
令和４年度 

広島市への中学生派遣事業 

報告会

 

富士宮市 



核兵器廃絶平和都市宣言  

平和の象徴である富士山を持つ富士宮市は、核軍拡競争の  

悪循環が核戦争の危険を増大させていることを憂い、  

人類の生存と恒久平和のために、すべての核保有国に対し、 

核 兵 器 の 廃 絶 と 軍 縮 を 求 め 、 わ が 国 の 非 核 三 原 則 が 

完 全 に 実 施 さ れ る こ と を 願 い 、 国 際 社 会 の 連 帯 と 

民主主義の原点に立って、核兵器廃絶の世論を喚起するため、 

ここに「核兵器廃絶平和都市」となることを宣言する。  

昭和５９年１０月２日   富 士 宮 市 
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富士宮第一中学校 ３年 海原 夕佳 

 「広島の原爆投下から今年で七十七年が経ちました。」 

 このようなニュースを毎年八月六日になるとやっています。今までは何気な

く見ていたものですが、今年の夏はいつもより見方が変わりました。 

 八月十八日、私は初めて広島を訪れました。私の広島に対するイメージはや

はり、「原爆」でした。しかし、実際の話を聞き、見てみると私が想像してい

たものよりも悲惨なものでした。 

 私は原爆ドームが一番印象に残っています。原爆ドームは、元々は広島県物

産陳列館という洋館だったそうです。しかし、原爆の爆風と熱戦を浴び、大破

し、天井から火を噴き全焼してしまいました。ですが、爆風がほとんど垂直に

働いたため奇跡的に今のような状態になりました。広島に投下された原爆は「

リトルボーイ」と呼ばれ、表面温度は約七千度もあったそうです。このような

ひどい被害を受けた原爆ドームでしたが、一九六六年、多くの人の署名活動に

より保存が決まりました。今では、世界文化遺産に登録され、「ノーモア・ヒ

ロシマ」、平和の象徴となっているそうです。 

 さらに、広島平和記念資料館も印象に残っています。広島平和記念資料館で

は、遺品や原爆が投下された時の人々の様子の絵、放射線による被害を受けた

人の写真等、どれも悲惨で、見るのも心が痛くなってくるようなものばかりで

した。その中でも印象的だったものは、原爆により亡くなってしまった人たち

の遺骨が森に捨てられてしまっている写真です。人間の本物の頭蓋骨が数えき

れないほど並べられていました。この話は、実際に被爆した方の講話でも聞き

ました。爆心地である広島市から離れた郊外の学校のグラウンドに次から次へ

とトラックから亡くなった人が投げ出されて、火をつけ、焼かれてしまってい

たそうです。 

 また、放射能の影響を受けてしまった人も多く、ガンや皮膚の炎症、白内障

などを発症した人がいて、今でも苦しんでいる人もいるそうです。 

 今年の夏、被爆地広島を訪れ、原爆ドームや平和記念公園、原爆の子の像、

広島平和記念資料館へ行ったり、実際に被爆した方の講話を聴いたりしました。

そして、今私たちが戦争もなく、核兵器もない、平和な暮らしをしていること

の素晴らしさを感じました。ロシアによるウクライナ侵攻が激化している今こ

そ、今回の貴重な経験を生かし、生命の尊さ、世界平和の重要さ、核兵器・戦

争の恐怖などまずは身近な人に伝えていきたいです。

原爆の恐怖を知った夏 
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富士宮第一中学校 ３年 望月 里桜 

