広 島 は 戦時 中 、主 要な 軍
都となっ ており 、長 崎・新
潟ととも に原爆 投下 予定地
となって いまし た。 当時の
原爆は標的を肉眼で見極
め、投下 するも ので した。
だからこ そ、当 日の 天候が
とても重 要でし た。 ８月６
日、広島 は快晴 でし た。被
爆者の方 もその 日は 朝から
よく晴れ た日だ った ことを
よく覚え ている そう です。
そして、主要な軍都であり、
８月６日 に快晴 だっ た広島
に原子爆 弾が落 とさ れるこ
とになりました。
私 は こ のこ と につ いて 語
って下さ った被 爆者 の方の
声と表現 が印象 に残 ってい
ます。
「許せない」とおっし
ゃったと きの言 葉に は深い
悲しみと 二度と こん なこと
があって はなら ない という
固い決意 が込め られ ている
ように感じました。

２０

１９４５年（昭和 年）、
８月６日午前８時 分、原
子爆弾が 広島に 投下 されま
した。一 瞬にし て広 島の町
が焼け、 何万人 もの 命が奪
われまし た。爆 心地 周辺の
地表面の 温度は ３０ ００～
４０００ 度に達 した そうで
す。原爆投下後 分くらい
から黒い 雨が降 り、 すすや
放射性物 質を含 んだ 雨を飲
んだ人や 、雨に 濡れ た人は
放射線の被害にあいまし
た。原爆 による 被害 を直接
受けなか った人 でも 爆心地
に近いと ころに 行き 、放射
線の影響 で亡く なっ た人も
いました。
私は投 下され た当 日の様
子を資料 や被爆 者の 方のお
話しから 知るこ とが できま
した。膨 大な被 害が あった
戦争を知 り、二 度と 繰り返
してはい けない と思 いまし
た。悲惨 な過去 をし っかり
と受け止 め、次 の世 代に伝
えられる ように 、自 分にで
きること を考え 、積 極的に
行動したいと思いました。

広 島 市 への 原 爆投 下後 、
その惨状 が国の 内外 に伝え
られると 海外か らは 精神養
子運動が 行われ るな ど様々
な支援が行われました。
海外からの支援として
は、カリ フォル ニア の広島
県人会の 寄付に より 児童図
書館が建 設され たこ とがあ
ります。 また、 被爆 により
肉親を失 った子 ども たちと
私的な養 子縁組 を結 び、養
育資金を 送る精 神養 子運動
も行われ ました 。そ の後、
復興を遂 げた広 島市 は核兵
器廃絶・ 世界の 平和 を希求
し、核実 験を行 った 国に対
して抗議 文を送 付し ていま
す。１９ ６８年 に核 実験を
行ったフ ランス に抗 議した
ことを始 点に２ ０１ ９年８
月５日現 在、６ １１ の抗議
文が送られています。
過去の 歴史を 踏ま え、未
来のビジョンを明確にす
る、そし て、そ れら の実現
の為に一 貫性の ある 行動を
とること は、変 動期 と評し
ても過言 でない 社会 に軸の
ような影 響を与 える ことが
可能ではないでしょうか。

今から 年前、１９８１
年に当時 のロー マ法 王、ヨ
ハネ・パウロ二世が来日し、
広島と長崎で演説しまし
た。彼はその演説の中で
「戦争は人間のしわざで
す」と言 い、今 まで キリス
ト教では 戦争は 神が 与えた
試練だと 考えら れて きまし
たが、彼 はそれ を人 間が起
こしたも のだと 否定 しまし
た。僕はそのことについて

