
 
広島平和の親子バスツアー 

感 想 文 集           
令和元年 7 月 20 日（土）～21 日（日） 

 

原水爆禁止加古川市協議会



は  じ  め  に 
 

 

原水爆禁止加古川市協議会は、広島市と長崎市が受けた惨事が再び繰り返されるこ

とのないよう願うとともに、核兵器のない平和な世界が訪れることを願い、加古川市内の各

種団体代表の皆さまで、昭和３３年８月に組織されました。その後、昭和５７年３月には「核

兵器廃絶都市」を宣言し、積極的に様々な平和事業を行っています。 

「広島平和の親子バスツアー」は、当協議会の事業の一つとして平成３年から毎年実

施しており、今年で２９回目となりました。このツアーは、平和記念資料館を中心とした原爆

関連施設を見学するほか、実際に被爆を体験された「かたりべ」の方からの貴重な講話に

よる平和学習を目的としています。 

ツアーでの２日間は、日々の生活の中で気づかなかった平和の大切さ、核兵器の恐ろ

しさを身近に感じるとともに、親子で平和について考える機会となったことでしょう。 

被爆から７４年が経過し、戦争や被爆の体験を若い世代へ継承していくことが求められ

ている今、このような平和学習は貴重な役割を担うと考えています。 

本年もまた、参加者の皆さまによる感想文を、文集として冊子にまとめました。この文集が、

平和の尊さと大切さを考える資料として、ご家庭や学校において、また地域社会の活動の

場において活用されますことを願っています。 

 

 

 

 

    令和元年１０月 

 

                                           原水爆禁止加古川市協議会会長 

                                            加古川市長  岡  田  康  裕 
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 わたしは、広島に平和学習に行きました。広島で学習したことを書きます。 

 し料館で焼けた服や、焼けどをした人、目がたれている人の写真を見てとてもこわくて

わたしは泣きそうになりました。戦争はたくさんの人がなくなるし、食べ物も住む所もす

べてなくなるから戦争をやめてほしいです。家族や友達が死んでしまって悲しい思いをし

ています。原子ばくだんが落ちた後、建物も一しゅんでなくなって一面がまっ暗になって

町の中は死んだ人ばかりで、「水をちょうだい。」と言う人がたくさんいたと聞きこわいと

思いました。 

 こんなおそろしいことをやってほしくないです。みんなが平和にくらすために、みんな

が戦争はだめだと分かって戦争をなくそうと言うことをみんなで広めていきたいです。 

そして平和の灯の火が消える日が早く来て、みんなで平和にくらしていきたいです。 

平和学習に行ってよかったです。（神野小学校 ４年） 

 

 わたしは、広島へ平和学習をしに行きました。平和学習で学んだことを、３つにまとめ

ました。 

 １つ目は、原子ばくだんは、とても大きくＢ29 のひこうきが広島や長崎に、ばくだんを

おとして、とてもこわいと思いました。 

 それに子ども達が、たくさんなくなったし、生きのびても、両親がなくなって、食べ物

がなくなって、病気にかかってなくなってしまう子ども達がいたそうです。 

 ２つ目は、たくさんの人がなくなってしまったことです。目がとびだしたり、かおがこ

げてしまっていたことです。 

 ３つ目は、平和にしていきたいという気持ちが心に感じました。そしてわたしは、平和

を広げたいなと思いました。ある国が戦争すると、たくさんの人がいると思いますし、中

には、無事助かった人もいるとは思いますが、やっぱり戦争は、やめた方がいいと思いま

した。わたしは、戦争をこの世界からなくしたいです。 

 わたしはきけんなこと、人をきずつけることは、したくないです。そして、みんなが、

世界中の人がきずつかないことを望んでいます。あのしりょうかんの前の火がきえたらい

いなと思いました。（神野小学校 ４年） 

 

 私は、広島平和記念資料館や大和ミュージアムに行ったり、実さいに、ひばくした方に

話しを聞いたり、いろんなことをしましたが、その中で、一番心に残っているのは、私が、

今こうして元気に、何を心配することもなく、生活出来る。これが、昔ではあたりまえで

はなかった。ということです。 

 私は、広島に、平和について勉強しに行く前は、自分が「生きている」ことがあたりま

えで、「生きる」ことが、どれだけ幸せなのか、どれだけありがたく、うれしいことなのか、

考えてみたことがありませんでした。でも、広島に行った時に考えました。もし、今戦争

が起こったら、毎日てきの飛行機が飛んで来て、ばくだんを落とされたり、もしかしたら、
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広島のように、原子ばくだんを落とされるかもしれません。そしたら、もう、死んでしま

うかもしれません。まだまだたくさんやりたいことがあったのに。 

 どうですか？たくさんやりたいことがあったのに、自分は何もしていないのに、殺され

る。そんなの、いやですよね。私はいやです。 

 でも、昔の人は、みんな、死にたくないな、まだやりたいことがあったのにな。と思っ

ていたのかもしれません。なのに殺される。なんだか少し、昔の人のことが、気の毒に思

えます。こんなことを考えている時に、私は今、自分が「生きている」ということが、と

ても幸せで、ありがたいことだということに気がついたのです。 

  「今は、平和だから、そんなの今の自分たちには関係ないんじゃないの？」 

と思う人たちがいるかもしれません。しかし、これから私たちが戦争で多くの命が失われ

たことを忘れてしまうと、また戦争が起こって、またたくさんの人の命が失われてしまう

かもしれません。そんな悲しいことにならないように、私たちが、今から生まれてくるた

くさんの子たちや、戦争について、あまり知らない人たちなどに、もう二度とこんな悲し

いことが起きないように、伝えていくことが大切だと思います。 

 私は、戦争の悲しさ、おそろしさなど、いろいろなことを勉強しました。これを知るこ

とで終わらせずに、他の人たちにも知らせていきたいと思いました。（神野小学校 ４年） 

 