 今回の広島見学で特に私の心に残ったのは、被爆者体験講話での若山登美子

さんのお話と、平和記念資料館の展示です。 

 登美子さんのお話では、お父さんを探して歩いた小学一年生の目から見た広

島の様子と、ヨハネ・パウロ二世（ローマ教皇）の、「戦争は人間の仕業です。」

という言葉が心に残りました。戦争は自然には起こりません。戦争は人間同士

の争いによって生まれたものであり、戦争を拒否できるのも人間なのだと思い

ました。避難訓練を必死で行っていたという話を聞いて、今私たちが行ってい

る避難訓練はどこか他人事であることに気付きました。 

 平和記念資料館の展示では、もとの姿が何なのかわからなくなったものや、

溶けた仏像、変形した金属などを見て、原子爆弾の威力を痛感しました。また、

動員学徒として働いて、戦争によって命を落とした、私と同じ十五歳の女の子

の話も読みました。そして、とても印象に残っているのは、「原爆孤児の記録」

に載っていた、筆者と幼児の会話です。筆者の、「どんな時が一番楽しいか。」

という問いに、幼児が「夢でお父さんお母さんを見るとき。」と答える様子が

書かれていました。私は、夢の中が一番楽しいなんて、本当に寂しくつらかっ

ただろうと思いました。それは子供だけでなく、戦争でたくさんのものを失っ

た大人たちも同じです。 

 私は過去に実際にあった出来事に触れて、「悲惨」という言葉は、戦争その

ものを言い表しているようだと思いました。今回広島を訪れるまで、私にとっ

て戦争はどこか他人事でした。しかし登美子さんのお話や資料館の展示を見て、

初めて戦争や原爆をリアルに感じました。そして、どんな理由があっても核を

武力として使うことは許されないと思いました、二度と悲惨な光景を生み出さ

ないために、今私たちにできることは、核兵器について考え、たとえそれぞれ

に異なる考えがあろうとも、自分の意見を持つことだと思います。また、常に

変化する社会や世界の動きを知り、私たちの未来や平和について考えていきた

いと思いました。 
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富士宮第二中学校 ３年 原田 凛音 

 「原爆投下」や「戦争」、「被爆者」という言葉は意味を知っていても、私にとって、とて

も遠い言葉でした。でも、３年生の授業で、原爆の資料を目にする機会が多くありました。

その写真を見たとき、過去の出来事でどこか他人事と考えていた戦争が現実で起こった悲

劇なのだと、実感しました。それと同時に、自分が何も知らないことを悔しく思いました。

そんなときに、「広島市への中学生派遣事業」への参加の募集がかかりました。実際に現地

に行って見ることで、なにかわかることがあるかもしれないと思い参加しました。 

「広島市への中学生派遣事業」で実際に広島市を訪れて特に印象に残ったことが４つあ

ります。１つ目は、駅から出て、初めて広島の町を見たときのことです。あまりにも活気

があり、穏やかで、私はとてもびっくりしました。本当に約 80 年前に原子爆弾が落ちたの

かと思い、目のまえの光景が嘘のようだと感じました。それでも、はじめて訪れた原爆ド

ームを見たとき、ここでとてつもないことが起こったのを感じ取り、原子爆弾の威力と、

戦争の悲惨さを実感しました。 

２つ目は、原爆ドームを訪れた後に聞いた被爆者の方の講話です。体験を話してくださ

った若山さんの一言一言に、原爆に対して、戦争に対して、“もう二度と繰り返さないでほ

しい”、“命を大切にしてほしい”という強い思いが込められていたように感じ、より深く戦

争に対して考えさせられました。 

３つ目に、私が広島市を訪れて印象に残ったのは、「平和記念資料館」を見学した時でし

た。荒野になった広島、溶けて塊になったびんや茶碗、ぼろぼろになった被災者の方々が

着ていたであろう服、歪んだ自転車や鉄筋など、原爆によってたくさんの犠牲が出たとい

う事実を濃くはっきりと実感しました。そして、私が一番原爆や戦争に対して恐怖を抱い

たのは、目を失った少年や焼けただれた人の写真とエピソードが飾ってあるスペースを訪

れたときでした。その時に私は、戦争はとても恐ろしいものだと言うこと、そして、これ

まで学んできたものは、見てきた戦争の資料は、比較的きれいなものだったのだと感じま

した。被害にあった人たちの叫び声が実際に聞こえてくるかのようで、怖くて逃げだした

いと何度も思いました。長い戦争の記録を見終わり、外に出ても、戦争が残した冷たく、

苦しい被害と記憶が重くのしかかってきているようでした。 

４つ目は、私が一番印象に残った記憶です。それは、「平和記念資料館」から出た後、「平

和記念公園」の景色を見たときに感じたことです。１つ目の初めて広島市についたときに

感じたのは、約８０年という期間で広島が、前以上に発展を遂げていることに対する驚き

でした。ですが、「平和記念公園」を見たときに、私は明るく穏やかな風景に、 

（これが平和なんだな。） 

と思い、同時に、 

（大切にしなければ、大切にするべきだ。） 

と心の底から思いました。 

 この体験に参加する前私は戦争について、どこか他人事で過去のものだと思っていまし

た。ですが、この体験を通して私は、戦争は繰り返してはならない、忘れてはいけないも

のだと考えを改めました。時がたつに連れ、戦争に対して終わったものだという認識が多

