。

・ロシアはプーチンやロシアを動かしている人が狂っているだけで、ロシアが悪いというとプーチ

ン反対派の人とかがかわいそうだと思いました。ウクライナも何も悪いことをしていない人が攻

撃されたり、小さい人の命を奪われてしまうというのはおかしいと思いました。ロシアの兵隊が

けがをしたときに、ウクライナの医療の方が助けたみたいな記事もあり、こんな状況の中でも助

けてくれたり、支え合ってるので、早くやめてほしいです。

・まだ戦争しているロシアへ→ No war

・世界平和がいい。プーチンはよくない。

・ロシアからプーチン大統領は投票 90%ぐらいされるから違う人を投票して、プーチン大統領の

地位を下げ、戦いを終わらせる方法でやればいいと思う。死者がでてきて違う国へ逃げる人も国
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に残る人いて、すごく深刻な状況なので、前のウクライナには戻せないが、今だったら戻せるか

もしれない。だから戦いをやめてほしいです。そして今のウクライナを見たりしてどのような状

況か考えてほしいと思いました。

・人を殺してはいけないと思った。戦争だけはしてはいけないと思った。

・戦争をせず、平和に解決する方法を見つけてほしかったです。
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緊急アンケート調査 2022 年 3 月 17 日

中２

・戦争に反対です。なぜかというと、多くの人を犠牲にし、悲しむ人がたくさんいるからです。今

すぐやめるべきだと思います。

・私はやはり戦争はよくないと思います。戦争では、何位も悪くない人達も巻き込まれ、何万人も

の死者が出てしまう。生き残れた人達もそれを悲しみ、「幸せ」、「生き残れてうれしい」と思う

人は少ないのではないでしょうか。私だったら「悲しい」「苦しい」「辛い」という気持ちに負

けてしまうと思います。今回の戦背負うは、ロシアが一方的に攻撃し、ウクライナを無理やりも

のにしようとしています。しかも、ロシアの人々にも「ウクライナが攻撃してきたと嘘の情報を

流しているのではないか」と 父が言っていました。それが本当なのだとしたら、私は許せませ

ん。ロシアの人々にまで嘘をつき、皆に苦しい、辛い思いをさせている。こんな悲しいことがあ

るのかと私は思います。早く戦争をやめてほしい。1 人でも犠牲者が減ることを祈っています。

・私はニュースや新聞はあまり見ないほうだけれど、ロシア軍がウクライナに侵攻したや、ウクラ

イナの人が亡くなったという話を聞くたびに悲しくなります。私は戦争のシュミレーションなど

の実況を見るのは好きですが、現実では絶対にあってはならないことだと思っています。人間は

争う生き物です。しかし、争い方はたくさんあります。争いにならない方法もたくさんあります。

ロシアン側はまず、争わない方法を探すべきだったのではないでしょうか。私は今の生活が好き

です。今の平和な世界がずっと続くとよいと思っています。そのために、私にできること、小さ

いことでも 1 つずつしていければいいなと思っています。まずは、今起こっている争いがいち

早くおさまることを願うばかりです。

・ウクライナの市民の人たちのことを考えてほしい。

・ウクライナの人々の苦しみを世界中の人々に伝え、平和の世の中になるように活動してほしい。

・早く戦争が終わってほしいと思います。日本は戦争をしていたときに原子爆弾が落とされてとて

も大変な被害にあったので、ウクライナもそのようになってしまうと、もとの町に直すのにたく

さんの時間がかかるし、人々が住むのにもたくさんの時間がかかり、心のケアも必要だと思うの

で、早く戦争が終わってほしいです。

・ロシアもウクライナの人もみんなが平和に過ごせるようにならばいいなと思います。ロシアがし

ていることはよくないことなので、早く終わらせてほしいです。この戦争をきっかけに、もう世

界中で戦争が起こらないで、全人類が平和に仲良く暮らせる世の中になっていったらいいと思い

ました。

・ニュースで子供が死んでしまっているのを聞いて悲しくなった。戦争のことばかりニュースにの
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っていて心がいたい。

・私はロシアという国が好きです。ここ 1 年くらいでロシアの文化、歴史、言語などを自分なり

に学んできました。ロシアのことを知って、さらに好きになったときに、ウクライナ侵攻が起こ

りました。ウクライナも、元連邦構成国の 1 つです。ロシアに関しての本は何十冊か読みまし

たが、必ずと言っていいほどウクライナやベラルーシ、バルト三国などとの関係性を記したもの

にはウクライナとロシアが〝兄弟〟関係にあると書かれていました。ウクライナは歴史的にロシ

アと共にあり、同じ社会主義の国でした。ですが、最近、2000 年代になりウクライナは欧米と

関係を持とうとするようになります。ロシアの歴史を知る前までの私だったら、ロシアを批判し

たと思います。ですが、歴史を知り、ロシア側に立って考えると今回の侵攻にも理解はできます。

今、ロシアのプーチン大統領が批判されていますが、私は批判するべきだとは思いません。ニュ

ースを見て、また、2014 年のクリミア併合などを見る限り、プーチン大統領はソビエトを復活

させることが義務だと感じているように思いました。社会主義の国としての代表のような国、ま

た、アメリカと張り合えるような大国だった頃に戻したいということにも理解はできますけれど、

納得はできません。わざわざ社会主義の大国を蘇らせることに意味はあるのか。今回の軍事侵攻

を受け、何度も何度も考えました。ですが、どうしても納得できませんでした。なぜそこまでソ

ビエト社会主義共和国連邦に固執するのか。言ってしまえば、皆同じ「地球」です。同じ「地球」

に生きています。前々から不思議に思っていたことでした。なぜわざわざ国境を引くのか。同じ

「地球」に生きる「人間」同士でなぜ争いをするのか。国境を引き、区別をつけたことで発達し

たすばらしい文化などもあります。もちろんロシアにもウクライナにも同じ「地球」に生きる者

として今回の侵攻はやってはいけないことだと思います。でも、ロシアやプーチン大統領をただ

批判することも同時に絶対にしてはいけないと思います。今回、ロシアが起こしたことにより〝

ロシア〟という国が陥目られるのはあってはならないことです。ロシアのことを好きな人の 1
人としても、日本国民として、より速いこの戦争の終結を願います。

・どこのチャンネルもこの話題。多くの方々が亡くなり、ウクライナの住宅やマンション、ビルな

どの爆発が多々起きて悲しく思う。また、ロシアのプーチン大統領の行為、発言、指揮、全てが

この世界に悪影響をおよぼしているのを何もわかっていない。もっとウクライナに愛着を持ち、

もっと世界平和に目を向けるべき。

・プーチンがなぜウクライナ侵攻している理由がわからない。軍の基地だけならまだしも、子供の

いる所に爆弾を落とすことが意味がわからない。すぐに侵攻をやめてほしい。殺し合っても何も

得られないのに。ロシア国民も声をあげてプーチンに少しでも抵抗してもらいたい。国民が大き

な力になると思う。ウクライナの人々がとてもかわいそう。

・ウクライナの人達がかわいそうだと思った。プーチン大統領が好き勝手やっていると思った。

・戦争はよくない。
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・戦争は怖い。プーチンがひどい。

・ウクライナがかわいそう。ロシア人がすごくかわいそう。

・すぐさま終わるべきだと思う。民間人の犠牲はあってはならない。

・ウクライナの人々がかわいそうだと思う。

・プーチンは自分勝手。

・戦争はダメ。かわいそう。

・戦争してほしくないと思う。また、平和になってほしい。

・ロシアの関係ない市民も巻き込まれてかわいそうだと思いました。

・平和が 1 番。戦争はダメだと思った。ウクライナの人がかわいそうだと思った。

・大統領が民間人まで巻き込むのはとてもよくないことだと思います。そのせいでロシア人まで悪

く思われるのでやめてほしいです。

・2 つあります。1 つ目は、ウクライナが NATO に加盟しようとしたことです。ウクライナが NATO
に加盟すると、ロシアにっては嫌な状況になり、それがきっかけで隣のロシアはウクライナへ侵

攻しました。ここでロシアがウクライナと話し合うという考えはなかったのだろうかと思いまし

た。2 つ目は、それぞれの国の国民の状況についてです。ウクライナではロシアによる侵攻によ

って住んでいた人が恐怖を感じる。または国外に避難しています。ロシアでは、他の国による経

済的な対応によって物価がかなり上昇したことで、他の国に行こうとする人が増えています。こ

のまま続くと日本などの国も被害を受けると思うので平和になってほしいです。

・命がたくさん亡くなる戦争をすることが理解できません。早くやめてほしいです。

・「ロシアが命を軽く見ている」と学校で聞いていたが、人の命を奪うことを目的としないで、ウ

クライナとの問題点を話し合いでするという方法でできたと思っている。ただ、ロシア側のやり

方が数々の国から見て間違っているという感覚で自分は見ている。必ずしもロシアが命を軽く見

ているとは限らないと思っている。

・私は起きてはならないものだと思います。SNS などで様々な情報があげられれていますが、本

当の情報と嘘の情報があるため、正確な情報がよくわかりません。私はウクライナの方々の気持

ちはわかりませんが、一早く終わることを願っています。全ての人が幸せであってほしいです。
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私にできることは何か考えて行動したいと思います。

・プーチンが戦いたい希望を持っているのであれば、1 人で戦ってほしいです。

・戦争を広げないでほしいと思いました。

・ウクライナが欲しいなら話し合いで決めればいいのに、関係のない一般人を巻き込む戦争はしな

いでほしいと思います。

・戦争をするのならば周りを巻き込まないで戦争をしてほしい。

・戦争はやめるべきだと思います。

・ロシアがソ連の時代のことを出して、ウクライナに戦争仕掛けているのは、今の平等社会に反し

ていると思う。

・ロシアがソ連時代のことを持ち出し、ウクライナに戦争をしかけることがすごくおかしいと思う。

・戦争をすることは、人々を傷つけることだから、やめたほうが良いと思う。世界中みなんが平和

に暮らせるようにしてほしい。ロシアの人々は悪くないと思っている。

・NATO の加盟によりロシアとウクライナが戦争がおきてしまいしまたが、ロシアのある一人の

男性が犠牲になって、ウクライナの橋を壊したように誰かがみんなのために立ち上がらなければ

ならない。プーチンさんの怒りを止めてほしい。戦争なんてくだらない核をつかってウクライナ

を襲うのならば、みな武器を捨て、自分に生きてほしい。ウクライナとロシアの人々が平和をも

たらしますように。

・ロシアよくない。なぜなら戦争は人が痛い思いをするからです。

・よくないと思う。

・やはりどのように考えても今回の軍事侵攻のような武器を使って力づくで問題を解決するような

やり方は間違っていると思う。この軍事侵攻が始まった時、ニュースを見て私はとてもびっくり

したが、現地の人はもっとびっくりしたと思う。毎日毎日このニュースを見て、亡くなった人の

情報や町が破壊された映像を見るととても心がいたい。停戦交渉などの話し合いが進んでいると

聞くが、実際にどこまで話し合ったことが実現されているのかわからない。そして、なんの罪も

ない子供たちが亡くなったり、１人で避難したという話を聞いてとてもかわいそうだなあと思っ

た。今回の事で大変な思いをしている人たちに早く平和が訪れておしいと思う。また、そのため

に募金をしたり、自分なりにできることをしていきたいと思う。
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・ロシアがウクライナを侵攻については絶対にやってはいけないし、ロシアやウクライナにとって

戦争は世界各国が反対だから、これ以上世界大戦という最悪な事態にならにように、今すぐ戦争

を止めるべきだと思う。今、現状戦争を止めることは厳しいが、インターネットや SNS に正し

い情報を自分で考え、インターネットで発信していくとが大切だと思う。また、日本は核を持っ

ていないため、ロシアが日本に向けて核を使った場合、日本は攻めることができない。国をまも

つことができないため、攻めるための軍隊を作る必要がある。そのような事態にならないように、

国民一人ひとりが戦争をやめようというここが一つになれば必ず世界は平和になると思う。

・戦争で命を落とす人が何人もいるから、その人たちのためにもの戦争はやめるべきだし、他の国

も協力し、みんなでこの戦争を止めるべきだと思う。このように戦争をしたい人なんていないと

思うので、全世界で戦争とを止める協力をし、自分も力になりたいと思います。ニュースなどで、

ウクライナの学校がすべて壊されたり、工場なども壊されているのを見て、何時も通っている学

校が突然消えたりしたらほんとに悲しいし、工場なども壊されたら経済もだめになってしまうの

で、戦争はすべてを悪くするものだと思う。本当にやめてほしいと思うし、国じゃなくて 1 人

の人として見てほしいと思う。戦争をするということは何か理由があると思うので、言葉で和解

してほしいともう。みんな考えが違うから本当に国同士で話し合ってほしい。

・ロシアが悪いというよりは、戦争をやりたいと思った人が悪いと思います。ロシアの人でも戦争

をやりたくないと言ってデモを行っている人もいるし、戦っている兵士の人も戦争をやってると

は知らない人もいるということをニュースやネットで見たので、早く戦争が終わるといいなと思

います。ロシアの方やウクライナの方々これ以上亡くなられないことを願っています。

・今回の戦争に対して私が考えることは、ロシアによって今の生きている生活が深刻な状況にあり

ます。現在のウクライナの人々は、ロシアの支配下に置かれていて、恐怖と隣り合わせの日々と

を送っているでしょう。そこで私が思いついたのが「ウクライナの子供たちに少しでも食べ物を

多く食べてもらいたい」と思っています。私たちができることは SDGs などが関係しており、

その点からできる取り組みは「食べ物を残さない」「残った食べ物をどのように利用できるか」

などの策を今後の私たちに少しでも力になれる目標ではないかと私は思っています。

・ニュースでロシアとウクライナの戦争を反対したら殺されたというのを見てびっくりしました。

戦争はよいことではないのはわかっているはずなのに、正しいことを言われたからといって殺す

のはいけないことだと思いました。戦争をするということは他の国には迷惑がかかってしまうの

で、そのようなことを考えた上で行ってほしいです。戦争をすると他の国も巻き込まれて大変な

ことになってしまうので私は反対です。

・何があってもやっぱり戦争はよくないと思う。戦争しないで話し合えばいいと思う。ウクライナ

がかわいそう。全部の国がみんな仲良くすればいい。武器を作ったり、持ち込んだ入りしない日

本のようにどの国もなればいいのに。武器を作ったりしなければ戦争はできないのだから。戦争

している時間があったら、その時間で国民が幸せになるものを開発したり、作ったりすればいい
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のにと思った。〝戦争はよくない〟

・戦争をしても意味がないから戦争をやめて平和でいたほうがいいと思います。

・今回のウクライナ侵攻であらためて戦争の恐ろしさを知りました。ウクライナ侵攻は早く終わっ

てほしいし、これ以上規模が拡大してほしくないと思いました。

・今まで戦争というものは身近なものではなかったので、ロシアが本当にウクライナへ侵攻すとは

思わなかった。やはり戦争というものに経験しているわけではないのでそういう類の警戒心？と

いうのは薄れている気がする。でもウクライナは負けてしまうのではないか内心思っている。そ

れでも自由のために戦い続けるのは素晴らしいと思う。

・侵攻を今すぐにでも止めたいと思う。ロシアの侵攻によりウクライナの罪のない人々がどんどん

死んでいっているのはおかしい。ロシアがウクライナに侵攻するいかなる理由あるとしても、罪

のない一般人を巻き込むのは違うのではないか。また、ロシアはウクライナに侵攻をはじめて得

することはないと思うので、プーチン大統領は今すぐに侵攻をやめるべきである。

・私はロシアによるウクライナ侵攻で、何も悪いことをしていない民間人まで巻き込むのは違うと

思います。〝戦争はするな〟とは言いませんが、悪いことや関係のない民間人の幸せと平和を壊

さないでほしいと思います。

・この戦争はプーチンのわがままだと思います。ウクライナの大統領はやさしくて行動力があると

思いました。

・「戦争」というものが昔にあったことはわかっていたけど、どこか遠くの存在のような感じだっ

たけれど、今始まると本当にあって怖いものなんだと改めて思った。戦争がなくなってほしいな

と思った。

・日本からの情報だけだとあまり実感できないけれど、現地の人の SNS などをみると、病院や学

校などの関係ないところの攻撃はダメだと思った。早く戦争が終わって平和な世の中が訪れてほ

しととても思った。

・詳しいことはよくわからないけど、戦争はよくないと思います。

・プーチンをどうにかしてほしいと思います。１人の行動でたくさんの命や街が壊されるのは、絶

対ダメなことだと思います。

・「令和」の時代に戦争なんておかしいと思う。TV で小さい子供が、自分の愛する国と離れてし

まうのは嫌だと泣いている姿を見て悲しくなった。
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・戦争はよくないことです。少し考えれば小さい子でもわかります。でも、それがわからないのだ

から、人は「いかり」などの感情に任せて簡単に人を殺せるのはやばいです。

・プーチン大統領は何を考えているのか。止めた方がいいと思う。ロシア兵もしたくないのにやら

されている。とにかくひどい。大統領を交代したほうがよいと思う。

・ロシアの攻撃によって、多くの人が殺されたり、町が破壊されるとニュースで聞くと、理由がな

く攻撃されるウクライナはとても心配です。ロシアの大統領は愚かに思います。また、ウクライ

ナのゼンスキー大統領はこのような状況でも国ために行動することができる。自分はこの今の状

況を 1 秒でも早く終わり、犠牲者がこれ以上増えないようになることを祈っています。

・インターネットを使って今回のロシアによるウクライナ侵攻についての色々な意見を聞いたりし

て、すごく No War という文字を見かけました。war というのは戦争という意味だということを

英語で習いました。No War ということは、戦争はしない、などの意味だということを理解しま

した。僕は何回かロシア軍の人とウクライナの市民の人が助け合うシーンをインターネットで見

たことがあります。戦いたくないロシア人の人もいれば、命令に逆らえずに、人の命を奪ってし

まうロシア人もいることを知ってとても感動したし、戦争をすることはよいことではないことを

勉強以外で初めて知りました。

・平和条約を結んでいるロシアは「平和」という言葉を理解していないと思いました。それにプー

チン大統領はなぜ戦争をするのか、負けてもお互い損がない戦いならいいとして、何百人の命を

奪ってまでやることなのかというところです。僕としてはプーチン大統領はただの殺戮者だと思

いました。逆にいうと、交換という文字は頭に浮かばなかったのかというところも問題です。領

土がほしいのならば、機械、最新技術を一部教えるなどして、マイナスもプラスもどちらも同じ

くらいにすればよいと思いました。そうすればどちらもちょうどいい立場に保てるといういい条

件なのに、「核」を落とすとかいうからだいなしになるので、「核」もこの地球から消滅させれ

ばいいと思いました。ミサイルや範囲 100 ｍ以上を破壊する爆弾を撤去するなどして、紛争も

なくせばいいと思いました。年間に紛争や戦争で亡くなっている人が倍増することを考えるとせ

っかくこの世に生まれたのに 20 年で死ぬなってもったいないと思ったので、戦争を起こ差ない

ことを願っています。

・戦争はよくないと思う。でも力で勝とうとするのはわからないし、学校とか病院を攻撃するのも

よくない。もし、自分たちが止めようとするのならば、話し合いじゃないといけない。どちらも

攻撃するとその国に住んでいる人たちを巻き込んでしまうし、それでまた相手をうらんで戦争が

起こってしまうから。ウクライナに住んでいて病院で逃げることができない人たちがいるから今

は、その人たちを助けることが一番大切だと思う。

・戦争をやめてください。
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・ウクライナの人たちは戦争をしたくないのに、その人たちに被害があるのはよくないと思うし、

テレビで見ていると小さな子供が亡くなっているの見て、プーチンはどう思うのかと思いました。

私だったらすごい申し訳ない気持ちで、戦争を止めると思います。それに兵士たちも戦争をした

くないという人を見ました。つまり、プーチンの命令でやっていることなので、これに関しては

どうかなと思います。最後に私は、ウクライナの人たちを応援しているのと、プーチンには戦争

をやめてほしいです。

・日本以外の国では、ミサイルの試し撃ちや、他国に侵入して戦争が起こったりするので、ロシア

がウクライナ侵攻については、今すぐやめた方がいいと思う。また、ニュースで死者が出たり、

夜、外に出てはいけないので地下のシェルターにいることなどが放送されていた。早く侵攻をや

めて平和に暮らしてほしい。

・侵攻が激しくなり、核などの武力を行使するようにはならないでほしい。

・ニュースを見て、街がぐちゃぐちゃになってしまつたり、亡くなってしまっている人がいるのは

悲しいと思います。くわしいことは分からないけど、早く戦争が終わればいいのにと思います。

・戦争はたくさんの人の命をうばってしまうため、話し合いで解決するべきと思う。

・ロシアはウクライナがヨーロッパ側の NATO に入ることに対して反対しているけど、なぜウク

ライナの国のことを他国に決められなければならないのだろうと疑問と共に怒りを感じた。いく

ら、兄弟国だからといって、そこまで行ったり言われたりする必要はないと思う。ロシアがウク

ライナに軍事侵攻していて、ウクライナの民間人に被害が出てしまっていることがすごく怖い。

起きてしまった戦争はすぐ止めることはできないけど、それが民間人の生活にまで影響してしま

ったら軍隊がある意味がなくなってしまうと思う。ロシアもウクライナも軍隊があるんだから、

戦争をするのであれば、できる限り民間人を狙わずに軍隊同士で終わらせてほしいと思う。今回

の戦争はウクライナは何も悪くなく、ロシアが全て悪いと思う。戦争を終わらせるために、ウク

ライナとロシアの協議が最も大切であるが、他の国々がメシアに対する経済措置をとり、人事力

以外でロシアが苦しくなるような手段をとることも大切なんじゃないかなと思ったる今のウクラ

イナはすごく苦しい状況だから、他の国々の支援をもっと活発にしなければもっと深刻な事態に

なってしまうと思った。

・私は、ロシアのウクライナ侵攻が始まった時、一番に気になったのは「第三次世界大戦」でした。

「このまま、世界はどうなってしまうのだろう…。」と思いました。日本は世界で唯一の被爆国

です。原爆により、一瞬にして、何千何万の方がお亡くなりになりました。また「戦争」という

ものが始ってしまえば、何も罪のない命が失われていくことになります。現在、私がこの文を書

いている瞬間にも、ウクライナでは銃弾の音が鳴り響いているのだなと思うと、何の罪のない命

が失われているのだなあと思と、とても胸が苦しくなります。なぜ人々は、殺し合いで解決させ

ようとするのか分かりません。話し合いはできないのなかな？と思います。殺し合いで解決しよ
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うとしても何もよいことは生まれないと私はおもいます。これは国同士の間の問題であり、一般

の人々は痛い思いをする必要はないと思います。どうして殺し合いわしてしまうのでしょうか？

この戦争は止められないのでしょうか？

・ロシアのプーチン大統領がダメだと思います。ロシアの国民には、今ロシアがどんな事をしてい

るか詳しく知らないというのもおかしいし、前に立って戦う人にも何をするか使えてないという

のがダメだと思います。実際ウクライナが引いたら、ウクライナが終わってしまうし、ロシアも

何としてでも NATO にいくのを止めたいから引けないと思う。プーチン大統領は今、自分が何

をしているのか、どんだけ周りに迷惑をかけているか再認識した方がいい。世界中に迷惑をかけ

ていることを知ってほしい。アメリカが参戦しても日本が危なくなるし、やはり核は脅しでも使

ってはいけないと思います。戦争というのは、犠牲がなければ終わらないと思うけど、今やって

いる話し合いで解決するべきだと思う。過去の人の命を無駄にしているだけ。昔の歴史から学べ

ば今、起こっていることは終わると思います。同じことを繰り返すのは本当によくないと思う。

プーチン大統領は自由過ぎると思います。

・いけないことだと思うし、今すぐでも止めた方がいいと思う。ロシアがどう思ったとしても、ウ

クライナはウクライナで、それによって侵攻する理由にはならないと思った。ロシアがどう思う

か、どう行動してもウクライナを侵攻し、人々の命をうばうことは間違っていると思う。それに、

自分にできることがあるのなら何か少しでも力になりたい。戦争はいけない事だと思っている。

人が人を傷つけるのはつらいから。一刻も早く終わりにした方が絶対にいいと思う。

・ロシアがウクライナに対して武力で従わせようとしているのは、今の時代やることではないと思

います。もちろんどの時代でも戦争というものはあってはいけないことですが、武力で物事を解

決しようとせず、話し合いで解決てするのが 1 番だと思います。戦争では、政治や国際問題に

直接は関係ない国民を巻き込み、失われていく命や壊されて消えていく物などがあります。人々

を巻き込んで力で戦おうとせず、目と目を見て、話をすべきです。

・ロシアがウクライナのやろうとしていることに、反対ということは、分かったけれど、伝え方が

とても間違っていると思いました。この戦争のせいで、スポーツ選手(ロシア)が大会に出られな

かったり、ウクライナの人々が殺されたてしまっていて、この戦争がよいものだと全く思えない

し、終わったとしても誰も幸せになれないと思いました。ロシアの人々が頑張ってテレビや町で、

反対運動をしているのに、ロシアの上の人達は聞こうともしなで、殺したり、お金をとったりし

ている。誰かしらは、「間違っている」と思わないのか？と不思議に思いました。泣いている人、

小さい子どもの未来が消えているところをテレビで見ると、胸が苦しくなります。できるなら、

世界一偉い人になって「ダメ」と戦争を終わらせたいです。

・テレビのニュースなどでウクライナがロシアに攻撃されているのを見て、ひどいなと思った。ま

た、ウクライナの人々が攻撃される度、涙を流しているところを見ると心が痛かった。戦争をす

ることは望んでいないし、悲しむ人が増えるだけだと思う。1 日も早くこの状況が終わってほし



- 48 -

い。

・ぼくはロシアとウクライナがなぜ戦争をしているのかはわからないけど、戦争をするたびに何の

罪もない多くの人が亡くなってしまい、亡くなった人の家族が悲しむ戦争の被害で腕や足がなく

なった人や家をなくした人など多くの人が被害を受けています。戦争をしてもなにもいいことな

んてないのになぜ何度も戦争を繰り返しているのか、何で国の問題なのに関係ない人たちまで被

害に遭わなくてはならないのかがわからない。

・戦争をすること自体がよくないことだと教わってきているし、ニュースやマスコミで報道されて

いる内容を見ても、一般人の被害やキエフなどへの爆撃など、様々な所で被害が出ていることが

分かる。ロシア国民にはぜひ戦争反対の声を上げてほしい。もちろんそれが簡単なことではない

ことは知っているし、情報統制が行われ、ロシア軍がどのような軍事作戦を行って、ウクライナ

にどのような被害が出ているのかを知らないかもしれない。しかし、このまま戦争が続けば、ロ

シアは国際的に孤立していくと思うし、戦争が長引くほど、戦後の国際的地位が下がってしまう

かもしれないと思う。だからこそ、ロシア国民の方々には戦争反対「No war」の声を上げてほ

しい。そして欧米諸国やウクライナ国民の方がには戦争を止める呼びかけ、そして何よりも、自

分の命を守ることを第一に考え、生きてほしい。負けないでほしい。

・このロシアによるウクライナ侵攻について、僕は、停戦協議を 4 回もしているのでおかしいと

思いました。普通 1 回で成立するのに 4 回もしているし、成立したと思ったら停戦なし、ウク

ライナに侵攻し続けていて、あの成立はウソだったのかと思いました。ウクライナは停戦を求め

ているにロシアは停戦する気がないと感じられます。なので僕は早く成立し、この戦争が終わっ

てほしいと思いました。

・どんな理由であれ戦争はしてはいけない。どちらの兵士も辛いし、したくないと思う。戦争をし

て、嬉しい人なんて絶対にいないし、家族がなくなってしまったり、町が壊されたりしてよいこ

となんてない。思い出や大切なものがなくなっていくのはとても辛いし、悲しいことだと思う。

一刻も早く停戦をして日常を送ってほしい。自分にできることは限られているが、小さなことか

ら始めて協力し、少しでも力なりたい。

・自分はテレビを見ないのですが、とこにかく戦争はよくないと思います。

・私はウクライナ侵攻について、プーチン大統領が悪いと思いました。何の罪もない子どもや大人

がたくさん亡くなって、本当にかわいそうだと思いました。戦争がなくなればいいのにと思いま

す。

・実際に今、多くの人々が亡くなり、危険な状態があると考えると、恐怖を感じるし、戦争はして

はならないものだと思う。自分は何もできないけれど、1 日でも早く戦争が終わること、プーチ

ン大統領が戦争を終わらせることを願っている。これから世界はより平和なものにしていかなけ
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れば、世界大戦もいつ起こるか分からないと思う。もっと平和な世界になることを世界中のすべ

