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事 業 の 概 要 

 

 

１ 目 的  未来を担う若者を被爆地広島へ派遣し、平和記念式

典への参列、平和記念資料館や原爆ドームの見学を

通して、平和の尊さ大切さを学ぶことを目的とする。 

 

 

２ 期 日  平成３０年８月５日（日）～６日（月） １泊２日 

 

 

３ 派 遣 人 数  ２２名 

 

 

４ 選 出 方 法  各市立中学校から校長推薦により生徒１名を選出 

 

 

５ 対 象 学 年  第２学年 

 

 

６ 説 明 会  平成３０年７月２４日（火）午後１時３０分から 

 

 

７ 意見交換会  平成３０年８月２０日（月）午後１時３０分から 

 

 

８ 感 想 文  報告書として編冊し、派遣生徒及び学校へ配布。 

         平成３１年度の原爆写真展の際に展示。 

 

９ 体 験 発 表  平成３０年８月１１日（土） 午後１時３０分から 

市立中央図書館３階 視聴覚ホール 

中央図書館主催の平和映画会の際に、派遣生徒２２

名の中から４名による体験発表（感想文の朗読）を

実施。 



 
 

日   程 

 

【説 明 会】 平成３０年７月２４日（火） 

 時 間  午後１時３０分～午後４時３０分 

場 所  市役所７階７ＡＢ会議室 

内 容  市長あいさつ、自己紹介、事業説明、班別交流、ＤＶＤ鑑賞 

 

 

【派遣１日目】 平成３０年８月５日（日） 

  ６：２０ 東武東上線川越駅改札集合 

  ６：３３ 川越駅出発 

  ８：５０ 東京駅出発［のぞみ１０３号］ 

 １２：５２ 広島駅到着 バスにて平和記念公園へ 

～原爆死没者慰霊碑～原爆ドーム～原爆の子の像～平和記念資料館～ 

 １６：４５ 平和記念公園出発 

 １７：１５ ホテル着  

  

 

【派遣２日目】 平成３０年８月６日（月） 

  ６：１５ ホテル出発 市電にて平和記念公園へ 

  ７：１０ 平和記念公園到着 式典受付 

  ８：００ 平和記念式典 

  ９：２０ 平和記念公園出発 市電にて広島駅へ 

 １０：００ ホテル到着 広島駅構内にて自由行動 

 １２：５２ 広島駅出発［のぞみ１３０号］ 

 １６：５３ 東京駅到着  

 １８：３０ 東武東上線川越駅改札到着 解散 

 

 

【意見交換会】 平成３０年８月２０日（月） 

時 間  午後１時３０分～午後３時３０分 

場 所  市役所７階７ＡＢ会議室 

内 容  個別ワーク、グループ討論、発表



 
 

 

 

参 加 者 感 想 文 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

平和へのかけ橋 

 

川越第一中学校  男子生徒  

 

テレビでしか見たことがなかった平和記念式典に今回参加させてい

ただき、多くのことを肌で感じることができました。朝から気温が 30

度を超える中、暑いと思いましたが、当時実際に原爆を体験した人々

とは、全く比べものにならない程でしょう。 

広島市長の平和宣言は、「あなたや大切な家族がそこにいたらと想像

しながら聞いてください。」という言葉から始まりました。僕は想像し

ながら聞いているうちに、想像に想像がふくらみ、とても苦しい気持

ちになりました。 

世界には、現在１万４，０００発を超える核兵器があるそうです。

こんなに沢山の核兵器を作るお金があるのなら、もっと違うことに使

うべきだといつも思います。他国が核を持っている。それが怖いから、

自国も核を持たないといけなくなるという核の連鎖は、世界中で起こ

っています。世界から全ての核が無くなれば、核を持つ必要がなくな

るのです。 

一昨年、アメリカのバラク・オバマ大統領が平和記念公園を訪問し

ました。「核なき世界」を唱えて数年が経ちましたが、目指すはずであ

ったゴールにはなかなか届かないでいます。世界は思い通りに進んで

いかないもので、逆戻りしそうな気配さえしています。平和への思い

が高まる一方、世界では自国第一主義が台頭し、核兵器の近代化が進

められ、各国間に緊張関係が起こりつつあります。しかし、今回、８

５カ国もの国の代表の方々がこの平和記念式典に参加している姿を見

て、皆思いは一つだと実感しました。 

式典の最後に、平和への願いを込めて皆で鶴を折りました。僕の折

った鶴が、世界平和のかけ橋となることを祈っています。 

 

 

 

 

 

 



 
 

広島へ行って… 

 

              初雁中学校  女子生徒 

         

 私は広島平和記念式典中学生派遣事業に参加して、平和の尊さ・大

切さを学ぶことができました。 

 １日目に、ガイドさんのお話を聞いたり、実際に広島平和記念資料

館へ行って、なぜ、半径２ｋｍを一瞬で焼きつくすような原子爆弾を

作り、それを投下したのだろう、そう思いました。原爆ドームには、

銅でつくられていたはずの屋根が無く、鉄骨がむき出しの状態であり、

資料館には、血がついていて、穴がたくさんあいた、ボロボロの服や、

変形したお弁当箱や、びんが置かれていて、とても悲しい気持ちにな

りました。 

 そんな中でも、原爆投下の１０年後に白血病で亡くなった佐々木禎

子さんのお話は、感動しました。禎子さんは折り鶴を千羽折れば病気

が治ると聞いて、薬包紙を使って鶴を折っていたりするところや、禎

子さんのクラスメイトが像を作ってあげたりしていたりして、とても

良いと思いました。原爆の子の像のまわりの千羽鶴は、解体されて再

生紙になり、広島市の卒業証書に使われたりしているところは、良い

ことだと思いました。 

 ２日目には、広島平和記念式典に参加して、広島市長や、小学生の

平和への誓いを聞いて、人間の素晴らしさ、人間の怖さを改めて感じ

ることができました。 

 私は平和とは、人がみな幸福で、笑顔でいられることだと思います。

そのためにも、人を不幸にさせるようなものは、つくらない世の中に

なればいいなと思います。世界の人々と共に、核兵器のない、差別の

ない、世界恒久平和の実現した、安心して過ごせる世界になれるよう、

自分ができることなら力を尽くしていきたいと思います。 

 

 

 

 

  



 
 

広島に行って感じたこと 

 

富士見中学校  男子生徒  

 