くなってきているように感じます。それでも私は、今回の参加で学んだ、戦争の恐ろしさ

と、平和の大切さを語り継いでいきたいと決意しました。

実感と決意 
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富士宮第三中学校 ３年 関根 彩那 

私は、広島市への平和学習会に参加し、印象に残ったことがあります。一つは、

原子爆弾の破壊力です。原爆ドームは、私たちを驚かせるには十分な遺構でした。

一瞬にして焼きつくされ、骨組みだけしか残っていない姿を見てその威力に怖

さを感じました、二つめは被爆体験された被爆者の方のお話です。 

最初に、「この話をするのは勇気が必要でした。」と被爆者の方がおっしゃいま

した。私は「自分の過去を話すのになぜ、勇気がいるのだろう」と思いました。 

しかし、そのお話は本当に想像のつかないものでした。小学生のときに、お父

さんが広島市内で被爆し、講師の方は原爆投下から二週間以内に広島市に入っ

たことによる「二次被爆者」になるそうです。広島市へ入ったときの変わり果て

た姿は忘れられないとおっしゃっていました。人は人の姿ではなくなり、赤黒く

はれ上がり、皮膚が焼け落ちてはがれていたそうです。水を求めて川へ飛び込ん

だ人は、水が飲めたことに安心し、息絶えてしまったそうです。考えただけでも

壮絶で残酷な光景が想像できました、講師の方は、お父さんを探しに広島市へ入

ったそうですが、なかなか見つからず、防空壕も空っぽで、絶望的な気持ちにな

ったそうです。最終的にお父さんは見つかり、講師の方の名前を呼んでくれたそ

うです。その言葉に涙が出てきたとおっしゃっていました、お父さんは、その一

か月後に亡くなられ、講師の方はお母さんが一人で育ててくれたそうです。でも

その時代は、片親の子は就職しづらく、大変だったそうです。ある面接官に、お

父さんを覚えているかと聞かれ、言葉にできずに泣き出してしまったこともあ

ったそうです。 

そんな貴重なお話を言いて、私は今までなにを考えて生きてきたのだろうと

自分に問いかけました。特に不自由なく生きてきて、ただ生きてきただけなのか

もしれない、と思いました。講師の方が最後におっしゃったのは、「平和がどん

なに大切なことか、大切な人がいるのはどんなに幸せなことか、それは当たり前

ではないこと。大切な人をなくす悲しい思いをさせたくない。自分と友達の命を

大切にしてほしい。」 

という言葉でした。私は大切な人がいる喜びと、命をしっかりつないでこれか

らを生きていきたいと強く思いました。そして講師の方が涙ぐみながら私たち

に話をして下さったことで、話すことに勇気が必要だとおっしゃった意味が分

かりました。話して下さったことに感謝しています。今、ロシアがウクライナに

侵攻し、多くの尊い命が奪われています。戦争がもたらすものと命について、こ

れからも考えていきたいと思いました。

戦争と命の尊さ 
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富士宮第四中学校 ２年 佐野 瑞季 

 今から77年前の8月6日に、広島で人類史上初めて原子爆弾が投下された。た

った一発の原子爆弾が、広島を一瞬にして焼け野原にし、無差別に多くの人の

命を奪った。 

 初めて訪れた平和記念資料館には、血がにじみ、ボロボロになった服や被爆

者が家族に宛てた手紙、重度の火傷を負った被爆者の写真など、それだけで原

爆の恐ろしさを物語るには十分な展示物があった。 

 そして、今回、広島派遣事業を通して学んだことがある。それは、「原爆の

恐ろしさを後世に伝えていくことの大切さ」だ。 

 今では、原爆の恐ろしさを伝える建物となっている原爆ドーム。 

 戦後は「この建物をみると、原爆が落とされた当時のことを思い出してしま

い、悲しくなる。」 

という声も少なくなかったため、一時は取り壊されそうになったこともあった

という。そんなとき、ある被爆者の日記が見つかった。そこには「あの建物だ

けが、恐るべき原爆のことを後世に訴えかけてくれるだろう。」と記されてい

たそう。これを読んだ人たちによって、原爆ドーム保存の運動が始まったの

だ。 

 この、「原爆の悲惨さを後世に伝え、もう二度と同じ過ちをおこしてほしく

ない。」という被爆者の強い思いがあり、今の原爆ドームが残っている。 

 また、被爆者体験講和で話をしてくれた方はこのように語ってくれた。 

「最初は、原爆が落ちた当時のことを思い出してしまうから、被爆者体験講話

で自分が話をすることを断っていた。しかし、原爆で親や友人を亡くした自分

と同じ思いをみんなにさせたくないと思い、今では原爆が落ちた当時の悲惨さ

や恐ろしさを被爆者体験講話の場を使って話している。」 

ということだった。 

「もう二度と同じ過ちを繰り返してほしくない」 

「自分が体験した思いを後世の人たちにはしてほしくない」 

このような思いで、被爆者の方々はこれまで、原爆の恐ろしさや悲惨さを様々

な方法で伝えてきてくれた。現在、被爆者の平均年齢は84歳を超えていて、原

爆を経験した人の数が減っている。そんな中、被爆者の方々の思いを無駄にせ

ず、私たちがその思いを引き継ぎ、原爆の事実を伝えていくことが大切だと思

った。

広島派遣事業で学んだこと 
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富士宮第四中学校 ２年 三上 楓華 

