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「「ありがとう。」や「ごめんね。」の言葉で認め合い許し合うこと、寄り添い、助け合うこと、

相手を知り、違いを理解しようと努力すること。自分の周りを平和にすることは、私たち子ど

もにもできることです。」

これは、広島平和記念式典でこども代表が述べた「平和への誓い」の一節です。

74 年前、日本各地が空襲で焼かれ、広島と長崎に原子爆弾が投下されました。戦争では国

中の人々が傷つき、言葉に表すことができないほどの苦しみを味わいました。そして、「この

苦痛を後世の人たちに体験させてはならない。」という戦争体験者の思いと行動により、現在、

私たちは夢や希望を持ち、明るい将来を描ける「平和」な生活を送ることができるようになり

ました。

伊達市は、未来を担う世代にも、戦争が引き起こす多くの悲劇や平和を維持することの尊さ

を語り継ぎ、すべての核兵器の廃絶と人類共通の悲願である恒久平和の実現を目指し、平成

24 年 6 月 28 日、『非核平和都市』であることを宣言しました。

今年も非核平和推進に向けた取り組みとして、市内の中学生 11 名を広島平和記念式典に派

遣しました。8 月 5 日から 7 日までの 3 日間の研修では、広島平和記念式典への出席をはじめ、

原爆ドームや広島平和記念資料館の見学をしました。また、被爆体験を聴講し、地元並びに全

国から集まった中高生と交流してきました。

今回、研修に参加した中学生は、この交流を通じ「平和とは何か」「原爆の記憶を風化させ

ないためには」について考えました。そして、原爆が投下された事実、そしてその後に起きた

数々の悲劇を、他人ごとでなく自分のこととしてとらえ、「平和」の尊さを自分たちの言葉で

語り合いました。

今後、参加した 11 名の中学生は、広島で見たこと、聞いたこと、感じたことを各学校で報

告し、全校生徒に伝えてくれます。次代を担う若者たちが、戦争、核兵器、安全保障の問題な

どを多面的に捉え、平和の意義を考える機会にしてほしいと思います。

そして、戦争の記憶が私たちの社会から失われつつあると言われていますが、多くの人々を

苦しめた戦争の悲惨さと平和の尊さを未来に語り継いでほしいと、切に願うものであります。

　　令和元年 10 月 1 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊達市長　須　田　博　行

中学生の広島平和記念式典派遣にあたって
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伊達市では、非核平和の推進に向けた取り組みの一環として、本年度も市内の中学生 11 名

を広島に派遣しました。「広島平和記念式典」に参列した生徒たちは、世界で唯一の被爆国で

ある日本が世界に向けて発信する様々なメッセージを直接聞き、今生きていることの幸せへの

感謝とともに、今も世界のどこかで紛争やテロ行為が発生しているという現実に心を痛めなが

らも、平和の重みをしっかりと受け止めることができました。また、戦争の犠牲となられた方々

への冥福をお祈りしながら各学校で折った折り鶴を「原爆の子の像」に捧げ、「原爆死没者慰

霊碑」に献花し、平和への祈りを新たにしました。

広島の原爆投下については、中学校の学習においても取り上げられています。また、特に原

爆投下や終戦の月となった 8 月には、新聞などのマスコミをとおして戦争や平和に関わる様々

な記事が目に飛び込んできます。しかし、文字などからは伝わってこないこともたくさんあり

ます。今回、派遣された生徒たちは、記念式典への参加をはじめ、被爆関連施設や資料館の見

学、被爆者による講話、そして同年代の生徒たちとの平和をテーマとしたディスカッションな

どをとおして、被爆地である広島市でしか感じることのできない原爆の被害や戦争の悲惨さ、

平和の尊さについて五感をとおして深く認識することができたものと思います。

本報告書には、今回の派遣事業に参加した生徒たちが自分の目で見て、肌で感じて、頭で考

えたことが自分の言葉で綴られています。様々な体験をとおして、戦争や平和について考え、

自らの体験を「平和の伝承者」として身近な人に語り継いでいくことが自分たちの役割である

という強い決意が伝わってきます。

非核と平和は、私たち人類の普遍的な願いです。私たちは、世界でただ一つの被爆国の国民

として、今日の平和と繁栄が戦争による尊い犠牲の上に築かれているということを忘れてはな

りません。この報告書をとおして戦争の悲惨さ、平和の尊さを再認識するとともに、戦争の事

実が風化しないで後世に永遠に語り継がれることを願っています。

派遣された生徒の皆さんには、今回の体験で学び感じたことを将来に向けて忘れないでほし

いと思います。そして、広島で学んできたことを他の生徒たち、家族や身近な人たちに伝え、

平和の大切さ、命の尊さについてお互いに考える機会が広がることを期待しています。

	 伊達市教育委員会　教育長　菅　野　善　昌

「平和の伝承者」としての役割
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伊達市の中学生の代表は、今年もまた広島の現地でしか学べないことを数多く吸収して戻っ

