2016年の世界とパレスチナ
「アメリカ大統領選挙と中東」
今年は米大統領選挙の年です。
中東も世界も大変動の中で、
アメリカの選挙の行方に注目が集まっています。
毎年恒例になっている放送大学の高橋和夫教授の
講演会（6月19日）の抄録です。

─「サントラ現象」

放送大学教授

高橋和夫さん
ることです。政治家になって選挙に勝ったとたんに一番最初に
思うのは何かと言うと、
次の選挙に勝つことです。次に選挙に勝

今年の大統領選挙を私は「サントラ現象」と名付けています。 つためにはお金がいるわけです。アメリカの選挙は基本的に無
サンダースという民主党の指名を求めているけど実は民主党じ

制限にお金が使えます。何に使うのかというと、
テレビ広告を買

ゃない人と、トランプというこれまで政治とは関わってこなかっ

うんです。選挙の時に、自分のライバル候補がいかに嫌な奴で

た不動産屋のおやじさんがえらく活躍しているので、合わせて

悪い奴かとガンガン攻撃を流す。攻撃された候補もお金を集め

サントラ現象だと。背景にあるのはアメリカの既存の政治に対

られるだけ集めて地方局のスポット広告を買って、自分がいか

する不信感だと思います。

に素晴らしく、
相手がひどいかと宣伝する。で儲かるのはテレビ

去年の今頃、共和党の指名を争う選挙が始まった時には候補

局だけ、というわけで政治はすごくお金がかかる。ですから、政

者が 17 人いて、名前を覚えきれないくらいでした。本命がいな

治家がそれを望むかどうかとは関係なく、お金集めに一生懸命

いから俺でもいけるかもしれないと、
みんなチャンスがあると思

にならざるをえないわけです。金持ちに電話をかけ回って、
次の

ったんですね。とはいえ最有力と思われていたのはブッシュで

パーティーに来てくれ、
次は寄付してくれと。それが政治家にと

した。ジェフ・ブッシュ元フロリダ州知事。父親が元大統領で、

って一番重要な仕事になるわけです。ですから選挙システムと

兄が前大統領。ブッシュは予備選挙に出るとすぐに兄のブッシ

して金持ちの方を向かざるをえないのです。それが不信感につ

ュ前大統領の事で叩かれます。イラク戦争なんか始めたから今

ながっている訳です。そういう既存の政治に不信感を持つ人た

のアメリカが大変な目にあっているのに、お前は兄貴を支持す

ちが不動産屋のトランプ、無所属候補のサンダースを支持した

るのかと聞かれて、いや兄は正しかったと言うんですが、いやお

と言う事です。

前さんのお兄さんがバカだから「イスラム国」なんていうわけ

日本の政治家もそうですけど、アメリカの政治家も千万単位

の分からない団体が出てきたんじゃないか、と選挙キャンペー

のお金を出すと結婚式に来てくれるわけです。で何人目の奥さ

ンの時に噛みつかれておたおたした映像がニュースで流れます。

んかわかんないですけど、トランプの結婚式にクリントン大統

亡霊のようにジョージ・ブッシュがついてまわるんです。そ

領夫妻が来たわけです。ヒラリーは今、
何でお前はトランプの結

こがアメリカ人と日本人の感覚の違いなのかという気がします。

婚式に行ったんだと聞かれて「いやトランプの結婚式なら楽し

日本の政治家はみんな、歌舞伎役者みたいに代々地盤と看板を

いと思ったから行ったのよ」と言うんですけど、
だれもそんなふ

継いで行くという感じですが、アメリカの人はそれが嫌いみた

うには思っていなくて、トランプがクリントンのキャンペーンに

いで、お父さんブッシュ、息子ブッシュ、今度は弟ブッシュとい

10 万ドル寄付したから行ったんだと思われてるわけです。上院

うのは、
ブッシュが多すぎるという感じを持つのです。だからジ

選挙も下院選挙もアメリカの政治ってお金がかかる。だから大

ェフ・ブッシュは「ジェブ、ジェブ」って、ブッシュの方を強調

統領だって自分の選挙のためだけでなく、自党の議員のための

しないキャンペーンをしたが、
結局駄目でした。ブッシュが代表

お金集めもしなければいけない。だからたとえば 10 万ドル寄付

しているのは既存のアメリカの政治です。それに対する不信感、 したらホワイトハウスに1 泊泊まれるとか、5 万ドル寄付したら
既存の政治に対する不信感が根底にあります。