 私は家族と一しょに広島平和記念公園と、資料館、広島原爆死没者追悼平和祈念館に行

きました。昔、起きた戦争でのどがかわいて亡くなった人が多かったことから平和の泉が

出来たことを知り、とても悲しかったです。資料館では、いろいろと昔の人の戦争に関わ

る物がありました。その中でも、ぬのの服がとても印象に残りました。それは、私が普段

着ている服とあまりにもちがっていたからです。平和祈念館では、昔、住んでた人の地図

がありました。また戦後まもないころの話を聞きました。ある中学校のお姉さんが体育の

時間に倒れて白血病で亡くなったそうです。その時、千羽のつるを折ろうとしたそうです

が千羽折る前に亡くなったそうです。それを知った学校の友達がつるを折って平和な世界

が続くことを祈ったそうです。今、公園にもたくさんの千羽づるがありました。千羽づる

を折ると夢がかなうとお母さんに聞いたことがありましたが、そんな悲しい歴史があるこ

とを知り私はおどろきました。語り部さんから昔の子供は戦争で勉強が出来なかったと聞

きました。毎日食べるものもなく、いつ空しゅうがあるかわからない中で生活をしていた

そうです。語り部さんは、私たちに目の前にあるもの大切に食べてくださいと言われまし

た。私は好き嫌いしないようご飯も残さないようにしようと思いました。そして、語り部

さんは友達と仲良くしてくださいと言われました。私は、いじめや差別をしないやさしい

心や思いやりの心をもって仲良くすることが大事だと思いました。それは、だれもがもと

もと持っている心だからです。そして仲良くすればきっとこの世界から戦争が無くなると

思ったからです。私は、広島で聞いた話を忘れないで命を大切にする気持ちをもってこれ

からも笑顔で過ごしたいと思います。（西神吉小学校 ４年） 
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 わたしは、広島平和の親子バスツアーで原子ばくだんのこわさ、そして、い力やどこで

作られたのか、ばくだんを落とす目印の場所はどこかを学びました。また、ばくだんが落

ちた後も、多くの人が放射線によるひがいで苦しんでいることを知りました。平和記ねん

資料館で一番印象に残ったのは、しんちゃんの三輪車です。なぜかと言うと、資料館に行

く前にバスでＤＶＤを見せてもらい、それが、資料館にあったからです。資料館の三輪車

を見て、ばくだんの風とか火の強さは想像できないけど、ものすごく苦しかったし、しん

ちゃんは、もっとあそびたかったんだろうなと思いました。 

二番目に印象に残ったのは、さだ子ちゃんがおったおりづるです。なぜかと言うと、し

んちゃんの三輪車と同じく、ＤＶＤを見て、それが資料館にあったからです。資料館のお

りづるを見て、さだ子ちゃんはどうしても病気をなおして、また走りたかったんだなと思

いました。わたしは、色紙でいっぱいおりづるをおったけど、さだ子ちゃんは、どんなに

小さい薬の紙でも、千このおりづるを完成させるために、一生けん命おっていたんだと思

いました。 

 二日目の、かじ本よし子さんの話を聞いて、一番印象に残ったのはかじ本さんのお勉強

の時に見た絵です。多くの人がきずついて、ほぼ亡くなっていました。想像しただけでこ

わかったです。二度とこのようなことがないようになってほしいです。もう、世界中の人

がせんそうで苦しまないようにしてほしいです。わたしは、かじ本さんのように、このこ

とをみんなにつたえたいです。そうすれば、せんそうがなくなると思います。 

（川西小学校 ４年） 

 

 ぼくは、バスの中でしんちゃんのさんりん車やつるにのってというＤＶＤを見て、広島

では人がいっぱい亡くなって、いろいろな物がしりょう館に残っているのがとてもすごい

とみていました。 

後、梶本さんの話を聞いてげんばくはこわいなと思いました。とくにおばけみたいに人

がかわをつけているのが絵でもあったとおりちょっとこわかったです。きちょうな話を聞

けてうれしいです。いろんな場所に行ってごはんをたべたりバスでけしきをみながらおや

つをたべたりしていました。大和ミュージアムでもせんそうの話のアニメがでてきて見て

いました。広島に初めていっていろんなことをきけてうれしいです。さだ子ちゃんやしん

ちゃんのさんりん車をみて昔にたてられたものやむかしにてんじされたんだなと思いまし

た。 

来年も親子バスツアーにいってもっと広島のことを知りたいです。あときちょうな話をぜ

ったいにわすれません。あとやくそくをまもります。次も広島にいきたいです。 

（氷丘南小学校 ４年） 

 

 私は、加古川市広島平和の親子バスツアーに初めて参加しました。原爆ドームと平和祈

念館と広島平和記念資料館という所に行きました。最初に原爆ドームに行きました。74 年
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前に原爆ドームの上に原爆がおとされました。建物は半分形は残っていませんでした。五