ての人が思っていると私は考える。

・ウクライナが EU に行くという事でロシアが力でやるのではなく、会話で説得すればよかったと

思います。でもロシアの人も戦争に反対する人でテレビで行動を示した人もているので、罪のな

い人まで苦しめれているんだと感じました。ロシアの人もプーチン大統領が悪いと言っていまし

た。なので結果的にすべてプーチン大統領が悪いと思います。

・プーチン大統領のせいで、ロシアとウクライナの何の罪もない国民が巻き込まれて亡くなってい

き、それを見て、知っていながら国民をまとめている存在が国民の死を何とも思わないなんてそ

んな悲しい人がいるとは思いませんでした。私はもちろん戦争反対です。ウクライナに協力して

武器の強化をしてもロシアの攻撃が止まるわけではありません。だからといって、攻撃にずっと

耐え続けることもできないと思います。ということですべてまとめてプーチン大統領が悪いです。

・よくないと思います。今ウクライナでは小さい子どもも命を落としていて、とてもかわいそうだ

からです。

・だめだと思いました。最近いっぱいニュースになってきて爆撃やロケットの破壊が本格的になっ

て、現地ににいる人もこわいと思いました。

・ロシアがなぜ侵攻しているのかが分からない。

・今すぐ戦争をやめてほしい。ニュースで関係のない子どもたちが亡くなってしまうのを見てつら

い。

・各国で戦争はよくないと言っているのは、世界大戦があったからいっているし、第二次世界大戦

があったからいわれているのが、自分たちはそういわれているだけで本当にあったのかも分から

ない。そう簡単に世界はほろびないだろうと考えがあるから戦争を行うし、その世界大戦を感じ

たことがないからいっているし、ロシアがやっているこの戦争を客観的に見れば、一方的にロシ

アが悪いとか、ロシアの自分勝手だといえるが、ロシア側は自分達が正しいだとか考える人がい

る中、ロシアでも戦争に関わらないでいる人達が正しいだとか考える人がいる中、ロシアでも戦

争に関わらないでいる人達はおかしすぎると感じる人もいる。これは人と人との価値観の違いな

だけであって、その価値観を合わせるのは、自分自身であり、この戦争を止められるのもロシア

の上の方の人達がこの戦争は何の意味があったんだろうか、自分達は何のためにウクライナに侵

攻したのだうと気付くまではロシアの攻撃は終わらないし、やめないと思う。だから、世界が外

から口を出すのではなく、ロシアから地球を守らなければならないと思う。

・ウクライナの人々がとてもかわいそうだと思う。今すぐ戦争をやめて平和な世の中になってほし

い。
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・ロシアとウクライナの権力者を互いに交換して解決すればいいと思う。ロシア大統領を追放し、

他の大統領に変える。

・一言で言わせて頂こう。「ほんとにバカだなあ・・・」と、自分は思っている。ロシアの国民、

ウクライナの国民。これらの人々はみな戦争に反対しているのに、リーダーであるプーチン大統

領は、自分だけ好きなように人々を傷つけている。「利益のない戦争ほどムダなものはない」と、

社会の先生は言っていた。今、真にその「利益のない戦争」が起きているのではないだろうか。

プーチン大統領は、僕たちと同じような年の少年少女が亡くなっていく姿を見て、後味の悪さを

感じないのでろうか。こんなことを言ったらロシアを敵に回すかもしれないが、現地の少年少女

の青春を返せ。ただでさえコロナウイルスで激減している彼らの青春をこれ以上取り上げるな。

本当だったら僕らのように友達と楽しく過ごす毎日が、彼らにもあったはずだ。これ以上、取り

上げることは許さないと、誰しもが思っているだろう。

・ゼレンスキー大統領にがんばってほしいです。戦争が起きることはよくないと思います。北方領

土が怖いです。第三次世界大戦にならないでほしいです。戦争は人同士殺し合って、何が生まれ

のか不思議。戦争は意味のないことだと思います。日本も国防を見直したほうがいいと思う。

・戦争はやっても、けが人が出るだけでなんのいい事もないと思います。なのでウクライナの人も

怖い中、生きていて本当にかわいそうだと思いました。戦争を止めてほしいで。見えない心をえ

ぐっていて、少しでも早く平和にもどってほしいです。

・どこの国も楽しく安全に暮らせる世の中になってほしいです。戦争で人がたくさん死んでしまっ

ている。何もしていない人たちが死んでしまうのはとてもかわいそうです。どんな理由があって

も戦争はよくないと思います。早く仲良くなって、戦争も終わってみんなが安全で平和に暮らせ

るようになってほしいです。

・祖母が「やーねぇ、ロシアはねぇー」と言っていましたが、ロシア兵が母親に送ったメールをテ

レビで見ていると、人質でも取られるのか？とも考えることがあります。ゼレンスキー大統領に

のニセ動画みたいなのもテレビで見たため、どれが嘘なんだろうとは思います。早く終わればい

いのにとも思います。北方領土もロシアに占拠されているので心配ですね。国民、市民を避難さ

せるとか言っていたのに病院を攻撃していて「あれ？」とかは感じます。

・私たちは学校に行けている。そして、みんな笑っている。でも、ウクライナの人たちにも影響が

およんでいて、私が注目するニュースになった傷ついた人、大切な人を失った人がいるが分かっ

ているのに、どうして侵攻を続けるのか、私は国民は大切な存在ではないのかと疑問に思う。命

の大切さは道徳の授業で教わってきていたけれど、こんな大きな問題にもなっていること、ロシ

アの大統領は知っていると思う。人々の幸せを取り戻すためにも一刻も早く侵攻を止め、平和な

人生、国に戻ってほしい。きっと他の国の人も願っていることだと思う。
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・さっさとロシア軍はウクライナから引き返して欲しい。ここはもうヨーロッパ全体が協力して、

ウクライナを救うしかないと思う。後ロシア、ガス止めなんて卑怯なことせず正々堂々とやって

ほしい。

・早く戦争をやめた方がいいと思う。それはロシアがウクライナに戦争で勝って、土地を奪ってし

まったら戦争に勝てば土地を奪えるという序列が生まれ、日本は軍事に金をかけていなく、そし

て、平和主義があるので、すぐに占領されてしまうかもしれないから。STOP プーチン

・多くの死人がでていてとても悲しい。死にたくない人や戦争をしたくない人を勝手に巻き込んで、

多くの人が亡くなっている。一人の男が色んな人の命をおもちゃのように殺している。戦争をし

ても何もいいことはない。戦場に行きたくもないロシアの人々もかわいそうだと思う。もう戦争

はやめてほしい。

・日本にも侵攻しないか心配。戦争はよくないと思う。ロシア側もウクライナ側も、死人が出ない

でほしかった。死人が出た以上、仕方ないのでこれ以上死人が出ないでほしい。多分出る。

・ウクライナとロシアで日本からは距離もあるし、直接的に関与はしていないのに生活での物価が

上がったり、日本にも影響がでていて戦争の影響力が強いとともに、怖いなと思った。

・戦争は死者などいろんな被害が出るので、今、すぐやめたほうがいい。この戦争で石油な゛とが

値上がりしているで戦争を止めた方がいい。プーチン大統領は、何のたくらみがあって戦争を起

こしているのか。No War, Stop War. ウクライナ人民がとてもかわいそう。ウクライナ側は何も

していないのに、ロシア側は攻めている。なぜだ。

・私は何も罪を犯していない人の命が奪われていることがとても衝撃的でした。ニュースを見てい

ると、ウクライナで亡くなられた方をビニール袋につめて、穴に投げ入れている映像が流れてき

ました。その時、とても悲しかったです。学校で命を大切にするように、と言われているのに、

世界では違うんだと知りました。もとろん戦争で大変なのは分かりますが、投げ入れのは少し違

うんじゃないかと思います。だから私は、ロシアによるウクライナ侵攻はよくないと思います。

赤ちゃんがいる人や、私より小さな子達、同年代くらいの子、軍に入って戦っている人など、沢

山の人が亡くなっています。ロシアとウクライナが話し合いで解決してくれたらいいのにと思っ

ています。

・戦争などの争いではなく、議論で原因などを解決すべき。世界全体が核兵器を所持するのをやめ

るべき、「武力」で制するという考えをなくすべき、とりあえず「戦争」はやめてほしい。

・まだロシアがウクライナに侵攻する前までに、さすがにロシアも戦争はしないだろうと思いまし

た。でも今は実際、戦争が起こってしまっていて、テレビでニュースなどを見ると、爆弾やミサ
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イルが落とされたり、銃撃戦が行われたりしていて、たくさんの命が亡くなってしまっています

るそれを見ているだけでも辛いのに、現地の人はいつ死んでしまうか分からないという恐怖でお

しつぶされていると思うと、胸が痛くなります。何回も停戦会議をしているのに、どうしてプー

チン大統領は了承してくれないんだ？と思います。世界中の人々がこの戦争が終わることを祈っ

ているので、ロシアにもう少し、世界に耳をかたむけてほしいなと思いました。

・戦争みたいな事をおこすのはやめてほしいです。

・ロシアのプーチン大統領が悪いと思った。ウクライナの人々への思いやりが感じられない。ロシ

アはウクライナはとても大切な人々だと言っているのに、ウクライナに侵攻して話が矛盾してい

ると思う。

・ウクライナは何もしていないのに爆弾などで人が殺されているのはおかしいと思います。ウクラ

イナからポーランドなどに避難している人もいますが、中にはウクライナに残って戦う人や地下

室で身を守っている人がいます。そういう人たちがかわいそうです。

・僕は圧倒的にロシアが強く、ウクライナの方が弱いことがわかるので、みんなで協力してちょっ

とでもウクライナの力になりたいです。ちょっとでも募金をしてみたいなと思いました。

・今回のロシアとウクライナの戦争、僕は反対です。言ってしまえばこの戦争は戦争ではなく、一

方的な攻撃だと思います。更にロシアは他国から手を出せば核を使うと言っています。僕はこの

侵攻に興味を持ち色々調べてみたら、理由がわかり思わず「へ～」と声が出てしまいました。そ

の理由が「ウクライナは NATO に入ろうとしていると聞いたロシアはウクライナが NATO に入

れば自国の隣にアメリカが居る状況になり、思うように動けなくなると思い、ロシアは先にウク

ライナを潰しておけばよいと考えたが、これを理由としてウクライナを攻撃するのは無理がある

ため、他のちょっとしたことを理由として、ウクライナ侵攻をはじめた」という記事を見た私は

「ずるい」と思いました。なぜなら上で書いた理由があるのに、その理由だと不利になると思っ

たのか、別の適当な理由かをつけ、侵攻をしている。これ以上はずるいと僕は思う。更にロシア

はロシア側に害がいな人々に対しても攻撃し、ウクライナでは、大量の人々が殺されています。

・戦争はよくないことにりでしてほしくないと思いました。戦争をしても争いしかうまない、誰も

得をしないというのにしているのは私は悲しくなりました。日本は戦争をしないと誓っていたの

でよけいそう思いました。日本は争いを起こしたくないので、しないことにしたのでウクライナ

の戦争もなくなってほしいです。

・多くの子どもから大人の人たちが亡くなっているのを毎朝テレビで流れているのを見ていると、

他人ごとではないと思うし、こんなことは本当にあってはいけないと思いました。

・大変だから早く終わってほしいと思う。何のために戦争しているのか分からない。
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・争いごとはなくならないかもしれないけど、話し合いを進めれば侵攻は終わるかもしれないから、

自分にできることを考えていきたい。無差別に殺されることはとても悲しいことだから、少しで

も被害が減るように、積極的に関心を持ち、反対の声が集まってロシアが侵攻をやめてほしいと

思う。でも、このことをきっかけに他の地球も争いをやめてほしいと思う。

・やってはいけないと思います。なぜなら、まだ自分から望んで戦って亡くなってしまうのはしか

たがないが、子どもたちやお年寄りは戦争に巻き込まれ、何も罪もなく亡くなってしまうからで

す。戦争は何にもよい事は生みません。人々の悲しみが増えていくだけです。今もやっています

が、会談を続けることが大切なことだと私は考えます。そして、その問題が解決するまで侵攻す

るのをやめたら、戦争をする意味がないと思います。それでもダメなら、各国が協力してロシア

のウクライナ侵攻を争いではなく、会話で終わらせることが大切です。

・今回のロシアによるウクライナ侵攻は、無意味だと思います。なぜかというとロシアが侵攻して

るのは、国をまもりたいのと、NATO の拡大の阻止、ウクライナの政権を転覆させたいからで

すが、それは、自分の安全をてっていしたいだけなので、明確な理由はないのです。だから無意

味なのです。だから戦争はやめるべきだと思います。

・侵攻をすぐにやめて平和になればいいと思います。なぜプーチン大統領は戦争をするのか分かり

ません。

・たくさんの方々がなくなっていると聞き、戦争はやってはいけないことだと思いました。小さな

子供も亡くなっていると聞き、戦争はとても残酷だし、悲しいことだと思いました。早く戦争が

終わって平和なウクライナを取り戻してほしいです。

・死んでしまった人がかわいそう(小さい子どもから高齢者まで)。早く終わってほしい。

・戦争の中で何も罪のない人まで巻き込むのはひどすぎだと思います。ウクライナに住んでいる人

の知り合いや家族にも不安を与えるだけだし、あとかに涙を流してもどうにも過去は戻らないか

ら、ウクライナで不安でおびえている人達に「安心と安全をあたえてあげたい」という気持ちが

あります。世の中に「戦争で不安におびえる」という言葉を聞かなくなり、安全で平和な世の中

になることを祈るばかりです。また、関わりのない国の人たちはこの戦争に口を出すというより

も、ウクライナを責めるロシアの一部の人たちがしっかり考えてほしいです。～なぜ戦争するん

だろうか？その意味は？～

・私はプーチン大統領は正直、頭がおかしいのではないかと思います。父と母とその周りは、もう

戦争は止めた方がよいという意見がありますが、プーチン大統領は暴走が止まらない一方なので、

どうしようもないと思います。しかし、第三次世界大戦は起こらないと考えます。非核三原則で

日本は核兵器を持てないのですが、他国が核兵器を発射することで、世界人類は滅亡すると思う
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ので、おこらないとは思います。私的には、ウクライナとロシアの戦争は止めたい気持ちで山々

なのですが、現実では止めることが今はできない状態なので、日本でも止められるような策を練

っていくのが一番だと考えます。

・なぜ戦争をするのかわからない。経済のためとかいろんな理由があったとしても戦争はよくない

と思う。ウクライナがどんな国と仲良くしようが、ウクライナの自由だと思う。それにウクライ

ナの戦争でアメリカが関与している、そのせいが日本が巻き込まれるのはいやだ。アメリカと仲

良くして、ウクライナに物資を送ってるからといって敵対されるのがいやだ。今のところ日本は

大丈夫かもしれない。でも、このあとロシアの動きで変わってしまうかもしれない。私は平和が

わからないです。戦争が私の住む国の周りで行われているからこそわからない。実際私たちが体

験したわけでもないのに、「戦争をするな」「平和が一番」とかいうのがおかしい。平和ってな

に？大人や友達に聞いても「戦争をしない」「けんかをしない」という。戦争ってけんかとにて

ない？と私は思う。じゃあ、結局けんかしているんだから、家族の中で戦争してねって思う。そ

う言うと、「したくてしているわけじゃない」っていう。みなんいう。ロシアの軍人や国民も戦

争をしかけた方も、いま戦争をしている意味を探していると思う。戦争をしかけてしまつてどう

したらいいかわからないと思う。まあ、プーチン大統領はそんなことしないと思うけど。

・最近ロシアがクラスター弾などを使い始めたので、それに伴って侵攻も本格していくように感じ

た。ウクライナは多くの国に支配されるなど、歴史があるので、この侵攻の解決は難しそうだと

ち思った。

・今、ロシアが行っていることは関係のない人々まで巻き込んで、多くの人が亡くなってしまって

いる。ウクライナの人がロシアのいうことをきかないからといって、武器を使って攻撃などして

はいけないと思う。戦争はどんなことがあっても起こしてはいけない。日本でも、ガソリンなど

の値段が上がったり、他の国にも影響が出ている。戦っている人にも家族がいて、傷ついている

人にも家族がいる。権力を使って押しつけてはいけない。毎朝ニュースで小さな子たちが悲しん

でいる映像を見ると私は辛くなる。このような戦争は今すぐにやめてほしいと思う。

・戦いに行っている人やその家族も苦しいし、見たり聞いたりしているのも苦しいからはやく終わ

ってほしい。

・テレビで見るウクライナの映像を見てとてもかわいそうだと思う。自分ができることはできるだ

けやって、色々なことに協力しようと思った。このようなことが他の国で起こらないでほしい。

・ロシアは中国みたいになっているように思う。自国の中で情報統制されているので、家族がウク

ライナにいてもロシア国内では攻撃しているという情報が伝わらないから、ウクライナが攻撃さ

れていても信じてもらえない。プーチンは秀吉みたい。日本を統一して朝鮮に手を出した。戦い

に勝ってその勢いでウクライナを攻撃している。
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・たった 1 人の指導者によって何百万人の人々が巻き込まれているのはおかしいと思います。一

番の問題は無関係の市民が巻き込まれているのにもかかわらず、ロシア側はやめようとしないこ

とです。さらに僕が見る限り国際的な問題のはずなのに対応が甘いように思います。交流の停止

などではなくもっと厳しい罪を与えるべきです。最悪の場合「核」の話まで出てきています。今

のとこ僕 1 人ではただ見守ることしかできませんが、何人もの人々が立ち上がればこのひどい

現状を変えることができると思います。はやくこの争いが終わることを願っています。

・よくないと思います。理由は、多くの人が殺されてしまうのはよくないからです。

・ウクライナの人たちは、何一つ悪いことをしていないのにも関わらず、たくさんの被害を受けて

いて、本当に不幸な人生を送っていると思います。テレビのニュースなどで、小さな子どもが泣

いている映像を見ると私まで悲しくなったりもします。まだ、未来のある子どもたちにまで辛い

思いをさせていて、たとえ、ロシア側にどんな理由があっても、こんなことをしてはいけないと

思います。今、私たちがいつも通りの生活を送っている一方で、ウクライナの人々は常におびえ

ていると考えると、何だか私もつらいです。私にも何かしてあげられることはあるのでしょうか。

ほんの小さなことでもウクライナをさせてあげたいです。私は戦争をすることによって、何かメ

リットはあるのだろうかと不思議です。たくさんの人が亡くなり、土地も荒れ、デメリットしか

ないのではと私は思います。この世界が１つになることは難しいかもしれませんが、戦争はなく

なってほしいです。たとえ、恨みを持っている国があったとしても、武力でどうにかするのでは

なく、何か違う方法があると思います。戦争のない平和な世の中になりますように。

・ウクライナ市民に攻撃するのはよくないと思う。使ってはいけない兵器を使うのもよくないと思

う。ロシア軍事侵攻の目的がよくわからない。

・みんな同じ人間なので戦争などやめて、たくさんの人が幸せに暮らせるような平和な世界にして

ほしい。たくさん人が嫌な思いをして亡くなってしまうのは他の国からみていて、どう考えたっ

て悲しい。戦争などない、お互いの国同士が認め合って、平和な世界をつくってほしいと思いま

す。

・今回のロシアのウクライナ侵攻については、毎日のようにテレビで報道されていて、身近に感じ

ることはないけれど、何か近くにあるように感じます。情報が多くある今の社会で、様々な人の

意見や考えが簡単に見ることができると思います。その中で、何が正しいのか、何がデマ情報な

のかを考えなければならないと思いました。なかなか他人事とせず自分のことのように考えるこ

とは難しいですが、実際に起きているということに変わりはないですし、苦しんでいる人もたく

さんいます。1 人の言動や行動で終わることではないからこそ、たくさんの人が考えていかなく

てはならないと思います。始まってしまった以上終わらせるということが最優先だと思いますが、

侵攻が終わった後のロシアとウクライナの関係性や、世界各国野動きも重要になってくるのでは

なかと思います。平和の大切さ、日常のありがたみを考えさせられると思いました。
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・プーチンはおかしいと思う。戦争をやることがおかしい。しかもウクライナの領土を奪って人の

命を奪うことがまず許せないと思います。人間としてとんでもないと思います。ウクライナ人は

領土を取り返すために自分の命を犠牲にして守りに行くのはとてもかわいそうです。

・いくら他国がしようとしていることを銃などを使って止めようとしたり、死傷者を出したりして

ウクライナの住人に攻撃をするのはやめてほいと思った。

・これはロシアそしてその中のプーチンたちが悪いです。プーチンは欲がだいぶ強いです。実際 No
war といっているのに、ロシアの兵でも軍事演習だと聞いていたと言ってる。ロシアはインター

ネットを遮断して国民などが色々なことをできなくしています。

・戦争の内容については、あまりよく知らないけれど、してはならないものだと思う。ウクライナ

の人もロシアの人もこの戦争を望んでいなかったから、関係な人々を巻き込むのはやめてほしい。

わざわざ死人を出すほど多くの人々を巻き込んで争わないでほしい。

・ロシアからウクライナによる戦争をやめてほしいと思います。

・一般の人たちにも被害が出ているのでよくないと思います。

・この戦争は誰も望んでいないことだと思うので、今すぐにやめてもらいたいです。家族など、大

切なものを奪われてまで戦争をする意味がよくわかりません。早く平和になってほしいです。

・この戦争はウクライナは何もしていないのに、。ロシア軍は民間人を殺したりするのはよくない

から、この戦争をはやく終わってほしいと思った。ウクライナ人の家族は父親の帰りを待ってい

ます。父たちがロシア軍の手で殺しているから、この戦争はよくないと思った。それに、まだ生

まれて数か月しかたっていないにも関わらず、危険な目に合わせるのはかわいそう。ウクライナ

の首都キエフはもう取り返しのつかないことになっている。僕も世界の人も仲良くやっていきた

いと思っているかもしれないから、ロシアとウクライナははやく元に戻ってほしい。

・ネットでロシアやウクライナの軍人の人々が戦いたくないみたいなことを行っているの見たの

で、プーチン大統領のせいでみんな巻き込まれていてかわいそうに思った。

・あまり気にしてはいないけれど、日本への影響が大きくならないことを願っています。

・ロシアがウクライナに攻撃する必要はないと思った。

・戦争はやめてほしい。

・戦争はよくないと思います。
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・戦争の理由を知らないが、戦争で苦しんでいる人がいるから戦争はやめた方がいいと思う。ウク

ライナの人々が苦しい状況だから、今の日本にできることをしたい。(募金や寄付など)

・戦争反対！戦争で死亡者を出すのはよくない。

・今、ウクライナにロシアが攻めているという状態で、ウクライナに限らずロシアにもたくさんの

死者が出ている、私たちから見るとロシアが悪いのではないかと考える人がたくさんいるだろう。

けれど、ロシアのプーチン大統領を信じている人もいる。周りからみれば、ウクライナを攻めて

いるとしてプーチン大統領を批判する人のほうが多いと思う。けれど、戦争をしてたくさんの死

者を出す結果にしろ、今もウクライナを苦しめ続けているプーチン大統領に勢力が高まっている

のはなぜだろうとか疑問に思った。両親にロシア人やウクライナ人がいる人はどうしたよいか。

不安だしすごく心配していると思う。オリンピックをやっている中でも戦争を続けたロシアの目

的がわからない。そこまでし続ける必要があるのか。私は戦争のない世の中にし、誰もが笑って

幸せに生活している平和な世界を作りたい。そのために私たちが日々平和を求め、今の世界を戦

争のない世界に変えていく必要がると考えた。

・自分はロシアの攻撃的な行動で、第三次世界大戦が起こってほしくないです。ウクライナはロシ

アとはもう別の国でウクライナを自由にさせてもらいたいです。

・今回のウクライナ侵攻は、どんな理由があろうとも絶対にダメだと思います。今後、ロシア、ウ

クライナ共に決してよいメリットはないです。一般市民が危険にさらされている中で、誰も手を

差し伸べることができない、そして、他国のこの侵攻を食い止める助けもできない、こんな中で

何かやらなければ平和が戻ることはありません。今も逃げ続けている人もたくさんいます。親が

いなくなった子供もいます。最近こんな話を聞きました。「小さな女の子が銃で腕を撃たれて手

を切断しなければならなくなった」と。ただ危険から逃れるだけで小さな女の子が未来の希望を

なくさなければならならないのでしょうか。今後、この「戦争」が一刻も早くなくなることを願

います。

・そもそも、実際の戦争は、「プーチン大統領 vs ウクライナ」という状況だと思います。ニュース

等でも、ロシアの兵士たちは、自分たちは何をしているのかわからないと言っていました。また、

ウクライナも、ロシアよりずっと武器や兵士は少ない中でよくここまで頑張って持ちこたえてい

ると思います。ウクライナ国内では、キエフを中心の東西南北すでにほぼ侵略されてしまってい

ます。ウクライナの国民が泣きながら非難したり、爆撃された跡地に立ち尽くしている映像も見

ました。前述した通り、ロシアの兵氏は何をしているかわからないのにも関わらず、すでに何千、

何万という規模でウクライナ人を殺し、また、自分たちの見方も亡くなっています。殺す気はな

いのに無心で攻撃をして、一方ウクライナ側も、政府、民間人共々辛い思いをしていると思いま

す。そして日本でも、自衛隊を派遣したり、受け入れ順を調整するなどしていることはよいこと

だと思います。自分自身、ウクライナ人にあったことはありませんが、いざ受け入れるとなった r
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是非、協力したいと思います。また、これまで両国の生中継を見たことがありますが、ロシアは

意外と普通の生活だったので、ロシア人への変な見方は亡くなりました。(プーチン大統領は別

ですが…)一方ウクライナは、町中は荒れ地と化し、人々は建物の裏や避難所に逃げていました。

人々は建物の裏や避難所に逃げていました。ロシア人の中には、ウクライナ人を助けたいと思っ

ている人もたくさんいるともいます。しかし、プーチンの支配下では手も足も出せないのは明白

です。以前、ニュースに乱入し戦争反対を訴えたテレビ局スタッフも、現在はそんなことができ

なくなってしまっています。そして個人的にきになることで、アノニマスの存在があります。ロ

シアの政府関連のサイトのハッキングをすることで、戦争に反対する意志を示しています。もち

ろん、ハッキングは犯罪ですが、こんな国際的なハッカー集団が協力してくれていると思うと応

援したくなる気持ちもどこかにあります。先程、日本からの応援の話をしましたが、日本に超重

要な人物がいることを思い出しました。安部元総理です。安部元総理は、過去の何度も首脳会談

でプーチン大統領と話しています。世界的に見ても、恐らくトップレベルにプーチン大統領と面

識のある人物だと個人的に思っています。安部元総理なら、何か説得してくれるのではないかと

期待している自分もいます。そしてこれらの含めて、一刻も早いい終戦を願っています。(長文

失礼しました。途中途中、乱文だったり、順序、日本語がおかしかったりとあります。)

・話し合いをすればいいと思うし、一般市民を巻き込まないと言っていたにもかかわらず何百、何

千人もの人を巻き込んでいる。戦争をしていた時代じゃなく、令和にもなって戦争しているのは

おかしい。

・戦争はよくないので、今すぐやめさせるべきだと思う。

・戦争はやってはいけないことだと思う。今回のロシアによるウクライナ侵攻については疑問をい

だいた。それはなぜ、人の命を奪ってでも戦争をするのか。戦争以外でもいくらでも方法がある

のに戦争を選んだのか自分は知りたい。

・どの国同士であっても戦争、侵攻は行ってよいことではないし、戦背負うに勝利したなどしても、

今もこれからもよいことは起きないと思う。ロシアの中にも、反対している人は少なからず存在

し、やめてはしいと訴えている。だから、ロシアの人々全員が戦争、侵攻に賛成していない。そ

の人々まで追いつめてはいけないと思う。世界全体で戦争を止められるように、協力が大切だと

思った。

・「戦争」ときくと、あまり自分とは関係のないことだと思ってしまう時があります。ですが、テ

レビやニュースで枚に報道されているのを見ると、あまり他人事ではないのかなと思うことがあ

ります。実はこのウクライナ侵攻等の状態は、1 年前から始まっていたと言われています。1 年

前から始まり、最近本格的に侵攻が始まったそうです。中学 2 年の自分にできることは少ない

のかもしれません。ですが、インターネットアプリなど自分の名前に「No war」と意地を入れ

たり、それが本当のウクライナのためになるのか？と聞かれるとそうでないのかもしれません。

それでも、このウクライナ侵攻という大きな問題を「他人事」として聞き流すのか、それとも、
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自分も何か協力しようと行動するのか、これは意識の問題だと思います。実際にウクライナでは、