今回の広島平和記念式典中学生派遣事業に参加して、僕は多くの事

を学ぶことができました。一瞬にして命を奪われ、助かったとしても

その後、放射性物質などの影響で病魔に苦しめられた人、大切な家族

を亡くして、悲しみを味わった人、１つの原子爆弾が落とされたこと

によって、どのくらいの人の人生が狂わされたのか。この事業では、

そんなことを深く考えさせられるものでした。 

核兵器という殺人兵器を使うことは、一切許されることではありま

せん。このような残虐な行為は、これから先、絶対してはなりません。

戦争で起きた数々の惨劇を僕たちは忘れることなく、深く胸に刻んで、

これからの時代を生きていくことが必要だと思うし、後世に伝えてい

くことが僕たちの役目であると思います。 

しかし、残念ながら今の世の中は、平和とはほど遠いものになって

います。国力を争い、核開発がどんどん進められてしまっています。

しかし、その一方で核兵器禁止条約が結ばれるなどの良いこともあり

ます。世界全体で核開発を推進せず、核なき世界へ歩むことが僕は大

切だと思います。原子爆弾によって多くの人の尊い命が失われたとい

う事実に１人でも多くの人が向き合い、それについて深く考える必要

があると感じました。 

平和記念公園中の資料館では、当時の様々な物を見ました。その物

には、当時の方々からの平和の大切さのメッセージが込められている

ように思えました。この貴重な財産から、戦争を二度と起こすことな

く、核兵器は絶対あってはならないものだと感じることができました。 

今回の事業で学んだことは、とても自分のためになったし、これか

らの人生を生きていくなかで、貴重な体験になっていくと確信してい

ます。僕たちは、当事者ではないので本当の苦しみを全部は分からな

いのかもしれませんが、１人１人が、戦争で何が起こったのかを理解

し、平和な世界へ、前に進んでいく必要があると、思いました。 

 

 

 



 
 

平和を訴える１人として… 

 

野田中学校  女子生徒  

 

「広島平和記念式典中学生派遣事業へ参加したい方は声をかけてく

ださい。」という言葉に、ぜひ参加してみたい、原爆ドームを間近で見

たいという強い気持ちが芽生えました。緊張の中、校長先生との面接

を乗り越え、広島に学校代表として行くことになりました。 

人見知りな私は、説明会の日もあまり話すことができず、正直楽し

みだった事業も不安の方が強くなってきました。けれど、班の人と仲

良くなりたいと思い、当日の朝の電車で移動する前に積極的に話しか

け、新幹線では話したことのない生徒とも話ができました。 

広島はとても暑く、人もたくさんいて、川越とはまた違う雰囲気で

ワクワクしました。しかし、その気持ちが一変しました。平和記念公

園に着いて、原爆ドームを見た時は声が出ませんでした。自分の想像

以上に建物が破壊されていて、戦争の残酷さが見て、聞いて分かりま

した。そして、原爆症で苦しみ様々な人が平和を訴え作られた原爆の

子の像では、市民にとても大切にされている像だと感じました。禎子

さんが折った鶴の数は千羽以上ですが、病気が回復することなく亡く

なり、切なく悲しく、また戦争に怒りを覚えました。 

広島平和記念資料館で飾られていた洋服は、焼けてボロボロになり、

元気な姿を想像するより、苦しんでいる姿を想像してしまいます。 

初めて参加した広島市原爆死没者慰霊式・平和祈念式で、平和宣言

をされた市長は、人類は歴史を忘れる、その時に再び重大な過ちを犯

してしまうと言っていましたが、その通りだと思いました。今から 73

年前の８月６日に起きた出来事は忘れてはいけない、また語り伝えな

ければいけないと思います。 

平和への誓いで平和とは自然と笑顔になれること、人も自分も幸せ

であること、夢や希望をもてる未来があることというのは今後世界中

が目指すところであり、実現させなければいけないところだと思いま

す。 

私は今回この事業に参加してとても幸せだと思います。戦争はいけ

ないと言っていても世界には、いまだ１万４千発を超える核兵器があ 

 



 
 

 

 

 

 

 

ります。これは平和を目指す人々にとって恐怖であり、平和とは言い

きれません。まずは、核兵器を使用する人類の大きな被害や、現代に

も残る深い心の傷、地球環境への影響を考えると核兵器は必要ありま

せん。日本人として、その強い思いをもって核兵器を禁止することを

世界に訴え続けることこそが私にできることだと感じます。そして、

今回私たちが見たこと感じたことの全てを伝え、１人でも多くの人が

平和の大切さについて考えてくれるとうれしいと思いました。また、

死にたくて死んだ人は１人もいない、原爆が命と一緒に夢も希望も未

来も奪っていった事実は私たちが伝え続けなければいけません。広

島・長崎の方々、世界中の人々と共に世界がずっと平和に、核兵器が

なくなる世の中になるように、平和を訴える人の１人として伝えてい

きたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

広島に行き学び感じたこと 

 

城南中学校  男子生徒  

 

私が今回の平和記念式典への参加を希望した理由は、「原子爆弾」と

いう名前を聞いたことはあっても、その被害の大きさや恐ろしさにつ

いて知らないことが多かったため、ぜひ広島に行き、学びたいと思っ

たからです。そして、自分が広島で感じたこと、学んだことを学校の

皆に伝え、平和の尊さについて皆で考える機会にしたいと思ったから

です。 

そのような思いを抱き、むかった初日。到着してすぐ行った平和記

念資料館で、最初に目に入ったのは焼きつくされた街の景色でした。

私がこの景色を見て感じたことは「恐ろしさ」です。たった１つの原

子爆弾により大きな街が一瞬で焼きつくされ、大勢の方の命を奪って

しまうこと。８月６日、広島にいなくてもその後広島を心配して入っ

た人々も放射能で侵され亡くなっていくこと。その全てから原子爆弾

の恐ろしさを感じました。原子爆弾により様々な展示品、そして被爆

された方々の体験談など…平和記念資料館で原子爆弾の恐ろしさを感

じることが出来ました。 

８月６日の平和記念式典で、多くの代表の方の挨拶がありました。

どの方のお話にも「核兵器の必要のない時代になってほしい」という

ものがあり、今でもとても心に残っています。しかし、その中でも一

番印象に残っているのは広島市の小学生による「平和への誓い」です。

それには「平和とは自然に笑顔になれること、平和とは人も自分も幸

せであること、平和とは夢や希望を持てる未来があること」「平和を作

ることは難しいことではありません。私たちは無力ではないのです。」

というのもありました。私は初日に平和記念資料館に行き原子爆弾の

恐ろしさや、簡単には言い表せない被爆された方々の辛さを感じるこ

とができました。その一方でこのような惨劇を繰り返さないために、

自分に何ができるのかということも考えましたが、その時はなかなか

答えが見つかりませんでした。しかし、この「平和への誓い」を聞き、

自分が出来ることを見つけられました。それは、人を笑顔にし、幸せ

にする努力をすることです。そのためには、日頃の生活から人を傷つ

けたりせず、また、困っている人がいたら相談に乗ったり、手を差し 



 
 

 

 