 私が広島市に行って学んだことは、「平和の尊さ」です。 

 私は今回の派遣事業で初めて広島市へ行きました。事前に戦争や「原爆ドー

ム」などについて勉強していましたが、実際に見たことはなく、一体どんな様子

なのだろうとドキドキしていました。 

 実際の「原爆ドーム」を見て、私はショックを受けました。「原爆ドーム」、

それは原爆の悲惨さが伝わってくる建物でした。私は見た瞬間、言葉を失いまし

た。写真で見るよりずっと迫力があり、恐怖と同時に重たい空気を感じました。

この建物が現存していることに、改めて衝撃を受けました。元々は「広島県物産

陳列館」という広島の特産品を売る店だったのに、今では焦げ茶色の悲惨な建物

となり、原爆の恐ろしさを現代に伝えています。 

 次に心に残っているのは、被爆者体験講話です。お話をしてくださったのは二

次被爆者のとみこさんで、今の私には考えられないような、あまりにも恐ろしい

体験でした。原爆で負傷した人たちが「水がほしい」と言いながら喉がカラカラ

のまま苦しんで、どんどん亡くなっていった…。お話を聞きながら、私は思わず

涙が出てきました。とみこさんは最後にこう言っていました。「友達がいるこの

毎日は、あたりまえじゃないから。自分の生命も、友達の生命も大切にしてくだ

さい。」私はこの言葉にとても感動しました。改めて、自分が普通に送れている

日常のありがたさに気付き、大切にしなくてはいけないと感じました。 

 その次に行った平和記念資料館で見た、原爆で亡くなった人たちの血が付き破

れた服・鞄・ズボン・靴…。焦げて真っ黒になった自転車、ヘルメット、弁当箱

…。これらを見て私は恐怖を感じました。亡くなった人の苦しみを思い、立ち眩

みがしました。 

 二日間の派遣事業を終えて、私は平和について真剣に考えるようになりまし

た。私が平和のためにできることは何だろう。それは、今回学んだ戦争や原爆の

恐ろしさを、皆に伝えることではないかと思いました。とみこさんの言葉を噛み

しめながら、二度と戦争を繰り返さないために、平和の尊さ、戦争の恐ろしさを

伝え、皆と平和を共に築いていきたいと思います。

平和とはどれだけ尊いのか 
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富士根南中学校 ３年 鍋田 珠璃 

