
現在のウクライナ情勢、世界中の多くの人が胸を痛めていることと思います。

そのなかで、私自身や自社の無力さを痛感しております。

何もできない自分達をもどかしく思いながら、何ができるかを考えるなかで、

当社がふだん活動をさせて頂いているエンターテイメント分野のデータサービスという役割から、

ソケッツ有志にて音楽、映像において反戦や平和をテーマにした100作品をそれぞれリスト化してみました。

このようなことで、今の情勢が変わることは無いと思いますし、もしかしたら自分達のエゴでしかないのかもしれませんが、

極めて微力であったとしても、これらの素晴らしいエンターテイメントの作品を通じて、

社会の何かの役に立つことに繋がることを心から願います。

これらのリストは一部、全部とも転載も含め商用、私用問わずご自由にご利用頂ければと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

2022年3月9日　株式会社ソケッツ　浦部 浩司

NO WAR WITH MUSIC

邦楽 サンボマスター 戦争と僕

邦楽 ACIDMAN ノエル

邦楽 Mr.Children さよなら2001年

邦楽 サザンオールスターズ 平和の鐘が鳴る

邦楽 Dragon Ash 花言葉

邦楽 GLAY 戦禍の子

邦楽 MINMI LOVE SONG

邦楽 MONGOL800 矛盾の上に咲く花

邦楽 GReeeeN no more war

邦楽 HY 青い地球

邦楽 AI Not So Different

邦楽 AKB48 僕たちは戦わない

邦楽 美輪明宏 愛の讃歌

邦楽 森山良子 さとうきび畑

邦楽 かりゆし58 ウージの唄

邦楽 サザンオールスターズ ピースとハイライト

洋/邦 アーティスト 曲名

邦楽 RCサクセション 明日なき世界



洋楽 Aretha Franklin Amazing Grace

洋楽 War Why Can't We Be Friends

洋楽 Michel Jackson Heal the world

洋楽 John Lennon imagine

洋楽 Bob Marley No woman no cry

邦楽 泉谷しげる 戦争小唄

洋楽 Louis Armstrong What A Wonderful World

邦楽 高石 友也 拝啓大統領殿

邦楽 小田 和正 生まれ来る子供たちのために

邦楽 忌野清志郎 花はどこへ行った

邦楽 忌野清志郎 奇妙な世界

邦楽 Mr.Children タガタメ

邦楽 LAUGHIN'NOSE 戦争反対

邦楽 曽我部恵一 戦争反対音頭

邦楽 吉井和哉 LOVE & PEACE

邦楽 Analogfish 戦争がおきた

邦楽 藤井フミヤ Mother's Touch

邦楽 SEKAI NO OWARI Love the warz

邦楽 SEKAI NO OWARI 世界平和

邦楽 絢香 Peace loving people

邦楽 横道坊主 WAR BABIES

邦楽 ゆず Hey和

邦楽 YUI I know

邦楽 Do As Infinity 楽園

邦楽 ソウル・フラワー・ユニオン 世界市民はすべての旗を降ろす

邦楽 槇原敬之 店じまい

邦楽 AI Rose

邦楽 秦基博 70億のピース

邦楽 欅坂46 NO WAR in the future

洋/邦 アーティスト 曲名



洋/邦 アーティスト 曲名

洋楽 ウィルコ War on War

洋楽
ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラー
ズ

Redemption Song

洋楽
ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラー
ズ

War

洋楽 CULTURE CLUB The War Song

洋楽 ザ・ドアーズ The Unknown Soldier

洋楽 ケリー・クラークソン ウォー・ペイント

洋楽 Stevie Wonder Conversation Peace

洋楽 ケイト・ブッシュ 夢みる兵士

洋楽
クロスビー、スティルス、ナッ
シュ&ヤング

ソルジャーズ・オブ・ピース

洋楽 U2 サンデイ・ブラッディ・サンデイ

洋楽 Depeche Mode People Are People

洋楽 John Lennon, Yoko Ono Give Peace A Chance

洋楽 R.E.M. アンティル・ザ・デイ・イズ・ダン

洋楽 Sting Russians

洋楽 Buffalo Springfield For What It's Worth

洋楽 Raheem DeVaughn
Nobody Wins A War（feat.Jill Scott & Bilal & Anthony Hamilton &Algebra & Chrisette
Michele & Shelby Johnson & Ledisi & シティズン・コープ & Dwele &Chico DeBarge & Rudy
Currence）