 

 

 

伸べます。そういった行動が、平和に少しでも近づくと考えます。 

２日間参加させていただき、多くのことを学びました。戦後７３年

を迎え、当時被爆された方も高齢になり、実際の体験談などを聞く機

会も少なくなってきています。そのような中で「平和についての思い」

を引き継ぐ為には、この悲劇について積極的に学び、伝えていくこと

が大切だと感じます。だから私は、平和に少しでも近づけるよう努力

し、また、他の人たちにも平和に少しでも近づけるような意識を持つ

ようにするために、今回の体験をたくさんの人に伝えていきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

「広島を見て」 

 

芳野中学校  女子生徒  

 

私がこの広島平和記念式典中学生派遣事業に参加した理由は、広島

で起こった出来事についてくわしく知りたいと思ったからです。学校

では一部分しか知ることができないので、同じ日本に住む人として、

目を背けてはいけないと思い参加しました。 

実際に行ってみると初めて知ることもたくさんありました。 

原爆ドームの見学では、想像していたよりも小さかったけれど、迫

力を感じました。原爆ドームがもとの「広島県産業奨励館」だったこ

ろの面影はあまりなく、外壁だけとなった姿は、戦争、核兵器の恐ろ

しさを物語っていました。 

平和記念資料館の見学では、原爆が落とされた時の広島の写真や被

害にあった人々の写真などが展示されていました。写真を見ていると、

会ったこともない知らない人だけど、かわいそうでなみだが出そうで

した。当時の人が使っていた物や着ていた服も真っ黒に焼けボロボロ

になっていました。 

８月６日に行われた平和記念式典には、たくさんの人が参加し、話

をしていました。中でも一番心に残った話は、広島の６年生が読んで

いた「平和への誓い」です。特に感動した文は「平和とは、自然に笑

顔になれること。平和とは、人も自分も幸せであること。平和とは、

夢や希望をもてる未来があること。」の部分です。とても感動しました。 

この体験を通して、この平和への誓いに書いてあることや今回学ん

だことをたくさんの人に伝え、このようなことが二度と起きないよう

に、平和な未来をつくっていきたいです。 

 

 

 

 

 



 
 

平和へ 

 

東中学校  男子生徒  

 

広島平和記念式典中学生派遣事業は僕にとって平和を考える機会に

なりました。平和の意味を調べると、戦争や紛争がなくおだやかな状

態にあること、心配やもめごとがないこと、とありました。広島につ

いては戦争中に原爆が投下されたということくらいしか知りませんで

した。 

平和記念資料館で僕は１枚のワンピースの前で足が止まり、言葉が

でませんでした。僕より少し大きめのサイズのワンピースはぼろぼろ

に破れ、穴が開き、黒い血がついていました。被爆した展示物に原爆

のあとを目の当たりにしました。８時１５分、原爆と共に止まった時

計、溶けたビン、黒こげの三輪車、その時を思うと恐ろしくなりまし

た。 

一発の爆弾で全てがなくなったのです。いつもの朝、両親、兄弟、

友達、いつもの生活が一瞬でなくなってしまったのです。僕と同じ様

に、その時を生活していた人達から生活を奪ったのが戦争なのだと思

いました。 

平和記念式典に参加し、展示物のことを思い出すと、胸が苦しく、

涙がでそうになりました。こども代表で小学６年生が平和への誓いを

言った中に、「人間は美しいものをつくることができます。（略）恐ろ

しいものをつくってしまうのも人間です。」とありました。僕は、人間

にはつくる力がある、平和をつくるのも人間なのだと、はっとさせら

れました。 

僕が広島に到着して目にしたものは、初めて見る路面電車、見慣れ

たすき家やコンビニがある街でした。戦争のあとから平和の街へとつ

くってきたのは人間です。日本は唯一の被爆国です。世界には核兵器

を持っている国がまだあります。戦争で一人一人の生活を奪ってはい

けないと思いました。今、僕に大きなことをする力はなくても、友達

とけんかしたら、仲直りをして、小さな争いから減らしていくことが、

平和への一歩だと思いました。 

 

 



 
 

広島で学んだこと 

 

南古谷中学校  女子生徒  

 

私は今回の広島平和記念式典中学生派遣事業に参加するまで、広島

への原子爆弾投下について、テレビや教科書で学んだ知識だけで漠然

としたものでした。しかし、この派遣事業に参加し、戦争や原爆で多

くの人が苦しみながら亡くなったことや一瞬のうちに広島の街が破壊

されたことを実際に見たり、聞いたりすることで改めて戦争の恐ろし

さを実感しました。 

初日、平和記念公園を訪れると真っ先に目に入ったのは、見るも無

残な原爆ドームでした。原爆が投下される前は、特徴ある緑色で市民

に親しまれていました。しかし、原爆はこの建物の南東１６０メート

ルの上空６００メートルでさく裂し、建物は大破・全焼し、館内にい

た全員が即死しました。原爆投下前の写真との変わり果てた姿に言葉

を失いました。近代的な高層ビル群の中にある原爆ドームは、原爆の

悲惨さと恐ろしさを強調していました。平和記念公園には、世界が一

つになってほしいと願う、国境のない世界地図が描かれている平和の

鐘や、核兵器が地球上から姿を消す日まで雨が降っても風が吹いても

燃え続けている平和の灯がありました。その中でもひときわ目を引く

原爆の子の像は、頂上に折り鶴を捧げ持つ佐々木禎子さんのブロンズ

像で、周辺には平和を願う折り鶴が数多くありました。２歳の時に爆

心地から約１．６キロメートル離れた所で被爆しましたが無傷でした。

ところが、小学６年生の時に白血病と診断され入院し、折り鶴を千羽

折れば病気が治ると言われ、薬の包み紙などで鶴を折り続けました。

しかし、願いは叶わず、１２歳で亡くなりました。罪のない小さな子

供達も犠牲になった戦争。しかし世界中の人が捧げた像の周りにある

沢山の折り鶴は世界の人々が平和を願っていると強く感じました。ま

た、平和記念資料館と原爆ドームを結ぶ直線上にある原爆死没者慰霊

碑が平和に向けて一直線という意味を持つことを知り、平和に対する

思いがさらに強まりました。平和記念資料館には、大火災による高熱

で変形したガラス瓶や熱線で黒焦げになったお弁当箱、三輪車などが

あり、原爆投下によって起こった恐ろしさを目の当たりにし、胸が締

め付けられました。数多くの写真や展示物は、私の想像をはるかに超 



 
 

 

 

 

 

 