てきたようです。原爆の破壊力の恐ろしさ、核のない世界に向けて議論を重ねることの大切さ

などについて、それぞれ考えを深めてきたようです。その中でも、生徒たちが報告書の随所で、

資料館で体験した辛い思いを異口同音に書き記しているのが印象的でした。

広島平和記念資料館の本館は、約 4 年半の改装工事を終え、原爆に関する実物、遺品、写真

などの展示の方法を大きく変更しました。現実に起こった苦しみに直接向き合い、そこで感じ

考えたことを大事にしたい、そのために遺品等についての詳しい説明は極力おさえたというの

です。実際、資料館を見学した時の中学生たちは、原爆投下直後の広島市内の惨状を伝える多

くの展示物の前で、息苦しくなり、正視できなくなったといいます。おそらく核の威力の恐ろ

しさ、強力な熱線で苦しむ人々の姿をありありと実感したのでしょう。

実は、かつて、私も中学生と同様の体験をしたことを思い出しました。現在もポーランドに

残るアウシュヴィッツ収容所を訪ねたときのことでした。第二次世界大戦時に、ナチスドイツ

は欧州に住んでいた多くのユダヤ人を強制収容所に押し込め、ガス室等で 600 万人にも及ぶ

人々を大量に虐殺したのです。「ホロコースト」と言われるものです。現存する収容所には、

無造作に積まれた遺骨や義歯、生存中に身に着けていた服・眼鏡・靴、死体から切り取った頭

髪などが、どの部屋にも山のように高く積み上げられていました。死臭が漂うような光景には

戦慄さえ覚え、言葉を失ってしまいました。現在から振り返ると、「狂気の沙汰」としか言い

ようがありません。しかし、いったん戦争になると、ホロコーストのような出来事が次々と引

き起こされるのです。先の大戦での日本の軍隊も決して例外ではありませんでした。だからこ

そ、私たちは被害者と加害者の双方の立場から冷静に判断することが大事だというのは、語り

部の山本定男さんの言う通りだと思います。

広島で学んだ中学生の皆さんは、原爆や戦争がもたらす想像を絶する惨状や非条理な出来事

についての理解をさらに深め、幅広い視野から思考を巡らし、核廃絶に向けての行動を模索し

てほしいと思います。もし時間があったら、ナチスの迫害を逃れて家族と共にアムステルダム

に隠れ住んだユダヤ人の少女、アンネ = フランクの 2 年間の生活を綴った『アンネの日記』

という本にもぜひ目を通してみてください。

	 伊達市教育委員会委員　髙　野　保　夫

原爆（戦争）遺品が訴えるもの

《 特 別 寄 稿 》

髙野教育委員には、「伊達市非核平和都市宣言」策定委員長として、宣言文の作成に携わっていただきました。
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出発式（8 月 5 日） ヒロシマ青少年平和の集い（8 月 5 日）

広島平和記念式典（8 月 6 日） 宮島見学（8 月 6 日）

原爆の子の像へ折り鶴献呈（8 月 6 日） 広島平和記念式典（8 月 6 日）

広島平和記念資料館見学（8 月 7 日） 解散式（8 月 7 日）

記録写真
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髙橋　凱翔 伊達中学校 Ｐ			6

渡邉ひなた 伊達中学校 Ｐ			7

森林　大翔 梁川中学校 Ｐ			8

田巻　　彩 梁川中学校 Ｐ			9

菅野　　空 桃陵中学校 Ｐ 10

齋藤　結衣 桃陵中学校 Ｐ 11

渡邉　　司 霊山中学校 Ｐ 12

菅野　姫奈 霊山中学校 Ｐ 13

由上　拓弥 月舘中学校 Ｐ 14

三原由貴奈 月舘中学校 Ｐ 15

大橋　圭佑 松陽中学校 Ｐ 16

冨田　千代 引率者 Ｐ 17

寺島　　彰 引率者 Ｐ 17

─ 研修レポート ─
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僕は、広島平和記念式典派遣事業に参加し

原爆の恐ろしさや平和の大切さについて学ぶ

ことができました。

1 日目の「ヒロシマ青少年平和の集い」で

は、ピースクラブの方のお話や山本定男さん

の体験を聞くことができました。中でも、原

爆投下時中学生の多くは建物疎開で爆心地の

近くで作業していたため、多くの方が屋外で

熱線や爆風を直接受け犠牲になったことを知

り、原爆の恐ろしさを強く感じました。

また、「原爆の記憶を風化させないために

は」というテーマでグループディスカッショ

ンを行い、他県の中学生やピースクラブの

方々と話し合いました。自分では思いつかな

かった意見も多くあり、自分の考えを深める

ことができました。

2 日目は「広島平和記念式典」に参加し、「原

爆の子の像」に各学校で作った折り鶴を届け、

「原爆死没者慰霊碑」に献花をし、原爆が投

下された時刻の8時 15分に黙祷をしました。

式典には外国人の方も多く参列しており、平

和を願う気持ちはどの国でも同じだと感じま

した。

3 日目は「広島平和記念資料館」を見学し

ました。被爆者の遺品や被爆の惨状を示した

写真や絵が多くあり、見ているだけで鳥肌が

立ち、思わず目を背けたくなるようなものも

ありました。中でも「人影の石」は、腰掛け

ていた人が逃げることもできずその場で亡く

なってしまい腰掛けていた部分が黒く残った

もので、原爆が一瞬にして人の命を奪う悲惨

なものだと感じました。

現在でも、原爆による後遺症に苦しむ人が

いるのにもかかわらず、世界にはまだ約

15000 発も核兵器が存在しています。今、自

分達が生きているこの日常がどれだけ平和な

のかを心にとめ、二度と原爆の悲劇がくり返

されないよう核のない平和な世界になってほ

しいと願います。そして、今回学んだことを

学校でしっかり伝えたいと思いました。

伊達中学校　髙橋　凱翔

広島平和記念式典
派遣事業を終えて
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この三日間は、私にとって、一生忘れられ