─ 政治に対する不信

ヒラリーさんと晩御飯食べられるとか、1 万ドルだと朝ごはんと
か、
本当にそういう世界なんです。10 万ドルくらいお金を払って
パーティーに行ってクリントンとツーショットの写真撮って、日

世論調査で「あなたは政府を信じていますか」と1950 年代か

本に帰ってきてそれをネタに「俺はアメリカの大統領と親しい

らの答えをグラフにしています。アイゼンハワーやケネディが

んだよ、
投資顧問やってるからお金出さない？」と詐欺やって捕

大統領だった時には、国民の 8 割くらいは民主党か共和党かを

まった人もいます。

問わず政府を信じていたんです。それが今では1 割とか 2 割し
か政府を信じてないんです。これが大統領に対する気持ちだし、

─ トランプの主張

議会や議員に対する気持ちなんです。メディアに対する不信感

腐敗しているわけですよ。お金がかかる訳ですよ。それをト

もあるわけです。政府は嘘をつくものだ、
あいつらいい加減だと

ランプが「俺が変えてやる」と言うわけです。
「お前みたいに金

いう感覚をみんなが持っているわけです。

ばらまいて悪いことしている奴がそんなことできるのか」と聞

アメリカの場合特に問題になるのは選挙にお金がかかりすぎ
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かれて、
「俺にはできる」とトランプは言うんです。どういう論理

かというと、一つには、自分は悪いことしてきたからシステムが

われても出来るわけないじゃないですか。ついていけないです

よく判っていると。俺みたいによく知っている奴はいないから俺

よ。急激に社会が変わっていって不安な人がアメリカにも沢山

にやらせればできるという訳です。それから「他の人と俺は違

いるわけですよ。こういう人たちが、
トランプの「移民が悪いん

う。全然違う」と。どこが違うかというと、
他の政治家は金が欲

だよ、移民がお前たちの仕事を取ってるんだよ」
、
「アメリカの企

しいから金をもらって悪いことをする、
でも俺はもう大金持ちだ

業が中国に工場持って行くから悪いんだよ、自由貿易なんてと

からお金はいらないから、俺に任せてくれたら腐敗は無い、とい

んでもない、
あんなもの支持していたヒラリーなんてとんでもな

う訳です。どうです皆さん、説得されますか？

い女だ」という議論に魅かれていくわけです。グローバル化と

トランプという人が代表しているのはムードなんです。
アメリ

いうのはカッコいい言葉ですけども、グローバル化が意味する

カ人の不満とか不安とか、憤り、怒りなんかを代表しているんで

ものは急激な変化です。急激な変化に大半の人はついて行けな

す。
トランプはもう一回アメリカを偉大にするっていうんですけ

いわけですよ。

ど、では具体的な政策は？というと、いろいろ言うけれど、全部

でもアメリカは大きく変わっています。これまで多数派だっ

合わせても一貫した政策と言うものは出てこないんです。トラ

た白人が少数派になって、少数派だった非白人が多数派になり

ンプに「政策は？」と聞くと「頭のいい奴雇ってやらせる」み

つつあるわけです。2012 年、この前の大統領選挙があった年は

たいな話で一貫性は無いんですね。ただ、話題になったコメン

象徴的な年で、この年に生まれた赤ん坊の過半数は非白人なん

トが有るのでいくつか紹介します。

です。2012 年の大統領選挙でオバマさんが勝ちました。票を分

先ず、彼は移民に対してすごく厳しくて、“ 移民が来て自分た

析してみると、白人の票だけ見ると共和党のロムニーが圧勝し

ちの仕事を取り上げた ” と思っている人たちの支持を得ている。 ているわけですよ。
だからこれまでのアメリカだとロムニーが勝
移民はけしからん、大体メキシコから来る連中にろくな奴は来