 今年、初めて広島県へ行きました。事前に写真で見たり、調べたりしたものよ

りはるかに想像をこえるものであふれていて、たくさんのことを考えることが

できました。 

 初めて原爆ドームを見たときはその迫力に圧倒されました。今まで、テレビや

写真で見ていたよりも原爆で壊れてしまったレンガやドームの部分の形が本当

に当時のまま残されていて本当に原爆が落とされた地にいるのだと実感しまし

た。 

 平和記念資料館に入ると、壊れてしまった自転車や衣服が展示されていまし

た。その中で私が最も忘れられなかったものが衣服と同じ場所に同じように展

示されていた防空頭巾です。ＡＢ型、中谷…、…校、住所がかかれたワッペンが

ぬいつけられていました。原爆が落とされたとき、実際に被爆した人がつけてい

たものです。この防空頭巾を見たとき、私は何故かこの防空頭巾から目がはなせ

ませんでした。そのとき、自分からは遠い存在だと思っていた戦争、原爆投下が

身近なものなのだとすごく思いました。「ＡＢ型」という文字が自分にすごく大

きなことを訴えかけているような気がしたのです。また、平和記念資料館には原

爆、戦争による爆弾の投下による火で全身に火傷を負った男性、目を治療中の負

傷者、火傷を負った女学生など大けがを負った人たちの写真や、目がポロッと落

ちてしまって、その目を自分の手で受けとめている絵や、川の付近で助けを求め

ている人、がれきの中から助けを呼んでいる人が鮮明に表されている絵も展示

されていました。そのコーナーに入ったとたん、私はかわいそうだと思うと同時

にその写真や絵をあまり直視できませんでした。それは皆、同じだと思います。

火傷をしている人、目をけがしている人を怖いと思ってしまうのは悪いことで

はないと思います。 

 私は、広島へ行き、戦争は自分に関係のないものではない、と思うと同時に戦

争で命を失ってしまった人や家族を失ってしまった人の気持ちに近づけたと思

います。戦争はこわいものだからといって目を背けてはいけませんし、戦争につ

いて知るだけではなく人の気持ちを考えてみることも大切だと思います。当時、

広島にいた人たちは原爆が落とされることも知らずに家族や友人たちと幸せに

暮らしていました。しかし、原爆や爆弾が落とされたとたん、人々の心は不安で

一杯になり、家族は生きているのか、愛する娘や息子は無事なのか、また、生き

ていたいと強く思っていました。私は、このようなことを私と同じ十五歳の子や

子を持つ母親や父親がたくさん考えていたと思うとすごく悲しくなり、すごく

心が痛くなりました。私たちは、当時生きていた人と同じように、またそれ以上

に、生きていることに感謝すべきです。人は健康に幸せに暮らしているとたくさ

んのものがほしくなります。ですが、一番大切にすべきものは命です。自分の命

を守ることはすごく大切ですが、家族や友人、自分とは全く関係ない人の命も大

切なのだと考えられると戦争で被害にあった人と同じくらい行きたいと思える

ようになると思います。

「生きる」 
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富士根南中学校 ３年 中村 菫 

 現在の広島は、戦争があったとは思えないほど多くの人がいて、高いビルもた

くさんありました。 

 世界で初めて人類に原子爆弾が投下されてから今年で七十七年がたち、戦争

を経験した方もだんだんと減ってきています。 

 そんな中で私は広島平和記念資料館で被爆者体験講話に参加させていただき

ました。実際に戦争を体験された方から聞く話は、学校の事業で聞く話よりも恐

ろしさを感じ実際に体験したかのような悲しみや悔しさを感じました。 

 また、広島平和資料館にはたくさんの人の遺品があり、中には私と同じ中学生

やもっと小さい子供のものまでありました。中でも私は、戦時中に書かれた家族

への手紙が強く印象に残っています。 

 もしもこの手紙が私の家族から送られてきたら、私がこの手紙を送る側だっ

たら、そう考えるととても苦しくなりました。 

 今この世界は平和ですか。戦争がないから平和、というわけではないと思いま

す。世界には戦争をなくしたいという思いを持った人がいるのに対して戦争を

望む人もいます。そういう思いを持った人がいる限りは戦争はなくならないと

思います。誰もが戦争がない世界を望んでいることが「平和」の第一歩となるの

ではないでしょうか。 

 私は、そんな世界になるように今回の広島派遣事業で学んだことをたくさん

の人に広めていきたいです。 

広島で学んだこと 
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富士根北中学校 ２年 望月 拓海 

 僕は八月十八日から十九日までの一泊二日の広島市の派遣事業に行ってきま

した。広島市に行く前の僕は、原爆があったくらいの知識しかありませんでした

が、僕は広島市のことを知ろうと張り切っていました。 

 八月十八日の午後一時頃に原爆ドーム前駅に到着しました。駅に着いた時に

窓を見てすぐに見えたのは原爆ドームでした。実物を見るのは初めてで、その姿

は大きく、かなり整備されたのを感じました。 

 「爆心地、つまり原子爆弾が直接落ちた場所から約二百メートルの位置にある

のがこの原爆ドームで、爆心地の近くに建っていた建物の数少ない生き残りな

んだよ。」 

と説明してくださり、ユネスコ世界遺産にも登録されているようなすごい建物

でした。そして僕はさらに詳しく原爆ドームについてのすごさを知れました。実

は、原爆ドームは元々は広島で作られた品物を展示したりするための場所でし

た。楽しくてにぎやかな場所が今では原爆の悲惨さが伝わるような場所になる

なんて昔の人からしたら想像できないんだろうなと僕は思いました。その後は

原爆ドームの近くにあるものをたくさん紹介してもらいました。たくさんの人

が飛びこんだ川や、平和公園、昔道徳の時間で習った貞子さんについて書かれた

物や、千羽鶴が飾られてる原爆の子の像など、原爆ドームだけでなく、原爆につ

いて知れるものもたくさんありました。 

 次に原爆の被爆者の若山さんの話しを聞きました。若山さんは今でも心に強

く残っているらしく、途中で別れた父を探すために実家にいた父以外の若山さ

んとそのお母さんとおばあちゃんの三人で再び広島市に向かいました。その後

人とは思えない人を見たり、平らになった電車を見たりと、聞いている自分達も

恐怖を感じるような話を聞かせてもらいました。その後は資料館に行き、様々な

原爆にかかわる物を見てきました、資料館で僕はさらに原爆に対して恐怖を感

じました。 

 たった一日で原爆の恐ろしさを嫌と言うほど分かった僕ですが、怖いからこ

そ兵器の恐ろしさを誰もが理解するべきではないかと思いました。僕はこの派

遣事業をきっかけに、たくさんの人に兵器と戦争の恐ろしさを伝えていきたい

と思いました。 

戦争と向き合うこと。 
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北山中学校 ３年 深澤 真依 

 「友達や家族がいることはとても幸せで、当たり前ではない。」私は、若山さ

んのお話の中で、この言葉が一番印象に残りました。今ある日常は、一瞬にして