ないものとなりました。

今まで、写真などでしか見たことがなかっ

た原爆ドームを目の前にした時、言葉を失い

ました。崩れた壁、壊れた屋根、折れた柱。

原爆の威力はすさまじいものだったのだと思

います。ヒロシマ青少年平和の集いでは、原

爆被害の概要と、実際にそれらを体験した山

本定男さんの証言を聞かせてもらいました。

その後のグループ研修では、自分の意見を伝

えることができたと思います。グループ研修

のテーマは「原爆の記憶を風化させないため

には？」です。私達の班では、まず自分達が

原爆について知ること。そして、学んだこと

をＳＮＳ、マンガやアニメ、映画や本などで

さまざまな世代に伝えることが大切だとまと

めました。ほかの班にも、たくさんの意見が

あり、とても有意義な時間を過ごせたと思い

ます。広島平和記念式典には、日本だけでは

なく、国外からの参加者も多くいたのが印象

的です。広島で起ってしまった悲劇が、もう

二度と起こってほしくないと思う人が世界中

にいるのだと思います。そのような人が増え

ることも、記憶の風化を止める方法になるの

ではないでしょうか。広島平和記念資料館に

は、思わず目を覆いたくなるような写真や絵

が飾られていました。「頭髪は焼けちぢれ、顔、

腕、背、足のいたるところの水ぶくれが破け、

火傷の皮膚がボロきれのように垂れ下がる。」

私はこの文を読んだ時、もっとたくさんの人

がここに来るべきだと思いました。想像だけ

ではなく、その場に行き、見て、聞くことで、

私達にできることは増えると思います。

今の私にできることは、原爆の悲惨さ、平

和の尊さを、たくさんの人に伝えていくこと

です。二度と戦争が起こらない未来にするた

め、平和への思いをつなぐことを誓います。

伊達中学校　渡邉ひなた

私達にできること
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僕は、1945 年 8 月 6 日午前 8 時 15 分に広

島で何が起こったのか、あまり分かりません

でした。ですが、広島平和記念式典派遣事業

に参加してたくさんのことを学びました。　　

まず 1 日目は、原爆ドームとヒロシマ青少

年平和の集いに参加しました。原爆ドームで

は、テレビや写真で見るよりも悲惨さを感じ

ることができ、まったく違ったものに感じま

した。

ヒロシマ青少年平和の集いでは、被爆者の

山本定男さんの話や、ピースクラブの人たち

の話を聞きました。特に心の中に残っている

山本定男さんの言葉に

　「アメリカも悪いが日本も悪い」

とありました。僕も日本がそんなことしなけ

れば、このような悲惨なことは起きなかった

はずだと思いました。そして広島で起こった

ことを風化させないためにはどうすれば良い

かを考えました。僕たちの班では、映画やマ

ンガにしてたくさんの人に興味をもってもら

うという案がでました。他の班では、ＳＮＳ

やインターネットを使うという案もでていま

した。とても良い体験になりました。

2 日目は、広島平和記念式典に参加しまし

た。海外からも多くの人が来ていました。式

典が始まる前に千羽鶴の献呈と献花をしまし

た。平和で持続可能な世界をつくっていくた

めには、広島市長の平和宣言にもあった

「原爆や戦争を単なる過去の出来事と捉

えず、被爆者や平和な世界を目指す人たちの

努力を自らのものとする」

というのが重要だと思いました。

3 日目は、違う中学校の人たちとも交流す

ることができ、最高の思い出になりました。

広島平和記念資料館では、その当時の物が

置いてあったりしてとても胸が痛くなりまし

た。

今回の体験を通して原子爆弾の怖さや、命

の大切さ、尊さを学ぶことができました。

梁川中学校　森林　大翔

広島で見て思ったこと
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私は今回の広島平和記念式典派遣事業で、