える惨いものでした。 

翌日は広島平和記念式典に参列し、日本語と英語で書かれていたプ

ログラムに、世界中の人が平和を願う気持ちが広がっていることを感

じました。広島市長、小学６年生の子供達が被爆した広島に生まれ、

見て、聞いて感じたことを精一杯伝えている姿は、私の心に強く響き

ました。 

広島を訪れて、戦争や原爆の恐ろしさを知り、二度と繰り返しては

ならないと改めて思いました。核兵器のない世界、そして世の中の人々

全員が笑顔で幸せに暮らせる世界になるよう、広島で学んできたこと

を伝え続けていくことが私にできる平和への第一歩だと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

平和記念式典に参加して 

 

高階中学校  男子生徒  

 

私は広島の平和式典に参加して心に残った言葉が２つあります。１

つ目は広島市長の平和宣言の中にありました。「皆さん、あなたや大切

な家族がそこにいたらと想像しながら聞いてください。」この言葉を聞

いて私はとても怖かったです。なぜかというと、私の家族や友人を一

瞬で失う事を想像したからです。原爆が落ちた当時の広島には私の同

い年の人がたくさんいました。どうしてその人たちが殺されなきゃい

けなかったのだろうかとくやしい気持ちになりました。それを見たり

聞いたりして、自分が家族や友人と充実した日々を送っていることは

すごく幸せなことだと思いました。 

２つ目に心に残った言葉は小学生の代表者が平和への誓いの中で言

った「人間は、美しいものをつくることができます。人々を助け、笑

顔にすることができます。しかし、恐ろしいものをつくってしまうの

も人間です。」という言葉です。例えば、私の好きなサッカーワールド

カップは世界中の人を笑顔にすることができます。世界中の人がサッ

カーという一つの競技を通じて、感動したり熱狂したりします。その

一方で、今も世界では戦争がおこり、人間が作りだした銃やミサイル

がたくさんの人々を傷つけている事は悲しいです。私は将来、物を作

り出す仕事をしたいと思っています。その中で人々を不幸にするもの

ではなく、人々を笑顔にして、世の中の平和に少しでも役に立てるよ

うなものを作っていきたいです。人間は残念ながら忘れてしまう生き

物です。こんな怖いことがあったということも、年月がたつにつれて

その気持ちがうすれてしまったりするかもしれません。私はそのよう

な出来事が二度とおこらないように今回広島に行って感じたことを家

族や友人にも伝えなければならないと思いました。そして、今、生き

ている私たちは、毎日を一生懸命に生きていくことが大切だと強く思

いました。 

 

 

 



 
 

平和へ続く真直な道 

 

高階西中学校  男子生徒  

 

広島平和記念式典に参加させて頂き有難うございました。平和への

誓いの人間は美しいものも恐ろしいものもつくることが出来るという

言葉、今も心に響いています。私達も７３年前の事実をしっかり受け

止め他人事とは思わず、学んだことを自分の言葉で伝えていくことが

平和への近道だと思いました。 

平和資料館では、自分と同じ中学２年生で被爆された方のお話しを

お聞きする事が出来ました。その方は毎日、建物疎開（空襲による延

焼が広がらない為に建物を壊し空き地を作る作業）か芋畑の草刈りを

して過ごされていたそうです。この頃学校では、「戦争とはアジアに平

和を築く為の正義の戦争」と教え込まれ、自分が戦うわけではなく、

兵隊さんが外国に行って戦って来てくれるものだと思っていたそうで

す。その方は、原爆投下の前日は、建物疎開の作業をされていました。

建物疎開の作業の日は、クラスの仲間で３軒の家を倒すまでは家に帰

る事が出来ない決まりがあったそうです。家はそれぞれの家族にとっ

て、とても大切な場所だったはずなのに、有無を言わさず壊されてし

まうなんて恐ろしい事だと思いました。突然家を壊された人達は、ど

んなに困っただろうと思いました。家を道具を使わず倒すなんて私に

は考えられない事です。でも当時の学生は、お国の為にと必死で頑張

ったんだなと感じました。原爆投下の日、中学２年生は、練兵場の芋

畑の草刈りをしていたそうです。頭上をＢ２９が通り過ぎたかと思っ

た途端、もの凄い爆風で倒れて意識を失ったそうです。意識が戻った

とき友達を見ると、頬が灰色になり、皮膚が剥がれ落ち、腕にも火傷

を負っていたそうです。よく見ると自分も同じ状態だったそうです。

救護所で手当てをしていると中学１年生の子が真っ黒焦げになって運

ばれてきました。その子は、爆心地付近で建物疎開の作業をしていた

らしく、可哀想に思い日陰に入れてあげると「涼しい」と言って息を

引き取ったそうです。原爆の恐ろしい熱風をあびた瞬間、どんなに熱

く苦しかっただろうと思い、このような方法でしか止められない戦争

は、二度と起こしてはならないと思いました。 

広島の記念公園に作られている「平和へ続く真っ直ぐな道」の上に 



 
 

 

 

 

 

 

は原爆で苦しい思いをされた方々が二度と見たくないような光景を映

し出した物が沢山有ります。これは、今を、これからを生きていく私

達が希望に満ちた生活が出来るように、二度と間違えを起こして悲し

い思いをしないようにと教えて下さっているものだと思いました。「平

和の灯」は核兵器が世界中から消えて無くなるまでずっと灯されてい

ます。いつかきっと消される日が来ることを願ってこれから自分に出

来ることを考えて毎日を大切に過ごして行きたいと思います。まずは

自分の身近な人達にいつも感謝の気持ちを忘れずに、大切に思って過

ごすことが世界の平和に繋がるのではないかと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

平和の灯の願いが叶うまで 

 

寺尾中学校  女子生徒  

 

平和の灯は、世界が平和になるまでずっと燃え続ける。いままでも、

これからも。 

私は今年、初めて「原爆の日」を広島で過ごした。原爆ドーム、平

和記念資料館、そして平和記念式典。改めて見る広島の過去の出来事。

私は、７３年前の広島にさかのぼったかのような時間を過ごした。 

バスから降り、歩いていくと現れたのは「原爆ドーム。」壁には無数

のひびが入り、骨組みがむき出しになっていた。「二度と同じような悲

劇がおこらないように」との戒めや願い、祈りを込めて、負の世界遺

産と呼ばれているそうだ。被爆前は、館内に笑顔があふれ、にぎわっ

ている様子を想像すると、とても胸が痛んだ。 

また、平和記念資料館を訪れ、被爆当時の様子や遺品を見た。８時

１５分で止まった腕時計、血だらけになった少女のワンピース、ボロ

ボロになった一輪車。１つ１つの物が訴えているような気がした。戦

争の悲惨さや、原爆の恐ろしさを感じた。８月６日の被爆３時間後に

撮られた写真が展示されていた。私はその写真にカメラを向けられな

かった。現在の広島とは全くの別世界で、泣き声やうめき声が聞こえ

てきそうだったからだ。今そこに私や家族、友達がいたら、どんなに

辛いだろう。どんなに苦しいだろう。怪我や火傷を負った人、血だら

けになり皮膚が垂れ下がっている人、息をせず倒れている人。罪もな

いのに命を奪われ、目の前で家族が死んでいく姿を見るのは、耐えら

れない苦しみだ。 

被爆された多くの方々、被爆後必死に懸命に努力をし続けたヒロシ

マの方々は、私には想像もできないほど辛くて悲しくて苦労をしたと

思う。そのような方々のために、そして平和のために、今日広島の地

で見た７３年前の出来事を多くの人に伝え「平和を願う」ことなら、

私にもできる。今、平和のために私にできることを精一杯やろうと思

う。 

私たちがやるべきことは、「戦争の悲惨さを伝えること」そして「平

和を願い続けること」だ。平和の灯の願いが叶い、世界が平和になる

まで。 



 
 