っていたわけです。でもオバマは非白人の票を殆ど取って、
非白

てない。大体麻薬を持ってくるか犯罪者か性犯罪か、ろくな奴

人の票で勝っているんです。だからもう古いアメリカは無いん

はいない。メキシコにもきっといい人は居るに違いないとは思う

です。メキシコをはじめヒスパニックと呼ばれているラテンアメ

けど、アメリカに送ってくる奴はみんな犯罪者だ、みたいなこと

リカからやってくるスペイン語を母語とする人たちの人口は毎

を言って総スカンを食うんですけど、それが良いと言う人もい

年 80 万人増えているわけです。アメリカで生まれたヒスパニッ

るわけです。

クも多いわけで、白人の割合は6 割まで下がって、どんどん黒人、

じゃあ、どんどん外国人が入ってくるのをどうするんだ？

ヒスパニック、
アジア人が増えているわけです。ですから「メキ

それは簡単で、メキシコとアメリカの国境に万里の長城を作る

シコ人なんて皆とんでもない奴だ」なんて言ったらこの人たち

んだと。しかもその費用はメキシコに払わせるんだと。だからこ

の票がみんな逃げちゃうわけですね。

れ以上もう一人も入れさせないぞと。だけどもう入っている人

オバマさんが大統領になってアメリカは変わるか？なんてい

が居るじゃないか、どうするんだ？と聞くと、それは捕まえてみ

う議論がありました。
でもアメリカが変わったからオバマみたい

んな送り返すんだというんですね。大体 1,100 万人位の非合法

な黒人が大統領になれたわけで、アメリカはすでに変わってい

の外国人がアメリカで生活していると思われていますが、1,100

るんです。そしてこれからもっともっと変わるんです。そういう

万人捕まえて送り返すと言うんですよ。それからイスラム教徒

中で、スペイン語系の奴らはみんな犯罪者だとか、イスラム教徒

絡みのテロがある度に、イスラム教というのはもうどうしようも

なんかみんなテロリストだから入れない、なんて言っていて共

ないと、だからあいつらはもう一切入れない、イスラム教徒は入

和党の将来はあるんだろうかと、こっちの方が心配になります

国禁止だということを言うわけです。

よね。世論調査を見ると、ラティーノ、ヒスパニックと呼ばれて

─ 2012年が転換点だった

いる人の9 割はトランプなんか嫌いだというわけです。アメリカ
の人口の5000 万人位はもう外国生まれなんです。

ではトランプには誰が、どんな人が投票しているんでしょ

実は共和党の人たちには、トランプについて行ったら共和党

う？何故トランプ氏の威勢の良すぎる話に魅かれるのか？とい

は破滅してしまうと分かっている。トランプが共和党の指名候

うことなんですが、高い教育を受けた人は余りいないんですが、

補になるのは確実ですから、第三党を作って、第二の共和党を

主として白人です。企業が工場をメキシコに、中国に、台湾に、

作って候補者を立てようという議論があるわけです。そんなこ

インドネシアに、ベトナムに移したことで仕事を奪われた人た

としたら共和党の票が二つに割れるから絶対に選挙に勝てない

ちです。あるいは日本の自動車が売れるようになって失業した

のに、
共和党の人は頭悪いのかというとそんなことは無くて、
「も

と思っている人たちです。だから、今の世界に取り残された人

う絶対にホワイトハウスは取れない、トランプとヒラリーだった

たちですよね。今、グローバル化ということが起こっています。

らヒラリーに負けるに決まっている」と。そうすると、大統領選

世の中が急激に変わっているわけじゃないですか。その中でビ

挙に行ってもどうせ負けるんだったらと、共和党の支持者が選

ル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズとか、賢くて頭が切れて変

挙に行かなくなる。大統領選挙の日には上院と下院の選挙も一

わり身の早い人が「そうだ、これからはパソコンの時代だ」と

緒にやりますから、そうすると共和党の上院議員と下院議員が

か言って、
すごく上手くやっていけるわけじゃないですか。でも

全滅すると。だからホワイトハウスが取れないだけじゃなくて

教育が無くて、ちょっと腕っぷしが強くて工事現場で働いてい

議会が危ないと、
そういう心配をしている。ホワイトハウスが取

た人や自動車の組み立てラインに居たというような人は、工場

れないのはもうわかっているから、第三党のもう一人の候補者

が無くなって、急にパソコンのソフトウェア書きなさいなんて言

を立てて盛り上げようと。盛り上がったら選挙には来てくれる
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と。そしたら議員の方は勝てるかもしれないと、
そういう所に来