改めて戦争と原爆の恐ろしさと悲惨さを学び

ました。

1 日目のヒロシマ青少年平和の集いでは、

実際に被爆者の方から話を聞きました。話を

聞いて私は、「なぜ日本は戦争をしてしまっ

たんだろう。」と思いました。戦争をしなけ

れば原爆は落とされなかったかもしれない、

人々は苦しまずにすんだかもしれないのに、

なんで原爆を落とされるまで戦争を続けたの

かが不思議です。2 日目の広島平和記念式典

では、平和宣言などがあり、同じ過ちを繰り

返さないという事を誓い亡くなった人達の死

を無駄にしないためにも大切でなくてはなら

ない式典でした。平和とは一体なんでしょう。

日本が戦争をしないことが平和なんでしょう

か。私は平和とは世界から全ての戦争や差別、

貧富の差がなくなって誕生するものだと思っ

ています。式典に参加したことで「平和とは

何か」ということを考えました。3 日目の広

島平和記念資料館では、原爆投下から復興ま

での広島の人々の様子をみました。原爆が投

下された後の人々の写真や絵は今にも声が聞

こえてきそうなほど悲惨なものでした。こん

な悲惨なことが日本であったというのは今の

日本では信じられないくらいです。原爆の恐

ろしい所は、後にも残るということです。放

射線はその時だけではなく後にも残り人々に

害を与えます。それがどれほどつらく苦しい

ものだったかは言葉に表せないものだと思い

ます。

今の私達にできるのは、原爆と広島につい

て知ってもらうように伝えていくことだと思

います。そして、それを世界にまで広げてい

けたら同じ出来事は起こらないと思います。

他の人にも一度は原爆ドームと資料館を見て

もらいたいです。実際に見て原爆が招いた

人々の悲惨な出来事について感じてもらいた

いと思いました。今回参加して経験したこと

は貴重なものなので、これからの活動に生か

していきたいと思います。

梁川中学校　田巻　　彩

平和な世界に
していくために
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　私は、派遣事業に参加して特に印象に残っ