洋楽 USA For Africa We Are The World

洋楽 The Beatles All You Need Is Love

洋楽 Sade Why Can't We Live Together

洋楽 Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen The Rain

洋楽 Jack Johnson Good People

洋楽 Bob Dylan Blowin' in the Wind

洋楽 P!NK Dear Mr. President（feat.Indigo Girls）

洋楽 Curtis Mayfield Back to the World

洋楽 George Harrison Give Me Love（Give Me Peace On Earth）

洋楽 The Black Eyed Peas Where Is The Love?

洋楽 Marvin Gaye What's Going On

洋楽 John Mayer Waiting On the World to Change

洋楽 Jason Mraz Love Is Still the Answer



洋楽 The Beatles Let It Be

洋楽 Prefab Sprout The Sound Of Crying

洋楽 Queen Too Much Love Will Kill You

洋楽 Guns N'Roses Civil War

洋楽 John Legend & The Roots Wake up Everybody（feat.Common & Melanie Fiona）

洋楽 Fleetwood Mac Peacekeeper

洋楽 Foo Fighters Shame Shame

洋楽 Neil Young Rockin' In The Free World

洋楽 Joni Mitchell Strong and Wrong

洋楽 Marvin Gaye Save The Children

洋楽 Prince Baltimore

洋楽 ルー・リード Xmas in February

洋楽 エドウィン・スター War

洋楽 AC/DC War Machine

洋楽 キャット・スティーヴンス Wild World

洋楽 サイモン＆ガーファンクル Bridge Over Troubled Water

洋楽 コールドプレイ Politik

洋楽 デヴィッド・ボウイ Space Oddity

洋楽 ジョーン・バエズ We Shall Overcome

洋楽 ピーター・ポール＆マリー Cruel War

洋楽 ルー・リード Perfect Day

洋楽 ボブ・ディラン Masters of War

洋楽 ザ・ローリング・ストーンズ Street Fighting Man

洋楽 ザ・ローリング・ストーンズ Gimme Shelter

洋楽 レナード・コーエン The Partisan

洋/邦 アーティスト 曲名



NO WAR WITH VIDEO

カテゴリ 製作年 製作国 作品名 作品説明

ユダヤ人を守る人々
ユダヤ人を救った動物園 アントニーナが
愛した命

チェコ/イギリ
ス/アメリカ

2016映画

映画 2000 韓国 ＪＳＡ 敵同士の友情（バッドエンド）

映画 1993 アメリカ シンドラーのリスト ユダヤ人を守る人々

映画 2009 アメリカ マイ・ブラザー 戦争による兵士のPTSD問題

映画

映画 2017 フィンランド アンノウン・ソルジャー 英雄なき戦場
大事な人や物、街を守るためソ連に立ち向かったフィンランド