戦争に行くか迷っているという人がいます。僕はこれには全体的に反対します。戦争に行かない、

戦わないことは弱いことではなく、賢いことだと思います。戦争に行って何になるんでしょうか、

何かいいことがあるんでしょうか、誰もそんなことは望んでいません。戦争は誰もよい思いはし

ません。このウクライナ侵攻という問題を「他人事」と考え、とらえるのではなく、身近なもと

考えると、少しでも戦争に対する意識というのは変わるのではないでしょうか。この戦争がいち

早く終了し、これからの平和が続くことを僕は祈っています。

・私は、今起きているロシアによるウクライナ侵攻は一般市民や子供にまで死者が出ていて、許さ

れるべき行動ではないと思っています。また、ウクライナ人は兵士のほうの中でも死者が多く出

ています。ロシアは核兵器を使うことを示唆しており、このままでは第二次世界大戦と同じよう

な結果になってしまう可能性があります。ロシア国内でも反戦デモを行った人や、それを呼び掛

けた人が捕まってしまうことがあります。そのため、ロシアによるウクライナ侵攻は絶対に許さ

れるべきではないと思います。私は、ウクライナ人にもロシア人にも死んでしまっていい人なん

ていないと思っています。だから、なるべく早くこの侵攻が終結することを願っています。

・僕はロシアが圧倒的に悪いと思いました。でも、その中でも特にプーチン大統領が悪いと思いま

す。理由は世界は核があるからこそ、平和をたもっているけれど、プーチン大統領みたいな人が

いると平和を保てなくなるからです。僕たちが今できることは、ウクライナを応援するしかない

と思います。

・ロシアやウクライナは悪くない。人々も何も悪くない。それなのにほとんどの人が命を失ってい

る。それなのにプーチン大統領はウクライナの街をどんどん潰していっている。みんながやめて

と言っても爆弾をみんなのいるところに落としてプーチン大統領はどう思っているのかと思いま

す。兵士一人一人に待っている家族がいることをみんなに伝えたいです。

・今回、ロシアとウクライナの戦争は様々な情勢により複雑な状況になっていると思いました。特

に私が怖いことは、ボタン一つで核爆弾を落とすことができることです。日本は世界で唯一の被

爆国なので、世界に核爆弾のことを発信するべきだと思います。

・ロシアのウクライナ侵攻について、ニュースをたまに見かけますが、〝ロシア人が悪い〟という

差別的なことを言っている人が意外と多くて少しびっくりしました。私の考えでは、〝ロシア人

〟が悪いのではなく、ロシアの政府の人たちがおかしいのだと私は思っています。誰も得をしな

い戦争を繰り返すことは、とても悲しいです。戦争がなくなること、収まることを願っています。

・ウクライナが何をしたのかわからないけれど、このままだと第三次世界大戦が起こりかねないか

らやめてほしいなと思いました。核兵器が落ちると地球が大変なことになるから、早くやめてほ

しいと思いました。
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・何がしたいのかわからない。もっと他に方法はなかったのか。平和的解決を思いつかないのか。

戦争まで起こしてウクライナがほしいのか。別にウクライナが NATO に入っても互いのそのま

まにすれば何も起きない。ウクライナ以外の国を巻き込んでやることではない。

・何も悪いことをしていないのに、ロシアの事情だけで攻撃されているのがかわいそう。

・戦争をすることはよくないと思います。早く戦争が終わって、平和になっていほしいです。

・戦争は昔の話だと思ってたから、最初にニュースを見たときすごくびっくりしました。昨日 1000
人程の非難している避難場所に爆弾が落とされたニュースをテレビで見て、避難している場所に

まで落とすの？と衝撃を受け、何人かの人が犠牲になってしまったことにとても悲しくなりまし

た。日本の移住している外国人の方が、連絡のない家族を心配していたり、小さな子どもが親と

離れてしまっていたり、悲しいなんてものではない気持ちを味わっている人々がたくさんいるの

に、自分の国の領土のことを言ってなかなか会談を進めないプーチン大統領は何を考えているの

か、大人げないと思いました。戦争は全体にだめだと思います。早く戦争が終わって、ウクライ

ナの人々が幸せに暮らせる日が来ますようにと思いました。

・ウクライナはロシアに何もしていないのに、勝手に侵攻してきて本当にロシアがひどい国だと感

じました。ウクライナに侵攻してなにが楽しいのか？？考えていることがおかしいと思います。

少しでも、死者が減って、平和な国に戻ることを願っています。そして、日本がなにかしら協力

して、助けたいなと思っています。ニュースを見ると、ほとんどが戦争の話で、見てるこっちも

つらいです。ウクライナの人なんかもっともっとつらいと思います。こんなことになって本当に

ビックリです。

・戦争はよくないと思う。戦争は失うものが多すぎると感じています。大切な家族を失ったり、馴

染みのある場所なども失ってしまいます。ウクライナでは、現在死亡者数は最低でも 1.9 万人と

死亡者を除く負傷者数は 1930 人。人へ被害があるので戦争は行うべきではないものだ。

・私はこの２つの国の政治的や領地などの争いで、一般人を巻き込み殺し合う必要はないと思う。

「戦争」という出来事は話し合って解決できないから起こってしまったと思うが、今の時代に起

こってしまうことはいけないと思うし、時代が発展しているからこそ、新しい効果の大きい武器

は作られてしまうと思う。その結果どちらかの国は負けてしまうが、負けてしまった国はミサイ

ルなどによってどのくらいの被害を受けてしまうのか、それはいつ戦争が終わるかで変わってく

ると思うが、どちらにしてもつらい思いをしている人はたくさんいると知っていてほしい。

・ネットの情報やニュースでの特集など、私もさまざまな情報を日々見たりしています。私はロシ

アとウクライナの関係について詳しく知りません。ですが、ロシアの政府、プーチン大統領が悪

いと考えています。Tik Tok などネットの情報を見ると、私はロシア軍兵も本当は戦いたくない

のではと思っています。黒海などウクライナを占拠することで様々な利点はあります。けど、な
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ぜそれらを得るためにウクライナへ侵攻するという判断を下したのか気になります。

・ロシアは戦争を起こして物事を収めようとしているが、何の解決にもなっていない。ただウクラ

イナの人々が苦しんでいるだけである。戦争をやめてきちんと話し合って進めるのが正答である

と思う。

・ロシアによるウクライナ侵攻は、この規模での戦いでせめてあってほしいと考える。ウクライナ

はロシアに攻撃され、死者も増えてしまっている。日本としては、戦争は起こすべきではないと

思う。また、ロシアはウクライナを攻撃して建物を壊してしまって、各国から経済制裁も受け、

もうロシアはウクライナを攻め切るだけしかできないと思う。だから、ロシアとウクライナの戦

いだけで、NATO 対ロシアなどになってほしくない。アメリカも加入しているため、日本も危

ない状態になってしまう。(まさに第三次世界大戦のはじまり)

・一般市民が危険な目にあっているのが本当に怖い。子供たちを殺してでもウクライナがほしいロ

シアの気持ちがわからない。教科書でしか見たことがなかった戦争が、こんなにも簡単に起きて

しまうということ、戦争がこんなにも恐ろしく、悲惨なものであるということがわかった。世界

で唯一の被爆国として何かできることはないか考えたい。私には何もできない。ではなく、私に

できることを少しでも考える機会になった。ロシアや中国がいつ、日本や世界に手を出すかわか

らない。今の状況がウクライナの方々が不安な気持ちでいっぱいな状況がはやく終わってほしい。

・今回のロシアによるウクライナ侵攻について、ロシア(プーチン大統領)は、自分勝手が過ぎてい

ると思う。これは「ロシア」が悪いのではなく、プーチン大統領がやり過ぎている。ロシアの国

民は戦争なんてしたくないという人が大半で、自分が戦争に行くことも知らずに戦いの地に連れ

ていかれるということも起きている。また、戦争に反対する人は捕まってしまうということも起

きている。このことから、やはりロシア(プーチン大統領)はやり過ぎだと思う。

・私は正直、政治についてあまり詳しくありません。ですが、ニュースをテレビで見ていると、ウ

クライナの人々の悲惨な状況がよくわかります。罪のない人々が無差別に殺されていると思うと、

ロシアに対す怒りとウクライナの人々への悲しみが湧いてきます。この今の科学が発達している

世の中で、発達した技術を人を殺めるために使うのは絶対に間違っていると思います。こんなこ

と、この世の中にあってはいけないことです。たとえどんな理由があったとしても、全く罪のな

い人々の命を奪うのは絶対にやってはいけないことです。今までに殺された人々にもきっと夢や

未来があったはずです。被害にあっているウクライナの人々はそれをすべて奪われたことになる

のです。早く、一刻も早くこの戦争といえる状況が終わってくれることを心から願っています。

・ロシアは嫉妬しているのだと思います。ロシアはウクライナが EU へ行ったことを許せず暴力を

ふるっているのでしょう。そして、ロシアのもとへ戻って来てほしいのでしょうか。やはり力づ

くではなく、話し合って解決すればいいと思います。プーチンも変わるべきだと思います。
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・毎日のようにロシアとウクライナのことについてニュースで聞き、ロシアのしていることは戦争

と同じだと私は思います。力で勝つという考えはあまりよくないのではないかと思いました。自

分たちのしたいことのために人の命を奪うのは違う気がします。ニュースで見ていて今のロシア

はまるでテロのようだと思いました。自分の国の人たちにも攻撃をしていて、国主導のテロみた

いだと感じました。ウクライナに攻撃をしている人たちに自分たちに大切な人がいるように、ウ

クライナの人たちにも大切な人がいて、その人が巻き込まれて亡くなってしまったり、今もまだ

逃げられていない状況なのだということを理解してほしいと思いました。

・私はこのロシアによるウクライナ侵攻を戦争だと思います。そう考える理由は、一般人が巻き込

まれてしまっていることです。今やどんどん増えていく避難民。壊されていく住居など、安心し

て過ごすことができなくなってきています。その中で精神的苦痛を感じている人は少なくないと

思います。平和で安心して暮らせる、それが争いによって崩されているのは、戦争というのでは

ないでしょうか。

・今回のウクライナ侵攻のように、外国の国に侵入して攻撃し、多くの人たちの平和や命が奪われ

ていうのは、とてもひどくて残酷なことだと思う。早くこのウクライナ侵攻が終わって、ウクラ

イナの人々が安全で平和になってほしい。

・新聞でこのニュースについて知ったとき、僕はとてもショックを受けました。戦争が始まってし

まったと知りとても悲しくなりました。戦争では罪のない人々がたくさん死に、苦しむとても恐

ろしいことです。侵攻を受けているウクライナの方々やロシアの市民らがかわいそうだと思いま

す。ウクライナの人々もですが無関係のロシアの人々もかわいそうだと思いました。一部では周

りの人たちからロシア人だからということだけで差別されたり、いじめられている人たちもいま

す。なので、ロシアの人というだけで差別するのはよくないことなので、している人はやめてほ

しいと思います。もちろんウクライナの人達も苦しんでいるそうです。爆撃から逃げてきて、避

難所にも爆撃をされたそうです。そして、ある新聞を読むと、子供達がいるとロシア語で書いた

劇場にも爆弾が落とされたようです。逃げてきている人がいるとわかっているのに爆撃をするの

は最低だと思います。ロシアの政府は早く侵攻をやめてほしいと思います。ですが、今はもうか

なり侵攻をすすめてしまって、ロシアも引き返せないんだとぼくは思います。ですが、罪のない

子供たちや大人たちのために侵攻をやめてほしいと願っています。

・自分の国が攻撃されたら、危険な人が出たり、国が破壊され、怖い目にあうのに、他国に爆撃だ

とか戦争を起こさないでほしい。戦争を受けた側がどんなに大変苦しいのか、早く平和になって

ほしい。

・私はロシアによるウクライナ侵攻は今すぐにでもやめるべきだと考えます。なぜなら、皆が平和

に、笑顔であふれる日々を暮らしたいと思うからです。私は最近よく、ロシアによる爆撃で小さ

い命や幸せに暮らしていた人々の命が奪われて、その後遺族の姿をニュースでよく見ます。皆、

ただ平凡な日々を暮らせるだけで幸せなのに、その幸せを奪っているロシアには嫌気がさします。
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けれど、ロシアに住んでいる一般市民だって、別にたくさんの人の幸せを奪いたいわけではない

し、自分たちもロシアの大統領、プーチン大統領の被害者だと思っている人が多いかもしれませ

ん。いっぱい苦しんでいる人がいるなら、勝ち負けなどを気にせず、皆の幸せを願い、ロシアに

よるウクライナ侵攻をやめてほしいです。もう、失ってしまった命は取り戻すことはできません。

だからこそ今、これ以上たくさんの笑顔を奪ってほしくない、失った命は取り戻すことはできな

いけれど、奪うのを防ぐことならできる。私か書いたこのメッセージが、ロシアのプーチン大統

領に届くことを願っています。そして、ご家族を失われたご遺族の方々、失われた笑顔の分まで

これからの人生いっぱい笑ってください。

・戦争について、小さい頃からドラマ、教科書、本などで絶対にやってはいけないことだと教わっ

てきました。命がどれだけ尊いものかを私たちはわかっているに、大人(ロシア)が戦争をしてい

る理由がわかりません。今、日本が行っているようなウクライナの人々を避難させるなどしてこ

れ以上人が亡くならず、すぐに戦争が終わってほしいと思っています。第一次、第二次世界大戦

の経験から、戦争をしても何も生まないこと、平和が一番だということをロシアに気付いてほし

いです。また、今は地球温暖化などの社会問題もあるので、戦争なんてしている場合ではないと

思いました。私はこれから、ロシアのような周りを見ないで行動するのではなく、周りの状況を

判断して過ごしたいです。

・ゼレンスキーさんの支持率がこの戦争で一気に上がったということは、ウクライナ市民の大半が

このやり方に賛成している。僕はサワヤン兄弟を見ているので、まだマスコミに流れていないよ

うな情報をキャッチしている。そこで、キャッチしたのが、ロシアの生物兵器だ。第一次・第二

次世界大戦であれだけ戦争はダメと世界の人が理解しているにも関わらず、また始めようとする

のは人間ではない。プーチンは義務教育を受けていないのだと思う。日本の偉い人は YouTube
をもっと活用して、本当に今、ウクライナに必要なものを支援したらいいと思う← Twitter を活

用して、若者の意見聞く！

・〝ロシア〟を悪者にしている人がいるけれど、悪者にすべきはプーチン大統領だ。いまするべき

ことは、ロシアを悪者にすることではなく、ウクライナを支援することだと思っています。「プ

ーチン大統領が悪いのは事実」だが、ガヤガヤ言ってもプーチンは聞かないので、その時間でま

ず死傷者を減らしたいです。

・ぼくにはなぜこの戦争をしているのかをよく知らないからこんなことを言えるけれど、戦争で生

まれるものは何もない。全てむだだと思う。この戦争を行おうと思ったプーチンにしっかりとし

た理由を聞いたらもしかしたら納得するかもしれない。だけど、関係ない人を痛めつけたり壊し

たりするのはすごい悲しくなる。プーチンもここまで来たらやめられないのかもしれなけれど、

みんながやめようと思っているだからやめてほしいと思う。No war.ウクライナの人頑張れ！

・戦争をすることは相手国にとっても自国にとってもいいことはないと思う。今回のロシアとウク

ライナの戦争は何の罪もないウクライナの国民の人たちが家族を奪われたり、家が壊されたりし
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ている。これらのことからも戦争はやめた方がいいと思う。また、一早くウクライナとロシアに

平和が訪れてほしいと思う。

・ロシアのウクライナ侵攻について、あまりニュースを見ないからよくわからないけれど、先生や

友達からの話を聞いて、どうして話し合いができなかったんだろうと思った。国のことだし、ロ

シアのこともウクライナのことも自分にはわからないけど、よく話したり、ロシアとウクライナ

以外の国の意見を聞いたりしていれば、何か変わっていたのかもしれないと思った。どうすれば

いいのかわからないけど、これ以上被害を広げずに早く終戦してほしいし、もっとロシアとウク

ライナのことについて知っていきたい。

・何も知らないでウクライナを攻めているロシアの人がいるからその人がかわいそう。アノニマス

が頑張ってロシアをやっつけたらかっこいい。歴史が増えて未来の子どもたちがかわいそう。ロ

シアとアメリカが仲直りしてほしい。日本は巻き込まれたくない。プーチンはわがままだけど、

ちょっと気持ちがわかるから攻められすぎてかわいそうだし、みんなかわいそうだから戦争をや

めてほしい。

・僕は戦争をやめてほしいと思う。理由は 2 つある。1 つ目は、何もしていない国民や兵士の命が

たくさん奪われてしまうから、新しい領土や資源がほしかった。ちょっとした問題などで政治家

たちによって戦争を行うと決められ、罪のない人々たちの命が奪われるのはかわいそうだ。2 つ

目は、自分が巻き込まれるのが怖いから。第一次世界大戦と第二次世界大戦など他の様々な戦争

からもわかるように、1 つ目の地域で始まった戦争が世界中の多くの地域に広がり、全く関係の

なかった国々が戦争し、世界中で多くの人々が亡くなったりした。だから、今起きている戦争も

世界中に広がり、日本も戦争をしてしまうのではないかと思う。憲法ではしないといっているが、

もしかしらたら戦争をしてしまうかもしれない。自分も兵士として戦いに行かなくてはならなく

なるかもしれないと思うととても怖くなる。これらの 2 つの理由からできるだけ早くではなく、

今すぐにウクライナ侵攻をやめてほしい。

・今、戦争をするべきではないと思う。テレビをつけると、ニュースでウクライナの侵攻について

のことを話しているのを見て、なぜ今、戦争なんてやっているのかと思いました。歴史の授業を

受けているとき、戦いがすぐに終わる戦争は歴史の教科書にはのっていませんでした。ニュース

を見ると今日は何人の人が亡くなりました。というニュースがながれてきます。私よりも小さい

子も殺されてしまいます。それは絶対にダメだと思います。戦争はもうやめてほしいです。

・まず第一、このウクライナの戦争は完璧にロシアが悪いと私は考えている。なぜかというと、こ

の戦争はウクライナがなにかのグループ的なものに加入するのを反対したロシアが今の現状をつ

くり出している。ニュースを見たり、YouTub を見ればすぐにわかることだが、本当はアメリカ

などの軍事勢力が強い国もこのロシアの行動に反対している。だがなぜウクライナの侵攻を止め

ていないのかと思って調べたりした。するととある記事がでてきた。「ロシアがウクライナへ核

をつかう」といっていて、あまり手も出せない状況。ニュースを見て、プーチン大統領が暗殺さ
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れてしまった場合、ロシアが保有している核がほかの国などに発射させられるという事もしった。

「これじゃあ、もう何をしたって無駄だということだな」と思った。だが、日本にもその核はく

るといわれている。この事よりも、日本が窮地にたたされているのが、ロシアとウクライナは小

麦の名産地で、日本への輸出もとても多く、しかもファストフード店などのハンバーガーにつか

われているバンズにあたる部分のものは、ロシア産であることだ。この戦争は、あくまで自分の

予想だが教科書にのると思っている。今回のロシアとウクライナとの戦争で、ウクライナの病院

や建物などにばく弾がおとされていて、この前は新婦にばく弾のせいでどちらも亡くなってしま

ったというニュースも見た。

・国同士の事情があるのは仕方ないが、市民を巻き込むのはよくない。話し合いで解決してほしい。

・たくさんの人が亡くなっていて、ウクライナの人もロシアの軍人も戦争をしたいと思っていない

とニュースで聞いて、なるべく早く戦争が終わって欲しいなと思った。武力やお金で大きな差が

ある中で戦っているウクライナはすごいと思う。自分でも身近にできる支援をしたい。

・ロシアのテレビでうその情報を流すのは違うと思う。ロシアの攻撃はやりすぎだと思う。

・今すぐに戦争をやめてほしい。

・ウクライナがかわいそう。日本にも被害がきそうで怖い。

・ロシアによるウクライナ侵攻について考えることは、戦争をやめたほうがいいと考えます。なぜ

なら、関係のない市民が巻き込まれて死亡してしまう可能性があるからです。私はこの戦争を今

すぐにやめた方がいいと思います。今やめれば、たくさんの命が助かると思います。

・たった 1 人の意志で物事が決まること、それで民間人、ましてやこの国までを脅かすことは間

違っていると思う。少なくとも、コロナの影響でただでさえ制限されている生活であることにも

関わらず、他国の戦争に日本・私の今の楽しい大切な時間が巻き込まれる可能性があることは絶

対に間違っている。

・僕はこの戦争はロシアの理不尽な侵攻がいけないと思います。ロシアは過去にもウクライナの

クリミア半島などを不当に占領しているので、この戦争でロシアの政府が変わってほしいです。

また、ロシアは核をもっているので、この戦争が核戦争にならないで欲しいと思います。
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緊急アンケート調査 2022 年 3 月 17 日

中３

・なぜロシアがウクライナに侵攻しているのかは、よく分からないが戦争は得することがないから

やめたほうがいいと思う。なぜロシアは戦争しなければいけなくなったのかが知りたい。ウクラ

イナは何をしたのか。詳しいことは分からないが、とにかく戦争は、やめたほうがいい。やめて

ほしい。

・私は、子供のけんかのようにみえます。小学校の頃、話し合いで解決でききず、なぐりあいをし

ている友達がいました。ウクライナ侵攻のことは、あまりよくわかりませんが、私は、あの小学

校の頃の友達とよくにているようにみえました。ですが、あの友達は自分たちでなぐりあいして

いましたが、ウクライナ侵攻は、当の本人ではなく、指示されている人たちがなぐりあい(戦争)

をしています。すごく見ていて悔しいです。先日、福島に震度 6 強の地震がおこりました。私

も東京都にいましたが、揺れを感じ玄関のドアをあけて周りを確認しました。私は、その時いつ

も何気なく過ごしている日常がすごく尊いものだと感じました。今もきっとウクライナでおびえ

ている人がいる。日常が非日常になっている人たちがいる。その気持ちを一瞬だけ先日体験しま

した。全ての人が幸せな日常を送れるように心から願っています。戦争では、なく別の方法で解

決はできないでしょうか。

・21 世紀に戦争するのは何故でも誰でも「今さら？」「もう遅い」と思う。「話で解決できないか

らこうなっている」というのは分からなくもないが、大の大人が"話で解決できない"のは未熟す

ぎであり、力任せになっているのは幼稚すぎると思う。ロシアの軍人は、やりたくてやっている

わけではない。トップにあやつられている状態。トップは命の尊さを分かっていない。育ちが気

になる。人を傷つけたことしかないのだろうか…？ゼレンスキー大統領は国民の寄り添っていて

優しい。アメリカが参戦するようだがやめてほしい。残念ながら命は戻らないが、こわれた町に

ついてはトップが責任をもって復興してほしい。

・今回のウクライナ侵攻は他人事のように考えてはいけないと思う。なぜなら日本の近くにはロシ

ア、アメリカと並びつつある経済大国中国がいるからである。中国はロシア、北朝鮮と仲が良く、

いつ日本が侵攻されてもおかしくないと思う。けれどもこれ以上ウクライナとロシアの戦争は激

しくならないと思う。それはもし、この戦争がヒートアップして、アメリカ対ロシア他の国の第

三次世界戦争に発展したら、世界が終わってしまうからだ。そして、今現在戦争によって亡くな

っている人が多数いる中で、僕たちが今生きていられるのは、運が良い事だというのを再認識し

なくてはならないと思う。

・意味のない戦争はよくないと思う。罪のない人たち、子どもたちが亡くなっていってしまうとい

うニュースを見ると心が痛くなる。ウクライナで武器を持って戦っている人たちがいるというの

を聞いて、とても心苦しくなったし、ウクライナの人たちを尊敬します。ロシア人もウクライナ

人も望んで戦争しているわけじゃないと思うから、早く終わることを願います。あと、プーチン
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は身勝手な人だと思う。ウクライナを他の国にとられたくないかもしれないけど、ウクライナに

はウクライナの気持ちがあるんだから、それを無視してウクライナ侵攻だなんて、なんて身勝手

で自己中なんだろうと思います。

・ロシアは別に領土が狭いわけでもないのに、ウクライナと戦ってどんなメリットがあるのかをロ

シアは考えていない思う。ロシアの人も戦争をやめてほしいと思っている人がいるなら、その人

同士で組んで、どうにかやめられるように話せばいいと思う。ウクライナの人は殺されたくなけ

れば本当に必要な時意外は外に出なければ殺されないのに、なんで外に出るのか理解できない。

・ウクライナの場所を勝手に取ったり侵攻するのはよくないと思います。何もやっていないのにや

られているウクライナの人々がとてもかわいそうだと思います。また、ウクライナの大統領はと

てもすごいと思います。自分がロシアから狙われているのも関わらず、人々共に戦争を反対して

いるところやけがをしている人のところへ駆けつけて話をしているところを見てとても頼もしい

大統領だと思いました。僕はいつ戦争が終わるのかとても不安です。何もやっていない人々が意

味もなく殺されてしまったり、生きる場所を取られたりしていてとても苦しんでいるので、戦争

が早く終わってほしいです。

・私は戦争などよくないと思います。力以外での解決方法も他にたくさんあると思うのに、どうし

てこの方法にいなってしまったのかとても悲しくなりました。しかも、戦争を辞めろなどと自分

たちの意見をいうだけでもつかまったりしてしまう。まるで 1 つの意見しか持ってはいけない

といわれているようです。力で無理やり考えを変えようとするのはいけないと思います。つかま

える＝ 1 人 1 人の意見の多様性を認めていないのだと思いました。そして多く人などが使って

いる施設などは攻撃していないなどとロシアは言っていた気がします。でも嘘をついていると思

います。嘘じゃなかったらこんなに死人は出ないと思うし、こんなに生活は苦しくならないと思

いました。もうこんなに醜い争いはやめてほしいと思います。あと、人間だからおこってしまう

と考えるともっと悲しくなります。戦争はやってはいけないことだと思うので、ロシアだけでは

ないと思いますが、なくなってほいです。力で解決という考えがこういう時ではなくなってほし

いと思いました。少しでもできることはしたほうがよいかなと思っています。

・今の時代に戦争は合わないと思う。プーチンにはもう少し冷静になって考えてほしいと思った。

気に入らないならしっかりと話し合いをするべき。人を殺して場所を乗っ取ってやっていること

は犯罪者などと変わらない気がする。早く終わってほしい。コロナで暗いニュースばかりなのに

これ以上増やさないでほしい。将来のある子供がかわいそう。親もかわいそう。本当のロシアに

得があるのか？

・今回のロシアとウクライナの戦争では、どのような内容で起こってしまったのかはわからないけ

ど、やっぱり戦争はよくないと思います。昔は、よく戦争があって、今ごろに戦争をやるのはお

かしいと思います。人がたくさん死ぬということを自覚して、一方的にロシアの人たちは攻撃を

しているのかなと思います。プーチンはそこまでして町を壊して、人の命を奪いたいのかと思っ
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てしまいます。人それぞれの気持ちはあるけれど、ここまでするのはよくないと思います。ウク

ライナの亡くなった方々の家族も、絶対悲しんでいるし、国としても迷惑だと思います。命は一

人一つのものなのでしっかりと一日一日を楽しんでもらいたいと思っています。これからロシア

とウクライナはどうなるのかはわからないですが、プーチンはしっかりと人の気持ちを考えても

らいたいと思います。なぜなら、ロシアという国の大統領という偉い立場で代表といっても過言

ではないからです。他の国たちもできれば助けてあげたいと思っていると思いますが、変に手を

出すといつ攻撃されるかわからないし、逆に危なくなる可能性が高くなってしまうので、身を守

るぐらいしかできないです。これ以上人が亡くならないよう願います。ウクライナを助けてあげ

たいなと思います。結果的に人を殺すのはよくないということです。なので、しっかりと頭の中

で考えてから行動してほしいなと思いました。

・今回のロシアによるウクライナ侵攻について私は、1 秒でも早く戦争が終わり、ウクライナの人

々が平和に過ごせることを願っています。

・今回のロシアによるウクライナ侵攻は、自分の欲を満たしたいだけのとても身勝手なものだと思

います。ロシアはこれまでもウクライナに対してソ連時代、自分たちの領土の一部だったからと

いって理屈の通らない併合や実効支配を行ってきました。しかし、それだけでは飽き足らず、今

度はウクライナ全土を自分のものにしようとしている。ロシア国内では、情報操作によって戦争

の原因はウクライナにあると思わせられている。戦背負うに反対する人々は、武力で抑え込めら

れている。プーチン大統領は、最悪の独裁者だと思う。できることならウクライナに微力ながら

協力したい。また、ウクライナの文化はとても素晴らしい(文化面でロシアを否定しない)ものな

ので、この戦争でウクライナが耐えたら是非一度訪れたい。

・独立しているはずのウクライナがロシアに管理され、侵攻されてしまうのはおかしいと思った。

罪のない国民が数百人も亡くなっていてそれはおかしいと思った。

・私は何も意味のない戦争だと思います。なぜなら、よくインターネットなどでロシアの人とウク

ライナの人が助け合いをしている動画を見たことがあるからです。特に、心に残っているのは、

ロシアの人は携帯電話や電子機器などを取り上げられ、家族と連絡が取れない中、ウクライナの

人が携帯電話を貸し、ロシアの人が泣きながら家族の人と話しているというものです。そのほか

の動画を見ても、ロシアの人たちは本当に戦争がしたくなさそうだと思います。私たちは戦争が

ない平和の今の時代に生まれ、戦争の怖さがまったくわかりませんが、ニュースや動画を見るだ

けで心が苦しくなります。家族が急にいなくなる悲しさや、いつ自分が死んでしまうかわからな

い不安で、とらも国に残された家族、戦争に行っているかぞく、どちらもつらいと思います。ど

ちらの国にも思うことがあるかもしれませんが、話し合いをし、今すぐにでも戦争をやめてほし

いです。そして平和な暮らしができるようになってほしいです。いつかロシアの人とウクライナ

の人が仲良く笑顔になっていると信じたいです。

・私はウクライナ侵攻などの戦争は、どんな理由があってでも絶対によくないことだと思います。
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無関係の人が殺されてしまうのは、殺されてしまった本人やその身のまわりの人にとって、とて