千万円もかかってそのままほぞんされていました。私は、骨ぐみだけの原爆ドームを見て、

「広島にこんなあぶない物が！」と思いました。 

 次に資料館に行きました。資料館には、当時原爆が落ちた時にあった物がおいてありま

した。しんちゃんの三輪車という物がありました。しんちゃんという子どもは原爆が落ち

る前に三輪車にのっていたのですが、原爆といっしょになくなりました。私は、それを見

ると「三輪車に、ベルがない」とびっくりしました。 

 最後に語りべさんの話を聞きました。中学生のときにまきこまれた人でした。家はぎり

ぎり原爆にあいませんでした。その話を聞いた私は、「命をかけてにげたんだ」と思いまし

た。くろい雨は、原爆がおちたあとにできる雨です。その雨のせいで語りべさんは、いろ

いろなびょう気になったそうです。今の原子爆だんは、一発で日本全部がふっとぶぐらい

強い物らしいです。せんそうは人が作る物です。作らなくてもいい物です。 

広島のでき事はわすれずに、語りつがれていくべきです。広島のひさんを世界中にしっ

てもらい二度とせんそうがあっては、いけないと思いました。 

私は、せんそうがない世の中であることをいのり続けます。（氷丘南小学校 ４年） 

 

 ぼくは、７月 20 日広島平和バスツアーで、戦争のことを聞いて、戦争がこわい事が分か

りました。ぼくが一番心に残った事は、平和記念資料館に行ったことと、三輪車の話と女

の子の千羽鶴の話です。 

 戦争中、原ばくを飛行機で落として、このなかには火や大量の放しゃ線が入っていて当

たるはんいがとても広くて、あたり一面が焼け野原になっていたそうです。放しゃ線が多

く当たると、かみの毛がぬけてブツブツがひふにできて最後に死んでしまうからこわいな

とぼくは思いました。そのばくだんや放しゃ線で死んだ人は何万人もいるそうです。平和

記念資料館には、手の形をした石の真ん中に火がついていて、この世界から戦争や原ばく

がきえたら火も消えるということです。だからこの火がいつの日か消えたらいいなと思い

ます。 

 次は、三輪車の話です。戦争中に、男の子が三輪車がほしくて、でも手に入らなくて、

でも知り合いのお兄さんがくれて、友達の女の子といっしょに乗っている最中に原ばくが

落ちてきて死んでしまいました。ずっとほしかった三輪車に乗ってゆめのようだとよろこ

んで遊んでいたのに、戦争はひどいなとぼくは思いました。 

 それから次は、さだこちゃんという女の子の千羽鶴の話です。折り鶴を千羽折ると願い

が叶うと聞いて折って六百羽ぐらい折ったときに、放しゃ線の後いしょうで死んでしまい

本当にかわいそうだなと思いました。クラスの友達はとても悲しかったと思います。 

 最後にぼくの感想です。戦争はとてもこわいことが分かりました。そして人と人が殺し

合って、戦争に勝ってもうれしくないとぼくは思いました。 

 色んなことを教えてもらって、いい経験をせさてもらってありがとうございました。 
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（氷丘南小学校 ４年） 

 

 わたしは、広島平和の親子バスツアーにさん加して、せんそうなんか、たたかいなんか

せずに、平和な世界にしたいと思いました。 

 げんばくドームは、原ばくがおちてくる前は、りっぱなたて物だたのに、原ばくがおち

てきたせいで、はりがねが見えたり、なくなった場所がありました。原ばくドームだけじ

ゃなくて、ほかのたてものも、このようなひがいをおっていて、げんばくのおそろしさが

わかりました。 

 広島平和記念資料館では、げんばくのおそろしさが分かる写真や、ふく、もちものがあ

りました。写真はみんな、げんばくでできた大やけど、大けがをした人の写真でした。い

ろいろな人の悲しみがわかりました。悲しみは二つありました。一つ目は、家ぞくや友だ

ちが、死んでしまって悲しくて泣いている人。二つ目は、大やけどや、大けがをしてくる

しくて悲しい人がいました。わたしは、二つのきもちになると悲しくなりました。 

 もち物は、三輪車や、おべんとう、ふく、さいふ、ほかにもいろいろみましたが、多く

のものは黒くなったり、ふくはやぶれたり血みたいなものがついていました。これを見て

わたしは、自分のものとくらべてみました。するとぜんぜんちがいました。わたしのふく

は、やぶけてもいないけど、資料館にあったふくはぼろぼろで、げんばくでこのようにな

っているので、げんばくがとてもおそろしいものだと、あらためて分かりました。 

 かじもとさんがげんばくで体験したことをはなしてくださいました。かわがはがれたり

死んでいる人がたくさんいたとかいろいろなことを話してくれて、高校せいたちがかいて

くれた絵もみました。すると、絵なのに、げんばくがおちてきて、資料館の絵より、話が

あったから、ほんとうに目の前でおきているような絵でした。 

 広島平和記念資料館に外国人が来て一人でも多く、もうせんそうやたたかいをやめて、

平和にすごす世界にしたいと、分かってほしいです。日本から外国にかたきをとるのは、

せんそうなんかしないで、このようなことをみてもらったり、わたしたちが話すのがかた

きだと思います。（氷丘南小学校 ４年） 

 