たことが 3 つありました。

　1 つ目は、実物の原爆ドームを見ることが

できた事です。私は、これまで原爆ドームを

見たのは写真だけでした。実物は写真で見た

時よりも迫力がありました。ドームは壁が崩

れていて、ボロボロになっていたことから、

原爆が与えた被害がとても大きかったことが

わかりました。

　2 つ目は、広島平和記念式典に参加したこ

とです。会場には時間より早く着きましたが、

早くから多くの人が来ていて、献花などをし

ている人たちもいました。来ていた人の中に

は外国の人もいて、広島の原爆のことは世界

中で知られているのだとわかりました。

　3 つ目は、広島平和記念資料館を見学した

ことです。資料館は 2 日目と 3 日目に見学し

ました。2 日目も 3 日目もたくさんの人がい

て、なかなか前に進めませんでした。資料館

に展示されていた物はとても残酷で見ていて

心が痛くなる物ばかりでした。展示されてい

た物を見たことで、原爆について知らない人

にもこの事実を知ってもらいたいと思いまし

た。

　今回の派遣事業では、広島で実際にあった

ことを知ることができました。また、学んだ

ことを自分の中だけでとどめておくだけでな

く、友達や家族などの身近な人から伝えてい

けるようにしたいと思います。

桃陵中学校　菅野　　空

広島を知る
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私は今回、中学生広島平和記念式典派遣事

業に参加して、広島で起きた悲惨な出来事に

ついて自分の耳で聞き、目で見て、沢山の事

を学んだ。

初日に参加したヒロシマ青少年平和の集い

では、山本定男さんが実際に体験したことの

話を聞き、想像を絶する被害の大きさや無差

別に亡くなられた方の事を思うと、体験して

いない私でも恐怖を感じ、胸が締め付けられ

るようだった。その後のグループディスカッ

ションでは、他県の人達と意見交換をするこ

とで更に自分の考える力や発信する力も高ま

ったと思う。2 日目に参加した広島平和記念

式典では、原爆の子の像の下に集められた沢

山の折り鶴や、残された原爆ドームを見て深

い感銘を受けた。また、平和宣言や平和への

誓いを聞いたり、献花を行ったりしたことで

今までより少し広島を身近に感じられたよう

な気がした。3 日目は広島平和記念資料館の

見学をした。資料館で見た写真や絵はどれも

苦しそうに顔を歪めていて、とても見ていら

れるものではなかった。しかし、その残酷さ

を見て、これは本当に起きたことだと、現実

だと再確認させられたように思う。

この 3 日間で私は今までで 1 番と言えるく

らい多くの事を見て、吸収したと思う。短い

期間の中で私が 1 番感じたのは、原爆の事を

語り、伝えている人達が減ってきているので

はないかということだ。実際に体験した方々

も高齢の方が多い。しかし、誰もが今回のよ

うな派遣事業に参加し、広島の事を学べるわ

けではない。だからこそ、次世代を担う私達

が今回知ったことを伝えていかなくてはいけ

ないと強く感じた。このような素晴らしい機

会を頂き、学べた事を一生忘れることはない

だろう。私が学んだ事を家族や友達へまず発

信し、広島の原爆の記憶を風化させないため

の手助けができればいいと強く思う。

桃陵中学校　齋藤　結衣

次は私達が
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　僕は広島平和記念式典派遣事業に参加する

前は、戦争や核の実態をよく知らず、その恐

ろしさをわかっていませんでした。しかし、

参加したことで多くのことを学びました。特

に強い思いを抱いたことは 3 つあります。

　1 つ目は、核の恐ろしさです。広島平和記

念資料館で見た実物の資料は、とても生々し

く、核兵器の恐ろしさを感じることができま

した。その中でも僕は、熱線によって残った

影のある階段がとても印象に残りました。ま

た、ヒロシマ青少年平和の集いでは、山本定

男さんの実体験を聞き、偶然が重なって生き

残ることができたということに驚きました。

核兵器の恐ろしさを感じられるとても貴重な

体験でした。

　2 つ目は、参加した人の共通の思いです。

地域のこども代表、内閣総理大臣などの挨拶

は、核兵器を廃絶しようという思いが伝わる

ものでした。核を廃絶し、平和を願う心は多

くの人に共通したものであると感じました。

　3 つ目は、外国人の多さです。広島平和記

念式典では、外国人の方専用の席も用意され

ていました。また、資料館では日本語だけで

はなく、英語や韓国語でも表示していました。

僕は、前まで外国人は、核戦争についてあま

り関心がないと思っていました。ですが、広

島平和記念式典での外国人の多さから、世界

中が核兵器について関心があるのだというこ

とに気付きました。

　今回の派遣事業では、戦争や核の実態につ

いてよく知ることができました。原爆につい

ての記憶を風化させないための僕達の役目

は、次の世代に伝えていくことだと思います。

まず僕は、学校での文化祭でこの派遣事業を

通して自分が感じ、考えたことを発信してい

くことをしたいと思いました。一人一人が感

じることは異なると思うので、やはりその地

に行って自身で感じ考えることは大切だと思

いました。このような貴重な体験ができ、と

ても充実した時間を過ごすことができまし

た。

霊山中学校　渡邉　　司

広島平和記念式典に
参加して
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　今回、研修に参加して考えたことは「自分

は何ができるか」です。3 日間の研修では、

事前授業や自主的に勉強をしていましたが、

知らないことがたくさんありました。その分、

行くまでは考えなかったことも、深く考える

ようになりました。

　ヒロシマ青少年平和の集いでは、「原爆の

記憶を風化させないためには」というテーマ

でグループディスカッションを行いました。

原爆の記憶を風化させないことが、平和への

第一歩です。そのためには、原爆の被害者の

方から聞いた話をたくさんの人に伝えていか

なければなりません。ディスカッションでは、

ＳＮＳを使って伝えるという方法が多く出ま

した。ＳＮＳは私たちが使う、身近でとても

影響力があるものです。いろいろな人が興味

がわいてくれば、恒久平和を築くための行動

ができます。まずは「伝える」ことが大切だ

と強く思いました。

　２日目と 3 日目に広島平和記念資料館を

見学しました。当時の悲惨な写真や絵、服な

どが展示されており、胸がしめつけられるよ

うなものばかりでした。私と同じくらいの年

の子どもも何人も亡くなって、その分を頑張

らなくてはならないという責任感を感じまし

た。これは、実際に資料館を見たからこそ感

じられることだと思います。

　広島の過去に触れて、様々なことを考えま

した。まずは、原爆の恐ろしさなどを誰かに

伝えていきます。これが、今の私にできるこ

とだと思います。

　このような機会を作っていただき、感謝の

気持ちでいっぱいです。たくさんの人のおか

げで学ぶことができたということを忘れず

に、1 日でも早く恒久平和を築くことができ

るように自分ができることをやっていきたい

です。

霊山中学校　菅野　姫奈

自分ができることを
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はじめに広島平和記念式典派遣事業に参加