も悲しいことであり、ゆるされないことでもあります。日本には、関係のないことだと思ってい

ても、いつ何が起こるのかはまったくわからないので、他人事だと思わずに、再び戦争が当たり

前の世界にならないように反対し続けることが私たちのやるべきことだと感じました。私は世界

中の人々が幸せになれることを望んでいます。

・戦争はよくないことだと教えられてきたが、戦争をしている人たち(ロシア軍)は、どう思ってい

るのか知りたいと思った。人を殺したり、街を壊しても、悲しいとか思わないのか。そして、こ

の戦争が終わったらプーチンはどうなるのか知りたい。死刑とかになるのか、それとも、暗殺と

かされてしまうのか。1 番、ニュースを見ていて本当にかわいそうだなと思っている。お父さん

と離れてしまう小さい子とかが泣いているのを見ると心が痛い。早く戦争が終わっていほしい。

・自分が生きている間に戦争が始まることは思ってもいませんでした。この戦争でたくさん人が被

害にあって涙をしたとネットで見ました。早く戦争をやめて笑顔であふれる日々が訪れることを

願っています。

・ロシアの勝手な行動によりウクライナだけでなく貿易などの関係である他国にも影響を及ぼして

いるので、戦争ややるべきではないと思う。しかし、止めることはできないので、もし、戦争が

行ったときのことを考えて対策をしたほうがよいと考えました。ジャーナリストなど命をかけて

までウクライナに行っているのですごく尊敬します。子供が亡くなってしまって親が悲しんでい

るニュースを見ました。ロシアはそのこともわからないまま人を殺し続けているのかもしれませ

ん。日本でも起きないように自分自身も理解したいと思いました。

・戦争は止めた方がいいと思います。なぜかというと、令和だからです。あと、人が亡くなると悲

しいからです。ロシアやウクライナが日本に来たらは大変だと思うからです。

・ウクライナの人がかわいそうと思った。悪いことしていないのに殺されてしまって、とてもかわ

いそう。関係ない子供たちが戦争にまきこまれて子供たちの人生がうばわれてしまってとてもい

けないことをロシアはしていると思う。プーチンを許さない。人の人生をうばっておきながら自

分は生きているなんてダメだと思う。なので全世界日本のように戦争をしないと誓い、核なども

みんななくす、早く戦争が終わり、ウクライナの人々が平和に暮らしてほしい。また、ウクライ

ナの戦争だけでなく、他の国で起こっている戦争も早くなくなってほしいい。

・この戦争で悪いのはロシアでもウクライナでもなく、プーチンだと思う。プーチンはウクライナ

が NATO に入ってほしくなかっただけなので、戦争を始める前に話し合っておけば、もしかし

たらこんなことにはならなかったのではないかと思った。ウクライナの人々の気持ちを考えると、

とてもかわいそうだと思う。

・どんな理由があったとしても、戦争はよくないと思います。何の罪もない人がたくさん殺されて
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しまうことを思うと心が痛くなります。戦争はだれも望んでいないものなので、早く終わってほ

しいと思います。何かもめることがあったとしても民間人を巻き込んだ殺し合いではなく、大統

領同士で話し合って決めればよいと思いました。

・ロシアによるウクライナ侵攻は、ロシアやウクライナどちらの国のためにならないと思う。ロシ

アの国民もウクライナの国民も望んでいないように見えるから。また、テレビでウクライナ人が

戦争に対するデモを起こしている場面や小さな子供が泣きながら訴えているところを目にして、

何のために戦争をしているのかや、どうしてこんなことを続けているのか分からない。また、ロ

シアが常任理事国でいてよいのか考え直すべきだとも思う。

・戦争は理由があってしているからウクライナがロシアに制圧されるまで終わらないと思った。ロ

シアは核を持っているから手を出さない方がいいし、日本にまで被害がくるのだったら支援をと

めて降参したほうがいい。ずっと耐えてても死者が出るし、そのうちめんどくさくなって核を撃

ちそうで怖い。

・歴史や道徳で戦争の話を聞いたけど、身近なところで戦争がおきているのは、怖いと思った。全

員が戦争に賛成しているとは思わないから無理に戦わせて人の命をうばうのはやめてほしいと思

った。

・ウクライナの無実の人々がロシアの戦争で亡くなってしまうのはおかしいと思った。

・ロシアが悪いと思う。プーチン気に入らないことがあったときにすぐに手を出すのはだめ。

・ウクライナは NATO に加入したいと言っただけで、ロシアが一方的に攻撃するのはおかしいと

思うし、ウクライナに住んでいる人もかわいそうだなと思いました。

・これまでずっと戦争をしてこなかったのに、領土の問題で急にこのようなこをするのは、考え方

がおかしいと思いました。アノニマスは勇気があるなと思いました。

・＜ロシアについて＞目的達成のためなら民間人が犠牲になってもかまわないというふうに感じら

れ、とてもひどいやり方だと考える。→話し合いなどて解決すべき。プーチン大統領がウラル山

脈のところに隠れているといううわさや、暗殺すればお金がもらえるなど、どれが正しい情報な

のか、テレビやインターネットを見ていてもあまり分からない。プーチン大統領は別として、ロ

シアの民間人が差別されている現状についておかしいと思う。→もともと民間人は悪くない。→

わざわざ差別する理由がない。→デモも日本で発生していてロシア民間人がわかいそう。

＜ウクライナについて＞ロシア軍がウクライナの民間人に対して砲撃したり、建物にミサイルを

当てておりひどい。死者も出ているため、現代から見てはこのロシアのやり方は前代未聞。民間

人が殺される。
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・今回のロシアによるウクライナ侵攻のニュースを見るたびに、とても悲しい気持ちになります。

ウクライナ側の人々は、ロシア軍に侵攻されていながらも首都キエフを中心とした地域で、住民

などが火炎瓶を作ったり、バリケードを作るなど、多くのウクライナ国民がこの戦争で亡くなっ

ています。

・戦争は決してあるべきものではないと思っている。戦争は各国の関係や、政治の方針の違いによ

って引き起こされるものだと思う。それらによって引き起こされる戦争は、戦争に反対している

各国の国人でさえ巻き込まれ、大量の罪のない人々が死んでいくのを許せる人はほとんどいない

はずだ。今回のロシアによるウクライナ侵攻も国民の「戦争を止めてほしい」という政府への訴

えも構うことなく戦争が続けられている。国民の意見を尊重し、政治を進めること、また、互い

の国を尊重し合うことが大切だと感じた。国の代表であり、国の顔となる人が、正しいこと、誤

っていることの判断をすべきだと思う。

・ニュースを見ると、「ロシアによるウクライナ侵攻について」のものばかりで、今、世界で起き

ていることの大きさを毎日実感させられます。そして、これらの状況は、それぞれの国で様々な

理由や考えから起こってしまったのだと思います。その考えを私は全て理解できるわけではあり

ません。しかし、ウクライナの国ことは、ウクライナの人たちで決めるべきだと思います。自分

の国に対してどの選択がもっともよいものなのか考えた結果の行動だと思うので、それをロシア

が反対して、ウクライナを引きとめるのは、少し違うのではないかと思います。もともと協力関

係なったにも関わらず、反対なために、戦い侵攻してしまうのはやり方が間違っているのではと

思います。

・朝のニュース番組を見ないのでよくわからない。ただ、ロシアと縁を切るというという国同士の

輪から省くのは何の意味があるのだろうと疑問に思う。侵攻するのをやめてもとどおりになるか、

このまま侵攻を続ける、または侵攻をやめても元に戻らないかこのまま侵攻を続けるの二択なん

でしょう。それだったら侵攻以外の手段がない、と思ってしまう。何で今、ロシアが侵攻してい

る理由はよくわからない、でも引きようがないなら侵攻するしかないんだろうな、と考えます。

・だれも望まない戦争をプーチン氏の私欲によって行っているようにしか感じない。核戦争になら

ないことだけを祈っている。

・今回のウクライナもロシアも悪くない、プーチン大統領が悪いと思います。一刻も早くプーチン

大統領が侵攻を止めて、ウクライナの家族や恋人などを亡くした方や戦争を恐れているすべての

方への謝罪をしてほしいと思います。戦争を体験したことはありませんが、戦争がどれほど恐ろ

しいものかはわかります。毎日「いつ自分は死んでしまうのか」とおびえる日々を過ごすなんて

私は絶対にお断りです。

・ロシアは、いますぐウクライナ侵攻をやめてほしいです。社会の授業でちょうど第一次世界大戦

をやったところなので同じようなことにはなってほしくないです。
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・戦争はよくないことだと思います。2 つの国も世界を平和にさせるためにしてると思いますが、

打目だと思います。戦争をしていたら平和にならないです。私はウクライナのために少しでもな

にかできればいいなと思います。

・ロシアによるウクライナ侵攻ウクライナ侵攻について僕は今すぐにでもやめてほしいと思いま

す。これ以上死傷者数が増えてほしくないのとウクライナに住んでいる人たちに安心してほしい

からです。戦争や侵攻などはしてはいけないことです。しかも、核を持っていて妨害したら核を

使うという発言もしてるので、他の国も手をだすことができません。ウクライナの人たちの平和

を考えてほしいと思いました。

・私はロシアによるウクライナ侵攻は絶対によくないと思います。どちらが悪いかは、人をそれぞ

れ考えがあると思いますが、戦争はしてはいけないということは、世界中の誰もが考えていると

思います。私は戦争を今すぐやめることを願っています。

・ロシアもウクライナも悪いわけではないけれど、ロシアはウクライナの人々が家族や友達などを

失って悲しんでいるという事実があるということは知っておき、自分の家族や友達等がそのよう

になってしまったら、などと考えてもらいたい。そしてこれ以上被害が広がる前に戦争はやめて

ほしい。

・まず、なぜこのような事態になってしまったのか、その原因がよく分からない、ロシア側が一方

的に攻めているということくらいしか理解していないのでずか、プーチン大統領の思考がおかし

いのではないかと思います。ロシア軍に偽りの情報(ロシア内での軍事演習)を伝え、見方までだ

まし、何がしたいんだ。と思います。正直、悪いのはロシア軍ではなく、ロシア人でもなく(プ

ーチン大統領を支持している人は除く)プーチン大統領だと考えています。

・ロシアがウクライナのことを気に入らなかったのは、仕方がないと思いますが、そこで戦争を始

めるのはよくないと思います。昔戦争を行って多くの命が一瞬で亡くなってしまった。とても苦

しいと感じました。日本がウクライナの立場だったらと考えたら、さらに身近に感じてしまい、

他人事ではなく今この時を大切にして生きたいと思いました。

・ウクライナはロシアの攻撃により、都市などが破壊され亡くなった人が多くいる。戦争に行く人

がいる家族は無事に戻ってこれるように願っている。ウクライナの人たちは地下で生活をしてい

る。ウクライナの平和な日常がこの戦争によってなくなっていった。戦争をもうやめてほしい。

・なぜロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻を激化させていくのかが不思議に思った。ウクラ

イナのキエフの市民は故郷を離れない人もいてすごいと思った。また、ウクライナのゼレンスキ

ー大統領の行動がすばらしいということを報道や You Tube などでも見た。うわさになっている

アノニマスもどう戦争に加わっていくかがわくわくしてくる。ロシア、ウクライナ共に犠牲者が
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たくさん出ているこに対して、ロシアのプーチン大統領は何も思わなくて不思議だった。プーチ

ンの心理状況、ロシアの軍人などの心理も考え、近頃、戦争は終わりをむかえると思う。

・私は正直、戦争は教科書の中での話だと思っていました。ロシアとウクライナの戦争が始まつて

も、数日で終わるだろう…と考えていました。しかし、ウクライナの死者やけがをしている人が、

時が進むごとに増えていき、これが戦争なのか…と実感してきました。しかし、やはり自分にと

ってテレビの中の話で、自分との接点が見つからず、話の表面だけしか見ていないような感じが

します。でも、戦争が一刻も早く変わることを心から願っています。私は自分のできることを一

生懸命やって、悲しんでいる人が一人でも多く笑顔になれることを願っています。

・ロシアの大統領の一方的な考えで、戦争をするのはやめてほしい。戦争は誰もがしたくないと思

っているし、実際今もつらい思いをしている人がたくさんいるから、早く戦争が終わって平和な

世の中になってほしい。また、いくらなんでも小さい子どもたちをこのように巻き込んでしまう

のはひどいし、かわいそうだと思う。

・ロシアがウクライナに対して無差別にたくさんの人を、戦争によって殺してしまってとても悲し

く、あってはならないことだなあと思う。毎日、新聞やニュースを見るとこのロシアによるウク

ライナ侵攻のニュースが出ており、小さい子供が亡くなったり、妊婦さんが亡くなったりと本当

につらいことだなと思う。

・時代的に世界平和を掲げて、オリンピック、パラリンピックなど色々なことを行っている中、こ

ういったことになるのは、時代遅れだと思います。ウクライナへの支援を行っている人を SNS
やテレビ番組で見て、自分もウクライナへの支援で何ができるか……。

・戦争を始めたロシアが頭が悪いと思う。そもそも話し合いもせず武力でしか自分の思いが伝えら

れないようなら、その場に出てこなくていいと思う。さっさと戦争を中止にしてほしい。

・人類が平等であるべき世界なのに人権が尊重されていない。

・まず戦争ってどちらも正義だからどちらも悪くないと思う。ウクライナには、NATO に加入す

るという正義もあれば、対するロシアではアメリカとの仲が悪く、NATO はアメリアの人々が

多くいるのでプーチン大統領の頭の中では「アメリカとはただでさえ仲が悪いのに、ウクライナ

が NATO に加入すると隣にアメリカがいるみたいなものじゃないか。だったらウクライナに攻

撃をしかけて NATO に加入さえるのをやめさせよう」と思っていると僕は思います。その場合

のことを考えると僕はロシアが悪いと思います。逆に、ウクライナは偉いと思います。この間 SNS
でロシアの戦車が故障して道路に止まっているのにたウクライナの兵士たちは「綱をつなげて基

地の近くまで送ろうか？」と何のためらいもなくロシア兵に話しかけていた。僕は「本当に戦争

をしたくないんだな」と思いました。その後、ロシア兵とウクライナ兵は仲良く話していました。

「人って争っている中でもこんなに仲良くなるんだ」「もしかしてロシア兵も戦争したくないん
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じゃないかな」としみじみ思っていると、悪いのはプーチン大統領だけだと思いました。そのせ

いでロシアの国民の人はユニクロやマクドナルドなど大企業がロシアに服や食べ物を売られなく

なってしまったのです。僕はそのうちロシア国民が大統領への不満でデモを起こすんじゃないか

と考えています。でも戦争は最初に書いた通り「どちらがよいとか、どちらが悪い」「あっちが

先にやったからあっちが悪い」ではなく、早く戦争を終わって欲しいと願っています。

・やめましょう。命がもったいない。今もなお戦争に参加している兵にも帰りを待っている家族が

いる。

・戦争はやめるべきだと思います。無差別にウクライナ市民を殺すのは間違っていると思います。

ニュースで見ていると悲しい気持ちになります。いつかみんなが安心して平和に暮らせる世界に

なってほしいと思いました。

・私は、戦争(ロシアによるウクライナ侵攻)はやめるべきだと思います。なぜなら、何も関係ない

一般人を巻き込んだり、その中でも子供達は、人生の約半分を戦争でうめてしまいます。なので、

この先の未来のため地球の平和のために戦争はやめるべきだと思います。

・戦争には何の意味もない気がする。戦争は損しかしないし、勝った負けたで余計面倒くさくなる

し、他国にも迷惑かけて、本当にやる意味がわからない。SDGs の達成まであんなに目標がある

中、もう８年しかないのに、ロシアはアメリカと仲が悪いからとかで戦争するのはだめだと思う。

・関係のない人が巻き込まれていて怖いと思います。建物がたくさん壊れ、その建物をなおすのも

大変で、燃料もたくさん使うことで環境にも悪いから、戦争にはいいことがないと思いました。

・自分が平和に暮らしているときに、まさか戦争が起こるなんて思っていませんでした。昔、戦争

が起こり、たくさんのことが大変なことになったのに、なぜロシアはウクライナに侵攻してしま

ったのかが不思議に思っています。また、自分たちがいつかこのような状況になってしまうかわ

からないので、日頃から悔いの残らないように生活しようと思います。最後にウクライナの人々

がロシアの侵攻による被害をとても受けてしまっているので、自分にできることがあれば何かや

りたいなと思っています。

・何もしていない人々に手を出すのはおかしいと思うし、ロシアの人々もウクライナの人々も世界

の人たちが戦争をするのをだれも望んでいないのに、戦争をするのはおかしいと思います。なの

で、僕は戦争反対(No War)というふうに考えます。

・ロシアのウクライナに侵攻している理由は、それは本当に戦争をしないといけないことなのか、

罪のない民間人を巻き込み、殺されていく世の中が少し不安でもあります。ロシアとウクライナ

が話し合い戦争のない平和な世の中を望みますが、まず今、自分ができることから始め、1 日を

大事にしたいとまた深く考えさせられます。
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・ロシア人、ウクライナ人も戦いはやりたくないと思っている人はいると思う。なので、そのよう

な人からの声掛けなどのちっぽけなことから戦争をなくす動きをしたらいいと思う。

・今、この瞬間もウクライナはロシアから攻撃を受け、たくさんの人がなくなっていると思うと、

怖いです。平和はいつまでも続かない。最初、ニュースやネットで戦争になるかもといわれたと

き、戦争にはならないだろう、大げさだなと正直思っていました。始まるとなったらとても早く、

残虐で辛いものだと感じました。戦争の映像を見ていると、ロシア兵のほうもウクライナの市民、

兵士の方も辛そうに見えました。戦争なんて悲しむ人が増えるだけで、だれも幸せになんてなら

ないと思います。今、私たちは戦地から遠くにいてできることは少ないかもしれませんが、やれ

ることは全部やりたいです。

・今回、プーチン大統領の考えによって、ウクライナ人に関わらず、ロシア人も望んでいない戦争

をするのはよくないことで、実際に戦っている人たちはとても辛いことだからするべきではない

と思った。日本に影響があったら怖いなと思った。

・私は、こういうことは絶対に起きてはならないと思う。ニュースや SNS で、何もしていない人

が爆撃で苦しんでいる映像を何度も見ていて、何もしてあげられない自分がすごく嫌だったし、

日本在住のウクライナ人の人がウクライナにいる日本人を助けてくださいと何度も叫んで訴えて

いるのを見て、こんなに優しい人たちがたった 1 人のせいで簡単に命が奪われてしまうんだな

と改めてすごく怖いなと思った。ウクライナの他にも、毎日戦争が行われている国があるという

のをもっといろいろな人に知ってほしいし、もっと自分のことのように考えて欲しいと思う。No
War!!

・意見の食い違いから、武器をもって戦争をはじめ、自分たちが住んでいる町も跡形もなくなり、

人の命も奪うのは、間違っている行動だと思う。自分だったら住んでいる町の景気が亡くなって

しまったり、毎に銃声の音が聞こえるのは苦しいし、家族と離ればなれになりながら生活を送り

たくない。世界にどこか 1 つでも武器を持っている国があるから戦争が起こっています。二度

とこんな世の中にしないために、どこの国も武器を持たない国をつくってほしい。戦争でだれも

が死なない国をつくってほしい。戦争というつらいことで、笑顔・平和が奪われないようにして

ほしい。早く終戦することを願っています。

・戦争はやめてほしい。物価は上がるし、戦争をやっていない他国にも被害があったりなどのデメ

リットが多い割にはメリットが少ない。関係ない人まで巻き込まれるから戦争はやめてほしい。

・ロシアのプーチン大統領がどのような意図でウクライナ侵攻をしているのかあまりわからない

が、全く罪のない民間人を巻き込むのは間違っていると思う。なぜなら、私は学校の授業で歴史

を勉強し、戦争について知っていくなかで、戦争は残酷で繰り返してはいけないというふうに思

うようになったからだ。しかし、私はまだこの問題について知らないことがたくさんある。その
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ため、ニュースなどから情報を得て、正しい知識を身につけ、自分にできることも探していけた

らと思う。

・何の罪もない人たちが爆発で命を落としているということや、何も知らされないまま戦場に出さ

れている軍人の話をよく耳にするので、とてもその人たちがかわいそうだと思った。今、自分た

ちが快適に暮らしている時間も戦場では極限状態で戦っていると思うと、今すぐにでも戦争をや

めてほしいと思った。

・僕は現代社会の勉強で戦争を習っています。そのため、今、行われているウクライナ侵攻につい

てはとても好ましくないと思います。ロシアは戦争の怖さを体験しているのにウクライナを攻撃

しているということに対し、僕はとても残酷だと思いました。ウクライナの民間人は何もしてい

ないというのにたくさん死者が出ています。僕はロシアの都合が悪くても話し合いで解決するの

が一番だと思います。この戦争が 1 日でも早く終わることを僕は祈っています。

・戦争によって罪のない人が日々なくなっている。戦争を望んでいない人が戦場に行って戦う。そ

のことが実際に起きているかと思うと、現地に住んでいる人はどれかだけ心配や恐怖を感じてい

るのだろうと思います。今の時代に戦争をやって得する人は、世界中の一部の人しかいないと思

います戦争はもう終わりにしましょう。僕は、一生の平和を願っています。そして、ウクライナ

侵攻が終わることを願っています。

・私にはプーチン大統領が何を考えているか分かりません。ウクライナはロシアに対し、悪いこと

をした訳ではないのにいきなり戦争に落とされ、一般の方々にも大きな被害が出ているというこ

とが本当に腹立たしいです。今私たちは普通に生活している内にもどこかで戦争が起こっている

と思うと不思議な気持ちになります。早く元の世界に戻ってほしいです。

・ロシアのウクライナ侵攻について、もちろん反対の意見です。日本政府がそのことについて会議

をしている様子を最近見たのですが、真剣に考えない議員も中にはいて、正直ありえないと思い

ました。戦争というのは、簡単には片づけられないことなのに、日本やその他の国のためにも真

剣に話し合ってほしいです。ウクライナの今の状況のニュースでは、母親が子供を守れなったと

いう悲しいニュースもやっていて、心が苦しくなりました。世界の代表である人はいったい何を

考えているのか、私には納得できません。

・戦争は絶対にしていはけないと思います。理由は、人の尊い命が簡単に失われていくからです。

今までに起きた戦争の教訓を無駄にしていて、とても考えられない行動だと思いました。早く侵

攻をやめてほしいです。また、二度とこのようなことはしないでほしいです。

・アメリカはなんでナトーにウクライナを誘ったのか気になります。それに対してなんでロシアが

怒っているのかも気になります。ロシアが怒っている理由は知りませんが、なんにせよ武力によ

る制裁は決していけないと思います。何事にも話し合いで解決すべきです。ロシアがねらってい
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ると言われているウクライナの原発があのチェルノブイリの何十倍もの被害が起きると予想され

ていて、ロシアにも被害がでそうなのに攻撃する理由が知りたいです。

・僕が生きている時に、戦争がおきないと思ってましたが、生きている時に戦争が実際におきたの

で、とても悲しくて、つらいです。僕たちと同じくらいの年の子や、僕たちよりも小さい子たち

が怖い体験をしいると思うと、胸が痛いです。これからの平和のためには、自分たち一人一人が

考えを持って行動をすることが大切だと思います。亡くなったり、家を失ったりした人がもう出

ない世の中になってほしいです。

・私は戦争なんて起こるわけがないと思っていました。ですがウクライナ侵攻について知った時、

こんなに近い国が戦争をやっていることに恐怖を感じました。それとともにまわりの戦争に対す

る意識が低いことに怒りのようなものがわいてきました。外国だとしても人が血を流し、傷つい

ているのだからもっと戦争について調べ、今後どうしたらいいのか考えるべきだと思います。

・私は戦争なんて昔のことと思っていたが、近くの国で戦争が起こきていると思うと、我々の国も

いつか起きると思うと大変です。

・プーチンは何がしたいのですか？これ以上子どもや大人の死者を出さないで、

・ロシアがウクライナに侵攻して多くの人たちが亡くなって、かわいそうだと思った。

・最近のニュースでよく見ることが多いけど、やはり爆弾などを色々なところに落とされて、たく

さんの被害者や死亡者を見ると本当に悲しいことだし、絶対やってはいけないことだなと思いま

した。他の国にも影響するし、みんなが苦しむから今すぐやめてほしいなと思いました。

・私はウクライナとロシアの戦争についてやめてほしいと思います。現在、戦争中の両国では、た

くさんの人が亡くなっています。もちろん私と同じ年の子や私より小さい子も犠牲になっていま

す。ニュースを見ていても、心苦しい情報しか最近は入ってこないので、もう一度ちゃんと話し

合ってほしいと思います。

・プーチン大統領の考えは、誰もが反対だし、本当に何がしたいのかテレビから伝わってくる状況

があきれます。僕は今すぐウクライナ侵攻をやめて、和解するべきだと考えます。

・とても心苦しいです。

・ウクライナの子どもがたくさん亡くなって、かわいそうだと思う。心苦しいニュースだと思った。

・戦争で多くの人が亡くなったら、世界の人口が少なくなりそう。ロシアが爆発させているのが病

院とかだから、子どもか亡くなっていることを知って悲しくなった。
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・フランス革命が起きてフランスが共和政になって、王政を否定することをおそれた他の国がフラ

ンスを攻撃する歴史と似ていると思いました。この時に戦いを止めたナポレオンが今の時代でい

くとプーチン大統領しかできないことだと思うので、多くの人たちを助けてあげてほしいです。

プーチン大統領のしたこと許されないことだけど、これからの多くの命を無駄にはしてほしくな

いです。ウクライナの人もロシアの人も戦うことを望んではいないと思います。はやくこの戦い

が終わってほしいです。

・遠く離れたところで戦争をしているけれど、食品や石油などで大きな問題があることを思った。1
番は戦争をしてはいけないことなので、何かよい策をつくって戦争をやめてほしい。

・なぜ起きているのかわからない。ロシアのほうが少し悪そうにみえる。

・ロシアとウクライナが今どういう状況なのかは正直把握できていませんが、私はロシアがしてい

ることはなにがどうであれだめはことだと思います。武力でねじ伏せる行為は何も得ることはな

いです。では、ウクライナを攻撃して何かありますか？ただ単に関係のない市民を傷つけて悲し

ませてるだけではないですか。大統領とは、国民の代表で国をよくするために尽くすものではな

いのですか。意味のない攻撃ばかりしても何もない。ウクライナを攻撃して貿易ができるのです

か。お互いが歩み寄らなかったら何も始まらないと私は考えます。自分の意見だけを突き通して

も相手の意見とかみ合わなければどちらかが引いたりすれば解決できると思います。人を傷つけ

てばかりでは国民の代表でもロシアの人でもないです。

・戦争でなくても、他に方法はあると思う。ロシアとウクライナでもっとよく話し合って決めるべ

きだったと思った。戦争は人を傷つけることだから、今すぐでもやめるべき。

・よくないと思う。ロシアとウクライナの両方とも言いたいことがあると思うけれど、それを戦争

とかにしないで話し合いで決めればいいと思う。

・ニュースなどでたくさんの人々が苦しい思いをし、子供や大人の人などたくさんの人が死んでし

まった。見ているこちらも本当に胸が苦しくなった。これからロシア、プーチン大統領がどう動

くのかわからないけど、戦争は絶対にやってはいけないと思う。

・コロナ禍でみんな色々大変なのに、無差別でウクライナ市民を殺すのは違うとおもいます。よく

ニュースで見ると、不快な気持ちになります。今、私たちが普通に生活している今も、尊い命が

奪われていると思うと、言葉も出ないくらい悲しいです。こんなご時世に何をしているんですか、

と言いたいです。戦争はやめるべきだと思います。

・私ははやく戦争をやめるべきだと思います。以前にニュースで、戦争によって亡くなってしまっ

た子供を抱えながら泣く母親の映像を見ました。そのほかにも、戦争によって苦しむ人々の様子
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がたくさん報道されています。そのような内容を見聞きするたびに、とても胸が痛くなります。