「派遣事業を通して」 

 

砂中学校  女子生徒  

 

 ７３年前、広島に原爆が落とされた日は今年と同じ月曜日の８月６

日でした。いつもと同じように１日を過ごすはずだった広島の人々は、

一瞬のうちに吹き飛ばされ、たくさんの人の命が奪われました。私は

この派遣事業を通して、それまでの自分が知っていることよりもはる

かに残酷で衝撃的で、目をそむけたくなるような事実にたくさん出会

いました。ですが、その事実をしっかりと受けとめることが、未来を

生きる私たちの大切な役割であると感じました。 

 広島平和記念資料館の中は、まるで異空間でした。飾られている写

真は、どれも重々しく、７３年前の悲痛な思いを投げかけてくるよう

でした。言葉を発することはおろか、直視することすらできない……。

人間の感情を全て奪っていくような気がしました。 

 私が最も印象に残ったのは、原爆による放射能の影響で髪が抜けて

しまった姉妹の写真です。写真の中の幼い二人はボロボロにすり切れ

た服をまとい、光のない目をしていました。笑顔で写りたいはずの写

真なのに下を向き、肩が落ち、あまりにも感情のない様子からは、と

ても子供とは思えませんでした。もしも原爆が落ちていなければ、戦

争が起きていなければ、２人はどんな笑顔を見せてくれたのだろう。

そう考えると、いかに戦争が残酷なものなのかを改めて感じました。

私には、想像もつかないような２人の深い心の傷が、見れば見るほど

伝わってきて、直視する事が本当に苦しかったです。 

 ６日に行われた平和記念式典では、世界各国から５万人もの人が参

列し、様々な人たちの話を聞くことができました。暑い中、必死に訴

えかける言葉の中で、特に心に残ったのは、「平和を作ることは難しい

ことではありません。」という市内の小学生の言葉でした。未来へしっ

かりと伝えていくこと、決して忘れないこと。彼らの言葉は、私には

そう訴えているように思いました。過去の悲惨な出来事を歴史的事実

として片付けるのではなく、その出来事こそが平和をもたらしている

のだと強く思いました。 

 私は広島に向かう時、とあるテレビ番組で被爆者の方が「戦時中で

も子供には夢があったんです。」と語っているのを観ました。その言葉 



 
 

 

 

 

 

 

を抱えて訪れた広島で、「平和」とは自分も相手も笑顔になれて、夢を

もてることなのではないかと思いました。輝く未来や、大きな夢を突

然奪われた人々の苦しみは、今も消えることはありません。笑顔が消

えた７３年前のあの日を、もう二度と繰り返さないために、私たちに

できることを１つ１つ積み重ねていきたいです。地球上のすべての人

が笑顔で夢を語れるように。自分の夢を笑顔で実現できるように。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

あの日から７３年 

 

福原中学校  男子生徒  

 

２０１８年８月６日月曜日、７３年前も今年と同じ月曜日で真夏の

太陽が照りつけていて、いつも通りの１日が始まろうとしていたそう

です。しかし、午前８時１５分広島の町は一瞬にして変わってしまっ

たようです。あの日から７２年と３６４日の８月５日と７３年の８月

６日にぼくは広島に行きました。 

まず平和記念公園に行きました。平和記念公園は、７３年前は、と

ても栄えていてにぎやかな地域だったそうです。平和記念公園の目の

前には、元安川と本川があり、平和記念公園は島のようになっていま

す。本川と元安川の合流地点には相生橋があり、その橋の真ん中あた

りに平和記念公園につながる道があり、上空からみると相生橋とその

道はＴみたいな形に見えます。そこを目標として、アメリカ軍は原爆

を落としました。実際は、約２００メートルはなれた島内科という病

院の上で爆発しました。平和記念公園でまずはじめに原爆ドームを見

ました。もともとは、広島県立商品陳列所という場所で日本で初めて

バームクーヘンが発売されたそうです。ドームは、爆心地から 100

メートルほどでしたが真上からの爆風のおかげで、奇跡的に全壊はま

ぬがれました。 

その後、平和記念資料館に行きました。そこには、なぜ、アメリカ

軍が広島に原爆を開発し落としたのか、広島に原爆が落とされたとき、

その後、今とさまざまな資料が提示されていて、その資料は、原爆の

おそろしさが伝わってくるひどいものばかりでした。次の日、ぼくは、

広島平和記念式典に出席しました。式典には、約５万の人がいました。

そして、８時１５分をむかえました。こんな青い空が一瞬にして変わ

ったなんて本当に信じられません。 

今は、平和な広島になっていますが、きっと７３年間がんばってと

りくんできた成果だと思います。原爆でどれだけの人が苦しみどれだ

けの人が死んだか、そのおそろしさはきっとぼくの想像をこえるでし

ょう。戦争をして良いことは１つもないし、戦争でこんな残酷な結果

になってしまいます。戦争は、絶対にだめということを、ぼくは伝え

ていけるようにしたいです。 



 
 

ヒロシマを見て 

 

大東中学校  女子生徒  

 