ます。

ているわけです。ブッシュ一族はもう共和党大会には出ないと

その後サンダースはバーモント州のバーリントンの市長にな

言っていますし、共和党の中でイデオロギー的にごりごりの人

ります。それから下院議員をやって、バーモントの上院議員と

たちは矢張り第三の候補を立てようという議論をしています。

してずっと今日に至っているわけです。サンダースの一番重要

─ クリントンとサンダース

なことは、
無所属でずっと勝ち続けてきたということです。彼は、
“ 自分は社会民主主義者 ” という。ノルウェイや、スウェーデン

大統領選挙は11 月でまだ 5 ヶ月もありますから、まだ何が起

のように福祉を大切にする、そういうことを信じているというこ

こるかわからないですけど、民主党の方はどうやらヒラリー・ク

とです。去年の今頃、サンダースは殆ど無視されていたんです

リントンになりそうで、ヒラリーとトランプがぶつかるのは間違

けど、
だんだん支持を集めてきてヒラリーに挑戦するようになっ

いなさそうです。

たんです。

ヒラリーは2008 年の大統領選で、余裕で民主党の指名を獲得
できると思っていたんです。そしたらバラク・オバマという変な

─ ウォール街と移民の子

人が出てきて負けちゃったわけですよ。ヒラリーとオバマは最後

ヒラリーとサンダースの違いは何か。サンダースは「ヒラリー

まで 20回以上討論をやるんです。ヒラリーは、
「私はずっと政治

さん、あなたイラク戦争に賛成したでしょう、ブッシュに賛成投

に関わってきて経験がある」といったんですけど、オバマは「あ

票したでしょう」と言い続けています。サンダースは外交問題

なたは経験はあるかもしれないが判断力は無い。だからあなた

では、アメリカはアメリカのことを一生懸命やるべきで、海外に

はイラク戦争に賛成したでしょ。今のイラクを、今のアメリカの

出て行って戦争をやるべきではないという発想です。彼が国内

状態を見てごらんなさい。
あなたがブッシュの戦争に賛成したか

問題で一番主張しているのは、アメリカは中産階級がどんどん

らこんなことになったんだ」と、
「私は反対投票しましたよ」と言

没落していっている、金持ちがどんどん金持ちになって、貧乏人

いました。
それがヒラリーとオバマの勝敗を最後に分けたんです。 が増えて真ん中が没落していると。今のアメリカで良い思いを
8 年も待ったし、2016 年は楽勝かなと思ったら、サンダースと