過去の世界大戦でも多くの方がなくなってしまし、今でも悲しい思いをしている方もいると思い

ます。そのことを教訓に、これ以上戦争で亡くなる方をなくしたい、これ以上悲しむ方を増やし

たくない、という思いをプーチン大統領はもってほしいです。今、現在、日本は戦争をしない国

で、あまり直接戦争の影響を受けているわけではありません。どちらかというと原油の価格上昇

などといった経済面の影響のほうが大きいと思います。ですが、これを機に戦争で命を落として

いる方たちがいること、内乱や紛争が起きていることにも目を向けることができたらいいと思い

ます。

・ウクライナの人たちがたくさん亡くなっているので、とても悲しいと思った。

・自分の中ではロシアに一刻早く侵攻をやめてほしいです。戦争が起きて、ウクライナ人で何にも

関わっていない人達がたくさん死んでいます。戦争が起きても何も生まれないし、逆に不幸なこ

とが起きてしまうから、僕はロシアに一刻も早くウクライナ侵攻をやめていただきたいです。ロ

シアには今、経済制裁が起きているにも関わらず、侵攻をやめないなんてとても考えられません。

本当にひどく悲しい現実だと実感しています。最近はほとんどがウクライナ侵攻のニュースです。

嫌でも目に入ってきます。他国や日本ももっとウクライナに協力して、この戦争を終わらせてほ

しいと願っています。

・戦争は怖いなと思いました。戦争は色々な人が死にあたるからやめた方がよいと思います。

・戦争は自分たちで「やめて」といってもおさまるものでもないが、やめてほしいと思います。テ

レビでもウクライナの苦しい生活が毎日のようにやっています。ウクライナ側でも死者はたくさ

んいて、ロシア側も生活を敵にまわしてし合うと思います。なので、戦争をやめた方がよいと思

いました。

・今はコロナウイルスで世界中が混乱している中で、ロシアがウクライナに侵攻というのを聞いた

ときは心がすごく痛みました。これまで数々の戦争からもう二度と起こしてはいけないというこ

とを学んできたので、ロシアの人が何を考えているか理解できません。早くこの戦争が終わって

世界に平和が訪れることを願っています。No War

・「何の意図がある？」と思った。侵攻したそのあとに制裁を受けることになった。うそをついて

民間人を殺して、怒りや悲しみ、憎しみを生んで「何やってるの」と思った。ロシアのプーチン

大統領は自分で㎝に行ってほしい。現状を見てほしい。はやく戦背負う終わることを願います。

No War

・はやく戦争をやめて、平和にもどってほしい。No War

・このことはロシアが勝手に侵略して、ウクライナの人々をたくさん殺しているので、もうこれ以
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上戦争をしないでほしい。No War

・ニュースで小さい子どもが泣いている映像を見ました。戦争は誰もがのぞんでいないと思います。

だからと言って私たちは戦争を止めることもできないし、一緒に戦うこともできません。これが

現実です。ただ、ウクライナやロシアの人々の安全を願うのみです。自分が生きている時代に戦

争が起こるとは思いませんでした。第二次世界大戦で終えるべき戦争がまた起きてしまったこと

が悲しいです。

・社会の授業でしか聞いたことのないような単語が朝のニュース番組で流れてくることがとても怖

かったです。〝戦争なんて、今後起きるはずない〟なんて思っていましたが、こんなにも簡単に

起きてしまうものなのかと驚きました。毎日毎日、多くの人々が亡くなっていく様子がネットで

流れたり、街が壊れていく様子がニュースに移されたり、どれも私にとっては非現実的なもので、

私よりも小さい子どもたちがそこにいると考えると、本当の怖いいし辛いです。はやく他の解決

方法を見つけて、戦争をやめてほしいです。

・私はこの侵攻は仕方がないことだと思います。ロシアからしてみれば隣にアメリカが来ることと

同じようなことなのでしょう。とりあえず、直接関係のない国に核が飛んでこなければいいと思

います。

・戦争は人が死んでしまうのでよくないと思うし、ニュースを見ていると泣いている人を多く見る

と悲しくなります。なので、戦争はやめよう。

・ロシアに住んでいる人たちがこのウクライナとロシアの戦争のことについて知らされてないのは

よくないなと思います。無意味にウクライナの人々を殺すのも本当によくないと思います。大統

領たちだけの話し合いでおさめてほしかったです。〝 No war 〟戦争が早く終わってほしいです。

・ウクライナがかわいそう。ロシアの兵隊さんもウクライナの兵隊さんも悪くないと思った。

・南に行きたいロシアの気持ちも、少しわかるが、今コロナ禍で戦争をするのはよくないと思う。

今は国同士が１つになって今の状態を打開しなければならないと思う。

・やめた方がいいと思う。

・ロシアによるウクライナ侵攻について、世界中の人々が平和に暮らしていくためには、戦争はよ

くないと思います。

・自分は普段と変わらず生活できているけど、違う場所では大変な思いをしている方がたくさんい

ることをニュースで知りました。できることは少ないけれど、今はいろいろなことを知ることを

大切にしたいです。
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・戦争をすることは、その国だけでなく周りの国までの平和を壊すことになると思います。小さな

子どもから大人の命はだれの命も無駄にしてはいけないし、心も傷つけてはいけないと思います。

ニュースでこの戦争のことを見るたび、はやく終わってほしいと思います。世界が平和になって

ほしいです。

・お互いの国が納得する対策を取るべきだと考えました。銃を持っての争いはよくないと思いまし

た。

・戦争をしても誰もうれしい思いをすることはないので、今すぐにやめてほしいと思います。ニュ

ースなどでウクライナの人々を見るとすごくこことが痛みます。戦争ではなく、よく話し合って

から両方の国が納得して終わってほしいです。ウクライナとロシアの国民の人々が自由に笑顔で

暮らせる日をずっと願っています。そして、全ての国が平和になるといいなと思っています。

・この状況がもっと悪化すれば、ヨーロッパはもちろん、様々な国に被害が及びます。また、第 3
次世界大戦が起きるかもしれないです。世界が大きく変わってしまうことが起きかねない状態で

ある今、「はやく終わってほしい」という気持ちでいっぱいです。

・あまり詳しくはわからないけれど、ニュースでボロボロになってしまった町や泣いている子ども

たちを見るたび、戦争の怖さや辛さを考えさせられます。戦争という言葉がなくなることを願っ

ています。

・ロシア対ウクライナというソ連が解体されたときに生まれた兄弟国同士が争い合っていること、

そして戦争自体がとても悲しいことです。ロシアではテレビやネットが情報統制を受けていると、

テレビやネットで見たことがあります。そんなことをしているのは、独裁政治と変わらないと思

います。この戦争が少しでも平和に終わることを心から願っています。

・ロシアによるウクライナ侵攻について私は、話し合いで解決することができなかったのかと思い

ます。兵士が犠牲となり、大統領はせず本当に勝手だと思います。戦っている人たちには家族や

大切な人がいる中、自分が戦わなければいけないというのはつらいことだと思います。また、ニ

ュースなどを見ると、家族とはなれて 1 人になってしまった子供や、別れを惜しむ子供などを

見て、戦争はダメだと実感させられました。

・自分はこの軍事侵攻に対して、いかなる場合でも人に銃口を向けることは絶対にしてはいけない

と思う。今回のこの侵攻はロシア側は東部の人たちを開放するなどと主張しているが、何の根拠

もなく侵攻し、民間人を殺すなど、あるまじき行いであると思う。自分はきっとプーチン大統領

はゲームだと思っているのかと思ってしまう。よくある戦略ゲームなどは、兵士を容易に送り戦

わせることができる。しかし、現実は一人一人に人生が存在し、ロシア兵、ウクライナ兵、そし

て民間人全員にある。プーチンはそのことをわかっているのか。普通は容易になんて戦ってはい
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けない。一日も早く両国の早期講話に挑んでほしい。

・僕はロシアとウクライナの戦争は今すぐやめた方がいいと思います。それで何人もの命が失われ

ていくから僕は悲しいです。また、プーチンもこんな戦争を起こさないで、直接会って話した方

がいいと思います。ウクライナの人々が少しでも早くもとの暮しにもどることを願っています。

No war.

・ロシアによるウクライナ侵攻は、ウクライナの多くの人々が困っていると思うので、今すぐやめ

てほしいと思います。また、他国にも迷惑がかかっていると思います。日本ではガソリンが高く

なり、車の運転が大変になっていると思います。このような戦争ではなく話し合いで解決してほ

しかったです。だから、すぐに戦争が終わってほしいと思います。ロシアはいろいろな国から罰

をもっらっていたり、多くの店が閉まってロシアの一般の人が困っているのにやめないのはなぜ

だろうと不思議に思います。

・戦争はよくないことだと思うけど、ロシア側の考えもあるから一概にロシアだけが悪いとは言え

ないのかなと思った。でも戦争によって苦しんでいる人たちのトラウマになってしまったり、逃

げることができない人がいるから軍事侵攻はダメだと思う。また、マスコミの力はとても大きい

から、何が真実かはわからないけど、今の時代にテレビで戦争が報道されていることが一番怖い

なと思った。「戦争はいけない」これはその通りだけど会議で解決できなかったらどうすればよ

いのか私はわからない。平和にロシアとウクライナがよい関係にもどることは少し難しいと思う。

・なぜプーチン大統領は、ロシアの国益を損なうという想像ができない、もしくは知っていたのに、

なぜ侵攻を行ったのか疑問です。また、このような事態に陥った時、世界中の国々が身長にロシ

アと戦争をしないように圧力をかけていることは正しいと感じています。ロシアの人のことを差

別するのは全く無意味な行動で、すべきではないと思います。ロシアとウクライナの関係は深く、

ロシア人の言論を弾圧するような行為は、現代の自由が守られていないと思います。中国がロシ

アとウクライナの交渉のための行動に積極的でないのは、ロシアとの国交とウクライナの国交を

守りたいと思っているのだろうなお思います。

・ロシアによるウクライナ侵攻について考えたことは、最近のニュースはロシアやウクライナの戦

争情報ばかりで、そのたびに「ロシアはなぜ戦争をしているのかな？」と思います。日本人や外

国のそれぞれの環境で育っただけで、こんなにも考え方が変わってしまうのかなと感じます。ロ

シアによる被害を受けているウクライナは、自分と同じくらいの子どもたちがいると考えると怖

いです。最近のニュースでは、親は国に残り、国のために戦い、子供だけが避難するということ

があるそうです。そんな時、自分だったら大丈夫なのかなど、不安が芽生えます。本来だったら、

日常を生活しているのに、命がロシアの欲望のためだけに亡くなってしまっていると思うと辛い

です。普段はよく募金が目にかかります。自分は不自由な家庭に生まれてたけれど、今避難民と

なっているウクライナの人々のためにも少しだけでも手助けができたらいいなと思いました。No war
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・今、ロシアによるウクライナ侵攻で、ウクライナ国内で多くの命が奪われていたり、家族と離れ

ばなれになったりしている。私はこれを知って今ある当たり前の日常とはこんなにも簡単に奪わ

れてしまうのだなと思いました。私の思う「幸せ」とは、家族と一緒に過ごせること、学校に行

けること、友達と仲良くできること、そんなごく普通のあたりまえの日常なのではないかと思い

ます。そんな日常がなくなるなんて実感もわかないし、想像もつきませんでした。しかし、ウク

ライナ侵攻のニュースを見て、今ある日常の幸せを大切にしなければと思ったのです。これから

は日々の幸せに感謝して生活してきたいです。

・はやく終戦してほしい。関係のない市民にも、悪影響を与えていて、悲しい思いや苦しい思いを

している人に対し、ロシアはどういう気持ちなのか知りたい。今回の戦争はウクライナとロシア

の問題ですが、他国でも恐ろしい思いでいる人がいて、ニュースで見るときには苦しく悲しい気

持ちになる。プーチン大統領は、周りに自分の敵をつくり、自分を苦しませているだけだと思う。

今の世界は、「平和」が一番必要だと考えた。誰か一人のわがままな行動で、多くの人を苦しま

せている今の世界を早く変えたい。だれもが幸せにそして平和に暮らせる世界になってほしい。

・ウクライナから独立したドネツクなどで、数年前からロシア人系の人々の大量虐殺を行なってい

たと聞いたことがあり、それと今回のウクライナが NATO に加わることを理由にロシアはウク

ライナからドネツクなどを独立させ、そこのロシア人を救うために軍人侵攻を始め、本気で国を

潰そうとしているわけではないと思う。(大統領がキエフにいるのに大軍を送らないから)

・このウクライナの侵攻は、ロシアが行っているというよりも、プーチン大統領が行っているもの

だと思った。ロシアの若い人たちは、スマートフォンなどを持っているため、ウクライナの現状

を明確に知ることができるが、高齢の方はスマートフォンなどを持っている人が少ないため、ロ

シアのテレビで流れているフェイクニュースにだまされて、プーチン大統領に洗脳されてしまっ

ていると思った。プーチン大統領の行っていることは犯罪だと思う。

・今回のロシアによるウクライナ侵攻については決して許されないことであると思います。ロシア

国内ではフェイクニュースを国営放送などで流したり、反戦デモを制圧したりしていて、本当に

だめだと思う。ロシア側はウクライナの NATO 加盟を防ごうとしているからといって、無差別

に人を殺害していてよくないことで、絶対にあってはいけないことだと思う。ヨーロッパやアメ

リカなどの国々は強い制裁をロシアにしていて、これから先、ロシアは完全に世界から独立して

しまいそうで心配している。国の代表が自分勝手なことをしたせいで、関係のないロシア人たち

が差別されるのも違うと思う。さらに、今回のロシアによる侵攻のせいで、日本の色々な物価が

高くなっていて、ロシアやウクライナだけの問題ではないと思う。一刻もはやくこの戦争を終わ

らせて平和な世界になってほしいと思う。

・今回の侵攻はざっくりいうと、ウクライナは元ロシアだからそもそもロシアだろうみたいなこと

で起きていて、個人的に一番かわいそうな人々は、攻撃されているウクライナの人々、それから、

ロシアの一般市民だと思います。なぜ今、戦争が止まらないかというと、それは今のロシアのプ
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ーチン政権に逆らえる人がいないからという一面もあると思います。そのせいでウクライナの人

日は家族が殺されてしまったり、逆のロシアの人々は世界からの大バッシングや輸入などができ

ない経済制裁で物がなかったり、Facebook などの SNS がつかえなくなったり、大変不便な生活

を強いられています。ウクライナは世界からのたくさんの救援物資が届けられてていますが、大

変苦しい状況です。ロシアがウクライナの原子力の研究所を乗っ取った際に、ロシアのニュース

で爆弾がつくられていたみたいなことをたくさんしていて、この戦争は多分、ロシアの上層部の

人間の少数が勝手にやっているだけなのに、それだけで何万人の命や家族などが破壊されていく

とが理不尽で、心の底から戦争をやめ、いがみ合わないで、手を取り合って平和に暮らしてほし

いなと思いました。

・ニュースで、ロシア人すべてが戦争に賛成しているわけではない、ということを聞いて、そのよ

うな意見を持つ人もまとめてロシア人はおかしいというのは、少し違うかなと思っています。で

すが、今のロシアのトップは少しおかしいと思います。土地がほしいのかはわからないですが、

やり方は少し考えた方がいいのではないかなと思いました。力でねじ伏せるという考えは少し古

い気がします。

・ロシアは、ウクライナに住んでいる民間人など関係なく都市などに侵攻しているため、よくない

と思う。プーチン氏はウクライナの人々の気持ちをまったくわかっていない。はやくこの戦争を

やめてほしい。No war

・ロシアはこんなにひどい国なんだなあと思いました。僕はロシアに味方している国が信じられな

いと思いました。プーチンは周りを洗脳しているとどこかで聞いて、ひどいと思いました。プー

チンは何を考えているのか僕にはわかりません。どうして戦争をするのかがわからないです。

・戦争はよくないので今すぐにやめるべきだと思います。

・今回の戦争に関しては、プーチンのわがままだと思います。理由は、前はとても仲が良かったの

にウクライナが加入しようとして戦争までもっていくプーチンがとてもよくないと思う。

・ニュースなどで戦争の話が多く、ロシアは何のためにウクライナ侵攻しているのかわからない。

戦争をすることでメリットがあるとは思わない。デメリットしかないと思う。ロシア兵の人も戦

争を希望していないし、ロシアの大統領の指示だけでロシア兵、ウクライナ兵が死んでしまう。

こんなことがあってはいけないと思う。ウクライナでは当たり前な毎日がなくなり、命の危険が

ある毎日をおくっており、一般人まで巻き込んでいる。ここまでやっているロシアは今後のこと

を考えているのかわからない。戦争をすることによって世界を敵にして、戦争にメリットがある

とは思わない。ロシアがウクライナ侵攻することにより、他国も巻き込んでしまう恐れがあり、

平和を保てなくなると思う。だれもが平和を望んでいるのに、戦争をするのは平和活動ではない

と思う。
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・世界平和するべきだと思う。ウクライナの人がかわいそう。戦争はやるべきではない。

・正直、私が生きている間に身近な国が戦争を起こすとは思いませんでした。そして、戦争をやめ

てほしいです。ロシアとウクライナには力の差があり、ロシアのほうが強いと思います。戦争に

はいくつかルールがありますが、ロシアはそのルールに加入していません。ルール上では関係の

ない民は攻撃をしてはいけません。そのため、宣戦布告が必要です。しかし、ロシアは加入して

いないからそんなルールは無視できます。私は、加入していないからといって、関係のない民を

攻撃し、外出禁止され、大切な家族を殺されるウクライナ人がいるという事実があることが悲し

く嫌でしかないです。はやくロシアが停滞宣言してほしいです。今は日本にはあまり関係してい

ませんが(輸入などを除く)、これが世界大戦へと発展し、第三次世界大戦にならないことを願う

ばかりです。戦争はなくなり、いつか平和な世界がきてほしい。

・ロシアが攻撃したウクライナの人々に被害があり、残された人々も家族にも合えない人々がいて、

残された人々もいる。だからもうウクライナに平和を届けてほしいです。戦争を平和におくりた

いです。きれいな街をおくりたいです。

・毎日安心して寝ることも、生活することもできず困っていて、大切な家族や友だちが身近で死ん

でしまっているのに、ロシアは何を思っているのか。他の国でも「戦争をやめて」などの声が上

がっているのに、なかなかおさまらず、何にもの人々が死んでいくようすを思い浮かべるだけで

とても辛いです。もっといろいろな人々の声に耳を傾けてほしいです。そして、1 秒でも早くこ

の戦争が終わって、また戦争前のような安心して眠れる生活ができ、大切な家族や友だちと楽し

い時間が少しでも早く戻って来ることを祈っています。

・ロシア側がウクライナに対して不満をもったとしても、戦争をする前に話し合いなどでどうにか

なったのではないかと思った。また、たとえ話し合いがうまくいかなかったとしても、人の命を

犠牲にする戦争をするのは間違っていると思う。その戦争のせいで無害な子供や大人の人たちが

けがをしたり死んでしまったり住む場所を失ってしまったりしているということを考えてほしい

と思った。

・ロシアによるウクライナ侵攻はよくないと思います。また、戦争自体起きてはならない、しては

いけないと考えます。今回の侵攻だってロシア(プーチン大統領)にとっては、とてもうれしいこ

となのだからやっているのでしょう。ですが、侵攻の被害を受けているウクライナの人たちのこ

とは考えていないのでしょうか。ウクライナの人々の普通の生活を壊して自分の思い通りにして

いるロシアを許してはいけないと思った。また、戦争は誰も得をしない。悲しむだけなのにどう

して戦争は起こるのか、と考える。大人になると考えが変わってしまうのか、戦争をどうしても

しないといけない状況になってしまうのか、まだ子供だからわからないこともあるのかもしれな

い。でも、戦争はよくないというのは誰でも納得がいくのではないのかと思った。同じ人間同士

で争いを起こして死者を出すなんて絶対に許されないことだと思う。
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・戦争で物価が上がるのも嫌だけれど、戦争に巻き込まれるということが一番嫌である。世界を巻

き込むようなものにならないといい。でもこのようなことを昔の日本や他の国々もやっていたと

いうことで歴史への興味が少し湧いた。一番思うことは、この戦争もいつかは歴史の 1 ページ

に載るのだろうなと思う。日本は輸入にたよっていて、戦争後や今で輸出できないとなると世界

でまた騒動が起こることもあると思う。あまりニュースなどを見てきてなかったら、これを機に

ニュースを見ようと思う。

・人々が現在コロナウイスで苦労している中で、ウクライナに侵攻するプーチン大統領は最低だと

思います。また、自国(ロシア)の国民が戦争に反対しているのに聞く耳を持っていないし、つか

まったりなどの容赦のない仕打ちを受けている人達に対して何も思っていないのではないかとも

います。ウクライナでは大統領が自らから国民に「私たちはここにいます」という言葉を SNS
で発信し、鼓舞し続けている姿には尊敬でしかないです。きっとこの戦争は世界中がウクライナ

への平和を願い、一分一秒でもはやく終わってほしいと思っています。生き地獄のような生活を

耐え続け、平和が来ることを信じています。

・今回のロシアによるウクライナ侵攻で思ったことは、ロシアは、たくさんの土地を持っているの

にウクライナに侵攻するのはなぜなんだろうという思いが最初に脳裏に浮かび上がりました。そ

れからキエフやマリウポリなどの都市に侵攻して、無差別にたくさんの人を殺し、とても人事と

は思えないようになりました。ロシア国内でも戦争をやめてほしいという人々がたくさんいて、

悪いのは、ロシア全体ではなく、プーチン大統領なんだなと思いました。最初はすぐに戦争も終

わるんだろうなと思っていましたが、日に日に死傷者が増えていき、きれいだった町並みは荒れ

果てて、第二次世界大戦終戦後の日本のようでとても心が痛みました。もう二度と何も悪くない

人が命を落とさないことを願いたいです。

・なぜロシアは二度もウクライナを自分たちの支配下に置きたいのか、ウクライナは何も悪いこと

をしていないのに、ロシアの一方的な侵攻は許せないことだと思う。また、ロシアの侵攻により、

多くの子どもや女性などが避難しているが、亡くなった人も多くいる。そして、男性は、戦地に

戦いに行かされている。家族がいても男性はウクライナに残らなくてはならない。ニュースで夫

をウクライナに残し、子供二人で逃げてきた妻の話を聞いた。その女性は涙を流していた。今、

この世界で多くの命がロシアにより奪われている。そして、二度としてはいけないと言われた戦

争がまた起こっている。私はこのロシアによるウクライナへの侵攻や戦争が一刻も早く終わるこ

とを望んでいる。ウクライナの人の気持ちを考え、生活、行動することもとても大切なことだと

思う。

・侵攻をして誰が幸せだと感じるのでしょうか。ウクライナとロシアの国民が戦争に反対し訴えて

いるのをテレビでよく見ます。国民のこんなにも苦しそうに泣いている姿があるのに戦争をやめ

ないことがとてもおかしいと思います。ウクライナ侵攻が始まってから安心して眠れず、毎日恐

怖と戦っている国民たちに何もできず、ただテレビから見ることしかできないことにもどかしさ

を感じます。家族と離れてしまった幼い子供や家族をウクライナに残した国に避難している人も
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ずっと心配で侵攻が終わることをひたすら願っているでしょう。ウクライナだけではなく、世界

中の人々がこのロシアによるウクライナ侵攻が終わり、また笑顔で平和に暮らせる日を待ってい

ると思います。

・ロシアの侵攻によって戦争は必ず行われるから、戦争が行われれると人が必ず死ぬ。今の時代で

は平和な時代なのでだれでも幸せにいきられるから、ロシアが侵攻を止めれば戦争は終わり、人

は幸せに生きられるから侵攻はもう止めた方がよいと思います。

・今回のウクライナ侵攻は早急に中止するべきだと思った。なぜなら、このまま侵攻を続けてもロ

シア側は恐らく国際法に違反し、ロシアの財政が厳しくなっていくと思うからである。しかも現

段階ではロシアのウクライナ侵攻にロシア国内でも数多くの反対意見が起こっている、またウク

ライナ侵攻について知らされずに前線で戦った兵士も数多くいる。これらのことからロシアは現

在の世界からの目をよく確認し、早急にウクライナ侵攻から手を引くべきだと考えた。

・毎日ニュースで女性や子供が避難している様子を見て、現地では今も安心できな状態で大変だと

思いました。ウクライナは安全保障と引き換えに核を捨てたのに、契約を結んだロシアに攻めら

れ、他からも助けがこず、大変だと思いました。現在のロシアによるウクライナ侵攻では、ブタ

ペスト覚書の「3.ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナに対する脅威や武力行使を控える」と

いうところに反しているため、何らかの対応をしたほうがいいと思います。それをしたからとい

ってロシアが変わるとも思えませんが、1 日でも早く戦争が終わることを願っています。

・僕は、今回のウクライナにロシアが侵攻してきたことについて自分はとても嫌だと思っています。

ロシアのほうが圧倒的な勢力をもっているのにもかかわらず、ウクライナに侵攻して多くの死者

を出しています。戦争は二度と行ってはいけないのに行ってしまう、そして今のコロナ禍で世界

は苦しんで生きているのに戦争のせいでもっと苦しんでいかなければならないということになっ

ていて、一度あのように死者を出した戦争を行って、本来ならなくならないはずの命や生まれて

くるはずの命が悲しいことに消えていっている。自分たちがこうやって毎日を平和で楽しく過ご

せているように、戦争で命を落として犠牲になることは絶対にどんなことがあったとしてもあっ

てはならないと思いました。自分は未来がわかるわけではありません。ですが、この世界で二度

と戦争なんかを起こさない平和な毎日が過ごせて、何のことにも恐れたり、苦しんだりしないよ

うな世界になってほしいと思います。僕は、今起こっている状況が詳しくわかりませんが、どう

したらこんなことが起こらないようになるかもっと調べたり、考えたりしようと思います。

・毎日毎日ウクライナ侵攻についてのニュースを見ますが、ロシアが病院や学校などの非力な人達

がたくさんいるところに向けて爆弾を放ったりしていることを聞いてすごくい心が痛ましい。僕

は、戦争についてよくわからない部分のほうが多いですが、こういった事実には本当に腹が立ち

ます。ロシアだけが悪いというわけではないかもしれませんが、どうして自分よりも小さい国を

まるで弱い者いじめのように叩くことができるのか、はなはだ疑問です。また、ウクライナの若

い人が戦争に自らから向かったりしているのを見て、歴史の教科書に載っている前の日本を見て
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いるようです。ですから、あえてどちらが悪いとは言いません。戦争が起きること自体が悪いと

思います。どうか、こんな醜い戦争は早く終えて、一刻も早く元の日常にもどることを願うばか

りです。

・今回の戦争も無意味です。人が何人も亡くなり、毎日尊い命が失われている。同じ国だったお互

いで戦争しても何も生まれない。ニュースでプーチンに対しての不満を言っていた会見を見たこ

とがあります。その会見の出席していた一人の男性が、「何のために戦争をしているのかわから

ない」ということを言っていたのを聞きました。戦争を起こした国であるロシアの兵士ですら、

戦争をしている理由がわからないというなら、やっても意味がないです。何回も言いますが、戦

争は何も生まれないし、とても無意味なことです。もうやめましょう。命は一つだけです。

・自分は一般市民にすぎないので、ロシアは何の目的でウクライナを攻撃しているのかはわかりま

せんが、テレビで戦争のことが流れていてすごく怖いなと思ったのが第一印象です。自分は何も

できませんが、ウクライナの方々の心配と早く戦争が終わることを祈っています。あと、テレビ

ではウクライナの人々が避難している姿が放送されており、あるテレビでは射殺されてしまった

という放送があり、すごく心が痛みました。友達の中では、この戦争について「こわい」「プー

チンはおかしい」など、この戦争に対してやめてほしいと思っており、他の人々、世界の人々が

戦争なんて望んでいないので、はやく終わってほしいと思っています。

・ニュースでロシア兵の人たちは何も知らずに連れていかれて、ウクライナの人も毎日のようにミ

サイルなどが学校などに落ちて子供まで被害があって、だれも手出しができないまま侵攻が進ん

で、世界的にも環境問題の改善どころかまた昔のように争いが起こってしまう。

・はやく終わってほしい。ウクライナがかわいそう。

・プーチン大統領はひどいと思います。

・プーチンはひどいと思います。

・ウクライナとロシアが戦争をすることによって、日本にも被害が及ぶので戦争をやめてほしいで

す。

・戦争は起こってはいけないことだと思う。戦争をやったとしてもいいことはないし、悲しむ人が

増えるだけだと思う。ニュースを見ていても、小さい子が亡くなっていたり、家族が亡くなって

悲しんでいる人など、たくさんいるので戦争は本当にやめてほしい。昔の時代じゃないため、戦

車が走っているのも見たくないし、建物が爆発させられているのも見たくない。ウクライナの人

々は何がどうなっている状態なのかもわかっていないと思う。すごく不安だと思う。だから、本

当に戦争なんかやめてほしいと思った。
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・ロシアによるウクライナ侵攻について、単純にロシアはおかしいと感じました。なぜ侵攻してこ