私は、広島平和の親子バスツアーに参加しました。 

 げんばくドームは、鉄がむき出しになって大破されていて、ものすごくひがいを受けた

んだろうなと思いました。 

 次に、広島平和記念資料館に行きました。原ばくは一九四五年八月六日、相生橋をねら

っていたけれど少しずれて島病院に落とされたことがわかりました。資料館には、原ばく

で亡くなった人の、弁当箱やお金などがてんじされていました。てんじされていた物には、

ガラスがつきささった跡や、ばくだんの熱さによってとけた跡がありました。ばくだんが

落ちるとその後に黒い雨がふったことも書かれていました。亡くなられた人の写真の中に

は小さい赤ちゃんもうつっていました。生まれたばかりの赤ちゃんがすぐ死んでしまうな
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んてすごく悲しいことだなと思いました。佐々木さだ子さんが大きなつるをもって立って

いるどうぞうが平和記念公園にありました。佐々木さだ子さんは、二さいのときに原ばく

にあい十二さいの時に原ばくの放しゃのうによる白血病で亡くなられました。さだ子さん

はつるを千羽折ると願い事がかなうという話を聞き病気が治ってほしいので入院している

間に、ノートのきれはしや薬の包み紙などで千五百羽以上折っていたそうです。つるを千

羽折っても白血病は治らずに死んでしまいましたが、さだ子さんのクラスの友達がぼ金を

し、さだ子さんのどうぞうを建てるお金が集まりさだ子さんをモデルにした原ばくの子の

像が建てられました。さだ子さんはねがいがかなわずに悲しんだと思います。私は千五百

羽以上も折るなんてなんてとてもすごいなと思いました。 

 次の日は、かじもとさんがひばく体験こう話をしてくださいました。かじもとさんは友

達がいたからがんばれたとおっしゃっていました。そんなかじもとさんはすばらしい人だ

なと思いました。 

 広島平和の親子バスツアーに参加して、戦争は怖くておそろしい事だと思いました。こ

れからずっと戦争がなくて平和な世界になったらいいなと思いました。戦争でかたきをと

るというのは、殺すのではなく、戦争や原ばくなどについて話すことだと思います。 

（氷丘南小学校 ４年） 

 

 ぼくは、７月 20 日に広島に行って平和記念公園に行きました。初めてなのでどんな所か

ドキドキしていました。 

 平和記念公園の中心に火が灯してありました。ぼくは、その火はせんそうのこわい火だ

と思いました。平和資料館では、かじ本さんのお話がありました。かじ本さんは飛行機の

羽の部分を作っているところにばくだんがおちてきた。ばくだんは、やく四キロメートル

四方を吹き飛ばし、ばく心地は、島病院。ばくだんが落とされたのは天気のいい日で、天

気のわるい日だと町が見えないから。死んだ人は、くさって虫がいっぱい集まっていた。

食べる物がなくて虫を食べていた。水がなくて川に飛びこんで水を飲みたくて飲んで死ぬ

人が多い。けがをして手を前に出すのは、おなかに手が当たったらいたいから、というこ

とを言っていました。 

 かじ本さんの話でぜったいせんそうはしてはいけないと思いました。ぼくは、せんそう

のない平和な世の中にしたいです。（氷丘南小学校 ４年） 

 

 ぼくは昨年初めて広島平和親子バスツアーに参加しました。そこで原ばくが広島と長崎

に落とされたことを初めて知りおどろきました。原ばくはほんとうにおそろしいし、いろ

んなことをたくさん感じとりました。 

 また何度見ても悲しくなるんだろうなと思いながら出発する当日になりました。バスに

ゆられ広島平和記念公園につきました。 

原ばくドームだけがひばくした時のままになっていてなんだかこわいです。ひばくして苦
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しんだたくさんの人々のれいがいる気がする。どうか安らかにねむって天国に行ってくだ

さいと思いました。平和の灯は核兵器が世界から無くなると炎が消えるそうです。いった

いどんな構造になっているのか不思議です。原ばくドームの前で写真をさつえいして原ば

くの子（さだ子さん）の像を見てとてもかわいそうな気がしました。 

原ばく死没者追悼平和祈念館で手を合わせて祈りました。「安らかにねむってください」

と。平和記念資料館にてしんちゃんの三輪車、弁当箱、そのほかにもたくさんのものを見

てむねの張りさけそうな気持ちでいっぱいです。そしてその夜に食べた広島焼きはカキが

ぷりっとしていてめんのかみごたえがよかったです。 

 二日目朝食を食べてロビーに集合してまたバスにゆられ平和記念資料館に着きました。

ひばく者の方が体験のお話を話してくれました。その人はけいほうもでていなかったので

その時は工場で働いていました。そして働いているその時、空がピカッと光りその人はな

にがあったのかよくわからなくなり友達と工場をだっ出して家までにげたそうです。それ

からも熱や歯ぐきの出血や腕の傷に苦しんだ。そんな話を聞いて泣きそうに思いました。

そして、くれ市の大和ミュージアムを見学して家に帰りました。この二日間、命の大切さ、

平和の幸せさ、原ばくのおそろしさがわかりました。き重な体験をどうもありがとうござ

いました。（尾上小学校 ５年） 

 