８月６日（火）
、
「原爆被害者証言の
つどい」に参加しました。新潟市の中
学 生 が グ ル ー プに 分か れ そ れ ぞ れ伺
った証言をレポートします。
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寺本貴司さんは、現在 歳です。被爆当時は 歳で、爆心地か
ら約１㎞の自宅で手紙を書いているところでした。すると、背後か
らものすごい光を感じたそうです。そのあと真っ暗になり、寺本さ
んはその場にしゃがみこみました。上から物が落ちてくるのが分か
り、「早く終わらないかな」と思ったそうです。だんだんと明るく
なり、 １人で外に逃げると家屋は全て崩れ、がれきの山となってい
ました。周りの人も、とても悲惨な姿だったそうです。
寺本さんは近所のおばさんと一緒に逃げました。一休みしたとき
に雨が降ってきて、傷口を雨でぬらさないようにとおばさんがトタ
ンを被せてくれたそうです。そのときおばさんは、寺本さんを優先
し、何も被っていませんでした。だから黒い雨が当たってしまい、
２ヶ月後に放射線の影響で亡くなってしまいました。そのことを踏
まえ寺本さんは、与えてもらった命を大切に一生懸命生きることが
大事だとおっしゃっていました。
寺本さんのお話しを聞いて、戦
争や原爆について深く理解する
ことが大切だと感じました。ま
た、二度と同じことを繰り返さな
いように原爆の記憶を風化させ
ず、次の世代の人にも受け継ぐこ
とが必要だと思いました。

とても素晴しいことだと思いまし
た。なぜなら、もし神父が被爆者だ
としたら、原爆による被害の証言を
することができないと思ったから
です。
僕は演説の内容について書かれ
た石碑を平和記念資料館で見まし
た。僕はその文を読んで世界の人々
が同じようなことを言ってほしい
と思いました。今、世界では核軍縮
について遅れをとっています。僕は
こういう時だからこそ世界が結束
するべきだと思いました。

８４

８月５〜７日、広
島での平和研修で
中学生が学んでき
たことを新聞にま
とめました。

１５
２０

【記者】
新津第二中 渡部 莉子
新潟第一中 小泉 駿介
附属新潟中 小林 航己
曽野木中 高松 來未
巻西中 山賀 優
五十嵐中 渡辺 舞子
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２０１９年１０月１日(火曜日)
にいがた平和スクール

私は、この研修で学んだこと、感じたことを、今後
忘れることなく、少しでも多くの人に話を伝え、原爆
に つい て知 っ ても らう こと が大 事 だ と思い ます 。今
後、世界を平和にしていくために行動していきたいで
す。
（渡部 莉子）

僕は、小学生のときに、歴史の時間で広島について
学びました。しかし、それは表の部分だけでしかあり
ませんでした。実際に現地で学んでいる内にもう一つ
の事実、いわゆる知らなかった部分についても学び、
現地でしか学べなかったこともあったのでとても貴重
な体験でした。
（小泉 駿介）

広島市を訪問して、現在の世の中は排外的でもあり、
平 和 の 実現 に は 他 者 の 尊重 が 必 要 で あ る と考 え ま し
た。現世には、核兵器廃絶と核抑止力という対立した
概念が存在することは事実です。これらは否定しては
ならないものであり、否定の先に平和はありません。
そして、最も問題なのは、この問題に向き合わないこ
とだと思います。人々がこの問題に真摯に向き合い、
１ つ の 方向 性 を 定 め る こと が 大 切 で あ る と学 び ま し
た。

（小林 航己）

私は、今回の事業に参加して学んだこと、感じたこ
とを一人でも多くの人に伝え、原子爆弾の恐ろしさを
知ってもらうことが大切だと思いました。核兵器のな
い平和な世界を願う人が、広島から日本中、そして世
界へと広がっていくことを、私は願います。
（高松 來未）

戦争と平和について学ぶことができました。学んだ
ことを家族や友達、次の世代の人に伝え、これからの
日 本 が 平 和 にな り 、み ん な が 仲 良く なっ て ほし い で
す。自分にできることをして、自分が思う平和な世の
中をつくっていきたいです。
（山賀 優）

今回事業に参加して、自分にとって過去のできごと
で し かな かっ た 戦争 を本 当に あっ た 恐 ろ しい で きご
と と して 理解 を 深め るこ とが でき た の で はな い かと
思います。この事業で感じた戦争への恐怖や平和の尊
さをずっと忘れずに伝えていきたいです。
（渡辺 舞子）