こまでやるのか、なぜ関係のない人まで巻き添えにするのかよくわかりません。テレビでよくみ

るのは、小さな命まで亡くなったり、避難生活で十分な食事がとれずに苦しんでいる人たちをよ

くみます。そのたびに心が苦しいです。自分は少しでもウクライナに協力したいです。そのため

に寄付をしていきたいなと思っています。

・「戦争では何も得られない」という思いが自分の中には一番強いです。ウクライナのゼレンスキ

ー大統領とロシアのプーチン大統領、どちらも悪いと思います。ウクライナ側の判断もいけない

と思うし、ロシアのやり方も間違っていると思います。今でもロシア軍はウクライナの首都キエ

フを攻撃しています。関係のない人たちがたくさん亡くなっています。一歩間違えたら「核兵器」

が使われてしまうかもしれません。自分が初めてウクライナ侵攻を知った時、日本が「第二次世

界大戦」をしていたときのことを思い出しました。日本は広島に原爆が落とされ、たくさんの人

が亡くなりました。このようなできごとがまた行われるのは、いけないと思います。戦争は色々

な物が失われるだけです。ロシアには、早く侵攻をやめてほしいと願っています。これ以上悲し

まないように。

・僕は日本が徹底的な対策をすればいいと思う。理由は、ウクライナ侵攻によってロシアの物の値

段が上がって、輸出するときに莫大なお金が必要になるから。

・ウクライナは NATO(北大西洋条約機構)に加盟しようとしていて、それを阻止しようとロシア

が戦争をしかけた。ロシアは国連安全保障理事会の常任理事国のうちの 1 国で、ロシアとウク

ライナ間の戦争(争い)に関連した会議を国連が開こうとしても、拒否権を使って避けることがで

きるという点でとても強い。NPT(核拡散防止条約)や TPNW(核兵器禁止条約)にも参加してな

いので、核兵器をもっているロシアは『もしアメリカやイギリスがウクライナを援助した場合、

核兵器を使う。』などと脅してアメリカ率いるウクライナ側の先進国を近づけようとしなかった。

しかし、多分、今後ロシアには輸入を禁止するだろうし、ロシアからの輸出も極端に少なくなり、

経済が大混乱すると思う。ロシア(プーチン大統領)は、今のことしか考えていなかったのではな

いかと私は考える。これから、ウクライナ侵攻は当然許せないことだと思う。ロシアは一応今で

は資本主義だが、プーチン大統領に逆らえない少し社会主義的な部分もあり、プーチン大統領の

決断なのにロシアの決断だと思われて、今後ロシア人が差別されることもありえるので、やっぱ

りよくないと思う。

・今回はいかに得るものが多かろうと、ロシアがやっていることは、明らかにおかしいと思う。ロ

シアはたくさんの人々を殺したり、子供まで殺してしまっている。僕が大切に思っていること、

建物の破壊である。ロシアは脅しの目的なのか、様々な建物を破壊した。その中には価値の高い

ものも多くあっただろう。日本のことのように考えて、例えば、毎日のように京都がせめられ、

その間に金閣寺や銀閣寺などのとても価値のあるものが破壊されてるのだ。第二次世界大戦中、

アメリカは京都にも原爆を落とそうとしたが、途中でとりやめたらしい。ロシアがやっているこ

と、これよりもさらにひどいことなのだ。僕はこの戦争は一刻も早くやめるべきだと思う。
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・まず、「ロシア」による侵攻というよりは、ニュースなどで出回っている情報を見る限りでは、

「プーチン大統領」がひきおこした戦争であると感じた。TV 番組等で、プーチン大統領のソ連

のスパイ時代がうんぬんと言っていて、ウクライナを NATO に加盟させないようにするために

戦争する力をなくす(事実かは不明)と言っているが、いきなり開戦(いきなりではなかったかも

しれないが)はよくないと思った。プーチンの意思を明確にし、あくまでも対等な立場でまず話

し合っていれば、戦争にならなかったかもしれない。実際にロシア国民も戦争には反対している。

そもそも戦争をすること自体がよくないのだ。３月 21 日に見た TV の「歴史はいんをふむ」的

な話で、第二次世界大戦前と今のロシアの状態が似ているという話も聞いたし、日本で言うと北

方領土が心配である。自分にできることは、真偽不明の情報を自分なりに見分けつつ情報を集め、

こんなことが今世界で起きていると頭の片すみにおきながら生活することだけである。

・今回の件を色々なメディアで見ているが、ロシア兵もウクライナ兵も戦争は望んでいない。今回

はロシアにウクライナが侵攻した形で始まったので、ロシアのトップがよくないと思う。

・戦争をせず、平和に解決する方法を見つけてほしかったです。

・今回の件を色々なメディアで見ているが、ロシア兵もウクライナ兵も戦争は望んでいない。今回

はロシアにウクライナが侵攻した形で始まったので、ロシアのトップがよくないと思う。

・ニュースで多くの都市が爆発などによって崩壊しているのを目の当たりにして、何のためにロシ

アはウクライナに侵攻しているのかが気になった。日本を生活の拠点としているウクライナ人も

少なくないだろうから、その人たちは現地に行って何かやることもできないし、平和を祈ること

しかできない。自分がもしウクライナ人の立場になったら、どのようなことをしているだろうか

と考えることが多くなった。プーチン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領の声明を一切聞

いていないような振舞いをしているから、国同士の争いになっているのだから、話は相手国であ

っても聞いてあげるべきだと思った。

・どんな理由があろうと、絶対にあってはならないことである。私は YouTube のニュースから主

に情報を得ているが、コメントに「ウクライナがロシアを怒らせるようなことをしたから、ウク

ライナの自業自得である。」という意見がある。確かにウクライナがジェノサイドを行ったとか、

NATO に加盟しようとしただとか、ただそれが事例であっても、戦争は起きてはならないこと

であるし、ロシア国民はプロパガンダによって事実を誤解しているかもしれない。兵士にも訓練

であると嘘を言ったり、現代にロシアという大国がこのような事をしてしまっていることが信じ

られない。過去に西側は NATO、東側はワルシャワ条約機構を結成し、NATO はロシア側に拡

大しないという約束があった。ウクライナはそれを無視しようとした。ただ、NATO はウクラ

イナを加盟しようとはしなかったし、アメリカ軍が直接ロシア軍と衝突することも避けている。

だから今回の侵攻は全ての責任がロシアのプーチン大統領にあり、気になって勉強に集中できな

いので、私は早くこの戦いを止めてほしいと願う。
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・軍事力にだけではなく、一般の人々にも被害が起きていることは平和を壊しているということに

なると思う。そのため、今起きている戦争（ウクライナ侵攻）を止める必要がとてもある考える。

しかし、戦争を止めるということは本当に難しいことだと思う。

・ガソリン高騰して困っています。早く無くなって欲しいです。

・何がしたいのかわからない。

・遠い異国の話なのであまり関心がない。

・戦争なんて考えてもムダです。
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緊急アンケート調査 2022 年 3 月 17 日

高１

・第 2 次世界大戦の日本と同じような状況になっているように思います。ただ当時の日本と違っ

て石油石油は自国で生産でき、国土も広く、軍も大きく核を持っているため、今の状態だと決め

てにかけると思います。私はそれよりも、ロシアに賛同して北朝鮮などが戦争を吹っかけてきそ

うで怖いです。その場合、日本は自衛できないのですぐに攻め落とされてしまいます。また、私

はこのウクライナ侵攻でロシアが、国連安保理の常任理事国を外されることを期待しています。

これで前例を作ることができれば、これからまた危なそうな国があれば事前に対策できるからで

す。とはいっても、他の常任理事国が自国の利益のために反対する筈なので実際は外されないで

しょう。期待で終わると思います。

・怖いと思います。早く終わってほしいです。命がもったいない。

・ロシアは様々な国から批判されているにも関わらず、なぜ侵攻を続けるのかと思った。また日本

に飛び火したら怖いと思った。

・ロシアによるウクライナ侵攻は、恐ろしいことだと思います。自国の日本には、まだそこまで危

機感が感じられませんが、もし日本がウクライナの立場だったら怖いです。そもそもロシアは宇

蔵内が NATO に入ることに反発していたと思ったのですが、今ではウクライナをロシアの領地

にしようとしています。この戦争はプーチンが大統領じゃなくなれば終わるのではないかと考え

ています。最悪の場合は、ウクライナが降参してロシアの領地になることだと思います。今、世

界中で「No war」というのが挙げられています。それはロシアの国民も挙げています。ロシア

の国民の中にも戦争を反対する者が多くいます。こま戦争が早く終わることを願います。

・怖いです。早く終わってほしいです。プーチンがこわい。ウクライナ頑張ってほしい。No war、
日本も支援しましょう。ゼレンスキー大統領頑張れ。戦争はやめよう。平和。核が怖い。早く避

難してほしいです。プーチンが同じ人間とは思えない。

・ウクライナ侵攻のニュースを見ていて、本当に戦争のように見えてとてもおそろしいです。ロシ

アがウクライナのキエフを獲得したいだけなのに、人々を殺し、傷つけ、本当にロシアはおかし

い行動をしていると思います。なぜプーチン大統領は侵攻をとめさせようとしないのか疑問です。

人を傷つけないと公表していたのにあんなにもたくさんの死者が負傷者が出ています。逃げてい

るところや避難している場所を狙っているのは、どう考えても殺そうとしているのに違いありま

せん。コロナで既に大変な時期だというのに、このような戦争を起こしてしまっているのは世界

的にも不安になり、影響が出ます。すぐにこんな事態を終わらせ、平和な二国に戻ってほしいで

す。また、ロシアもウクライナへの侵攻を諦め降参してほしいです。キエフをロシアのものにす

るのは無理！人々の命を守ることが最も大事 ‼ このことをもっと表に出して意識していける世

の中を目指すべきだと思います。
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・ウクライナはもちろん、ロシアの国民に多大な被害を与えるため戦争をすぐにやろるべきだと思

う。何もしていない国民を巻き込むのはだめだと思う。

・罪のない市民が危険にされされていることが最大の問題であると思う。ウクライナのある都市で

は、水道水の停止により、幼い子どもが脱水状態でなくなったと聞いた。本当に悲しい出来事だ

と感じた。今回のロシアによるウクライナ侵攻による被害は、当事国のみにおさまらない。ロシ

アの経済制裁による影響は各国で起きている。ロシア国民には、ロシア(プーチン大統領)が行っ

ていることを正しく伝えるべきだ。これ以上悲しい事態が広まらないよう願っている。それと同

時に私たちが今、平和に安全な生活を送れることに感謝したい。

・元は、ロシアの領土でウクライナが NATO に入ろうとしていて領土をなくさないようにしてロ

シアが侵攻しているけれど、どちらも戦争をしたなくないと思う。

・プーチンの考え方がよくないと思います。

・プーチン側がよくないと思います。

・ロシア国民はさっさとプーチンを引きずり落とすことを強く勧めます。そしてウクライナにはど

うか、この侵略に負けないで欲しい。

日本政府はこのウクライナ侵略から何か学ぶことがあるのではないですか。せめて核ミサイルの

1 本くらい、抑止力として置くべきではないでしょうか。日本はなぜか周りにまともな国がほと

んどないのですか。いつウクライナと同じようなことになるかわかりません。なので、ある程度

の防衛力をもってはいかがでしょう。このままでは竹島や北方領土が戻ってこないのではないの

かと考えてしまいます。私たち若い世代がいつまでもこの「日本」という国で生きていけるよう

に、いつまでも憲法 9 条にすがってないで行動をしていただきたいです。ウクライナに栄光あ

れ。

・私はロシアがウクライナを侵攻していることについて、戦争は止めてほしいと思っています。結

局、戦争によってもたらされるものは喪失感だけで、喜びなんて生まれないのではないでしょう

か。今回の戦争で色々なものの喪失の代償に何が得られるのか見当もつきません。ロシアがウク

ライナを攻めることは、ウクライナだけなく、ロシア、ましてや世界中に影響を与えます。住む

所を失った人々はどこに帰ればいのか、経済が滞る社会でどう生きればよいのか、自分たちの主

張さえまともにできない人々はどうすればよいのか。戦争が始まって死ぬのは、結局弱い立場に

いる人間です。そのような方々の被害を少しでも少なくするために、戦争という行為はすべきで

はないのだと思います。

・SNS のトレンドで初めてこのウクライナ侵攻を知ったとき、何が起きているのかと驚きました。

毎日、このことがニュースに取り上げられていて、プーチン大統領が何故この行動をとったのか

不思議に思います。ウクライナの人々はロシアからの攻撃におびえる毎日を過ごさなければなり
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ません。それはとても恐ろしく、生きている心地がしなくなってしまうのでしょうか。戦争から

は何も生まれない。一刻も早く平和な日々が戻ることを願っています。

・戦争はやはり起こってはならないと改めて感じました。今朝のテレビニュースに映ったウクライ

ナの方の話は(おそらくですが)アメリカに向けて「真珠湾攻撃を思い出してください。9.11 を

思い出してください。今、我々の故郷が戦場になっています。」と話していて、自分たちの国も

昔、加害者であったことを思い出しました。今、自分たちがしたことをロシアが行っていて、同

じことを二度としてはいけないと感じました。日本にいる私にできることは、私が知っている限

りでは募金程度しかなく、歯がゆい思いをしています。また、ウクライナに他にどんな支援がで

きるのか、もっと広めてほしいです。戦争はどんな理由があってもしてはいけないし、今後どう

なってしまうのか心配です。日本にいるからこそ、どこか他人事のように感じている人も多いと

思います。身近で起きていると、皆が気づけばいいなと私は思います。

・僕は戦争はしてはいけないと思う。なぜなら戦争をしていいことがあるなんてことはないからだ。

何の関係のない一般人の目の前にミサイルなどの爆撃が起こっているなど、今やウクライナでは

普通ではありえないことが起きている。これは同じく戦争を経験した我々日本人にとっても他人

事ではないと思う。武力では何も解決することなどないこともわかっているのにどうして再び過

ちを繰り返していくのだろう。私たちはこのことを強く受け止めてどうしたら一刻も早く平和が

訪れるのかを考えなければいけないと思う。

・私はウクライナ侵攻に対するロシアへの制裁は、ロシア全体への経済制裁ではなく、大統領への

直接的な何かしらの政策を行うべきだと思う。ウクライナ市民は攻撃を受け、ロシア市民は何も

受けないのか、と考えるかもしれないが、本来であれば両市民とも攻撃を受けてはいけないので、

その代表者への制裁が必要であると考える。しかし、実際自分が攻撃を受ける側であるなら、こ

の意見と同じであるとは限らない。

・私はロシアのウクライナ侵攻に不安な気持ちを持っています。私はウクライナ出身の日本で活動

してるユーチューバーの動画を見ています。その動画では、日本で活動してるウクライナ出身の 2
人の兄弟がゲームなどをするものです。けれどロシアのウクライナ侵攻が続いていて今はロシア

に対する不安の気持ちを動画で世界中の人々に伝えようとしています。彼ら兄弟のお父さんは今、

ウクライナで戦争をしています。私はこれらの動画を見てとてもロシアに不愉快な気持ちを思っ

ているので、1 日、1 分 1 秒でも早くこの戦争が終わることを祈っています。

・私は今回の出来事をニュースで見て、民間人やウクライナの都市を攻めることはけっしてあって

はならないことだと思います。しかし、ニュースを見ているとロシア兵の方々も何も知らされず

に攻撃をしているという事実に驚きました。「何故戦っているのかわからない」という言葉を聞

き、彼らの中にも自分の意志で攻めているわけではないのだと思いました。ニュースの 1 つに、

ロシア兵の若者が攻めるのをやめて、ウクライナの方々から食事をいただいたり、母親に電話を

したというものがありました。この出来事を聞く限りでは、ウクライナの方々もロシアやロシア
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兵が全て悪いと感じてはいないように思えました。このような心が温かくなるニュースを聞くと、

なぜこのような結果になってしまったのだろうかと思い始めるようになりました。日常の小さな

出来事でも大きな出来事に繋がってしまう可能性もあると改めて認識することができ、私たちに

少しでもできることはないのか、この事実を周囲にも伝えていこうと思いました。

・先日、ニュースでロシア側の生放送番組に「戦争反対」といった内容のカードをもってテレビに

映り、3 万円の罰金を支払ったというのを見た。他にもウクライナ出身のユーチューバーが家族

から聞いた現地の状況を発信する活動をしているのを知っている。ネット環境のある場所はいつ

爆破されるかわからず、電話をするのも数分。現地にいる家族の安全確認ができなくなることも

ある。毎日きっと安心して寝ることもできず、食料も減り、少しずつ飢餓が進んでいっているの

だろうと思っている。正直、怖くて情報をあまり取り入れられていないし、本当に戦争をしてい

るのもまだ信じられていない部分もある。けど、これから少しずつでも発信されている情報に目

を向けて、友達や先生などと話していくことも大切であると思ったので行動していきたい。募金

ができないのか、何か少しでも役に立つことができないのかを調べて、広めていくこともしてい

こうと考えている。政治で起きた問題なのに、ほとんど何も知らない人がいるような一般の人を

現地へ送り、戦わせて、上から見ているような国の偉い人は何なのだろうと思う。自分たちが前

に出て戦えばいいのに。そうできない理由あるとしても思ってしまう。

・どんな理由があっても、戦争はしちゃいけないし、ましてや民間人を巻き込けなんていけないと

思っています。プーチンさんがやたらいちゃもんをつけてくる怖いヤンキーにしかみえません。

・ロシアはウクライナの侵攻を今すぐやめるべきだと思う。よくニュースでロシアのウクライナ侵

攻を目にするが、ロシアはウクライナ国民の子供や大人を無差別に攻撃している。本当にロシア

のプーチン大統領はおかしいと思う。というのも、ウクライナに攻めてきたロシア兵を捕まえて

質問したところ、「プーチン大統領の指示のもと、このような行動を起こした」とニュースで目

にした。おそらく、ロシア兵もこのようなことをしたくてしているわけではないのだなとニュー

スを見ていて思った。昔は、第一次世界大戦や第二次世界大戦などの国同士の争いで、この戦争

に参加した国々の国民は多くの命を落としている。世界中でもう二度と同じようなことを繰り返

さないために、国同士で条約を結んだり、組織などを作るなどして、戦争が起きないように工夫

してきた。しかし、今、ロシアはウクライナ侵攻(戦争)を、昔のあやまちを繰り返している。こ

のような国がある限り、世界に平和は訪れないと思う。ウクライナ国民、そして世界の国々のた

めにもロシアはウクライナ侵攻をやめるべきだ。

・武力での解決に反対している国が多いことがすごいと思いました。世界中の人々が戦争での犠牲

者を出したくないことが伝わりました。戦争を望んでいない人たちが戦争で亡くなっていくこと

はとても悲しいことです。戦争を経験していない人もウクライナ侵攻で戦争の恐ろしさがわかっ

たと思います。改めて戦争に反対する意志を身につけることができました。

・テレビや新聞でウクライナへの侵攻について情報を得ていますが、見るたびにだんだんと悪化し
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てきているように感じています。侵攻から 1 週間ほどで首都が占拠されていた気がします。そ

して、現在はウクライナの各地がロシアに攻撃されているのを見て、とても恐怖を感じます。ま

た、原子力発電所もロシアによって占拠されたということも聞きました。ウクライナは昔、東日

本大震災のときに発生した原発事故よりもかなりひどい原発事故があったことを知っているの

で、もし、爆弾などで原発が攻撃され、また昔のようなことが起きたら、現地の人はとても苦し

い思いをすると思います。ウクライナの方たちが家族で国外に逃げられずにお父さんと離れるこ

とになってしまうのも、この時代に本当に起きるものなのだと驚いています。避難先はかなり衛

生状態が悪いらしく、体調を崩してしまう人が多いそうです。そういうものを見ていると、とて

も悲しい気持ちになります。1 日でも早く、ロシアのウクライナ侵攻が終わり、平和な生活をま

た送れるようになることを願います。日本からも募金など何か私たちにできることがあれば、積

極的に行っていきたいと思っています。

・とてもひどいことだと思う。なぜなら、戦争をするという行為が許されないものであるのに、そ

れに加えて罪のない人々にも被害をもたらしいているからだ。また、ロシア側は、住民を巻き込

むような行為はしていないと述べているため余計に許せないと思う。どのような人でも自分の命

や大切な人の命を守りたいと思うはずだ。しかし、戦争はそのような人々の想いを簡単に打ち壊

してしまう行為である。そのため、戦争を早く終わらせ、ウクライナの平和を取り戻してほしい

と思う。

・なぜロシアは、平和な国ウクライナにこんなにも大きな攻撃をするのかがよくわからない。プー

チン氏のような自分の意思だけで、多くの犠牲者が出てきていることに納得がいかない。ロシア

には、早くこの侵攻を止めてもらいたい。この前に避難所にミサイルを撃ったというニュースを

聞いて、ロシアは本当におかしな国だと思った。

・まず、最初に思ったのは、他人事ではぜんぜんないなということです。もし、アメリカが日本の

近くにしようとしたなら、ウクライナではなくここが戦場だったかもしれないし、教科書に載る

ようなことが現在起きているということにとても恐怖を感じます。また、ウクライナの人たちは

何をするでもなく、こんなことが起きており、困惑してるだろうし、混乱しているでしょう。不

安の最中で逃げることしかできず、逃げても、落ち着く場所が見つからず、絶望している人もい

る。死傷者も何十人、何百人、何千人、何万人と増えていくなかで、同じ人間がこういう扱いを

受けていると思うと腹が立つし、悲しくなる。それでも現状、私たちには何もすることが出きま

せん。歯がゆい思いでいっぱいですが、ウクライナの人たちの無事と安寧を祈るしかありません。

そしてもう一つ、かの有名な偉人杉原千畝はナチス追われるユダヤ人を自分の立場を省みず、独

断でビザを発券しました。他の国の人を助けるため、ビザを書き続けた千畝は手がマメだらけで、

それでもユダヤ人のためにビザを出し続けました。その行為は千畝が列車で国を出るギリギリま

で続けたそうです。ビザを書ききれなかったユダヤ人に謝罪の言葉を繰り返した千畝は、立場を

下ろされクビになりました。しかし、千畝の行動が数百人のユダヤ人を助けたことも事実てず。

今まさにそのようなことが、ウクライナで起こっている。自分たちはそれに関われないし、自分

の命も大切だ。だが、出来ることなら救ってあげたい。それが出来る人がこの世にはいっぱいい
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る。その人たち全員が千畝のような心を持ち、また、私も同じ志を持ち、前に進み、目先の物事

ではなく、幅広い視野を生きていきたいと思った。

・まず、なんでこの時代に戦争ができるのか疑問に思いました。なぜなら、コロナウイルスという

今までになかったウイルスで感染者が増えているので世界で協力する時だと思うのに罪のない一

般人を書き込み、さらにロシア国内では自分らが正しいみたいな報道がされていると知り、驚い

たからです。また、今まで平和に問題なく暮らしていたのに急にロシアに攻撃されて、日々安心

できない生活をしているウクライナの方々の姿が報道されているのを見て、すごく心が苦しくな

り、ニュースで見ているだけでも恐ろしいのに、現地ではどのくらいの恐怖があるのか、計り知

れません。ロシアでは、一般の人が判断したわけでもないのに、一般の人にも影響が出るのも何

か違うと思います。一刻も早くニュースから戦争のことが消えて、ウクライナやロシアの方々が

今まで通りの生活に戻れるような世の中になってほしいです。

・ロシアはウクライナの NATO 加盟を認めるべきでロシア政府は、国民に対して正しい情報を伝

えたほうがいい、ロシアは民間人にまで攻撃して死者を出しているのでさすがによくないと思う。

プーチン大統領はゼレンスキー大統領のことを“ネオチナ”と表現しているが、プーチン大統領

のほうがナチスと同じようなことをしていると思う。ウクライナがロシアの条件をのんで停戦す

るのではなく、ロシアがウクライナの条件をのんですぐに停戦すべきだと思う。ロシアもこのま

までは国際社会で孤立していくだけだし、これ以上の制裁が加えられる前に第三次世界大戦に発

展する前に、そしてロシアのウクライナ侵攻が始ってから北朝鮮もミサイルをたくさんうってい

るので、早くウクライナ侵攻をやめてほしいと思う。

・ウクライナ侵攻は、本当によくないことだと思った。歴史で戦争はだめだということを学んだの

に、なぜ争うのかが分からないと思った。ロシアの兵士もウクライナを侵攻したいと思っていな

いと思うし、兵士の一人ひとりに家族がいるのにと思い、とてもかわいそうだと感じた。

・私は、ロシアによるウクライナ侵攻について、ウクライナの国民の家族間で情報の格差があるこ

とをニュースで知り、怖いと思いました。インターネットで今回の侵攻についての情報を様々な

角度から見て、考えることができ、ロシアをよく思わない若者とロシアが放送する 1 つの視点

から今回の侵攻を見ているテレビ番組などからしか情報を得られず、ロシアを正しいと思い込ん

でいる高齢者が対立していないといいなと思いました。私は今回の侵攻が正しいと思わないので、

ウクライナの国民の人たちに一刻もはやく安心して生活できる日が来てほしいと思いました。

・争いはよくないと思います。ロシア国民とウクライナ国民は争いを求めていないと思う。ウクラ

イナの人々は毎日が大変で、いつなくなってもおかしくない状況にいます。ロシアのプーチン大

統領がウクライナを自分の国の領土にしたいという欲望だけでウクライナに侵攻するのはよくな

いと思います。ウクライナでは死者がすごく出ています。何もしていないのに人の命をうばうの

はよくないことです。いつ、その争いが終わるか分からないが、自分はウクライナをロシアのも

のになるまで、争いは終わらないと思います。1 日で早く安心して生活が送れるようになってほ
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しいと思います。

・コロナが流行していて、大変な時期なのに、ロシアがウクライナを侵攻する意味が分からない。

ロシアがなにをしたのか理解できない。ロシアが行った人道回廊の設置は意味がないのではない

かと思った。一般市民にまで攻撃するなんて、ありえないと思った。

・自分の思い通りにならないからって、ウクライナに侵攻しちゃダメだと思う。世の中、自分勝手

に行動していい事なんてないから、思っていたこととちがうことが起きても怒んないで、しょう

がないなって受けとめればいい。しかも、思っていることはきちんと相手に伝えて、話し合い沢

山すればいいのになんで戦争がはじまっちゃったのかってなぞだった。病院にばくだん落として

だれが得するの？って思った。世界のみんなは戦争反対しているのにプーチンだけどんどん進ん

でいってて怖い。世界の国の一人ひとりが仲良く楽しく暮らして、戦争って言葉を耳にしない日

がきますように。

・ロシアのプーチン大統領は、ウクライナの非軍事化のために侵攻をすると表明していたにも関わ

らず、小・中学校や病院にも爆弾をしたとニュースで見ました。ウクライナの非軍事化を目的と

した侵攻ならば、ウクライナの国民に被害を与える必要はないと思いました。先日、子どもたち

が避難していることをロシア軍に示すため、シェルターの屋根部分に子どもたちを意味する文字

をウクライナの人々が書いたとニュースで見ました。しかし、ロシア軍はそのシェルターを爆撃

したそうです。私はこのニュースを見て、ロシアのウクライナ侵攻の目的はウクライナの非軍事

化以外の目的があるのではないかと思いました。日本はウクライナに支援物資を届けたりしてい

るようですが、「アメリカやヨーロッパ諸国と足並みをそろえて」という考えがあるそうです。

私は、より積極的にウクライナを支援し、避難民を受け入れるべきだと考えます。他国と足並み

をそろえてとなると、より早くできたはずの支援や、救えたはずの人々が出てきてしまうと思い

ます。

・わざわざ武力を使わなくても、話し合えばよいのになと考えました。武力を使えば人が死んで、

建物も壊れて、大きな被害がでると思います。今、ウクライナは子どもが百人以上亡くなったと

ニュースでも言っていました。今、世界は平和になっているから、侵攻するのは似合わないと思

います。だから一日でも早く平和な世の中になって、安全に暮らせる日が来てほしいと願ってい

ます。また、早く両国が仲良くなるということも願っています。募金活動も積極的に取り組もう

と思います。

・僕はなぜウクライナが戦争のようなことをしてまで NATO に入りたいのかという理由を知りま

せん。ロシアのウクライナが NATO に入ってほしくない理由については理解できくした。しか

しそれが侵攻していい理由になるとは思えません。だから僕は、それを指示ているプーチン氏を

許せないです。

・人間だからいろいろな意見や考えの食い違いがあることはしょうがないと思いますが、武力など
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で解決しようとするのは違うなと思いました。