私の身の周りは、とても平和です。戦争や原爆などとは、全く関係

がないと思っていました。しかし、その考えは、ヒロシマに行って大

きく変わりました。 

ヒロシマで私がまず心を打たれたのは、原爆ドームでした。テレビ

のニュースや本などで見るよりも当時の悲しい出来事や気持ちが伝わ

り、胸が痛くなりました。原爆ドームは当時の恐怖を思い起こさせる

恐ろしいものでした。けれども、この原爆ドームがあることで世界中

の人々がそのつらさを知り、同じ過ちを二度と繰り返してはいけない

という気持ちを持つことができるのかもしれません。考え方によって

は原爆ドームが平和を願う人々のシンボルとなっているのだと思いま

した。 

次に私は、平和記念資料館にある写真を見て、とてもつらい気持ち

になりました。その写真は、私たちと同じ年くらいの子どもたちが原

爆の放射線や熱線でやけどや原爆症、白血病などを発症し、生き延び

たにも関わらず、苦しい日々を送っている写真でした。原爆はこの子

どもたちの他にもお年寄りや赤ちゃん、女性など多くの人々を無差別

に襲い、それは投下された時だけでなく、その後も後遺症として残り、

長い間人々を苦しめています。一瞬の出来事が人の一生を変えてしま

う恐ろしさを感じました。 

翌日の平和記念式典、８月６日月曜日、午前８時１５分の黙祷の時

に目をとじて私は思いました。空高くから原爆が投下され、これから

出会うたくさんの人々、楽しい出来事、夢、今周りにいる人々、全て

を一瞬にして失ってしまう悲しさ。それが本当に７３年前の今日ここ

ヒロシマで起こってしまったのだということを。今を生きている私達

にできる事は何だろうと考えました。歴史は変えられず、一度起きた

ことをなくすことはできません。でも、二度と繰り返さないようにす

ることは、できます。唯一の被爆国である日本の国民の私たちが、世

界に戦争の重大さを伝え、なくしていかなければならないと思います。

もちろん、日本だけでなく今、世界で起きている紛争などがなくなり、

戦争の恐ろしさを伝える必要がなくならなければ、真の平和とはいえ 



 
 

 

 

 

 

 

ないと思います。一人一人が平和への意志を持ち、行動することがで

きるようになることが大切だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

本当の痛み 

 

大東西中学校  男子生徒  

 

「痛い」これは、僕がスポーツをしている時や、スポーツをした後

によく使う言葉です。人間は、言葉や表情で気分や感情を表すことが

できます。それは、人間の本能なので良いことだと思います。しかし、

広島では、１９４５年８月６日午前８時１５分に原爆が投下されてか

ら、今では考えられないような痛みにたえる日々が続くのでした。 

原爆の被害は、数えきれないほど多くありました。僕は、その中で

も人間の被害に着目して、平和記念資料館を見学しました。館内に入

ると、絶望的な風景を目の当たりにしました。例えば、焼け焦げて、

乗った瞬間に壊れそうな自転車。爆風の熱により、着ていた服の柄が

体に残ってしまったり、１つ１つのビンが原爆の熱によって、溶けて

１つの塊になったりといった、悲惨な様子が広がっていました。特に、

被爆者を表現した絵には、水を求める姿や、「熱いよー」、「助けてー」

などといった言葉が書かれていました。被爆者のほとんどが、そう言

っていたのだと考えると、悲しい気持ちでいっぱいです。 

絵のほかに、当時の写真も沢山ありました。中でも、特に覚えてい

る写真があります。それは、病院の中でお医者さんが、ボロボロにな

った患者さんを診察しているところでした。写真の説明欄を読むと、

当時の患者さんの気持ちが少しだけ伝わってきた気がしました。「痛

い！」や、「苦しいよー」、「早く治してー」などの感情が僕には伝わり

ました。お医者さんが診察をしているなかで、痛すぎて泣きわめく人

もいたそうです。それもそのはず。なぜなら、爆心地周辺の地表面の

温度は、３，０００～４，０００度にも達したのですから。被爆者の

中で、痛すぎて「痛い」という感情表現ができなかった人もいたと思

います。ほんの７３年前に悲劇的なことが起こるなんて、今では考え

られません。僕は、部活で相手と接触してしまい、自分が倒れて軽い

捻挫をしてしまったことがあります。その時は、ちょっと体重をかけ

ると、ピリッと痛む程度だったので、我慢すれば走れるぐらいなのに、

すぐに「痛い」と口にしてしまいました。僕は、被爆者の写真を見て

から、もっと強くなろうと決意しました。 

僕が広島で学んだことは、一生の思い出となりました。広島や長崎 



 
 

 

 

 

 

 

で起こった過ちを二度と繰り返さないように、１人１人が平和を築け

る、そんな世界になってほしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

私たちのすべきこと 

 

霞ケ関中学校  男子生徒  

 

８月６日８時１５分、一発の爆弾が人々の生活を破壊し、青く澄ん

だ広島の空を一瞬にして黒く染め上げました。 

今回派遣事業に参加させていただいたことで、今まで考えることが

できなかった角度から原爆について見ることができました。原爆は無

差別で人々を苦しめていったこと、もしも自分がと考えると、とても

恐ろしいです。僕はテレビでしか原爆の性質、ひさんさを学べません

でしたが資料館を見ることでより原爆のつらさ、ひどさを学びました。

資料館は思わずいきをのんでしまいました。皮膚がケロイド状になっ

た女性、爆風によって焼け血がついたワンピース、焼けた三輪車など。

これが事実なんだ。これが本当に広島でおこったことなんだと。受け

入れがたいものでした。二歳のときに被爆してしまった佐々木禎子さ

んは、１０年後の１２歳のときに白血病でなくなってしましました。

禎子さんはきっと疑問だらけだったと思います。なんで私は、なんで

１０年もたってからなのかと。禎子さんは千羽折り鶴を折ると願いが

かなうと言われていたので折っていたそうで、１，３００羽ほど折っ

たそうです。しかし８ヶ月間の闘病生活のすえ亡くなってしまいまし

た。８ヶ月間の苦しめ続けた放射線。放射線はだめだ、放射線はなく

そうと言われているのになぜなくならないのでしょうか。この禎子さ

んのことを自分たちが率先して発信していかなければならないと思い

ました。平和記念式典に参加したときには外国の方がたくさんいるこ

とに気付きました。それは被害にあった人が外国の方もいたからでは

ないかと考えました。たった一発の爆弾が落ちて７３年たった今でも

約５万人ほどの参加者がいることにおどろきました。参加した私たち

にも伝える義務があるんだと改めて感じました。 

こども代表の平和への誓いで「平和をつくることは、難しいことで

はありません。私たちは無力ではないのです。」という言葉にすごく胸

を打たれました。私たちは無力じゃない。世界を平和にするためにま

ずは、日本国民、世界で唯一原爆の被害を受けた国の民として、世界

に発信することが絶対必要だと思います。これからの日本、世界を担

う私たち。もっと平和を意識して一歩ずつ歩んでいこう。 



 
 

平和への願い 

 

霞ケ関東中学校  男子生徒  

 