 ぼくは、戦争は危険でとてもこわいものだと思いました。戦争でたくさんの人が亡くな

ったので、戦争をこの世界からなくしたいと思いました。ぼくは今、平和な日本にくらせ

てとても幸せです。今の日本のようにこれから先もずっと平和にくらしていきたいです。 

 ツアーに参加する前、ぼくは、戦争でたくさんの人が亡くなったことと、広島に原ばく

がおとされたことぐらいしか知りませんでした。一番印象に残ったことは、原ばくし料館

です。大やけどをして皮ふがたれ下がった人や、放しゃ線のえいきょうで体にはん点がで

きた人の写真や絵を見た時、ぼくは、とてもこわくて、じっくり見ることができませんで

した。原ばくで亡くなった人は、熱くて痛くてとても苦しかったと思います。なぜ自分が

こんな思いをしないといけないのかわからなかったと思います。黒い雨がふったこともは

じめて知りました。後になって病気になることもこわいと思いました。黒い雨を浴びて、

病気になった人も苦しかったと思います。 

 ひばく体験の話を聞いてぼくが思ったことは、目の前で友達や家族が大けがをしたり死

んでしまったりしたらとても辛くて、地ごくのようだったと思います。話の中で、「すてて

いい命やうばっていい命はひとつもない。命を大切にしてほしい。」と言われていまいした。

ぼくは、まさにその通りだと思いました。ぼくは、自分の命も人の命もこれからも大切に

しようと強く思いました。ぼくは友達にやさしく声をかけたり、友達が困っていたら助け

てあげたりしたいと思います。お話の中で、「広島で起こったこと、戦争のことを伝えてい

ってほしい。」と言われていました。戦争はたくさんの人が亡くなり、町もはかいされたの

で絶対にしてはいけないと思います。し料館で見たことや話を聞いて知ったことをまずは
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友達に伝えたいと思います。そして大きくなったら自分の家族に伝えていきたいと思いま

す。日本が戦争をしようとした時、ぼくは絶対に反対したいと思います。 

（平岡南小学校 ５年） 

 

 今回のバスツアーは、平和公園とせんかん大和を見に行き一つ一つの戦争のおそろしさ

をしりました。あと語り部さんの話をきいて、もうこれ以上戦争をおこさないようにとい

う気持ちが今回のことで大きく心に広がりました。 

 １日目は、平和記念資料館へ行き、見学をしました。資料館に行くとちゅうで DＶD を

観ました。DＶD のタイトルは「しんちゃんの三輪車。」です。この DＶD を見て、とくに

印象に残ったのは、本をなん回も読んでずっとずっとがまんして三輪車をもらったらとて

もよろこんでいた笑顔が原爆のミサイルによって広島もしんちゃんも三輪車といっしょに

ふき飛んでその時、自分は、「原爆はこんなにおそろしいのか。」「夢も希望も一しゅんにし

て消えてしまうのか。」というこわさを覚えました。 

そしてバスの中にもどると「明日はこの倍のこわさがまっている。どうしようこわいな、

でもがんばろう。」と思いました。 

 ２日目は、資料館へ行き、語り部の梶本よし子さんが原爆のことをこのように語られま

した。当時梶本さんたちは、中学生でもふつうにはたらいていました。いっぱんに中学１・

２年生は、建物はかいをしており中学３年生は、職場へ行き飛こう機のプロペラをつくっ

ていました。このじてんでぼくは、「中学生がもうはたらいているのは、すごいしはやい。」

「中学生まではたらかないといけない世界はヤバイ。」と思っていました。その後、青い光

が見え、耳、目、鼻をおさえたそうです。その後、記憶は飛び気がつくと、がれきの下に

いたそうです。そしてがれきからでた後友達を助け、みんなが集まると、うでの肉がたれ

ていたり足の骨が見えたりしてたそうです。そして梶本さんのうでからガラスが７枚でて

きたり、放射能のえいきょうでがんにもなったそうです。それでも、生き続けたのは、す

ごいと思いました。このようなことは、もういっしょうくり返してはいけない歴史だとい

うこともかわり、このようにぼくたちが生きてこれたのは、平和で、食べ物もあってから

こそ生きてこられたのだと思います。だからぼくは、平和について考え、平和な一日、一

日をすごしていきたいと思いました。（浜の宮小学校 ５年） 

 

 ぼくは、広島平和公園に行きました。 

 最初に、加古川市役所に集まってバスで移動しました。移動している間に「しんちゃん

の三輪車」と「さだこの千羽鶴」を見ました。そして、広島平和公園につきました。 

 そして、広島平和公園についてから最初に原爆ドームを見ました。原爆ドームは「広島

商品陳列所」という名前だったこともわかりました。しかし原爆が落とされ外壁だけが残

り人がなくなった。その原爆の悲惨さがわかる様に原爆ドームとなったこともわかりまし

た。 
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 その後に原爆資料館にいきました。そこには、移動中にみたしんちゃんの三輪車がおい

てありました。ほかにも写真があったけど全部を見て思ったのは広島原爆の怖さでした。 

 その次の日に、14 才のときに被爆した八十八歳の女性の話を聞きました。原爆投下の中

中心から２・３キロ離れたプロペラを作る工場で働いていたそうです。ぴかっと青い光の

あとに大きな音と爆風で飛ばされたそうです。原爆は青い光だと知りました。今の核兵器

はこの広島の原爆の千倍と聞いたので、広島の原爆以上の威力のある核兵器が今世の中に

たくさんあることがおかしいと思いました。加古川市は核兵器廃絶宣言都市であるのに、

日本は核兵器禁止条約に署名していないことを今年の広島原爆追悼式を見て、広島市長の

話を聞いて知りました。なぜ日本が署名していなのか知りたいです。この女性のお父さん

は、爆心地から離れていてけがはしていないけど、この人を探すために放射線を浴びたこ

とで 1 年半後に死んだそうです。原爆は一瞬で落とされるけど、その被害は何十年も続い

ていることがわかりました。被爆の経験を直接聞くことができてよかったです。 

 最後に、広島や長崎のような辛い経験が二度と起こらないようにしないといけないと思

いました。（浜の宮小学校 ５年） 

 