・コロナウイルスで世界は大きな変化をしていて、協力しなければいけない中、このようなことが

起きたことをとても悲しく思いました。そうなってしまったのは国としての何かがあったからだ

ろうけど、それのせいで何の関係もなく、平和に暮らしている一般の人に大きな被害が出ている

ことを知って、それでもなぜ戦争をやめようとはしないのか不思議に思いました。

・日々ニュースでウクライナの住民たちが、ロシアの攻撃に脅かされながら暮らしている光景を目

にすると、胸が苦しくなりました。また、ニュースで、「防空壕」という言葉を使う日が来るな

んてと思いました。「戦争」という言葉についても同じです。世界平和が実現される未来が遠く

ならないことを願うばかりです。唯一の被爆国の日本だからこそ、思うことがあると思います。

戦争の恐ろしさや命を失う痛みや苦しさなど。まだ、世界にはその思いが伝わっていないのだと

思いました。

・最近ユースでは、ウクライナの人々への被害の現状を多く耳にするようになったが、その中でも

特に、子供や女性への被害がとても印象に残っています。ロシアの大統領は、民間人への攻撃を

しないと言いながら、病院や学校など被害が及んではいけないところばかりを攻撃していて、大

統領というのはどんなことをしても罪にならないのかなと、思ってしまっています。ウクライナ

の人々だけでなく、ロシアの人々も大きな被害を受けていると最近気づきました。それは、ロシ

ア兵とその母親とのメールのやり取りをウクライナの大統領が紹介しているというニュースで知

りました。ウクライナの人々攻撃するロシア兵の人も、こんなことをしたくないと思っているこ

とに驚きました。とにかく、戦争がいつ終わるのだろうか不安な気持ちでいっぱいです。

・戦争はしてはいけないし、あってはいけないと思います。日本の人たちはそのことをもっともよ

くわかっていると思います。ウクライナは小さな国でロシアよりも立場が低いのに攻撃されれて

いるのはとても悲しいことだし、あってはならないと思います。ウクライナの人たちは、攻撃さ

れてみ自分の国から避難せずに家に残る人たちがいることがとても勇気がいることですごいと思

いました。日本では昔、原子爆弾が落とされたり、アメリカ軍と戦ったりしていて戦争の怖さや

悲しみを知っているので、今回の戦争も日本人にとってはつらいことだと思いました。ロシアの

侵攻の怖さが毎日、テレビから伝わってきて、つらいだろうなと考えてしまいます。ウクライナ

の立場の弱さがとても悲しくなりました。学校でも戦争の映画を見たりしていたので、もうこん

な戦争は世界でなくなってほしいと思いました。毎日、テレビで戦争の様子を見ているとウクラ

イナの人たちのつらさ伝わり、とても助けてあげたい気持ちになりました。コロナで世界中が大

変な中で、このような戦争が起こり、とても嫌な気持ちになるし、もっと大変で食料などのもの

も多く必要となるので、早くコロナも戦争も終わっていほしいと思いました。ウクライナ以外の

国にも戦争がかないわけではないので、しっかりと備えたいと思いました。このような戦争がこ

れから先で起こらないで、平和で幸せな国になってほしいと思いました。

・よいことではないと思う。今まで大きな戦争があった中で、メディアが発達しはじめた現状があ
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るため、メディアの力もとても大きくなると思う。今でも多くの情報が飛び交う中で何が正しい

かわからない。その分わからないままそれをまた発信してしまうため、より混乱した世の中にな

ってしまっている。戦死の報告人数も国によって違う。だからメディアが大きなカギとなると思

う。大人が大人になれない世の中なんだと思った。プーチンも一つの国を背負うため大変だと思

う。お互いの苦痛を知れればいいのに。

・武力によってウクライナを攻撃するのはやはりいけないことだと思う。一方的にウクライナに不

利な条件を持ち出してひどいと思う。一般人を巻き込んでいるのも怖いなと思う。ロシアでも国

民が悪いわけじゃないから、上の立場の人が早く戦争を終わらせてほしい。

・自分たちが何かできるわけではないからただただ平和が訪れるのを待ち続けたいと思う。せめて

民間人を巻き込まないようにしてほしい。ロシアにもじじょうがあってウクライナに侵攻したの

だろうとは思うが、そうするより話し合いで何とかできないのだろうか。自分が相手の立場にな

って考えてみれば、こんな荒いやり方のほうがよっぽど辛いと思う。

・ウクライナでは民間人が多く亡くなっていることを知り、戦争はやってはいけないものであると

改めて感じました。また、ヨーロッパの国々が関わってしまったら、核戦争になってしまうと思

いました。

・僕はウクライナ侵攻をやめた方がいいと思います。ロシアは、ウクライナを手に入れることはで

きるが、世界的な交流が乏しくなると思います。メリットはあるがデメリットのほうが大きいと

思います。しかし、ロシアのプーチン大統領を止めるような人材はほぼいません。だからプーチ

ン大統領を説得させる方法があったらやめさせられると思います。

・全ての原因はプーチン大統領に主権が及んでしまっていることだと思う。ロシアの中にも、ウク

ライナ侵攻に対して抗議し、「No War」と反対している人々が拘束される事例も発生していて、

そのような人は、現在ロシアで人権を失っていると言っても過言ではないと思う。日本には二度

とこのような国になってほしくないと全国国民が感じていると思う。

・私は最初に、親や友だちから ウクライナ侵攻について聞いたとき、あまり興味を持っていませ

んでした。しかし、テレビやスマホで実際にウクライナの町が破壊されたり、子供が泣いている

姿を見て、本当に恐ろしく、大変なことだと実感しました。

・なぜプーチン大統領は戦争をしようと思ったのか。ロシア国民のことまでちゃんと考えているの

か、よくわからない。パラリンピックもウクライナは世界各地から支援され出場できたが、ロシ

アは出場できなかったのが現状である。しかし、それでは本当の平和の祭典の意味にはならない

と思う。ロシアもウクライナも敵同士ではあるが、国民の意見にも耳を傾けてほしいと願ってい

る。
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・このままだと、第 3 次世界大戦になってしまわないかがとても不安。

・プーチンは各国に対し、ウクライナを支援すると核兵器を使うと脅しているとメディアで知り、

ずるい人だと思った。そのメディアの中で、世界の均衡を保つためにウクライナを見捨てるしか

ないといっている人がいたが、ウクライナの人々には家族がいて、夢があるのに見捨てていいの

かと思った。ウクライナを守るために、危険を顧みずに行動している人もいる。その中で、国連

がなぜ動かないのか疑問。戦争につながってしまう可能性もあるが、最善の方向へ向かっていっ

てほしい。

・クラスメイトからロシアとウクライナについて数か月前に聞き、少し調べているときに、ロシア

による侵攻が始まりました。ロシアはロシアの、ウクライナはウクライナの、そして他国にも各

々の事情があったとしても、第二次世界大戦が終戦し、多くの地域で平和を築いている現代で、

武器を持ち、武力行使をしてはいけない理由を大人から話を聞くのではなく、自分で感じました。

プーチン大統領の主張では、「一般人に被害を与えるつもりはない」となっていますが、子供た

ちの学校、病院、1000 人以上が避難していた劇場、原子力発電所まで攻撃していることを非難

しなければならないと思います。また、各国では第三次世界大戦を引き起こさないために、ウク

ライナに武力を供給することは難しいと聞いています。だからこそ、食料や衣料物資を届け、我

々がウクライナを少しでも支援し、ロシアに戦争に反対だということを示すことが大切だと思い

ます。私は今回のことから、国内外に関わらず非常時に柔軟に対応し、支援を行えるようにしな

ければならないと感じています。つい最近まで自分と同じように学校に通っていた子供が自分や

家族を守るために武器を持たなければならない。もしかしたら子供は私たちより幼いかもしれな

い。こんなことは今すぐに止めるべきです。

・ウクライナの人々もロシアの人々も私たちも、このようなことは望んでいなかったのに、国民の

意見や周りの意見を聞かずにこんなことになってしまって、本当にいたたまれない。やむを得ず

国を追われた人たちの行き場が用意されているわけでもなく、国民の安全が保障されているわけ

でもないのに、巻き込まれた人のことを考えず取り返しのつかないことをする意味も分からない。

早くこの対立が終わって、国民の人たちに 1 日でも早い平和が訪れることを祈ります。戦争を

して何かが解決する、と私には到底思えないです。

・今回のロシアによるウクライナ侵攻は、ロシアの勝手な理由から始まったと考えている。ロシア

がウクライナが非武装化すればやめると言っているが、非武装化することで悪いことを話す。銃

を持てなくなる、中立国になることでロシアは出ていくが、他の国が攻めてきたとき「抵抗でき

なくなる」ということと、中立国ということで他の国から戦場として好き勝手されるということ

がある。このことからロシアの侵攻は会議での交渉は不可能だと考える。

・戦争はなにも生まない無意味なものなので、戦争をおこしたロシアはよくないと思う。

・今回のロシアのウクライナ侵攻について、昔の領土だったからといって、他の独立国に勝手な正
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義感を振りかざして、他の国の人々の人権を侵害し、ロシアの行動は WW Ⅱから、少し前に至

るまでに大規模な戦争はほぼ無く、均衡、大きく見たら平和を保っていたこの世界を脅かす行動

であり、どんな主張があろうと対話もせずに武力行使に出て、大量殺人を起こし、世界を混乱に

おとしいれ、WW Ⅲまで起きそうな勢いなのは、決してしていけないと思います。平和的解決

を望んでいますが、ロシアにはそれ相応の報いを受けてほしいと思います。二度と戦争を起こそ

うという気がわかないような。

・戦争はこわいので、もっと平和的に会談などをして安全に解決してほしいです。

・ロシアは国連の常任理事国なのに、平和を脅かすようなことをするのはよくないと思いました。

ロシア軍の攻撃でたくさんの犠牲が出ていて、近隣の国にも危険が及ぶ可能性もあるので、すぐ

にウクライナから軍を引き上げてほしいです。

・ロシアは常任理事国であるのに、拒否権を出してでも戦争をするのは勝手すぎる。戦争する人た

ちも戦争をしたくないのに無理やりさせられるのを思うと辛い。プーチン大統領はどんな思いで

いるのかよくわからない。関係のない人々まで巻き込まれ、亡くなった人や心に傷を負った人が

多くいる。小さい子供は怖くて泣いたり、亡くなったりと多くの被害が出ている。すぐにでも戦

争は亡くなってほしい。[No War]

・戦争を始めようとした人は命の大切さを全然知っていないと思いました。ニュースなどを見てい

て、毎日何万人が亡くなっているのを見るととても悲しい気持ちになりました。ロシアに何が目

的でウクライナに侵攻したのか、不思議に思いました。戦争はたくさんの命を奪い、絶対にして

はいけないと思います。これから先も戦争のない世界になってほしい。

・私はお互いに考えを認め合えばよいと思います。ロシアとウクライナは考えが違うため、どちら

か片方にまとめるために、このような戦争が起こっていると思いました。そのため、考えを 1
つにまとめるのではなく、お互いの意見を尊重し合えばよいと思います。また、この戦いに関係

ないロシア人に差別があったり、子供から高齢者まで年齢に関係ない命を落としている人もいま

す。今はコロナウイルスも流行しているため、戦っている場合ではないはずです。今こそ、世界

中で力を合わせて、よりよい世界をつくっていくべきだと思います。本当に戦争は、その国だけ

ではなく、他の国も不幸にしてしまう、無意味なことだからやるべきではないです。

・ウクライナ人の立場になって、プーチン大統領には一度、冷静になって考えてみてほしい。愛す

る人、家族、友人が戦争によって死んでしまう。そして、永遠に笑い合うことや一緒の時を過ご

すことができなくなる。今では考えることができないようなことが起きている。[No war]これ

は今現在プーチンとウクライナの戦争に反対する人々が SNS の名前に取り入れている。多くの

人々が、戦争に対し、反対意識を持っていることはとてもよいと思う。1 人でも多くの人が戦争

についてよく考えれば、終戦を迎える日がより近くなるのではないか。私はそう思う。日本も第

二次世界大戦により、大きな被害を受け、幅広い年齢層の方々が亡くなった。愛する人、信頼す
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る人が亡くなったことにより、生きる希望を失った人もいる。この経験をした日本だからこそで

きることがあるではないか。No war ！

・自分が生きているうちに戦争が起きるなんて思ってもみなかったし、信じたくないです。ウクラ

イナもロシアもお互い戦争なんて望んでいないと思うし、民間人の犠牲者も出ているから早くや

めるべきだと思います。この戦争が第三次世界大戦にもつながりかねないと思うととても怖いで

す。とりあえず、はやく終戦することを祈っています。

・戦争で人が幸せになることは絶対にないと改めて思いました。

・はやくロシアとウクライナの戦争が終わって欲しいと思う。

・争い自体が間違いだ。ぶつかり合うことはわかるが、巻き込みのある争いは間違いだ。それに意

志を否定する行為はあってはならない。これ以上続けるのであれば、だれが何と言おうと有言実

行を行ってもかまわない。プーチンのやっていることは統一じゃない、支配だ。

・私はロシアのこの行為について、全人類が向き合うべき問題であると思います。世界平和が訴え

られているこの世の中で、なぜこのようなことをしてしまうのか、私には理解できません。ロシ

アだって経験しているはずです。「戦争」の恐ろしさを。今、ロシア世界から向けられている冷

たい視線に気付いていません。我々は、その視線にロシアを気付かせる必要があります。そのた

めには、唯一の被爆国である日本が中心となってい行動を起こすべきであると、私は考えます。

・意味のないことだと思います。今、世界は平和に向けての活動したり、平和を保つ活動をしたり

しています。そんな中、戦争を起こすことは世界中の人達の努力をだいなしにしているというこ

とと同じです。ウクライナはウクライナで意見をもって行動しているだけなのに、ロシアがだめ

とか判断している時点でおかしいことだと思います。だからといってウクライナに勝ってほしい

とか、ロシアに負けてほしいとか戦争に賛成するような考えはいらないので、僕は戦争自体が終

わってほしいと考えています。そして、少しでも早く世界中の人々のこの戦争に対する不安がな

くなって、楽しい日々を送れることを願っています。

・グローバル化が進んでいる中で国どうし争いはさけなくてはならないと思う。ましてや、国民や

病院で入院している人を狙って攻撃することは決して起こってはいけないと思う。その国どうし

の戦争が他の国にも大きな影響を与えていることをわかってほしい。例えば石油の価格の上昇や

食料品の品不足などの私たちの生活に大きな影響を直接受けさせる。しかも、一度壊れた関係と

いうのは簡単には直すことができない。だから冷静に考え、周りを見えるようにしてほしい。

・僕は戦争は絶対にしてはいけないと思いました。ロシアにとってウクライナの行動が不都合であ

っても、爆弾などを使って一般人にも被害を及ぼすことはしてはいけないと思いました。そして、

ロシアは子供などが避難しているわかっている場所にミサイルを打ち込んでいたので、とてもひ
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どいことをするなと思いました。また、国と国の争いは、武力ではなく話し合いなどをして解決

してほしいなと思いました。これからもニュースなどでロシアとウクライナの様子を知っていき、

様々なことを考えながら生活していきたいです。

・ロシアがウクライナを侵攻して支配すれば戦いが多かった時代のような関係に国々がなってしま

うと思う。軍事侵攻ではなく、他の方法で問題を解決すべきだと思う。

・日本は唯一第二次世界大戦ときに原爆を受けた国で、小さいときから戦背負うはよくないと言わ

れていたから、今、また戦争が始まってしまっていることにとても残念に思う。日本もロシアに

敵対されているから他人事だとは思わずに、今ある世界の現状を受け止めていく必要があると思

う。どんな理由でロシアがウクライナに侵攻しているのか詳しくはわからないけれど、戦争以外

の方法で解決できるようにして、今すぐ戦争をやめてほしい。

・今回のウクライナ侵攻は、数多くの一般市民の命が犠牲になり、とても悲惨な出来事であると痛

感しました。私たち一人一人が平和を望み戦争を二度と繰り返さないようにするべきだと思いま

す。

・戦争はしないで平和であればいいのにと思う。

・今では、過去の戦争などを聞いて現実感を感じることはなかったけれど、テレビなどで実際にウ

クライナ侵攻の映像を見て、今世界にはこんなことが起きているんだ、現実なんだと思いました。

小さい子供も負傷していて、本当に改めて人の命を奪うことは何があってもダメなことであると

感じさせられました。一刻も早く世界平和になってほしいです。

・ロシアやウクライナの国民は戦いなどにいかされていてかわいそうだなと思った。

・怖いと思いました。戦争のことを身近に感じることになりました。平和なことがすばらしいと思

いました。

・ニュースでウクライナの人々の大変さを知ることが多いですが、戦争というものは決して良いも

のではないということを改めて思います。一刻も早く、ロシア側の軍事侵攻をやめ、話し合いで

解決を目指してほしいと思います。

・ロシアによるウクライナへの無差別の攻撃は絶対にやってはいけないことだと思った。子供や女

性がけがをしたり病院などにも攻撃をしていて、ウクライナの人々を苦しませているため、戦争

は絶対に起きてはいけないと思った。だれも幸せにならず、得をしない戦争などやる意味はなく、

はやく終わってほしいと思った。

・ロシアからマクイドナルドやスターバックスなどの有名企業がたくさん撤退していて、ロシアの
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行動に対して反感の意見があることがわかります。プーチン氏の平和とはかけ離れた考え方、国

民やウクライナの市民の気持ちも思い、考えを改めてほしいと感じた。

・停戦ではなく終戦してほしいと思いました。子どもや女性がいるところに攻撃したというニュー

スを見たときは本当にびっくりしました。なかなかこの問題は解決しにくいと思いますが、日本

や他の国もこの戦争が終わるように呼びかけることが大切だと考えました。

・平和のための安保理の常任理事国であるロシアが侵攻するのはダメなことだと思った。否定権は

なくすべきだと思った。ウクライナの人々がどんどん亡くなっていくのはつらい。今後、ロシア

の人たちのイメージが悪い方向へ行ってしまうのではないかと心配になった。

・私は今回の侵攻についてとても残酷なものだと考えています。ロシアはウクライナの話を聞こう

ともせず、勝手に侵攻を始めたように私は感じました。また、民間人は攻撃しないと言っていた

にも関わらず、民間人や子どもを巻き込んでいて、何も悪くない人たちが死んでしまってとても

心が痛いです。ロシア側には不鮮明な部分も多くあり、信じられません。一刻も早く平和な世の

中になることを願っています。

・ロシア側がミサイルなどの攻撃はウクライナの実作自演であると言っているのを聞いて、ロシア

は他国からの制裁に苦しみ、おびえているように思う。また、停戦協議が進んでいて、ロシアは

社会的にウクライナは国名で限界を感じているのではないかと思う。

・今回の件でロシアから撤退する企業の一覧を見たが、大手の企業も多くあり、ロシアはこれから

不便になるなと思った。

・ロシアの人々は本当に望んでいることをしているのだろうか、私は決して思わない。なぜならそ

れは歴史が証明しているからです。また、戦争をして誰もよい気持ちにならないと思う。私は何

も知らず、ただウクライナの正義、自国のために頑張っている若者から大人までの人々がすごく

かわいそうに思う。1 分１秒でも早く戦争という文字が亡くなってほしい。

・私はこの侵攻にともなう救援、保護活動に注目しています。ウクライナ側の国では、避難民の受

け入れや、物資の支給をしています。ネット上では、ウクライナの人々を応援したり、励ました

りするようなコメントが多く、ウクライナの人々のためになっていると思います。

・何か理由があり、ウクライナもロシアに対して何かよくないことを行ったのかわからないので、

一様ににロシアを攻めるようなことはできないと思います。片方を責めずに、客観的にこの戦争

を見ていきたいと思います。

・とある情報番組で「ロシアとウクライナは兄弟のような関係にある」と報道されていました。ウ

クライナ側は何もしていないのに、無罪は人(ウクライナ国民)を亡くならせるのはいけないこと
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だと思います。プーチン氏は持病を持っているらしく、そのために政権を 2036 年まで伸ばした

いとか、自分の身に危機が迫っているのを知っているからなどで、この侵攻を起こしてしまった

と思います。目標に達するまで終わらないといっているロシアに対してウクライナのゼレンスキ

ー氏は「我々は降伏しない」と言っている。何のためにこれをやったのか、目的が定かでない中

で行うのはいけないと思います。

・私は今回の侵攻は起きてはならなかったと考えます。確かにロシアにも様々な言い分があります

が、戦争を行ってもいい理由ではなりません。また、この戦争でのメリットがあまりないように

みえます。このようなことから私は、この戦争は早急に解決しなければならない課題だと思いま

す。

・ロシアがというよりもプーチン大統領がよくないことを続けていると思う。いくら自分の国にと

って都合のよくないことがあるからと言って、戦争を望んでいないロシア国民を総動員して国を

責めるのは絶対に間違っている。ウクライナの関係ない国民を巻き込んで戦争をするのはおかし

いと思うし、医療施設や学校をも攻撃の対象にするのはあまりに非人道的だと思う。ウクライナ

国民は愛する自国を離れ、非難することになってしまっているし、プーチン大統領は核による脅

しもしている。事項のための色々な理由があり戦っているのはまだ理解できるかもしれないが、

他国の国民を巻き込むのは違うと考えた。停戦協議が行われているが、停戦ではなく終戦してほ

しいと強く思う。今自分たちにできることを考え、それを行動に移すべきだと自分は考える。

・今も戦争が続いていて、このウクライナ侵攻によってたくさんの命が失われていることはとても

心が痛いです。どんな理由があっても戦争をしていい理由になるわけじゃないし、デメリットの

ほうが圧倒的に多いのにと思います。以前、ニュースで小さい子どもが爆弾の音で怖い思いをさ

せないようにと父親が「大きい音が笑うんだよ。これは面白い音なんだ」といい、爆発音が鳴る

たびに二人で笑いあっている映像を見たことがあります。父親ももちろん怖い思いをしているは

ずなのに、笑うなんて余欲はないと思います。けれど、自分の子どものことを思って、決して命

の危険が迫っていると察せらせないように二人で笑っている姿を見て、思わず涙がこぼれてしま

ったことを覚えています。少しでもつらい思いをする人が減るように、１人でも多くの命が救わ

れることを心より願っています。

・正直、ロシアは冷戦以後ずっとアメリカと仲が悪いと思う。ロシア側からすると NATO という

いじめっ子集団にウクライナが入ることを止めようとしていて、ウクライナ側からするとロシア

という恐ろしい国が迫ってくるから NATO に入りたいとしていると聞いたことがある。つまり、

黒幕はアメリカだと(姉が)。ウクライナにロシアが侵攻しているのはおかしいと思う。ロシア人

は国がやっていることが恥ずかしいとニュースで言っていたし、何の罪もないウクライナ人を次

々に殺し、領土を奪うのは違う気がする。ウクライナに対する侵攻は、プーチン大統領だけが強

くやりたいと思っているだけだと思う。母は、ウクライナから 4 ～ 5 歳の子を 3 人くらい引き

取ろうと言っています。ですが、3 人ばかりではだめになっていると感じた。やっと冷戦や世界

大戦が終わって、国連や様々な機関で平和を目指してきているし、SDGs で差別や飢餓をなくす
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ことが目標となっているので早く終わってほしいと思った。

・国際法に反してロシアがウクライナに攻撃をするのはよくないことだし、世界の平和を脅かして

いると思いました。ロシアの中にも戦争に反対している国民がいるので、その人たちの意見をプ

ーチン大統領には聞いてもらいたいなと思いました。

・ウクライナの小さな子たちが１人で避難している姿を見て、一刻も早く戦争を終わらせて大きな

悲劇がこれ以上起きないでほしいと思った。ウクライナの人たちだけでなく、ロシア国民や世界

中の人々も戦争の終結を願っているため、世界中の人々の声で平和な国を取り戻してほしいと思

う。

・自分が生きている間に戦争が起こると思っていなかったけれど、突然当たり前の生活がなくなっ

てしまったウクライナの人々について向き合うようにしたいと思った。ユネスコなどの平和活動

に貢献するために、自分ができることを、些細なことから見つけていきたい。ロシアの人々全員

が戦いを望んでいるわけではないと思うけど、命令で戦争に参加しなければならない人は大変だ

と思う。今はただでさえコロナが問題なのにさらに大変なことを引き起こすのはやめてほしい。

・ロシア兵の人はだまされたりして兵にになっており、ウクライナの人とロシアの人は戦争をした

くないと思っているのに、一般人や小さな子どもたちがどんどん犠牲になっているので、少しで

も早くやめてほしいと考える。戦争はしても何もよいものは得ないと思うし、地球のためにも核

はよくないのでしてはならないと思う。たくさんの人の夢や希望を奪ってしまうことなので、こ

れ以上戦争を続けるべきではなく。

・私は毎日ニュースで罪のない一般市民の多くが被害にあっている現状を見て、とても心が痛みま

す。戦争は負の連鎖を生んでしまうものであり、だれも幸せになることはないと思います。一番

早くこの戦争がおさまり、ウクライナの人々に平和で安心できる日常がもどることを心から願っ

ています。

・私は今回のロシアによるウクライナへの侵攻はとても悲しいことだし、起こしてはいけないこと

だと思います。何の罪のない普通の生活を送っていた人々が、家族や自分自身の命、平和な日常

を突然奪われるのはとても理不尽なことだと思います。私は平和な世の中を築くには世界の国々

がみんなで協力していく必要があり、どれか一つの国でも身勝手な行動をする国があればそれは

実現できないと考えます。なので、ロシアが一日でも早くウクライナへの軍事侵攻をやめること、

ウクライナの人々に平和が訪れることを心から願います。

・ロシアによるウクライナ侵攻は、ロシアやウクライナどちらの国のためにもならないと思う。ロ

シアの国民もウクライナの国民望んでいないように見えるから。また、テレビでウクライナ人が

戦争に対するデモをおこしている場面や小さな子供が泣きながら訴えているところを目にした、

何のために戦争をしているのか、どうしてこんなことを続けているのかわからない。また、ロシ
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アが常任理事国でいてよいのか考え直すべきだと思う。

・現在起こっているロシアのウクライナ侵攻についてですが、今の世界には SDGs などの全世界

で協力して達成していかなければならない目標があり、ほとんどの国世界平和に向けて頑張って

いる中、ロシアという常任理事国が戦争まがいのことをしているのは許せないことだと思います。

いかなる理由があろうとやはり争いを起こすことはいけないはずです。ロシアはこの世界の中で

も大きな力のある国なのだから、ロシア自らが積極的に世界平和に貢献していってほしいと思い

ます。

・私は、今回のロシアによるウクライナ侵攻は許しがたい行為であると考える。なぜなら、これは

ロシアの身勝手な行動によるものであり、争いで幸せは生まれないと私は考えているからだ。始

めてロシアによるウクライナ侵攻の報道を見たとき、私は「なぜこのようなことをするのだろう

か？」と疑問を持った。ウクライナが何か悪いことをしたのか？そのような思いを持ちながら今

回の侵攻について調べていくと、ウクライナに非はないことがわかっていた。調べを進めるにつ

てて私は、ロシアの身勝手な行動であることが明確になっていったのだ。国際社会からの非難が

あるにもかかわらず、なぜこのような非人道的な行為を続けるのか？私の心の中の疑問が怒りや

哀しみに変わっていった。私は今回のロシアによるウクライナ侵攻は許しがたい行為であり、だ

れも幸せにしない行動であると思う。その中で日本は唯一の被爆国として、争いはだれも幸せに

しないと国際社会に強く訴えることが必要になっているのではないかと考える。
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緊急アンケート調査 2022 年 3 月 17 日

高２

・ニュースで情報を集めつつ、どこの国を一方的に批判するのではなく、冷静に考えるべき。

・僕は、あまり歴史に詳しくなく、またニュースもそれほど見る習慣はありません。そのためどの

ような経緯でこのような戦争が起こってしまったのか、また、何が目的なのかを知りません。し

かし、いかなる理由があったとしてもこの戦争は、間違った歴史として、教科書に書かれると思

います。ニュースで見る戦争の様子は、どれも悲惨なもので見るたびに心が痛くなります。No
War!!