することができて大変良かったと思っていま

す。自分が広島へ行く前に立てた目的以上の

ものを得ることができたからです。一つは、

広島の人たちが原爆の深い傷からどのように

して復興したのか、もう一つは、今も世界各

地で繰り返される戦争について考えることで

した。広島に行くまでは、戦争について違う

世界のことのように思っていましたが、実際

に広島で学んだことで、戦争の悲惨さやむご

さを肌で感じることができました。そして被

爆された方のお話を聞いたり、広島平和記念

資料館で見た当時の惨状から復興した今の広

島を見たことで、自分たちも東日本大震災の

傷あとから福島を蘇らせる勇気をもらうこと

ができました。広島で学んだことをこれから

より深く考え、様々なことに役立てていきた

いと思いました。

広島での三日間で一番印象に残っているの

は、広島平和記念資料館でした。見ただけで

も目を背けたくなるものばかりでした。その

中でも無惨に集められた誰ともわからない頭

蓋骨の山の光景に言葉を失いました。声なき

人たちのことを思うと、一瞬にしてその命を

奪った原爆や戦争を許すことはできません。

私がこのことを伝えることは難しいことだと

思います。しかし、平和について考え平和と

は当たり前のことなどではないと気付くこと

ができます。当たり前の暮らしや人生がどれ

だけ素晴らしいものなのかも知ることができ

ました。戦争や平和について考えることで、

自分がどう生きていくべきなのかを考えるき

っかけになりました。広島や長崎に原爆が投

下されたという歴史を風化させないように次

の世代へと私たちが正しい歴史を発信してい

きます。

今回このような貴重な体験をすることがで

き、素晴らしい三日間を過ごすことができた

ことに大変感謝致します。ありがとうござい

ました。

月舘中学校　由上　拓弥

広島平和記念式典
派遣事業に参加して



─ 15 ─

　私は、今回の派遣事業で改めて戦争の悲惨

さを感じました。

　私の一番思い出に残っている場所は「原爆

ドーム」です。爆心地から近かったのに崩れ

なかったのは、すごいなと思いました。残っ

ている部分とかを見ると、1 つの原子爆弾に

よってこんなに破壊されてしまったんだとい

うことがわかりました。私が「原爆ドーム」

を見て思ったことは、戦争の意味についてで

す。国と国が争いを起こして勝った国は、負

けた国から戦争で生じた損害の賠償として、

金品や資産を受けとることができます。金品

などをもらえるのはうれしいことかもしれな

いけど、勝った国にも負けた国にも亡くなる

人はいます。第二次世界大戦でも約 8500 万

人の方が亡くなっていると推計されていま

す。国の代表は人だし、人なら気に入らない

こともあったりして、争いが起きるかもしれ

ません。けれど、戦争は多くの人が亡くなり

ます。こんな戦争が少なくなればいいなと思

いました。

　私は、今回の派遣事業に参加して、本当に

よかったなと思いました。1 日目のグループ

ディスカッションのテーマの「原爆の記憶を

風化させないためには ?」ということを、こ

れからも考えて行動してみます。今回、学ん

だこと、1945 年 8 月 6 日　8 時 15 分、きの

こ雲の下で何が起きていたのかを忘れてはい

けないと思います。このことを少しでも多く

の人に知ってもらいたいです。私達はもっと

戦争について学び、平和になることを祈って

いかなければならないと思いました。

月舘中学校　三原由貴奈

戦争の悲惨さ
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　僕にとってこの 3 日間は、原爆の話を聞い

たり世界遺産を見たり他校の人達と意見交換

したりなど有意義で学んだことが多い 3 日間

でした。

　1 日目のヒロシマ青少年平和の集いでは、

他校の小中高生と共に、被爆者山本定男さん

から当時の状況を詳しく聞きました。その当

時の状況を想像すると、今の広島からは考え

られない赤い火の海に包まれ建物が崩壊して

いる地獄のような状況を想像してしまい、気

分が悪くなりました。その後のディスカッシ

ョンでは、グループになって原爆の記憶を風

化させないためにというテーマで話し合いま

した。このテーマの対策として、ＳＮＳやツ

イッターで発信したりＶＲで伝えたりと様々

な意見が出て勉強になりました。

　2 日目は、広島平和記念式典に参加しまし

た。献花をし、原爆の死亡者を追悼しました。

献花台の場所から先に見える原爆ドームはと

ても寂しく、空気が重く感じられました。

　3 日目は、広島平和記念資料館を見てきま

した。そこには被爆者の遺物や写真、絵画、

核兵器の危険性の資料が展示されていまし

た。遺物や写真は見ているだけで生々しく、

心をしめつけられました。

　しかし、この悲劇は日本が引き起こしたこ

とです。原爆の悲惨さだけを僕達が引き継い

で伝えるのではなく、日本にも原爆の被害を

受ける非があったことも後世に伝えるべきだ

と思いました。

　そのことも念頭に置き、持ち帰った情報を

整理し、僕達が学んだことを学校の先生や生

徒、地域の方々に教えたいです。

松陽中学校　大橋　圭佑

8月6日から学んだこと
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これは、初日のヒロシマ青少年平和の集いでのグループディスカッションのテーマです。北は福