兵士の物語

映画 1974 アメリカ
ハーツ・アンド・マインズ ベトナム戦争
の真実

反戦運動をさらに激化させて無意味な戦争にとどめを刺したと
もいわれる伝説のドキュメンタリー映画

映画 2016
オーストラリア
/アメリカ

ハクソー・リッジ
人を殺してはならないという宗教的信念を持つ主人公が、敵味
方分け隔てなく戦場で治療を行う

映画 2017 フィンランド 希望のかなた
内戦が激化するシリアで難民となった人物が街の人々の善意に
触れ希望を見出す物語

映画 2015 日本 杉原千畝 スギハラチウネ
ユダヤ難民にビザを発給して救いの手を差し伸べた外交官の半
生を描いたドラマ

映画 2019
イギリス/ベル
ギー

アーニャは、きっと来る
ナチス占領下のフランスを舞台にユダヤ人救出作戦の行方を描
いたヒューマンドラマ

映画 1999 日本 地雷を踏んだらサヨウナラ 戦争下の現地人との交流（バッドエンド）

映画 1937 フランス 大いなる幻影 戦時下における捕虜収容所での人間模様を描いた反戦映画

映画 2017
アメリカ/カン
ボジア

最初に父が殺された 内戦下の家族

映画 2019
イギリス/アメ
リカ

1917 命をかけた伝令 第一次世界大戦での伝令兵のとある一日

映画 2019
アメリカ/ドイ
ツ

ジョジョ・ラビット ユダヤ人を守る人々・反戦への変化

映画 1988
アメリカ/イギ
リス

もう一つのアンネの日記 ナチス占領下のユダヤ人家族の話

1988 日本 火垂るの墓 / 劇場版 戦争下の家族愛（バッドエンド）

映画 2019 日本
ドキュメンタリー沖縄戦 知られざる悲し
みの記憶

戦争体験談と平和の大切さを描いた作品

映画 1971 アメリカ ジョニーは戦場へ行った 有名な反戦小説の実写化

映画 2011 アメリカ 戦火の馬 買っていた馬が騎兵隊の軍馬にされてしまう話

映画 1972 アメリカ
ウィンター・ソルジャー ベトナム帰還兵
の告白

戦争による兵士のPTSD問題

映画 1940 アメリカ チャップリンの独裁者 チャップリンの反戦の訴え

映画 2015 アメリカ マン・ダウン 戦士の約束 戦争による兵士のPTSD問題

映画 2017 アメリカ アメリカン・ソルジャー 戦争による兵士のPTSD問題

映画 2019
イギリス/シリ
ア

娘は戦場で生まれた 支配国家で生きる人々

映画 1998 イタリア ライフ・イズ・ビューティフル 戦争下の家族愛

映画 2017
アイルランド/
カナダ/ルクセ
ンブルク

ブレッドウィナー 支配国家の残酷さを描いた作品

映画 2020 アメリカ シカゴ7裁判 反戦運動



映画 1957 アメリカ 突撃
人の生存本能と矛盾する理不尽さを、キューブリックが鋭く告
発した反戦ドラマ。

映画 2009 日本 沈黙を破る
2002年のイスラエル軍によるヨルダン川西岸への侵攻で混乱す
る2つの難民キャンプの現実を映し出す

映画 1970 イタリア ひまわり / イタリア
戦争によって引き裂かれた夫婦を描く事で戦争の残酷さを描い
てる映画

映画 2019 日本 アルキメデスの大戦
エンターテインメント性があるため登録に迷いましたが反戦映
画になります

映画 2019 アメリカ ヒロシマへの誓い サーロー節子とともに 核兵器禁止を訴えるサーロー節子さんのドキュメンタリー映画

映画 1952 日本 原爆の子
原爆差別など原爆が落ちた被害を上回る人の一生の辛さを描い
た作品

映画 2011 日本 はだしのゲンが見たヒロシマ
作者の「私という被写体を通して戦争と核兵器のない世界が少
しでも近づけばいいと思っています。どうかこの被写体を見
て、思いをはせて下さい」という気持ちが含まれている作品