なくなってしまうかもしれません。だから、友達や家族を大切にしなければいけ

ないと学びました。私の大切なものは、一番が家族で二番が友達です。私は、今

まで以上に大切にして言おうと思いました。 

 私の通う北山中学校は、生徒数があまり多くないので、学年、性別問わずとて

も仲が良いです。今まさに、「北友祭」という学校行事の準備を、クラスで協力

して楽しく行っています。特に、合唱練習をするときに皆の仲の良さが際立ちま

す。より良い合唱にするために、アドバイスをし合ったり、「頑張ろう。」とパー

ト内で声を掛け合ったり、とても良い雰囲気です。友達がいることで毎日を楽し

く過ごしています。私は、これが平和なのかなと思いました。もし、友達に会え

なくなってしまったらとても悲しいです。友達という存在は、私にとってとても

大切です。 

 私は五人家族で姉と兄がいます。今はほとんどありませんが、前はよくけんか

をしていました。しかし、「けんかするほど仲が良い」という言葉があるように、

お互いに思ったことを言い合える関係はとても特別だと思います。兄妹けんか

ができることも平和なのかなと思いました。家族は言いたいことを遠慮しませ

ん。だから、自分のためのを思って真っ直ぐ言ってくれることは、幸せなことだ

と気付きました。 

 友達も家族も、これからの人生の中で、自分に対して優しくしてくれたり、厳

しくしてくれることがあると思います。それは、とても幸せなことで当たり前で

はないのです。私は、私を支えてくれるすべての人に感謝しその人たちを大切に

しようと思います。亡くなられた人の家族や友達は、もうその人に会うことがで

きないのです。一緒にいて幸せだと感じることはできないのです。戦争は人の心

を傷つけ、その傷は一生残ります。だから、戦争はやってはいけないのです。私

は、世界から戦争が一切なくなり、世界のだれもが平和だと感じるようになるこ

とを心から願っています。

大切なもの 
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西富士中学校 ３年 遠藤 隼 

 広島に着き、はじめに感じたのは、「富士宮市と比べると、発展している」

ということだ。 

 町並みの様子や、人の多さが明らかに違っていて少し戸惑った。 

 最初に訪れたのは、「原爆ドーム」だ。写真やニュースでは見たことがあっ

たが、生で見るのは初めてであった。その佇まいからは得体の知れない迫力を

感じ、息を呑んだ。 

 また原爆ドームを通して当時のことを思うと、胸が痛くなった。原爆ドーム

の壊れ方を見て「原爆はこんなにも威力がすごいのか」と怖さを感じ、このよ

うなことは二度と起こってはいならないと心底感じた。 

 その後にガイドさんの話を聞きながら、平和を願う建造物、原爆によって命

を落としてしまった方たちを追悼している建造物などを見た。その中でも印象

に深く残っているのは、「原爆の子の像」だ。モデルになった少女、佐々木禎

子さんも被爆によって病気を患った一人である。鶴を掲げているのは「千羽の

鶴を折ったら、願いが叶う」と信じていたからである。禎子さんは「生きた

い」と願いを込め、千羽を折ったときに亡くなってしまった。そこから、原爆

の子の像には「平和な未来への夢を託す」という意味が込められている。 

 また、像の真下にある石碑には、「これはぼくらの叫びです これは私たち

の祈りです 世界に平和をきずくための」と刻まれていて、僕達はその平和を

築いていかなければならないと感じた。 

 次に被爆者の体験講話を聞いた。講話をしてくださった方は当時小学生で、

父を家に残して避難先に行った時に原爆が爆発したそうだ。そこから、父を探

し爆心地付近へ行った。その時の出来事は、自分には想像出来ないものだと体

験講話を聞いて感じた。私達はこのようなことがこの先、起こらないようにす

るにはどうしていいたら良いのか考える必要があると思う。 

 その後、広島平和資料館の展示を見に行った。ここでは、原爆によって被爆

した人の様子や、被爆者に関わった人たちがどのような思いを持っていたのか

を知ることができるところだ。まだ生きていたかった人たちのことを考えると

胸が苦しくなり、シャッターが切れなくなってしまった。 

 自分のなかで「戦争・原爆による被爆」をどんなに軽く思っていたのか身に

しみてわかった。この事業を受け「命が重く、儚い」ことを知り、今この自分

の生きている一分一秒を、生きられなかった人たちのためにも、大切に生きた

い。
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上野中学校 ３年 望月 翔平 

 正直な話、私は、これまで核兵器の保有は仕方がないと思っていました。攻

撃されないためには攻撃できるようにしておくしかないと。しかし、私の考え

は今回の派遣事業で大きく変わりました。広島平和記念資料館で、核兵器によ

る惨劇と被害の展示を見たとき、「核兵器で死にたくない」という思いが私の

中で溢れたのです。 

 核が落ちれば、人類にとって、地球にとって、私にとって大きな悪影響がも

たらされます。核を持つメリットなど、それに比べればちっぽけなものです。

私がそう思う程、資料館の展示は刺激が強いものだったのです。 

 では、非核化を進めるため、どうするべきなのでしょうか。まず、現実とし

て核がどれぐらいこの世界にはびこっているかを調べ、そこから対策を考える

こととしました。 

 現在、核保有国は9カ国、核の数は1万3千以上、彼らのGDPは世界のGDPの

半分以上と、核保有国は非常に強力です。さらに、核保有国は多くの同盟国を

持ちます。このような、非核国側が弱い状況で核保有国が核兵器禁止条約に批

准するとは思えません。 

 そこで、私は、非核三原則に続く、「撃たせない・落とさせない・容認しな

い」対核三原則を提言します。これほどまでに核兵器が世界で幅を利かせてい

るのは、それが非常に強力だからです。 

強くない核兵器など、大きく管理が面倒な粗大ゴミです。非核国が高度な核迎

撃能力、防衛力を所持し、核保有国が核を使っても届かせなければ、無いのと

同じです。 

 また、核をむやみに使えば手痛い代償を払うことになれば、自然と核兵器の

地位は没落していくでしょう。撃つ意味をなくすこと、撃たれても落とさせな

いこと、撃てば決して許さないこと、この3つが核兵器を弱体化させ、核を持

たなくてもよい世界に変えることに繋がると私は思います。 

 軍事力の拡大は、戦争を招くと思う人もいると考えます。ですが、冷戦下の

核開発競争と核の拡散が深刻になったのは、核兵器が一撃必殺の兵器で、私達

に「やめろ」と言える力がなかったからではないのでしょうか。 

 私が以上のように考えたのは、非核化に時間がかかっても、核兵器が実際に

落ちる可能性を減らせると思ったからです。それでも、この考えは完璧ではな

いと思います。ですから、この考えに反対する人も賛成する人も、非核化のた

めの具体的な議論に加わっていってほしい、そして、いつか核がこの世から消

える日がきてほしいと私は切に願っています。
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大富士中学校 ２年 千田 帆夏 