しているのは上位の1％のそのまた1％だと。例えば、
アメリカで

いう不思議なおじいさんが出てきちゃったんですよ。この人が

最大のスーパーマーケットのウォールマートの一族が持ってい

人気を集めちゃって、
ヒラリーが「私は国務長官もやったし政治

る富がアメリカの下位の 43％の富と同じだと。一家族がこれだ

家としての経験も十分なのよ」と言ったら、
サンダースが「あん

けのお金を持っていると。それって変だろう、と。しかもアメリ

た経験はあるかもしれないけど判断力は無い。あなたイラク戦

カの今の選挙制度だとお金を持っている人がいくらでも寄付で

争に賛成したでしょ」と。またか！みたいな感じです。

きると。ということは、金持ちからお金をもらって、金持ちの税

サンダースという人はポーランドからの移民の子どもです。

金を下げろ下げろと言う政治家が選挙に勝って、金持ちの税金

サンダースのお父さんはポーランドのユダヤ人で、第二次大戦

がまた下がると。で金持ちはまたそれに寄付する、
また税金が下

中にはポーランドで沢山のユダヤ系の人が殺されましたから、

がると。その結果、
金持ちはどんどんどんどん大金持ちになって

一族のかなりがホロコーストの犠牲になった。お父さんは移民

行って、
貧乏人は中産階級はどんどん没落していくと。これって

としてやって来たけど英語ができない、全然お金を持っていな

変だろうと、こんなことの為に我々の祖先は自由の為に死んで

かったと。サンダースは演説で「私の父はポーランドからやっ

いったんじゃないだろうと言うわけです。今は大学行くのも大

て来た。ポケットにはニッケル（5セント）も入っていなかった。

変で、
払いきれないから借金をして大学に行くわけです。卒業し

英語は話せなかった。決してお金を手にすることはなく、
ブルッ

たら何百万って借金をしているわけじゃないですか。良い就職

クリンの狭いアパートに住んで。母はいつか自分の家を持ちた

がなきゃもう22、3 歳で借金抱えてスタートと。こんなの変だろ

いと夢見ていたが、
果たせないまま若くして亡くなった」と言い

う、
ヨーロッパ行ってみろ、
大学なんてタダだよ、
アメリカだって

ました。ブルックリンには昔はユダヤ系の人が多くて。比較的

州立大学をタダにすべきだ、というような主張をするわけです。

そんなにお金持ちじゃない人が住んでいたんです。今はユダヤ

ヒラリーは何て言っているか。
今のアメリカはやっぱり変だか

系の方はあまり居なくて、アラブ人やイスラム教徒が住んでい

ら改革していく、頑張るといっています。でもヒラリーは金持ち

るんですが。

から金をもらっているじゃないですか。例えば映画のスピルバ

サンダースはユダヤ人ですから、若い頃はイスラエルのキブ

ーグ監督とか、投資家のソロスなどの大金持ちがヒラリーにお

ツでも働いていた。また南部で黒人の公民権運動に参加してい

金を出している。また、
ウォールストリートの銀行や投資銀行や

ました。たくさんの白人が北部からも応援に行きましたが、
理想

証券会社がいい加減なことをしてるからちゃんと規制しなきゃ

に燃えた大学生が多くて、
特にユダヤ系が多かったんですね。サ

いけないというんですけれど、ヒラリーは大統領選挙に出る前

ンダースも南部で公民権運動に行って逮捕されています。ユダ

にウォール街で講演して、1回の講演謝礼が 1千万円を超えてい

ヤ系の人たちが黒人の人権のために頑張ったのは、もちろんそ

る。そんなたくさん講演謝礼もらってウォール街を規制できる

れが正しいことだからなんですが、もし肌の色が違うからとい

わけないだろうと。サンダースがヒラリーとの討論会で言い続

って差別して良いんだったら、宗教が違うからと言って差別し

けているのは、ヒラリーがその講演会で何を喋ったのか、講演録

てもいいことになる。だから一つの差別は全ての差別に繋がる

を出せと言うわけです。
ヒラリーが「あなたも講演録出しなさい」

という発想で、60 年代はユダヤ系の人たちは黒人のために頑張

と言ったら、サンダースは「俺は講演録出したいけど、誰も金出

った、という気持ちを、少なくともユダヤ人の側は良く覚えてい

して講演に呼んでくれないから無いんだよ」と反撃しました。
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ではサンダースはどうやって金集めして選挙に出ているのか。 エルを100％支持する。しかしパレスチ人の尊厳を尊重しない
サンダースの選挙キャンペーンで有名な数字は 27と800 万人。

と和平は訪れない……」

一人当たり平均の寄付額が 27ドルで、800 万人から寄付が集ま

パレスチナ人に敬意を持て、尊厳を認めろ、ということなんで

っているんです。すごいことです。4 年前、8 年前、オバマ大統

すね。もちろんイラク戦争に反対しています。イランとも関係を

領の選挙の時も非常にたくさんの人から寄付が集まったんです

改善していくというわけです。で、
パレスチナ人に尊厳を持って

けど、大口の献金も多かったわけです。でもサンダースは「俺

遇しなければ和平は訪れないと、
これまで誰も言わなかったこと

は大金持ちから寄付はもらわない」って言ってます。要するに

を言うわけです。誰がサンダースの中東政策に助言しているの

庶民のお金です。27ドルって言ったら、パレスチナ子どものキ

かというと、
当然ながらこれまでとは違う人々です。たとえば、
ア

ャンペーンの会費ぐらいじゃないですか。

メリカにあるアラブ系の研究所です。
「アラブ・アメリカン・イン

そしてトランプと反対にマイノリティの支持を集めているわ

スティトュート」
。ゾグビーさんという世論調査で有名なアラブ

けです。たとえばミシガン州でヒラリーとすごい接戦の末、
サン

人が居ますが、その人なんかが後援しています。それから「J ス

ダースが勝ったんですけど、選挙キャンペーンの写真を見ると、 トリート」というユダヤ系の若い人たちの組織で、イスラエルは
スカーフをしたイスラム教徒がいますよね。
こういう写真ってす