映画 2020 アメリカ 8時15分 ヒロシマ 父から娘へ 被爆した父親から娘へのメッセージ

映画 1968 イギリス テル・ミー・ライズ ベトナム戦争を痛烈に批判したセミドキュメンタリー映画

映画 2008 日本 火垂るの墓 / 実写 戦争下の家族愛（バッドエンド）

映画 1995 アメリカ 8月のメモワール 戦争による兵士のPTSD

映画 2015 韓国 戦場のメロディ 戦争孤児の世話をする少尉の話

映画 1972 日本 軍旗はためく下に
兵に出た夫の死の名誉のため証言を集める妻がむごい戦場の実
態を知る

映画 2017
ベルギー/フラ
ンス/レバノン

シリアにて 泥沼化する戦地で身を隠す家族と隣人を描いた作品

映画 2015 日本 17才の別れ
第二次大戦沖縄戦の「語り部」をして反戦平和教育をする方の
ドキュメンタリー映画

映画 1983 アメリカ ザ・デイ・アフター
米ソ対立の深刻化という国際的背景があり、第三次世界大戦勃
発による核兵器実戦使用の恐怖が描かれている。

映画 1984 イギリス スレッズ
核戦争の悲惨さと、生き延びた人々に訪れる地獄のような生活
が重点的に描かれてる。

映画 1930 アメリカ 西部戦線異状なし 反戦。戦争の虚しさ

映画 2014 アメリカ ドローン・オブ・ウォー ドローン操縦者を通して描く戦争の虚しさと従軍者の葛藤

映画 2014 アメリカ アメリカン・スナイパー 戦争による兵士のPTSD

映画 1970 日本 地の群れ 被爆者の集落の話

映画 1968 日本 連合艦隊司令長官 山本五十六 戦争に反対し続けた連合艦隊司令長官の姿を描いた戦争映画

映画 1989 日本 黒い雨 被爆者差別を描いた作品

映画 1998 アメリカ プライベート・ライアン
ノルマンディー上陸作戦が舞台。戦場にいる兵士を救出に向か
う話。戦場の過酷さが描かれている

映画 2019 ドイツ ヒトラーに盗られたうさぎ ヒトラーの辛口演劇批評家のユダヤ人家族の逃亡生活

映画 2015 ハンガリー サウルの息子 アウシュビッツ収容所で働くユダヤ人が息子の死と向き合う話

映画 2008
イギリス/アメ
リカ

縞模様のパジャマの少年
ドイツ人少年と強制収容所内のユダヤ人少年との友情と哀しい
運命を描いた作品

映画 2017
ドイツ/シリア/
レバノン

父から息子へ ～戦火の国より～ / 別
題：テロリストの息子に生まれて

テロリストの息子の人生

映画 1969 日本 うしろの正面だあれ 大空襲により家族や友達と離れる少女の話

カテゴリ 製作年 製作国 作品名 作品説明



カテゴリ 製作年 製作国 作品名 作品説明

その他 2022 日本
BS1スペシャル 山本五十六と“開戦” 後
編

戦争回避を願った 山本五十六のドキュメンタリー

ドラマ 2019 日本 二つの祖国
太平洋戦争時代のアメリカで生まれた日系二世の苦悩を描いた
作品

その他 2022 日本
BS1スぺシャル 混迷ミャンマー～クーデ
ター1年 若者たちの選択～

ミャンマーの軍事クーデターで抗議の声を上げる若者たち

ドラマ 2008 日本
あの日、僕らの命はトイレットペーパー
よりも軽かった

太平洋戦争の渦中に起きた日本人捕虜脱走事件のドラマ。作者
の叔父がモデルで悲しい後日談となっている。

ドラマ 1967 日本 ウルトラセブン / 1967年
民族差別や軍拡競争など当時の社会問題をテーマにした脚本
や、斬新なカメラワークがある。演出家の飯島敏宏さんの平和
への願いが盛り込まれた作品

ドラマ 2005 日本
終戦六十年スペシャルドラマ 火垂るの墓
/ ドラマ

戦争下の家族愛（バッドエンド）

ドラマ 2007 日本 はだしのゲン / 2007年・ドラマ 原爆下の生活を描いた作品

ドラマ 2003 日本 さとうきび畑の唄 沖縄戦に巻き込まれる家族たち。スペシャルドラマ

ドラマ 2021 日本 倫敦ノ山本五十六 戦争回避を願った 山本五十六のドラマ

アニメ 1984 日本 風の谷のナウシカ

舞台は「火の7日間」といわれる最終戦争で現代文明が滅び
去った1000年後の地球。しかしわずかに生き残った人類は争い
を止めようとしない。そのような中、ナウシカという一人の少
女が世界を救おうと様々な問題に立ち向かっていく。