島から南は沖縄まで、15団体161名が参加し、ヒロシマ中高生ピースクラブの皆さんが中心になっ

て企画したものです。伊達市の中学生も、臆することなく話し合いに参加し、発表や質問などもして、

とても頼もしく思えました。

2日目は雨の中の式典でしたが、隣の広島国際会議場では、高校生が被爆体験者を取材したこと

をもとに、絵や文章で表現するという、新たな取り組みが見られました。

次世代への伝承の方法が、様々な形で考えられていますが、これは、同じく、伊達市にも当ては

まるのではないでしょうか。フクシマの過去を記憶しつつ、未来へ歩みだす方法を考えていかねば

ならないと痛感しました。その時間と場所、手立て等を設定するのも大人の役目で、今回の研修は、

まさにヒロシマから学ぶ良い機会であったと感謝しております。

「怒りのヒロシマ　祈りのナガサキ　〇〇のフクシマ」。果たして、○○にはどんな文字が入るの

でしょうか。「我慢」とか「沈黙」等と言われておりますが、そこから、フクシマの中学生の豊かな

感性が育ち、明るいフクシマの未来の一翼を担う人材が、多数輩出されることを期待しております。

原爆の記憶を風化させないためには

伊達市役所　総務部総務課行政管理係長　寺島　　彰

今年は、全面改装後の広島平和記念資料館を訪れることができました。「被ばくの実相を伝える」

ために展示方法を見直し、被爆者の遺品など実物中心の展示にしたそうです。ボロボロに破け血の

跡が残る衣服、傷つき倒れる人々の写真、水を求め防火水槽に浮かぶ死体の絵など、初めて目にし

た生徒たちに強い衝撃を与えました。

特に、広島の人々の写真には胸を締め付けられたかもしれません。焼け跡に立つ少女、父母を亡

くした子どもたち、原爆で子を失い一人暮らしとなった老人、原爆小頭症で生まれた子と母親―。

原子爆弾は、一瞬にして多くの人々の命を奪い、広島の街を焼き尽くした恐ろしい兵器。そして、

そこから放出された放射線は、生き残った人々を長年に渡り肉体的、精神的に苦しめ続けています。

岩本定男さんが、被爆体験講話で送ってくれたメッセージ「世界の人々に伝えてください、後々

まで放射線が人々を苦しめることを。みなさんで、平和な世の中の実現につなげてください。」を、

皆さんはどのように感じたでしょうか。感じたことを周りの多くの人たちに伝えてもらうことが、「平

和な世の中」への第一歩となるはずです。「平和な世の中」の実現に向けて踏み出してくれることを

期待しています。

伊達市立梁川中学校　養護教諭　冨田　千代
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思い出のスナップ写真
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1　経緯と目的

平成 24 年 6 月 28 日、伊達市は「非核三原則」を遵守し、すべての核兵器の廃絶と恒久平

和の実現をめざし、『非核平和都市』であることを宣言した。

この宣言を契機として、核兵器の怖さや平和の尊さを次代に継承し、平和維持の重要性を広

く市民に啓発することとしている。

その一環として実施する「中学生広島平和記念式典派遣事業」は、次代を担う中学生が、戦

争、核兵器、安全保障の問題などを多面的に捉え、実際に見て、聞いて、感じることで、平和

の意義を考え、知見を広めてもらうことを目的とする。

2　主　催　伊達市・伊達市教育委員会

3　参加者　市内中学校生徒	計 12 名（各中学校男女 1 名ずつ）

4　引　率　市職員、養護教諭の各 1 名　計 2 名

5　実施日　令和元年 8 月 5 日（月）から令和元年 8 月 7 日（水）　2 泊 3 日

6　内容（行程）

広島平和記念式典への出席、原爆ドームや広島平和記念資料館の見学、平和記念日行事

に参加を通し、戦争の悲惨さと平和の尊さを学習する。

【1 日目】　8 月 5 日（月）

	 	伊達市役所（集合 5:00）　～　仙台空港　～　広島空港　～「ヒロシマ青少年平和の集

い」参加　～　宿泊ホテル

【2 日目】　8 月 6 日（火）

	 	「広島平和記念式典」出席　～　グループ研修（平和記念公園・原爆ドーム・宮島）～　

宿泊ホテル（前日に同じ）

【3 日目】　8 月 7 日（水）

	 グループ研修（広島平和記念資料館）　～　広島駅　～　東京駅　～　福島駅　～

　	保原駅（解散 19：15）

伊達市中学生広島平和記念式典派遣事業実施要項

令和元年度
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7　参加費　無料（交通費、宿泊費、食費は市が負担する。）

8　研修・報告等

　（1）各自、事前学習に取り組むこと。

	 自己紹介、参加の動機等で 400 字程度のレポートを提出する。（6/21 まで）

　（2）事前研修に参加すること。	

	 6 月 29 日（土）に実施する。

　（3）参加後、感想文を提出すること。（8/23 まで）

	 感想文は、800 字程度とし、広報紙・伊達市ＨＰ・記録集に使用する。

　（4）研修報告を実施すること。

	 各中学校において、研修報告・発表等を実施する。

9　服　装

　	「広島市平和記念式典」への出席は、各中学校の制服とする。移動、ワークショップ、見学等は、

私服可とするが、中学生らしい服装を心掛けること。

10　持参品（参考）

　　・	生徒手帳　・ネームプレート　・メモ帳、筆記用具　・健康保険証　・腕時計　・バッ

ク（大・小）　・制服　・私服　・着替え（下着等）・タオル、洗面用具　・帽子、雨具（傘）

　　・カメラ・小遣い

11　その他の注意事項

　　・研修の目的を忘れずに、伊達市から派遣された中学生としての自覚を持って行動すること。

　　・	急病、けが、事件・事故、その他トラブルがあったときは、公衆電話等から引率者の携

帯電話に連絡すること。

　　・夜間等の外出、ゲームセンター等への入場は禁止とする。

12　担　当　

　　総務部総務課行政管理係　（TEL	575-1111）

世界文化遺産「原爆ドーム」
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今世界では自国第一主義が台頭し、国家間の排他的、対立的な動きが緊張関係を高め、核兵器
廃絶への動きも停滞しています。このような世界情勢を、皆さんはどう受け止めますか。二度
の世界大戦を経験した私たちの先輩が、決して戦争を起こさない理想の世界を目指し、国際的
な協調体制の構築を誓ったことを、私たちは今一度思い出し、人類の存続に向け、理想の世界
を目指す必要があるのではないでしょうか。
特に、次代を担う戦争を知らない若い人にこのことを訴えたい。そして、そのためにも 1945
年 8 月 6 日を体験した被爆者の声を聴いてほしいのです。		