私は被爆者の話を聞き、今目の前にある当たり前の事は当たり前のように見

えて、当たり前ではないと思いました。 

広島に原爆が落とされたとき、広島は焼け野原になり、建物が一つもなく水

も飲めなければ家族もどこにいるか分からず、周りの人々は体が黒く腫れ上が

っていたそうです。ですが、私たちは食べ物も食べれて、テレビもあり、学校

から帰れば家族が当たり前のように家族がいる生活を送っています。当時の

人々は生活に苦しみ、先の見えない不安に襲われていたと思います。当時の

人々と私たちの生活を比べると真反対です。もしあなたが原爆が落とされた時

代に生活していたらどうなるでしょう。私だったら食べ物や水などを探した

り、生きるのですら必死だと思います。落とされた時代に生きていたら…と考

えるだけで胸が痛くなります。 

私たちの生活はたった一人では作れない生活です。親がいるからこそ家があっ

てご飯があって学校へ行けます。友達がいるからこそ、つらいときを乗り越え

られて、笑って笑顔で入れます。不安に襲われながらも必死に生きていた人々

の命を無駄にせず、今目の前にある当たり前にあるような幸せに気づける人に

なりたいです。 

当たり前なんかじゃない 
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大富士中学校 ２年 吉田 花音 

1945年8月6日月曜日午前8時15分。 

広島市に原子爆弾が投下されてから77年がたった今年、私は、広島市原爆死

没者慰霊式並びに平和記念式を自宅で観ました。今回、広島市への中学生派遣

事業に参加することが決まり、「広島」への興味から初めて式典を観ようと思

ったからです。 

式典の中で、心に引っ掛かる言葉がありました。 

「人間らしく死ぬことも人間らしく生きることも許さない」 

広島県知事湯崎英彦さんのスピーチの中の一言です。 

「人間らしく死ぬことも人間らしく生きることも許さない」 

この言葉には、どんな思いが込められているのか、この派遣事業を通して、

理解を深めたいと思いました。 

 実際に、「原爆ドーム」や「広島平和記念館」などを訪れ、被爆者の方のお

話を聞かせていただきました。そこでのお話は想像を超える悲惨なものでし

た。 

「元気だった父親の死」 

「死体が転がる道路」 

「住んでいた土地が焼け野原となり全く知らない光景が広がっている」 

 資料館では、当時の写真や原子爆弾が落ちた広島の絵ひとつひとつから、私

たちに訴えかけるメッセージを感じ取りました。目を背けたくなると同時に、

この日本で起こった絶対に目を背けてはいけない事実だということを感じまし

た。 

「人間らしく死ぬことも人間らしく生きることも許さない」 

とは、こういった過去を踏まえ、心にも、身体にも深い傷を負い、それが癒や

されることなく人生を終えてしまったり、生き残っても「原子爆弾によって発

症した病気はうつる」と言われて、差別を受けて不安しかない生活を送り続け

ることだと考えました。 

 そして今、この平和の世の中で生きる私たちには悲惨な過去を受け止める勇

気を持たなければいけません。無差別に多くの命を奪い、生き残った人々の人

生までも変えた、8月6日を忘れてはいけません。それを後世に伝えていくこと

が私たちの使命であり、今出来ることだと強く感じました。

８月６日を残していくために 
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柚野中学校 ２年 嶋崎 龍希 

 学校に広島市への中学生派遣事業の募集が来たとき、これだと思いました。

中学１年生の時、平和を思う作文を書き、平和について初めて考えました。し

かし、自分の周りには戦争を体験した人はいないため、テレビや本の情報だけ

しかありませんでした。広島市に行けば戦争についてもっと知ることができる

と思い、すぐに参加したい思いを先生に伝えました。 

 今回の研修で、最も印象に残っていることは、広島資料館の見学です。被爆

者の遺品や大けがをした人の写真、それを描いた絵が目に焼き付いて僕の心に

残っています。また、そこには目をそむけたくなるような惨劇の事実がありま

した。資料館には自分の想像を超える戦争の真実がありました。そして、この

遺品を資料館に寄贈してくれた遺族の大切な人を失う悲しみについても考えさ

せられました。きっと遺族の苦しみも、僕の想像を超えるものだと感じまし

た。 

 僕は、この事業への参加前、知識としてもっていたものを実際に見ることが

できることを楽しみにしていました。しかし、多くのものを目の当たりにする

と、その浮かれた気持ちはまったく無くなり、浮かれていた自分が少し恥ずか

しくなりました。広島は、今もなお、戦争の悲惨さを伝え、平和な世界を願っ

ている場所だったのです。 

 派遣事業を終え、中学生の自分に何ができるのだろうと思ったとき、僕の父

の仕事について考えました。父は、病院で放射線を使い人を助ける仕事をして

います。科学が好きな僕にとって、その力が戦争で使われていることはとても

悲しいことです。科学を使う人の考え方によって、人を助けたり、逆に人を傷

つけたりしてしまうのです。 

 今も、過去の戦争によって、辛い経験をしてきた人たちが多くいます。その

方々の数多くの犠牲によって、今の平和が築き上げられたのだと思います。そ

の人たちの、「もう自分と同じ思いをしてほしくない」という気持ちを、今生

きている僕たちが語り継ぎ、そして、忘れてはいけないのだと思います。さら

に、今の平和を守るために、武力を使うことなく、科学を人のために正しく使

うことこそが、僕たちの役目なのです。そのためにも、これからも戦争につい

てもっと多くのことを知り、行動を起こすことで、何かを変えることができ

る、そんな人になりたいと思います。

広島作文 
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 戦争というものを浅く考えすぎていた。広島に行って強く感じたことだ。教科