・人の命を奪って何がいいのか分からないです。侵攻したときは、占領しないとか、民間人は殺さ

ないとか言ってたけど、結局殺してしまったり、占領しているのでうそつきなんだなって考えて

います。日本にも被害が及ぶのかよく分からないので心配。

・プーチンが全部悪い。国民は戦争反対と言っているのを誰かに聞いた。反対しているのになぜか

な？一人でやれよと思いした。

・ロシアが完全に悪者になっているがロシアのすべての人が悪いわけではないことをしっかりと理

解するべきだと思った。つい先日「ロシア内の店に石が投げこまれる」という事件があった。今

の世の中的に小さく報道されただけだったが、私はとても心を痛めた。ロシアが侵攻してウクラ

イナという国とそこの人々を傷つけているのは真実だが、ロシア住人も悪いかという質問に対し

て首を縦に振る人は少ないだろう。今回のロシアによるウクライナ侵攻での 1 番の被害者はウ

クライナだが、その次に被害を受けているのは関係のないロシア住人ではないだろうか。

・今、ロシアとウクライナがやっていることは昔に他の国がやっていたことの繰り返しだと思う。

早く平和になってほしいと思う。意外と早くロシアがウクライナに侵攻していて、驚いた。ロシ

アとウクライナの間で早く解決してほしい。怖い。思っていたより、ウクライナが対抗している

なと思う。ウクライナには頑張つてほしい。今、授業で習っていることと少しにている気がする。

・日本への影響がきになる。今後ロシアとの関係がどうなるか心配。核を使わないで早めに終わっ

てほしい。

・ロシア自体が日本みたいに戦力を持たず、戦争する意志を持ちなければ、問題にならなかった。

プーチンが意地を張ってているだけのようにしか思えない。

・現在、ロシアのウクライナ侵攻は人々の中でコロナウイルスより重大で興味のひかれるものとな

っている。毎時毎秒更新される戦況は、私たちの恐怖を煽るものだ。「日本は関係ない」と思い

込む者もいる妥当。しかし、アメリカの考え 1 つで日本に住む人々は危険に晒されるか否か決
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まる。私個人の懸念点は日本の立場が一転することだが、このアンケートに回答している現在ま

でのニュースでは、その心配はないようだ。しかし、ニュースを見ているロシアは軍事目標以外

への攻撃をしているのではないかという考えが浮かんでくる。戦時国際法の在る意味が問われる

現状である。戦争という手段は現代において最も苛烈な手段である。実際にＷＷⅠやＷＷⅡでは

多くの尊い命が犠牲となった。世界の惨状を見て、ロシアは何を学んだのだろうか。少なくとも、

あの悲劇は繰り返されてよいものではない。プーチン大統領は、今一度自身の行動を振り返って

ほしいどれほど愚かなことなのか考えてほしい。

・私たちは、戦争を教科書でしか見たことがなかったため正直今の時代に戦争が、この世界で起こ

っていることに驚いている。日本では、憲法がとても優れているため憲法第 9 条に「戦争の放

棄、戦力の不保持」というように書かれている。そうなったのも日本人は、戦争でとても苦しい

思いをしているという過去があるからだ。こんな小さな島国にもかかわらず、第一次世界大戦を

はじめ太平洋戦争まで様々な戦いをしてきた。ある日突然はじまる戦争に学生や男性が軍隊に召

集され、愛する家族、友達と別れを告げなければならない。中学校の社会の授業で戦争をやった

ときにある男性が残したビデオテープを聞いた。その男性は航空機で相手の陣地に突っ込まなけ

ればいけなく、死にに行くようなものであったのだ。可哀想というのは間違っているかもしれな

いけれど、何とも言えない不思議な気持ちになったのを今でも覚えている。私はこの前、動画を

見ていたときにウクライナの軍人が戦いに行かないといけないからと言って家族、友達と別れを

告げる動画が流されきた。本当に複雑な気持ちだった。どうして死にに行くようなことを今の令

和の時代にしなければならないのか。もし、私がウクライナで弟や父が戦地に行くとなったら涙

が止まらないだろう。生きて帰れるという保障があるならまだしも、“死”というものは怖いの

である。この時代に戦争だなんておかしい話だが、ロシアのプーチン大統領は元軍人らしい。だ

ったらの話である。元軍人なのであれば、自分の昔を思い出して「ああ、そうだな。家族、友だ

ちと別れるのは嫌だよな」と思って、戦争以外の解決策をとるべきだったと私は思う。平和にジ

ャンケンとかね。ロシアの軍人もやりたくてやっているわけじないんだと私は信じている。人を

殺す、武器を持つのはゲームの中の話。現実生活は死んだら生き返れない。来世があったとして

も記憶はないのだ。ロシア、ウクライナをはじめ、世界の人々がもう一度「命の大切さ」につい

て考える必要があると思う。ましては今、新型コロナウイルスで世界が暗いのに戦争なんで論外

なのである。私はのこのロシアとウクライナの戦争がこれ以上大きくならず、いち早く終戦し、

コロナウイルスも終息し、またマスクがなく、世界が平和で笑顔になれる明るい地球が戻ってく

ることを願っている。だからこそ今は、世界中の人たちの協力が必要だ。戦争にしろコロナウイ

ルスにしろ、世界中の人々が協力しないとこの問題は解決しないと思う。一般的に考えたら全員

が協力することはかなり難しいが、今は目標としているところがみんな同じはずだ。きっと持っ

ている思いも。「早くコロナが終わって思いっきり学校生活をしたい！」だとか、様々な目標が

あるがたどりつくところは、やはりコロナ終息と終戦。みんな平和を望んでいるのである。イン

ターネットが栄えている今の時代ならできる。誰か一人が立ち、旗をあげればきっとみんなその

旗をつかむはずだ。「協力」をはじめよう、今この時に。

・ロシアとウクライナの考えがまとまらず、その結果力を持っているロシアが力ずくで従えようと
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しているように見える。また、ロシアが侵攻している現実をロシア人でも知らない人がいるとい

うことが、SNS、ネットの発達して現代で起きていることから、ロシアの隠したいこと、隠ぺい

操作は怖いと感じた。

・戦争はどのようなものであれ、人の命を奪う非人道的行為に他ならないと思うので、ウクライナ

とロシアにははやく話し合いで解決してほしいです。

・プーチン大統領が今行っていることは、歴代の偉大な人物が晩年にやっていたことと同じだと思

った。私はの歴史を学校では、単位として取っていないが、今回のことは歴史に残ることで、と

ても大切で許されないことだと思い、歴史について学ぶことは、大切だと再認識することができ

た。そして、プーチン大統領は SNS を上手に使うことができなかった為、このようなウクライ

ナ侵攻が起こったという見方や、たくさんの見方があるが、いかなる理由があれ、子どもたちが

危険にさらされていることが私は許せない。日本人は、これを人事のように思っている節がある

と思う。日本の政治だって、今は年配の方が多く、今の若者は政治は自分達が関わらなくとも回

っていくと思っている。いつか日本もロシアと同じことならないようにと私は祈っている。そし

て、ロシアと日本は北方領土を抱え、中国との繋がりのあるロシアは中国と日本も領土問題を抱

えている。私は人事のようにニュースを見るようなことは、決して悪いとは言わないが自分の目

で見て、何が信じられる情報なのかを判断したい。

・日本が巻き込まれなければいい。とりあえず早く終わればいいなと思う。

・テレビとかのイメージでは、ロシアが 100%悪いというイメージがついてしまっていると思う。

しかし、悪いのはロシアではなくプーチン大統領だと思う。ロシア兵だってやりたくもないのに

やらされているのだから、ロシア兵がウクライナの市民にお茶やパンを渡され、更には家族にも

電話をしてあげているというニュースを見て、自分はロシア兵もやりたくない人だと感じた。早

く戦争が終わってほしい。

・私はロシアによるウクライナ侵攻はあってはならないことだと思います。私が一番かわいそうな

人々は、ウクライナの国民です。彼らは何もしていないのにただ普通に暮らしていただけなのに、

急に居場所を失い、いつもの幸せな生活ができない状況です。プーチン大統領がやめない限りず

っとこのままでいると思う。私はプーチン大統領に人々の命の大切さを分かってほしい。

・戦争ではなく、話し合いで解決してほしいと思いました。

・誰も望んでいない戦争は早く終わらせるべきだと思う。無駄な犠牲を払う必要はない。

・第三次世界大戦が起こってもおかしくないと思う。それはアメリカがどう動くかによって左右さ

れることだと思っている。お願いだから戦争をしないでほしい。話し合いで解決してほしい。

・数年前から問題になっていたロシアとウクライナの問題は戦争には至らずにして終わった。しか
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し今年は違った。プーチン大統領が人が変わったかのように戦争を強制させた。国の維持の問題

だから焦りや憤り、不安が感じられるのはわかる。けどそれは国民を巻き込んでまでやることな

のか。既に年齢関係なくたくさんの罪のない人が亡くなっている。毎日の朝のニュースやネット

ニュースで痛ましいニュースを見てきて、これの原因はプーチン大統領にあることに自分で気づ

いてないのが逆にすごいと思う。過去にも、第一次世界大戦、第二次世界大戦と戦争の残酷さを

経験しているはずなのにまた同じ過ちを犯しているのに続けようとしている。しかもロシアは国

際連合の常任理事国であるのに、事務総長のグテーレス氏は涙をうかべながら戦争の中止を訴え

ても「拒否権」が連発してしまう。とても長くなりましだ、大雑把に一言でまとめると、「戦争

は誰のためにもならないから、やめたほうがいい」ということだ。

・ロシアの一方的な侵攻で悲惨なことだと思う。市民にも被害が及んでいることが悲しい、一般市

民が兵として戦争に参加することも現実のもとして受入れられていないところが正直あります。

・プーチン大統領は自分の周りにいる人の意見しか聞いてこなかったから、考えが凝り固まってい

るとニュースで見て、一理あるなと思った。ウクライナ人はもちろん、ロシア人にも死者が多く

出たことは本当に悲しいことだと思う。

・ニュースでウクライナの産婦人科、小児科病院をロシアが攻撃して、多くの妊婦さんや赤ちゃん、

子供の命が失われたというのを見て、今実際におきていることだと信じられほど悲惨だし、とて

も胸が痛みました。ロシアや日本でも戦争反対のデモがおこっていて、一刻とも早く人の命が失

われるような状況がなくなるべきだと思いました。武力以外の方法で、解決されることを願い、

何か協力できることがあったら、進んでしたいと思いました。

・正直、日本の立場からしてみれば、対岸の火事という他ないと思う。また、ネット上では様々な

情報が錯綜しており、実情をはっきりと把握することが難しいため、戦争を仕掛けているロシア

を一方的に批判することもはばかられる。戦争を是とするつもりは毛頭ないが、私個人としては

民衆が巻き込まれさいしなければ戦争というものを全面的に否定することもできないのではない

かと考えている。これまでの歴史を見ても皮肉なことに、戦争が文明の発展を促しているからだ。

故に、私としては戦争を起こしたこと自体を悪として断ずることはできないと考える。（もちろ

ん戦争はないほうがいいに越したことはないが）

・戦争がカラーの映像で見れてしまうということにすごく驚いている。ロシア軍は何も知らないま

ま戦争に行かされて、メディアでもほとんど戦争のことは取り上げられなくて、このやり方は間

違っていると思う。戦争になっていなかったら、これからたくさんの出来事があって、幸せに位

してるのにと思うとすごく胸が痛い。ロシア軍の何人かが戦争に反対してわざと侵攻を遅らせた

り、自ら命を絶っているということを聞いて驚いたし、ロシア軍をせめるべきではないと思った。

戦争にやる気があるのはプーチン大統領だけで、ウクライナの市民が住んでいるところまで狙っ

てたくさんの人が犠牲になってるのに自分は危険だから誰にも見つからない安全なところに隠れ

ているのはおかしいしありえない。停戦交渉があるならなんで最初から話し合いを何回もしない
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で侵攻の計画を立てたのか。今、停戦や終戦になったとしても亡くなってしまう方の命は戻らな

いし、街や戦争にあった人たちの気持ちは戻らないのに。この戦争がきっかけで、プーチン大統

領の支持率が下がり、セレンスキー大統領の支持率が大幅に上がったのは、当然のことだと思っ

た。ゼレンスキー大統領は身も隠さず、強気で戦争に立ち向かっていく姿は本当にかっこいい、

この人こそが国を守る大統領だと思った。犠牲になる人がこれ以上増えないで、早く日常の生活

に戻ってほしい。

・ロシアもウクライナももとは中世ヨーロッパ期にリューリクが建てたノヴゴロド国から始まり、

1900 年代になり、ウクライナはロシアから独立する形となりました。ウクライナのヨーロッパ

軍事同盟に反対し、侵攻を進めるロシアですが、自分はすぐに止めてほしいと思ってます。ニュ

ースや新聞を見るたびに、日に日に状況が悪くなっていく一方で悲しいです。理由もなくウクラ

イナの一般市民が殺されたり、無差別的にミサイルで攻撃など、一方的に攻撃し、力ずくで国を

自分のものにしようとするのは戦争とやっていることは変わりないのです。第二次世界大戦を経

験している国同士なので理解できると思いますが、戦争は悲劇を生むだけです。世界には、数多

くの人や国がいるので、意見の対立とかがあるかもしれませんが、個人個人が互いに尊重し合い

協力し合うのが、戦後からずっと言われていることだと思います。今のロシアにはそういうこと

が欠けているので、いますぐ侵攻を止め、各国を尊重し、協力し合う姿勢が守られると思いまし

た。

・ロシアは民間の建物は攻撃しないと言いながらも、病院や学校、住宅など多くの民間の建物を攻

撃していて、発言と行動が矛盾していると思います。何の罪のないウクライナの人々がたくさん

亡くなっていて、それを見てプーチン大統領は何も思わないのかと毎回ニュースを見て思います。

ロシア人も戦争に反対しているので今すぐやめるべきだと思います。

・今回のロシアによるウクライナへの軍事侵攻につい、両国民に非はない中で徴兵されている方や

ロシア軍が急に攻め込んで来て、被害を受けている方々がいることはとても悲惨な現実だと思う。

未だ終わる気配はありまなく、このまま第三次世界大戦のような事態になりかねない状況にあり、

戦争はあってはならないと改めて感じた。特に今回は、私は初めてこんな身近に戦争を感じたの

で、平和な世の中になって欲しいと改めて思った。

・戦争が起こってるのが実感わからない。プーチン大統領何やってるんだと思った。コロナや戦争

だけで世界が大変なのに、これからが大変だと思った。

・ロシアの行っていることは理不尽でだめだと思う。お父さんと離れなければならなくなった母子

の姿をニュースで見て、とても悲しい気持ちになった。日本もロシアに近いので他人事ではない

と思う。

・最近のニュースでロシアの攻撃により多くの民間人の犠牲者が出ていることに心を痛めていま

す。ロシア国内でも反戦争の人がたくさんいて、プーチン大統領の独裁が止まることを願ってい
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ます。

・今まで自分が生きている時代で大きな戦争が起こるのは初めてなので、怖いです。日本にはまだ

何も被害がないのが幸いですが、もし日本まで巻き込まれたらどうしようと思います。戦争を始

めようとする人の心情は全くわからず、何のためにわざわざ人の命を無駄にしてしまうのだろう

という気持ちにもなります。いち早くウクライナの方々が今までみたいな安心、安全で幸せな生

活が送れることを願います。

・侵攻についてはウクライナに住んでいる人に対して無差別に攻撃している点で、ロシアが行った

行為はいけないと思いました。そしてロシアのプーチン大統領の独裁で、複雑な政治体制によっ

て起こったのは致し方ないですが、もっと侵攻よりもいろいろな方法があったと思いました。



- 115 -

緊急アンケート調査 2022 年 3 月 17 日

高３

・罪のない人々に被害が及んでしまうことが許せないです。また武力で人々を動かそうとする考え

が自己中すぎて、沢山の人を巻き込むことも許せません。でも、私にできることはニュースなど

で現状を知って、できるとしても募金ぐらいしかないです。それもとても悲しいです。自国の利

益のためだけに動いて、沢山の人が犠牲になっているのに辞めないことが理解できません。同じ

星に住んでいて、人種、宗教など違うことも沢山あるけど、みんな同じ「地球」にいる仲間だか

ら、戦いや争いはすべきではないと思います。話し合いで済まされず、武力を使って罪のない人

にまで影響を与えて今うのが、本当に許せないです。

・怖い。ウクライナの次はどこだろう。色々な情報があって、どれが正しいのかわからない。応援

・支援しかできないのが少し悔しい。

・ウクライナの市民を無差別に撃ち、多様性や SDGs が広がっている今、なぜ、そのようなこと

をするのか。また、しようと思ったのか考えられない。いかなる理由があろうと人を殺したり、

傷つけてはいけない。ロシアの軍の方も、話を聞くとプーチンの命令でやらせられたという人が

いる。だから、いくらロシアがウクライナに攻めようと、ロシアでも戦争をしたくない人、泊め

たい人がいるということも頭に入れておくべきだ。ウクライナでは、戦争を経験したことがない

人でも、母国を守ろうと性別関係なく、立ち向かう姿勢がウクライナ人のお互いの心を支えてい

るのだと感じた。また、SNS などでウクライナの状況を発信する人も、拘束されている可能性

があるのにも関わらず戦う姿がすごい。

・自分よりも年の下の幼稚園ぐらいの子がこれによって何人も亡くなっていることを知ってとても

悲しくなりました。病院も攻撃されているのをそこにいた妊婦さんが赤ちゃんを産んだけど、赤

ちゃんもお母さんも亡くなってしまつたというニュースを見て驚いた。戦争をやめてほしいと改

めて強くおもいました。自分たちにできることが募金ぐらいしかないのがとても悔しいです。自

分たちの生きる時代や戦争が起きていること、ニュースなどで戦争の状況を見ていることが不思

議だし、何よりも悲しいです。何も悪いことをしていない人たちの命が次々に奪われていくこの

状況がいまだに信じられません。1 日でも早く停戦してほしいです。1 日でも早く平和を取り戻

してほしいです。

・交渉もなしで侵攻するのはよくない。

・戦争をすぐにやめるべき。プーチンは戦争を望んでしているけれど、一般市民たちは戦争をした

いわけではないと思うのでやめましょう。やるならプーチン 1 人でやってください。

・自分はまだ高校生で子供なのでよくわからないことが多いため、この戦争に関してはよくわから

ないです。しかし、戦争をしても世界はよい方向には向かっていくことはないと思います。また、
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人の命はとても重いため、戦争などで失うことのないようにすべきだと思います。この戦争が早

く終わり、犠牲者を増やすことのないように祈ります。

・戦争は絶対にやってはいけないことだと思います。私たちは戦争を経験したことはないけれど、

たった今、この時代で戦争が地球のどこかで起こっていることがどれほど恐ろしいことかよくわ

かるし、実際の被害もニュースで流れてきて、胸が苦しくなります。私の友人が、ロシアに留学

に行っていて、戦争が始まって帰れなくなるかもしれないからといって、緊急帰国するという話

を聞きました。実際に戦争の被害を受けたわけではないけれど、やはり、今、自分がいる国で戦

争が起こっているという状況がとても怖い、と言っていました。自分が生きている間に戦争に巻

き込まれることはないだろう、そう思っていても、いつ、どこで何が起こるかわかりません。戦

争をしていても被害を受けるのは、何も罪のない人たちばかりです。なので、みんなで平和を築

き上げることが大切だと思います。

・自分は今回のロシアによるウクライナ侵攻についてニュースで知った。そのニュースを聞いた当

初は「自分たちには関係ない、遠い国の話だ」と思っていた。しかし、この考えは浅はかであっ

た。ロシアとウクライナは戦争中であったため、日本に輸入していたものが入ってこなくなり、

値上げするはめになってしまった。よく間近で見るのはガソリン代の値上げだった。この前見た

ときは 170 円になっており驚いた。それより驚いたことは、ロシアの軍事進攻により破壊され

た学校が 200 を越えているということだ。正直ありえないと思った。一般人が住む場所だけで

なく学生たちが勉学に励む場所まで破壊する必要はあったのか。捕虜となったロシアの軍人は「だ

まされて戦場に来た」と言っていました。ロシアは何を考えているのかよくわからない。しかし、

もし戦争が終わり、助けを必要としていたら心よく寄付したい。

・今、ロシアがウクライナに侵攻しているが私はこの事について、とても心苦しく思う。ロシア人

でも何が起きているか知らない人も少なくなく、ロシアの国民は何も悪くないのに生活に必要な

お店まで閉められてしまうなど、ロシア国民を思うととても心苦しい。プーチン大統領の独断で

様々な人が犠牲となり、自分も何かロシアの国のためウクライナの人々のために何かできないの

かと思う。

・私としては、気づいた時にはもう戦争が始まっていて、本当に心の底から疑問でした。どんな理

由があろうと、戦争で解決するという選択肢は絶対にありえないと思います。なぜ戦争になった

のは詳しく理解していないし、プーチン大統領が何を思っているのかもわかりませんが、とにか

く戦争に反対です。

・ロシアによる攻撃で、ウクライナの人たちが傷つき悲しんでいる姿をニュースでみると、とても

悲しい気持ちになります。子どももロシアからの攻撃でなくしてましった母親を見たときに、戦

争で関係のない人がたくさん巻き込まれているのを知り、戦争以外での解決策はないのかと思い

ました。
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・紛争中とはいえ、自分の国の住民の訴えを聞かずに発砲するという映像を見たときに、緊迫して

いる状況とはいえ、住民に打つことに対して意味がわからないと思った。戦争をやめようという

話にも乗らないのはひどすぎると思う。話くらいしてもよかったと思う。

・ロシアのウクライナ侵攻はただの侵略戦争だと思います。そもそも、ウクライナが西側に寄り始

めたのはロシアのクリミア併合からだと思うので、それでロシアに不信感を募らせて NATO に

入ろうとしたのに、それを止めさせようとする内政干渉だと思います。

・命は戦争によって奪われてはいけないものだと思います。命だけでなく、家や人権も奪われてし

まう。ウクライナの人だけでなく、ロシアの人たちも国内で抗争があるなど、命や人権を奪われ

てし合うので、ウクライナの人のためにもロシアの人のためにも、この抗争を終えるべきだと考

える。また、争いが起きたときに、戦争ではなく、話し合いなどで解決することができるように

なればいいと考える。

・今、ロシアがウクライナに攻めている理由はアメリカをはじめとする国々が NATO というグ人

事同盟と対立するために、NATO に加入していなく、人口が多いウクライナを味方につけたい

からだということを知った。日本はロシアの隣国であり、アメリカと同盟を組んでいるので、日

本は攻め込まれやすいのではないかと考える。他にもパンやパスタの小麦製品の高騰が半導体不

足などが懸念される。だから、早く終わってほしい。

・まずロシアはウクライナ侵攻を一刻も試薬やめるべきだと思う。ウクライナではたくさんの負傷

者もででいるし、ロシアでは経済制裁をうけて、観光地から帰れば苦しむロシア人や物価が上が

り、生活が大変そうな状況をよくテレビで見る。両国に損失しか出ないし、戦争はおこしてはな

らないと思う。私たちにできることは、ウクライナへの支援、経済制裁を続けること、それを続

けるべきだ。

・プーチン大統領はもう少し考えたほうがいいと思う。戦争なんてもうなくなればいいと思う。ロ

シアが思うがままに動き過ぎていると思う。インターネットが普及した時代の戦争は新しいと思

う。情報がすぐにもれると思う。

・私は小学校の授業などで戦争というものを知った時から、戦争なんてものは絶対に起きてはいけ

ないものだと思っていたから、今回のロシアによるウクライナ侵攻はとても残念に思えた。ウク

ライナ侵攻による被害者の中には、私よりずっと小さい子供もいてとても悲しいとだと思った。

また、ウクライナ人だけでなく、民間のロシア人もマクドナルドの食品が食べられなくなったり、

ゲーム機の輸入がストップされて日々の娯楽がなくなってしまうなど、ただどさえ新型コロナウ

イルスのせいで日々の楽しみを奪われるなどしている。戦いたくもないのに徴兵される兵士のこ

とを考えると胸が痛くなる。私は、この時代にこんな戦争が起こるなんて思わなかった。今まで

の日々を取り戻すためにも早急にロシアにはウクライナから撤退してほしいと思う。
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・私はこのロシア侵攻はロシア大統領とその側近に責任があると考えます。何故これほどまでにひ

どく残酷で無慈悲な仕打ちができるのか不思議になるほどです。今、SNS 上では数多くのロシ

ア大統領を非難する声があります。メシア国内の人々やロシア軍の兵士までもが、反戦の意志を

掲げています。そういった人々の声は、ロシア大統領の耳に届かないのでしょうか。私はのロシ

ア大統領の自分勝手にしか感じられません。誰も望んでいないこの戦争を故人一人でいつまでも

続けているのでしょうか。私はこの侵攻を終わらせるために、SNS で呼びかけ続けないといけ

ないと考えます。反戦の意志を強く持ち続ける必要があると思います。小さなことですが、こう

いった SNS で平和を訴えかけたい、募金に参加したりすることが私たちにできる唯一の方法だ

と思います。小さなことですが、だからこそやる意味があると考えます。

・この戦争は誰も望んでいないことであり、起きるべきことではないと思います。この出来事を機

にもっと歴史や政治に関心を向けようと思います。

・今回のウクライナ侵攻について調べてみると調べてみるとロシアは隣国を NATO に加入させた

くないということがわかりました。日本は戦争はしないと言っているが、自国からしかけないだ

けで他国から侵攻をうけることはあり得ないことです。そこで日米安保条約について調べてみる

とアメリカ側には軍事的反撃を目的とした防衛義務はどこにも明記されていないということは、

日本ももしかしたら侵攻される可能性があるということです。現在、ウクライナ侵攻による影響

でさまざまな物の値段が上がっており、これからもさまざまな物価が上がることを考えるとコロ

ナでの物価上昇などにかさなり、生活がどんどん苦しくなっていくのではないかと不安になりま

す。朝、ニュースでアメリカが殺人を目的としたドローンを飛ばしたというニュースを見て、こ

のままでは本格的な戦争が始まってしまうのではと思い、とても不安です。僕は今回のウクライ

ナ侵攻において、もしロシアが勝っても、ウクライナ側が勝ってもよい方向には行かないのでは

ないかと思っています。今回の戦争を望んでいない人も戦争に参加させられており、すでにたく

さんの死者が出ていたり、プーチン大統領への批判が集まっていることを考えるとロシア側は侵

攻が終わった後の被害もとても大きいと思うので、世界からの目や国内からの目もとても厳しい

ものになると考えています。

・今回の件で世の中がザワついていますが、私が感じたのがいったいどのくらいの人が正しい情報

を得ているかです。SNS が普及し、誰でも簡単に情報を得られる時代になりましたが、その情

報がすべて正しい訳ではないと思います。閲覧数を稼ぐ為にいかにもでたらめな記事を書いてい

るサイトもよく見受けられたり、さらに Twitter 等では様々な人の意見、その物事に対する解釈

が沢山発信されています。今回のロシア・ウクライナ情報のみならず、これからの情報化社会に

も必要になってくるのではないかと考えます。

・テレビで戦争により子どもを失ったお母さんが泣き叫んでいる様子をテレビで見ました。それを

見て胸がとても痛くなりました。戦争は絶対にしてはいけないと改めて思いました。

・罪のない市民が命の危機にさらされているのはよくないことだと思います。またロシア国内では、
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乗法が国家がコントロールして、真実を国民に隠していることは非常に愚かなことだと思ってい

ます。力で物事を自分にとって良い方向へ進めるのではなく、話し合ってお互い協調して、物事

を円滑に進めて欲しいと思います。

・戦争が早く終わって欲しいと思います。旧ソ連時代のような領土を取り戻したいとはいえ、それ

を多くの犠牲者を生む武力でかたづけるのはおかしいと思います。1 日でも早く 1 人でも多くの

ウクライナ人が今まで通り、今まで以上に幸せな生活を送れる日が来ることを願っています。あ

めりかのように、日本もできる限りの支援を送ってほしいです。

・ロシアに何か事情があったにしても無理にウクライナへ侵攻し、政治に関係のない一般市民が無

差別に攻撃されているということを知り、とても残酷だと思いました。私は、あまりニュースを

見ていなかったため詳しい事情などは分かりません。しかし、国を超えてニュースとなり第三次

世界大戦が起こるのでは、とまでいわれているこのロシアによるウクライナ侵攻にもっと世界全

体が関心を持つべきだと考えます。また、第二次世界大戦のような戦争を起こさないためにも各

国の相互理解やお互いの歴史的背景を認知が必要だと思います。

・私はのまず第一に、このウクライナ侵攻が一刻でも早く終わって欲しいと思います。今コロナで

ただでさえ大変であるのに、侵攻も長引いてしまうと、平和というものを失いかけてしまい、ま

た、これから生まれる人にも伝えないといけないですし、平和というものを下手をすれば知らな

いまま育っていってしまうリスクがあります。戦争が暴発し、世界中ではコロナウイルスが蔓延

しているのでどうかウクライナ侵攻は一刻も早く終わってほしいです。

・戦争をやらなければよいと思う。けがや亡くなる人が出るから。

・毎日ニュースで戦争の状況が流れてきて、ロシアの人もウクライナの人も戦争を反対している人

ばかりなのに、どんどん状況が悪くなってきて心苦しいです。

・戦争の背景等はよくわかりませんが、ニュースで降伏したロシア兵がウクライナの人々にパンや

スープを与えられ、涙を流しているのを見たのが印象的でした。

・もちろん状況が深刻であることに変わりはない、今この時に自分にできることをすべきだと思う。

例えば、今、SNS 上での情報錯綜など、事実でないものが多く出回っている。もし、本当に平

和を望むなら不確かな情報を信じない、書かない、拡散しない、これらのことを非常に大切だと

思う。自分が情報戦に巻き込まれることが一番よくないことだと思う。自分の意見を書くのであ

れば、今すぐにでもロシア政府は軍を引き上げ、ウクライナとの交渉をするべきだと思う。なに

より、ウクライナ、ロシアの若い兵士や同年代の兵士が亡くなっているのを見ると戦地には敵も

味方もなく、そこにあるのは一人の死のみであることがよくわかる。このことを世界の共通認識

にすることが大切だと思う。



- 120 -

・戦争に関わっていない一般市民まで巻き込まれているのが恐ろしいと思うのと最悪だと思いま

す。21 世紀は平和を掲げているだけに戦争が起こってしまったことは非常に残念に思います。

ウクライナ国民の安全で平和な生活が一刻も早く戻ることを願っています。
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