７３年前の８月６日午前８時１５分。たった一発の原子爆弾によっ

て１４万人もの尊い命が奪われた、恐ろしい出来事が起きました。僕

は、川越市主催の「広島平和記念式典中学生派遣事業」を通して、原

子爆弾についてより詳しく理解するとともに、広島へ行ったことによ

り経験した数多くの出来事がありました。その中でも、特に印象に残

ったことが２つあります。 

１つ目は、平和記念資料館です。この資料館には、当時の惨劇を物

語る数多くの写真や文章、遺品などが展示されていました。血まみれ

になった服、８時１５分で止まった時計など、核兵器の凄まじさ、恐

ろしさを象徴していました。また、広島に原子爆弾が投下された理由

にとても衝撃を受けました。長引く戦争を終結させるための選択肢の

ひとつとして、原子爆弾が投下されたこと、さらに、都市の規模や爆

風で効果的に損害を与えることができる地形などの基準から、広島が

選ばれたことを初めて知ったからです。この資料館では、原子爆弾の

恐ろしさを目の当たりにし、如何なる理由があっても原子爆弾は決し

て使ってはならないものだと実感しました。 

２つ目は、平和記念式典です。約５万人もの人達が、国内のみなら

ず世界各国からこの式典に集い、平和への願いを共有しました。８時

１５分からの１分間の黙とうでは、前日に資料館で見た当時の悲惨な

状況が思い浮かぶとともに、「平和」の実現に対する想いがより一層深

まりました。原子爆弾が投下されたことにより、罪のない多くの人々

の命が奪われました。いくら戦争を終結させるためだとは言え、この

ような兵器は決して使ってはならないのだと、あらためて感じる機会

でした。広島市長はじめ、内閣総理大臣も参列するこの式典は、世界

恒久平和の実現、そして核兵器廃絶に向けた取り組みとして、とても

重要な役割を果たしているのだと実感しました。僕は、２日間の事業

に参加したことにより、平和の大切さ、核兵器の恐ろしさ、そして生

命の尊さについて学びました。ここで学んだ内容をより一層深めてい

き、世界で唯一の被爆国である日本国民として、恒久平和の実現、そ

して核兵器の廃絶に向けて、後世に伝えていく使命を感じました。  



 
 

広島派遣事業に参加して 

 

霞ケ関西中学校  女子生徒  

 

私は、広島平和記念式典中学生派遣事業に学校の代表として参加さ

せていただきました。 

７３年前の８月６日８時１５分、一発の原子爆弾が広島から全てを

奪いました。広島へ行くまで、戦争は遠い昔のことで、自分には関係

のないことだと思っていました。しかし、広島に行ってみて、戦争の

爪跡に触れ、自分の考えの甘さに気づきました。 

まず、平和記念公園で、原子爆弾による被害について学びました。

広島の平和記念公園に着くと、変わり果てた原爆ドームの姿が目に飛

び込んできました。焼け焦げた原爆ドームを見た時、原爆投下の瞬間

で時間が止まったのだと感じ、胸に込み上げてくるものがありました。

そして、平和記念資料館でさらに原子爆弾の恐ろしさを知ることにな

りました。原子爆弾によりやけどを負った女性の写真や、血がべっと

りとついた服などを見た時、鳥肌が立ち、正直少し気持ち悪くなりま

した。こんなにも破壊力のあるものを作り出したのは人間であるとい

う事実は変わりません。平和な世界を壊すのも生みだすのも人間です。

また、核保有国が世界には数多く存在します。１つでも核兵器がある

と地球上から平和が訪れることはないと思います。原子爆弾が広島を

襲った１９年後、平和の灯が灯火されました。平和の灯が消えたこと

は一度もありません。平和の灯が消えるのは地球上から核兵器が消え

たときと言われています。平和の灯は一刻も早く消えるべきなのです。

戦争であまりにも短い一生を過ごした人達の「生きたい。」という思い

を、無駄にしてはいけないのです。 

広島では多くの外国人を見かけました。日本以上に関心を持ってい

るのだと感じました。平和記念式典会場に入りきれない外国人の姿を

見て、被爆国である日本人、国民一人一人が広島へ足を運び核兵器の

脅威に触れ、世界平和を実現しようとする強い意識を持つことが大切

だと感じました。 

 

 



 
 

広島に行って 

 

川越西中学校  女子生徒  

 

広島駅を出てまず最初に思ったのは、町がとてもきれいだというこ

とでした。７３年前に原子爆弾が落ちて、たくさんの方が亡くなった

悲惨な光景はどこにもありませんでした。しかし原爆ドームは、原爆

が落とされた当時のままで、原子爆弾の恐ろしさが一瞬で伝わってき

ました。 

平和記念公園の中にある原爆の子の像ができるまでの話や、佐々木

禎子さんについての話を聞いて、心が痛くなりました。原爆症になり、

病気が治るようにと、たくさんの鶴を折ったものの、１２才で亡くな

ってしまった佐々木禎子さんがかわいそうで、また、禎子さんのよう

に原爆が原因で亡くなってしまう人がたくさんいたことが心から悲し

いと思いました。 

資料館では、残っていた当時の物や、亡くなった方が着ていたもの、

遺品等がたくさん展示されていました。原爆投下の後に降った黒い雨

のあとがついた布には、墨のように真っくろのしみがついていて、こ

んなにも黒い雨だったのかと驚きました。当時の写真などを見て原子

爆弾の恐ろしさを初めて知りました。しかし、ただれた皮フをぶら下

げて歩いている人がたくさんいたことや、たくさんの人が一瞬にして

死んでしまったこと、雨が黒かったことは実際に見たこともなく、原

爆を体験したことがない私が、本当にあったこととして受け入れるこ

とが難しかったです。 

また、まだ世界にはたくさんの核兵器があると聞き、その数一万四

千発と知った時は、あまりの数の多さに驚きました。広島と長崎に原

爆を落として、核兵器がどれほど恐ろしいものか分かったはずなのに、

なぜまだこんなに核兵器があるのだろう、なぜ多くの人を傷つけるも

のをつくるのかと悲しみと怒りを感じました。 

私は多くの人を殺すような核兵器はこの世界に全く必要ないものだ

と思いました。 

広島で原爆のことを詳しく学び、もう二度と落とされる国、落とす

国がないように、核兵器をゼロにするために原爆を落とされた国の一

人として、できることを考えながら生きていこうと思いました。 



 
 

原爆の恐ろしさを知って 

 

名細中学校  男子生徒  

 