書やネットで見るのと、実際に現地で見聞するのは大いに違う。特に、広島平和

資料館では心を動かされた。 

 広島平和資料館に入る前、私は戦争や平和のことは大体分かっているつもり

でいた。戦争はいくつかの勢力がぶつかり合い、戦勝国が敗戦国を武力で従わせ

ようとすること。そしてそれが無くなれば平和になる。このように考えていた。

しかし、そんな単純ではないことを否応なしに理解させられた。 

 広島平和資料館には被爆者の遺品、原子爆弾が投下された前と後、原子爆弾に

よって生じた病気になった人など、思わず目を背けてしまうような内容でいっ

ぱいだった。その中で一番印象に残っているのは、原爆投下により人生を狂わさ

れたある家族の一生だ。その家族の父親は、原爆の二次被害者になり苦しんでい

た。しかし自分の置かれている状況を誰にも理解してもらええず、最終的に病院

を含めたほとんどの施設や人に精神異常者と思われ見捨てられたらしい。これ

を読んだときは悲しい気持ちでいっぱいになった。戦争では軍人はもちろん、無

関係の一般人まで被害が及ぶことに改めて気付かされた。 

 広島平和資料館を出た後、もう二度とあのような悲劇が起きてほしくないと

心の底から思った。現在、ウクライナ侵攻により核の仕様が脅かされている。仮

に使用した場合、私が広島平和資料館で見たことがもう一度起きてしまうだろ

う。そうしたら、大勢の人が被害に合うことになってしまう。さらに、テレビの

報道番組やＳＮＳ等で半ば強制的に見ることになり、そのたびに気分が沈むか

もしれない。一秒でも早く核兵器が廃絶されることを願っている。 

 この派遣事業を通して、戦争の悲惨さを心から感じた。広島平和資料館以外に

も、被爆者体験講話や平和記念公園の見学などで、一つ一つの命の尊さも学んだ。

戦争とはいくつかの勢力がぶつかり合い勝ち負けが決まるだけではない。それ

により無関係の人も巻き込まれる。ましてや核兵器による被害は地域や国の手

に負えない。戦争反対と世界中で唱えられているのになぜ争いが絶えないのか

不思議だ。核兵器を廃絶しないと戦争は終わらないし、平和は訪れないと私は考

える。

戦争とは 
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広島での食べ物 

 広島には、他の場所では召し上がることのできない食べ物がいく

つかある。私がいただいたのは広島焼きと、右の写真にもるもみじ

饅頭だ。広島焼きはお好み焼きの様な食べ物だが、中華麺が使用さ

れている。焼いているところをすぐ近くで拝見させてもらったが、

迫力満点だった。そしてもみじ饅頭。基本こしあんが入っているが、

店によってはカスタード、チョコ、抹茶などと多くの味があり、ど

んな人でも美味しく食べられそうだなと感じた。そして、私が行っ

た店では、右の写真のようにアイスクリームにのせて出しくれた。

絶品だった。夏のデザートにはもってこいだ。機会があればまた食

べたい。 

厳島神社の大鳥居 

１００年に一度の修復工事 

広島レポート 

 海に浮かぶ鳥居としても有名なこの鳥居、私が行ったと ああああああああああああああああ

きは残念ながら修復工事中だった。１００年に一度しか見 ああああああああああああああしる

ることができないないからレアだとおっしゃっていたが、やはり見てみたかった。厳島神社は、 

土地を傷つけることを避けるため、海辺に建てられたと考えられているらしい。この神社がある

あああああああああ  宮島の島自体が神様という認識があるそうだ。珍しいが素晴らしい考え

方とああああああああ 方だと感じた。 

 今年で終戦から７７年になる。あの戦争によりできた負の世界遺産で代表的

なのはこの原爆ドームだろう。原爆ドームとなる前、この建物は広島県物産陳

列館という名前だった。原子爆弾は広島県物産陳列館のほぼ真上炸裂した。こ

れにより超高圧となり周りの空気が急激に膨張し、衝撃波が発生した。一平方

メートルあたり１１トンというとてつもない圧力だったそうだ。しかし、広島

県物産陳列館はほぼ真上から、つまり横からの圧力は少なかった。さらに鉄骨

部分が 
部分が多く、上の写真でもわかるように中が空洞のため風が抜ける道があり倒壊を免れた。 

原爆ドーム 

２０２２年９月４日 
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