 ぼくは、加古川市役所からバスに乗って広島に行きました。 

 まず原爆ドームを見ました。爆心地からはなれているのに建物がこわれていました。ぼ

くはバスツアーに行く前、原爆の力は家を一軒こわさないぐらいだと思っていたけど原爆

の力はすごく大きいことを知りました。 

 次に、原爆の子の像の場所に行きました。そこには、たくさんの鶴がありました。たく

さんの鶴で平和という文字を表していたり、虹の絵を表していました。それを見てすごい

なと思いました。 

 次は、平和の灯を見ました。平和の灯は世界から核がなくなったら灯が消えると知りま

した。ぼくが、大人になるまでには灯が消えてほしいです。 

 次に資料館に行きました。資料館の中は暗くて最初は怖いと思ったけど、お母さんとい

っしょに一つずつ原爆で亡くなった人の服や荷物を見て回っていると怖さがなくなってい

き、原爆のことを知りたい気持ちが増えてきました。特に印象に残っているのは、しげく

んの焼けこげたお弁当箱です。朝に原爆が投下されたのでお弁当を食べられずに死んでし

まったのでぼくは、かわいそうだと思いました。 

 次の日に、八十八才の女性に原爆の話をしてもらいました。この人の話は十四才の時の

自分の経験でした。最初に地図を見て爆心地から二キロメートルまでとどくぐらいだった

のでびっくりしました。この人は爆心地から二キロぐらいのところで飛行機のプロペラを

作っていました。とつぜん青い光を見た後、爆音と同時に体がとんで建物の下じきになっ

てすぐには外に出れなかったとき自分はもう死ぬのかと思ったそうですが、いたい助けて

という友達の声を聞いて生きようと思ってけがをしていたけど友達と脱出することができ

てすごいと思いました。工場で働いている時に空しゅうが来たら耳と目と鼻をおさえるこ
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とを教えてもらっていました。耳はこまくがやぶれないように、目は目がとび出さないよ

うに、鼻は鼻血が出ないようにするためだときいて、目がとび出るというのにおどろきま

した。悲しかったのはこの人のお父さんが一年半後に白血病で亡くなったことです。この

お父さんは二キロ以上はなれた家にいたのでけががなかったのですが、この人を探すため

に爆心地に行ったので放射線を浴びたことが原因でした。爆弾では、その場にいた人だけ

がけがをするけど、原爆は広いはん囲で、一しゅんでたくさんの人が亡くなって、さらに

放射線を浴びて何年後や何十年後にがんになることがあるので二度とこんなことになって

ほしくないと思いました。 

 この人が最後に伝しょう者になってほしいと言われました。なのでぼくは、原爆のおそ

ろしさ、人の命の大切さ、世界平和を伝えていきたいと思いました。（浜ノ宮小学校 ５年） 

 

 私は広島平和親子バスツアーに行き、語りべの方の話や戦争の写真を見て、こわいなぁ。

と思いました。とくにこわいと思ったことは、原ばくが落ちて、大やけどをした人たちの

写真や強い放しゃのうを受けて、いっしゅんで人間がとけてなくなってしまったというこ

とです。今までそこで座っていた人がピカッと光ったとたんに消えてなくなり、そのあと

かげだけが残っていたので、「信じられない！そんなことってあるんだ。」と思いました。

そして、大やけどを負った人達はたれ下がった自分の皮ふをぶらさげて水を求めて川へ飛

びこみたくさんの人がおぼれ死んだと聞きました。私は川に死体がたくさん浮いている状

きょうを想像しただけでもゾッとしました。 

 またガイドさんから「原ばくの子の像」の話を聞きました。佐々木禎子さんという女の

子が原ばくの子の像のモデルになった子で、平和記念公園に行った時にその像も見学しま

した。別名「千羽鶴のとう」と呼ばれていて、たくさんの千羽鶴がかざられていました。

私は家に帰ってから図書館に行って「禎子の千羽鶴」という本を見つけて読みました。こ

の本にも戦争の悲さんな様子がたくさん書かれていました。でも、ひどいのは原ばくが落

ちた時だけではなく、禎子さんのように、放しゃのうによる白血病で戦争後も苦しむ人が

たくさんいることを知りました。 

 74 年前の広島市は焼けてなにもなく、たくさんの死体があったんだろうけど、今の平和

記念公園は緑がいっぱいできれいな場所でした。戦争でなくなったたくさんの人達のため

にも、今の平和を守り続けていかなければいけないと思いました。（平岡東小学校 ５年） 

 

 わたしは、このバス旅行で今まで知らなかった原ばくのこわさと、人の命の大切さを学

ぶことが出来ました。 

 資料館でパネルをいっぱい見て、わたしと同じくらいの子がなくなっていることにびっ

くりしました。赤ちゃんもなくなっていてかわいそうだと思いました。生きている人でも

すぐ死んでしまいそうな人もいたので、原ばくはとてもこわいと思いました。なくなった

人でも、人の形がなくなっている人もいたので、パネルが見れませんでした。 
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 ひばく体験をした人の話を聞くこともできました。きれいな人の形でなくなった人はい