ドラマ 2013 日本 ごちそうさん
明治大正を生きた主人公目線の朝ドラ。物語後半で第二次世界
大戦が始まり、日常が一変する

アニメ 1995 アメリカ ポカホンタス
入植者と先住民の戦いを止めるために奔走する少女と愛の物
語。

アニメ 1983 日本 はだしのゲン / 1983年・アニメ 原爆下の生活を描いた作品

アニメ 2017
フランス/ルク
センブルグ/ベ
ルギー/カン

FUNAN フナン
クメール・ルージュ政権下のカンボジアで、強制移住により生
き別れとなった親子の過酷な日々を描く

アニメ 2014 日本 ジョバンニの島 北方領土に暮らす家族に待ち受ける終戦後の過酷な運命を描く

アニメ 2013 日本 風立ちぬ 戦闘機を作った主人公の話

アニメ 2005 日本
あした元気にな～れ!～半分のさつまいも
～

東京大空襲により戦災孤児となった兄妹が生き抜く様を描く

アニメ 2010 日本
サンリオ映画シリーズ チリンの鈴/ちい
さなジャンボ/バラの花とジョー

戦争の理不尽さをメルヘンに描き "ぼくらはみんな生きている
" を強く印象付ける作品

アニメ 2016 日本 この世界の片隅に 戦争下での人々の暮らし。広島原爆投下が出てくる

映画 1988 日本 火の雨がふる デイビット・ザイガー監督の反戦映画

アニメ 2020
日本/インドネ
シア

トゥルーノース 支配国家の残酷さを描いた作品

映画 1951 フランス 禁じられた遊び / 映画
少女が戦争で両親を失い、最後は孤児院に送られるという悲し
い物語

映画 2005 アメリカ ジャーヘッド 戦争の虚しさや関わる者の悲惨さが不謹慎な滑稽さで描く作品

映画 1961 日本 人間の條件
小林監督も体験した戦争への強い反発と軍隊の非人間性を描い
た作品

映画 2015
デンマーク/ド
イツ

ヒトラーの忘れもの
多数のドイツ兵捕虜（15歳～18歳）がデンマークに埋められた
地雷を撤去する映画

映画 1965 アメリカ サウンド・オブ・ミュージック
第二次世界大戦中のオーストリア。家族愛と戦争に巻き込まれ
る悲惨さを描いている

映画 2019 ドイツ クレッシェンド 音楽の架け橋
紛争中のパレスチナとイスラエルから若者たちを集めてオーケ
ストラを編成し、平和を祈ってコンサートを開く

映画 1997 イギリス ウェルカム・トゥ・サラエボ
戦火のサラエボを訪れたイギリス人ジャーナリストが見た悲惨
な現実を描く社会派ドラマ

映画 2004
イギリス/イタ
リア/南アフリ
カ

ホテル・ルワンダ
ルワンダ虐殺を題材に、ルセサバギナが自分の家族と1,000人
以上の難民の命を救う



その他 2004 日本 体いっぱいで原爆を語りつぐ
手話で原爆を語り継いでいる、山﨑榮子さんのドキュメンタ
リー

その他 2009 日本
長崎原爆特集「あの日 僕らの夢が消えた
～被爆学校 生徒たちの64年～」

被爆者についてのドキュメンタリー

その他 2000 日本
ETV2000「シリーズ 太平洋戦争と日本人
第6回 伝えたし・されど・・・～ヒロシ
マの語り部たち～」

広島の語り部たちのドキュメンタリー

被爆者についてのドキュメンタリー

その他 2008 日本 NHKスペシャル 見過ごされた被爆 被爆者についてのドキュメンタリー

その他 2018 日本
NHKスペシャル 広島 残された問い～被爆
二世たちの戦後～

被爆者についてのドキュメンタリー

その他 2015 日本
NHKスペシャル “あの子”を訪ねて～長
崎・山里小 被爆児童の70年～

被爆者についてのドキュメンタリー

その他 2012 日本
被爆と被曝 警鐘と希望 広島からのメッ
セージ

その他 2015 日本
NHKスペシャル きのこ雲の下で何が起き
ていたのか

爆撃下での悲惨さを描いたドキュメンタリー　核ミサイルの恐
怖

その他 2018 日本 ETV特集 シリーズ アメリカと被爆者 被爆者についてのドキュメンタリー

その他 2021 日本
NHKスペシャル「緊迫ミャンマー 市民た
ちのデジタル・レジスタンス」

ミャンマーの軍事クーデターで抗議の声を上げる若者たち

その他 2020 日本 NHKスペシャル 「忘れられた戦後補償」 国家が遂行した戦争の責任

その他 2018 日本
BS1スペシャル「戦争孤児～埋もれてきた
“戦後史”を追う～」

戦争孤児のドキュメンタリー

その他 2018 日本
BS1スペシャル「隠された日本兵のトラウ
マ～陸軍病院8002人の“病床日誌”～」

戦争による兵士のPTSD

その他 2022 日本
BS1スペシャル 山本五十六と“開戦” 前
編

戦争回避を願った 山本五十六のドキュメンタリー
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