支持するけどイスラエルがやり過ぎた時は批判すべきだという、

ごく意識して作るんです。例えば 4 年前、8 年前のオバマが予備

これまでとは違う世代の人たちがサンダースの顧問団にいます。

選に勝った時なんかは、非常に注意深くイスラム教徒が一人も
写らないようにしているわけです。当時、“ オバマはイスラム教

ついに、オバマ大統領が、ヒラリーほど条件のそろった候補者

徒だ ” というささやきキャンペーンがずっと共和党から送られ

はいないから私も支持しますと言いました。最後に言った言葉

ていたので、オバマはイスラム教徒じゃないというのを主張す

が一番重要で、ヒラリーは判断力があるから支持しますと。8 年

るのに一生懸命で、イスラム教徒は一切周りに置かないしモス

前は無いと言って蹴落としたくせに、
この手のひらを返したよう

クにも行かなかった。最近オバマはもう選挙がないから安心し

な節操のなさが政治家らしいところなんですね。で、
ヒラリーが

てモスクで演説していますけど、選挙がある時は一切モスクに

これから戦うわけですが、ヒラリーにとって心配なことがいくつ

近寄らなかった。

かあります。ヒラリーとバーニーがどの州を押さえたかという3

─ パレスチナ問題への対応

月あたりまでの図を見ると、ヒラリーが勝ったところは、本選挙
では共和党が選挙人をとるところばかりなんですよ、基本的に。

結局ヒラリーが勝っちゃいそうですけど、中東問題、エネルギ

だから、ここで勝てなきゃ選挙で勝てないのよという州につい

ー問題、政策面で一番大きな違いは何か。今、アメリカではシ

ては、みんなサンダースが勝ったのね、ということです。もう一

ェール層というところから石油とガスを採っていて、
非常にアメ

つは、今回の予備選挙の特徴は投票率が異常に高かったことで

リカのエネルギー産業が大きくなってきているが、ヒラリーさん

す。2012 年には、民主党の投票率は党員の6％だったのに、今回

は、いろいろ問題あるけどこれを続けようって言っているんで

は14％で 2 倍です。サンダース人気が引っ張り出してきた人な

す。サンダースさんはこんなこともうやめよう、こんなこと地層

んです。この人たちが「ヒラリー嫌いだよ」と言って選挙に来

でやるから地震が増えてるんじゃないかとか環境が汚染される

なかったらヒラリー危ないですよね。だから、
いかにサンダース

んじゃないかとか。もうそれは止めて太陽光発電など新しいエ

に協力してもらうかということが重要になってくるわけです。基

ネルギー源でアメリカが世界をリードしていくようになろうと

本的にはヒラリーとサンダースが組めばいいわけですが、これ

言っています。

だけ激しい争いをして組めるかという問題ですよね。

それから中東政策では、ヒラリーはある意味ネオコン的です。

サンダースは今のところ「トランプは当選させない」と言っ

シリアではオバマより積極的に軍事行動をと主張したことで知

ていますが、
ヒラリーを支持するとは言っていないわけです。今、

られていますし、
イランとアメリカは核問題で合意に達しました

舞台裏でサンダースが主張しているのは、
「お前さんの勝ちは仕

けど、それは守るがもうこれ以上は接近しないと言っています。

様がない。でも民主党のプラットフォーム、
選挙の公約にはこれ、

それからイスラエルの安全保障はもう絶対的なもので、これは

これ、これを入れてくれ」と言っているんですね。その一つが

交渉の対象ではない。イスラエル支持は絶対だと言っています。

パレスチナ問題で、
「イスラエルの占領地（Occupied territory）
」

だが、
依然としてついて回るのが “ あの人はイラク戦争に賛成し

という単語を民主党綱領に入れてくれと。民主党としてはこれ

た ” ということなんですね。

迄そんなことやって来なかったからしたくない。綱領の中でサ

ではサンダースは？ということなんですけど、
サンダースはイ

ンダースは自分の意見を通そうとしています。サンダースが依

スラエル支持ですけれど批判的なところがあります。一番最近

然、選挙運動を続けているのは何故かと言うと、お金が沢山あっ

のヒラリーとの討論会で印象に残ったのは、イスラエルのガザ

て続けられるからと言うのが一番大きいですが、大統領になれ

攻撃というのがあまりにひどかったんじゃないか、ということを

なくてもサンダースと同じ考えを持った議員さんたちにできる

言ってイスラエル支持者から批判を受けるんです。それに対し

だけ投票させたい、当選させたい、という気持ちがあると言うん

てサンダースは、
「イスラエルはテロ攻撃に対して自衛しテロリ

ですね。サンダースが今回起こした「革命」と言われているん

ストを壊滅させる権利がある。しかしガザは狭い地域で、そこ

ですが、この革命はサンダースの敗退によって終わる訳じゃな

で 1 万人の市民が負傷し1,500 人が殺された。
これは非合理であ

くて、これが第一歩に過ぎないと言うのがサンダースの主張だ

り、
全世界の国はフェアでない攻撃だと考えている。私はイスラ

と思います。

（文責 パレスチナ子どものキャンペーン）
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