ないと言っていたので、原ばくのい力はとても強いんだと思いました。公園へけがをした

友達をたんかで運んだ時、その友達を置く場所がないくらい人が運ばれたり、死んでいる

人がいる事にびっくりしました。全身大やけどをしている人もいるし、水を求めて川にや

ってくる人がたくさんいたり、今にも死にそうな人が、「水を下さい。」と言っていた事を

聞いていると、わたしの想像以上にこわい事があったんだと思いました。だから、戦そう

はぜったいにダメなんだと思いました。 

 わたしは、原ばくや戦そうは本当におそろしくて、地ごくの出来事だったんだと思いま

す。だから、世界中のみんなが仲良く平和にすごすために、一人一人が戦そうはしてはい

けないという考えを持ち、人の命を大切にしなければならないと思いました。 

（氷丘南小学校 ５年） 

 

 ぼくは、ケンカは戦争のもとだと思いました。なぜなら、いやな思いをしたり、うらみ

を持ったりするところは同じだからです。戦争が長く続くと、仕返しばかりしているだけ

で、なぜ戦争がおこっているのか、わからなくなっているかもしれません。そんな戦争の

小さいのがケンカだと思います。ケンカはあやまればすむけど、戦争だとあやまってすむ

ことではないと思います。 

 そして、かく兵器は作る必要のないものだと思います。その必要のないものを作ろうと

させたのは、うらみがあったからだと思います。かく兵器は、とてもきけんなものなのに、

なぜなくならないのかと思います。どうせ使うなら、いん石が接近したときにいん石にう

てばいいと思います。そして、かく兵器があるということは、戦争がまたおきるかもしれ

ないということなのでこわいです。 

 ぼくは、なにがあっても人を殺してはいけないと思います。なぜかというと、地球には

多くの人が住んでいるけれど、一人一人がゆめや希望を持っているからです。そのゆめや

希望をなくすこういが、人を殺すというものです。自殺する人も最近はいますが、それは

ぜったいにだめだと思います。そして、殺す必要のない人ばかりなのに、殺すのはおかし

いと思いました。（平岡北小学校 ５年） 

 

 わたしは、家でケンカをするのをやめたいです。なぜなら、ケンカはただのむだな時間

なのでやるいみはないと思うし、ケンカをすると、気持ちも体も全てがつかれるだけだか

らです。たぶん戦争もケンカといっしょで、むだな時間を使うだけだと思います。なので、

みんな仲よくこの令和の時代は平和にくらして、戦争のない世の中をつくって平和にくら

せばいいと思います。だから、戦争はむだな時間をつくるだけでいみがないと思いました。 

 そこでわたしは、かく兵器はこわいものだから使ってはいけないと思いました。かく兵

器は、ただ人をきずつけさせたりするのでいみがないと思うので、つくらなくていいと思

います。原しばくだんは、おそろしいものだから、この世の中にはいらないと思いました。 
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 かく兵器を使うことで命を大切にできないと思います。命は、一人一つなので人をころ

したりしてはいけないと思います。 

 わたしは、ケンカをしないことと、命を大切にすることでみんなが仲よく平和にくらせ

ると思いました。今日からわたしは、みんなと仲よくしていきたいです。相手の気持ちを

考えながらすごしていきたいです。（平岡北小学校 ５年） 

 

 私は夏休みに、広島に行って戦争のこわさと平和のすばらしさを語り部の方から学んで

きました。今から 74 年前８月６日の話を聞きました。この８月６日は原子爆弾が広島に投

下された日です。 

 最初に、戦争はきずあとしかのこらないと思いました。見えるきずあとや心のきずあと

です。語り部の方は、見えない心のきずあとをおっていました。黒こげになった人や目が

飛び出ている人や全身大やけどをした人などが心に残っているそうです。私は想像できま

せんが、その光景はいたいほど語り部の方の頭の中に残っていると思います。 

 次に、平和はずばらしいと思いました。戦争のときは食べ物は肉なんてなく、草や大豆

などでした。そう思うと今の私たちは、とても恵まれていて幸せなんだと思います。 

 食べ物の話を聞いて、戦争中の人は好ききらい関係なく食べていてすごいと思いました。 

 さて、広島に爆弾を投下されただけで 14 万人もの方々がなくなりました。その中でほう

しゃ線と言い見えないもので、がんになったり白血病になって、なくなった人もふくまれ

ています。 

 こんなふうに戦争は、悲しさしか残さない、平和はすばらしいということがわかりまし

た。 

 これから、戦争をたいけんしたことがある人が減っていくなかで、私たちが語り部の方

たちの代わりになれるようなそんなそん在になりたいと広島に行って思いました。 

 大和ミュージアムにも行きました。そこでは、戦かん大和は、日本のやくにたちたい水

兵さんがたくさん乗っていました。しかし、ねんりょうは戦地に向かう量だけでした。な

ぜなら、軍の上の人がどうせ負けるとわかっていたからです。私は、最初からわかってい

るなら「出港させなかったらよかったのに。」と思いました。 

 最後に、やはり戦争は許せないと思います。（平岡北小学校 ５年） 

 