僕は広島平和記念式典中学生派遣事業に参加した理由は、戦争に感

心があったからです。 

本や映画またはテレビなどで戦闘機やミサイル、銃、戦車など興味

を持っていたからです。戦争の恐ろしさは理解しているつもりでした。

実際に見て聞いたことは想像以上でした。 

まず最初に原爆ドームを見に行きました。原爆ドームは世界文化遺

産に認定されていて世界的にも有名な建造物となっています。ですが、

これを保存するかしないかという賛否の意見がありましたが、この原

爆の恐ろしさを忘れないでほしいという願いもあり、原爆ドームを保

存すると決まりました。 

島内科医院は原爆の中心地であることで有名です。島内科医院の看

護婦と患者は全員亡くなっていまいましたが医者は出張でいなかった

ため助かったと言われています。原爆供養塔には名前のわからないも

しくは引き取り手がいない方々がここに眠っています。その数は約２

万人以上とも言われています。しかし名前がわかっているのに引き取

る人がいない方もいます。理由としては家族全員が亡くなったため引

き取る人がいなくなったと言われています。原爆の子の像には毎年１

千万羽の折り鶴が届けられています。その理由はさだ子さんという女

の子が原爆症で亡くなられる前に折り鶴を千羽折ると病気がなおると

友達から聞いたため折っていたのですがその夢は叶わず亡くなったそ

うです。ですがそれを知った子どもたちは原爆の子の像を建設するた

めに募金活動を自分たちで始めたそうです。最後に平和資料館に行き

ました。そこでは見たことのない惨劇があり傷口にウジがわいてわり

ばしでとっている人の写真や原爆症で亡くなった人の写真、そして外

で遊んでいたため一緒に焼けてしまった三輪車の実物などどれもむご

たらしい物ばっかりでした。 

この体験を通して思ったことは、二度とこのような非人道的な行為

をしてはいけないと思います。今後このようなことに核を使うのでは

なく人々の生活がよりいっそう豊かになるような使い方をしてほしい

と僕は思います。 



 
 

努力を受けつぐ 

 

鯨井中学校  女子生徒  

 

今回２日間の広島平和記念式典中学生派遣事業を通し、多くのこと

を学ぶことができました。私は、広島へ行くのは初めてで、とても楽

しみにしていました。しかし、怖いイメージも多い広島に行くことは

私にとって挑戦でもあり、不安も大きかったです。それでも、広島に

行くことで私の中で現実味のなかった戦争という事実を広島に原爆が

落ちたという事実を、この目で確かめたいと思い、この事業に参加さ

せていただきました。 

１日目は平和記念公園を回り、２日目は平和記念式典に参加させて

いただきました。まず初めに原爆ドームを見ました。私が思ったより

も建物は小さかったけれど、迫力があり戦争の悲惨さを強く感じまし

た。他にも、平和の鐘、原爆の子の像などを見ました。私は平和記念

公園内の物は市がつくったのだと思っていました。しかし、民間の団

体がつくったものがたくさんあり、すごく驚きました。特に原爆の子

の像は私たちと同じくらいの年齢の人たちが募金をしてつくったと知

り、平和へかける思いを実行にうつせるのは、とてもすごいと感動し

ました。原爆の子の像の前にはたくさんの折り鶴が飾ってありました。

これらの折り鶴は、折り鶴再生紙となり、広島市立学校の卒業証書な

どにつかわれるそうです。平和への思いが、再生紙となり色々な人に

届けられていくのはとてもすてきな事業だと思いました。平和記念資

料館では、たくさんの資料や写真を見ることができました。手をけが

しながら患者の治療にあたる医者。ボロボロになった服など、戦争の

悲惨さを肌で感じさせられる資料や写真が多くありました。 

２日目は平和記念式典に参加しました。７３年前の８月６日も、今

年と同じ月曜日だったそうです。世界各国からたくさんの人が集まっ

ていて、それだけこの式典が重要なものだと改めて実感させられまし

た。こども代表の平和への誓いの中で、「平和とは、夢や希望をもてる

未来があること」という言葉がありました。今、私たちに希望のある

未来があることこそが平和なんだと、とても印象に残りました。 

この事業を通し、当たり前のように平和な毎日があるのは素晴らし

いことだと知ることができました。また、当たり前のような平和を守 



 
 

 

 

 

 

 

るために、当たり前ではない努力をたくさんの人がしていることを知 

りました。これからは私たちが、この努力を受けつがなければなりま

せん。そのためにも、この事業で学んだことを１人でも多くの人に伝

えて、平和な毎日を守る１人になりたいです。 

 

 

 



 
 

大きな爪跡を平和に向けて。 

 

山田中学校  女子生徒  

 

８月５日、６日の２日間、市の派遣で私たち川越市の中学生２２名

で広島に行きました。広島では、平和記念公園や原爆ドーム、広島平

和記念資料館の見学などや、平和記念式典への参加を経験しました。

この２日間で、平和や命の尊さについて深く学ぶことができたと思い

ます。 

１日目は主に原爆に関する場所の見学でした。平和記念公園では、

原爆ドーム、平和の鐘、平和の時計塔、原爆供養塔、原爆の子の像、

平和の灯、そして式典でも使用される広島平和都市記念碑（原爆死没

者慰霊碑）や、被爆者の遺品などが展示されている広島平和記念資料

館を手のとどく近さで見学しました。テレビなどでよく目にする原爆

ドームが想像していたよりも小さくて驚きました。小さいと思ってし

まうほど、普段耳にする原爆ドームの話がとても壮大で重たいものな

んだ、と感じました。公園内で実際にこの目で見てガイドさんの話を

きき、「原爆ドームから平和の灯、広島平和都市記念碑、祈りの泉まで

が一直線につながるようになっている。」という話が一番印象的でした。

記念碑を正面からのぞくとつらい記憶を思い出してしまう原爆ドーム

が見え、反対側からのぞくと被爆者を慰める心が込められた祈りの泉

がみえる。平和にむけて一直線に進んでいくように、という願いとと

もに、被爆者の方々を平和な世界に導こうとしてもいるのかな、と思

いました。資料館で見た、被爆後の広島の姿を私は一生忘れられない

と思います。崩壊した建物に荒れ果てた地。黒い雨の跡が残る白塗り

の壁に、血がべっとりとついた小さいワンピース。残っている現物や

写真の中では、目をふさいでしまいたくなるほど無惨なものもありま

した。広島原爆は、私が想像していたものよりも圧倒的に大きな被害

をもたらし、広島に大きく深い爪跡を残していったということを再認

識させられました。 

２日目は平和記念式典に参加しました。約１時間弱の式典がすごく

短く感じられました。広島市長の平和宣言をきき、「私も平和に向けて

なにかできないか。」という気持ちが私の中でうまれました。また、子

ども代表の方たちの平和への誓いをきいたとき、私の中のその思いは 



 
 

 

 

 

 

 

より一層強くなりました。 

広島派遣２日間を通して、改めて平和とはなにか深く考えることが

できました。今まで、テレビや授業などで広島原爆の話はきいていた

ので、私はもう、知った気でいました。しかし、やはり現地に行って

実際に見てみないとわからないことや得られないことが数えられない

ほどありました。私はこれから、この貴重な経験で得られたことや感

じとったものを生かして、平和に向けて私ができることに１つでも多

く参加できるようにしたい、と思いました。平和はやってくるものじ

ゃない、自分たちでつくるものです。 
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