当時	5 歳だった女性は、こんな歌を詠んでいます。
「おかっぱの頭

づ

から流るる血しぶきに　妹抱
いだ

きて母は阿
あ し ゅ ら

修羅に」
また、「男女の区別さえ出来ない人々が、衣類は焼けただれて裸同然。髪の毛も無く、目玉は
飛び出て、唇も耳も引きちぎられたような人、顔面の皮膚も垂れ下がり、全身、血まみれの人、
人。」という惨状を 18 歳で体験した男性は、「絶対にあのようなことを後世の人たちに体験さ
せてはならない。私たちのこの苦痛は、もう私たちだけでよい。」と訴えています。
生き延びたものの心身に深刻な傷を負い続ける被爆者のこうした訴えが皆さんに届いています
か。

「一人の人間の力は小さく弱くても、一人一人が平和を望むことで、戦争を起こそうとする力
を食い止めることができると信じています。」という当時 15 歳だった女性の信条を単なる願い
に終わらせてよいのでしょうか。

世界に目を向けると、一人の力は小さくても、多くの人の力が結集すれば願いが実現するとい
う事例がたくさんあります。インドの独立は、その事例の一つであり、独立に貢献したガンジ
ーは辛く厳しい体験を経て、こんな言葉を残しています。

「不寛容はそれ自体が暴力の一形態であり、真の民主的精神の成長を妨げるものです。」
現状に背を向けることなく、平和で持続可能な世界を実現していくためには、私たち一人一人
が立場や主張の違いを互いに乗り越え、理想を目指し共に努力するという「寛容」の心を持た
なければなりません。
そのためには、未来を担う若い人たちが、原爆や戦争を単なる過去の出来事と捉えず、また、
被爆者や平和な世界を目指す人たちの声や努力を自らのものとして、たゆむことなく前進して
いくことが重要となります。

そして、世界中の為政者は、市民社会が目指す理想に向けて、共に前進しなければなりません。
そのためにも被爆地を訪れ、被爆者の声を聴き、平和記念資料館、追悼平和祈念館で犠牲者や
遺族一人一人の人生に向き合っていただきたい。
また、かつて核競争が激化し緊張状態が高まった際に、米ソの両核大国の間で「理性」の発露
と対話によって、核軍縮に舵

かじ

を切った勇気ある先輩がいたということを思い起こしていただき

平 和 宣 言
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たい。
今、広島市は、約 7,800 の平和首長会議の加盟都市と一緒に、広く市民社会に「ヒロシマの心」
を共有してもらうことにより、核廃絶に向かう為政者の行動を後押しする環境づくりに力を入
れています。世界中の為政者には、核不拡散条約第 6 条に定められている核軍縮の誠実交渉義
務を果たすとともに、核兵器のない世界への一里塚となる核兵器禁止条約の発効を求める市民
社会の思いに応えていただきたい。

こうした中、日本政府には唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約への署名・批准を求める
被爆者の思いをしっかりと受け止めていただきたい。その上で、日本国憲法の平和主義を体現
するためにも、核兵器のない世界の実現に更に一歩踏み込んでリーダーシップを発揮していた
だきたい。また、平均年齢が 82 歳を超えた被爆者を始め、心身に悪影響を及ぼす放射線によ
り生活面で様々な苦しみを抱える多くの人々の苦悩に寄り添い、その支援策を充実するととも
に、「黒い雨降雨地域」を拡大するよう強く求めます。

本日、被爆 74 周年の平和記念式典に当たり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げると
ともに、核兵器廃絶とその先にある世界恒久平和の実現に向け、被爆地長崎、そして思いを同
じくする世界の人々と共に力を尽くすことを誓います。

　　令和元年（2019 年）8 月 6 日

広島市長　松井　一實
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私たちは、広島の町が大好きです。
ゆったりと流れる川、美しい自然、
「おかえり。」と声をかけてくれる地域の人、
どんなときでも前を向いて生きる人々。
広島には、私たちの大切なものがあふれています。
昭和 20 年（1945 年）8 月 6 日。
あの日から、血で染まった川、がれきの山、皮膚がはがれた人、たくさんの亡骸、
見たくなくても目に飛び込んでくる、地獄のような光景が広がったのです。
大好きな町の「悲惨な過去」です。
被爆者は語ります。「戦争は忘れることのできない特別なもの」だと。
私たちは、大切なものを奪われた被爆者の魂の叫びを受け止め、
次の世代や世界中の人たちに伝え続けたい。
「悲惨な過去」を「悲惨な過去」のままで終わらせないために。
二度と戦争をおこさない未来にするために。
国や文化や歴史、
違いはたくさんあるけれど、大切なもの、大切な人を思う気持ちは同じです。
みんなの「大切」を守りたい。
「ありがとう。」や「ごめんね。」の言葉で認め合い許し合うこと、
寄り添い、助け合うこと、
相手を知り、違いを理解しようと努力すること。
自分の周りを平和にすることは、私たち子どもにもできることです。
大好きな広島に学ぶ私たちは、
互いに思いを伝え合い、相手の立場に立って考えます。
意志をもって学び続けます。
被爆者の思いに、私たちの思いを重ねて、平和への思いを世界につなげます。
	

令和元年（2019 年）8 月 6 日

広島市立落合小学校6年　金田　秋佳
こども代表

広島市立矢野小学校6年　石橋　忠大

平和への誓い