 ２年前にお兄ちゃんがこのツアーに参加した時、ぼくも行きたいと思いました。それは

お兄ちゃんが、「絶対に行った方がいい」と言ったからです。ぼくは初めて広島に行きまし

た。資料などで昔の広島市の写真は見たことがあったけど、それと違って今の広島はすご

くきれいで都会だったので驚きました。長い時間が過ぎているんだなぁと感じました。原

子爆弾の被害は半径 10km・直径 20km にもおよぶとてもでかい爆弾だったことを知ってと

てもびっくりしました。広島平和記念資料館の導入展示コーナーで、広島市が、大きな丸

いモニターに、うつされていました。その広島市全体が、一個の爆弾で強い光と大きなけ
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むりにのみこまれていくのを見ました。原子爆弾が落ちる前の広島は住たく街が広がって

いたけど、原子爆弾が落ちた後は、ほとんどの建物はくずされていて、残っていたのは銀

行などのがんじょうな建物のほね組みだけでした。一個の爆弾のい力の大きさにびっくり

しました。二日目の日に被爆体験講話で原爆体験者であるカジモトさんの話を聞きました。

カジモトさんは 14 才の時爆心地から 2.3 ㎞北の所でプロペラ作成作業中に被爆されたそう

です。２階建ての建物の中にいて、こわれて下じきになった時、近くに友達の足が見えた

ので友達と一緒にがれきをどかしてだっ出したそうです。そこで先生と友達数人と出会い、

動けない人をみんなでかついで逃げたそうです。動けない人を 14 才の子どもたちがかつい

で逃げるのは大変なことです。ふつうだったら一人で逃げるだろうと思います。友達を助

ける勇気があるのがすごいと思いました。カジモトさんは建物にはさまれている時、まず、

お父さん、お母さんはどうしているんだろうと家族のことを心配したそうです。お父さん

は３日間、娘を探しに歩いたそうです。お母さんは、おなかがすいていたらかわいそうと、

貴重なお米で、死んでいるかもしれない娘のために、お米だけのおにぎりを作ってお父さ

んに渡したそうです。やっぱり家族は大切だなぁと思いました。死んだ人を山積みにして

燃やしている話を聞いた時は、たくさんの命の山を燃やしているようでこわかったです。

戦争はとても怖くて悲しいことです。今の平和が大切なことがすごくわかりました。人の

命を人の手でなくすのはおかしなことです。これからもずっと戦争のない世界が続いて欲

しいです。（東神吉南小学校 ５年） 

 

 わたしはこのバスツアーに祖母と参加しました。このバスツアーに参加した理由は、平

和の大切さを学び、戦争のこわさについて、この機会を利用して考えようと思ったからで

す。 

 まず最初に、原爆ドームを見に行きました。原爆ドームでは、原爆のおそろしさが一目

で分かりました。 

 その次に、平和記念公園に行きました。平和記念公園では、「平和のともしび」などを見

ました。いつか「平和のともしび」の火が消えてほしいと思いました。そうなれば、世界

が平和になると思ったからです。 

 最後に原爆資料館に行きました。原爆資料館では、平和の大切さがよく分かり、戦争は

これからもしてはいけないのが、分かりました。原爆による被害や、その後のえいきょう

もよく分かりました。 

 ツアー二日目には、まず被爆体験講話を聞きました。語りべさんは、思いやりの心は大

切だとおっしゃっていました。また、戦争・原爆の事を忘れないでともおしゃっていまし

た。最後に語りべさんは、一人でも多くの人に戦争・原爆のおそろしさについて伝えてく

ださいとおっしゃっていました。なのでわたしは、語りべさんの願いを受け取って、一人

でも多くの人に、戦争・原爆のおそろしさについて伝えていこうと思いました。 

 そのあと、呉市に行きました。呉市では、大和ミュージアムに行きました。戦かん大和
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の模型をみたりしました。戦かん大和をみて、とても迫力があってりっぱでした。しずん

でしまったけど、本物はもっと迫力があると思いました。 

 わたしはこの機会を通して、平和の大切さと、戦争のこわさを学ぶことができました。 

（加古川小学校 ６年） 

 

 今回でバスツアーへの参加が三回目となりました。初めて行ったときは、原爆はこわい

なぁ～程度で二回目では布やただれたり、こげて黒くなったりした展示品を見てそのモノ

の生きていたころを想像すると鳥肌がたつほどでした。そして三回目の今回、展示品が増

えご遺族の方の話や想いが書かれており、原爆の恐ろしさが身にしみてわかりました。 

 六年になって戦争のことについて考えるようになり、「ピカドン」といわれる原爆につい

ても考えました。原子爆弾―原爆は恐ろしいやこわいなどといった言葉では表せないほど

の悲惨さでありました。一つ一つの展示品を見るたび胸がしめつけられるような感じでこ

わい、悲しいという言葉が自分をおしつぶそうとしているのではないか、という思いでし

た。毎年、多くのニュース番組が八月六日の広島の様子をうつします。それからでいい。

その番組を見るだけ、聞くだけでいいから原爆のことを頭に入れて生活してほしいと思い

ます。小さなことから幸せ、平和にしていくよう努力したいと思う。 

 戦争続きの 70 年。平和で安心できる 70 年。どちらがいいか考えてみてほしい。そして

この世界、この地球から核兵器がなくなることを祈ります。 

 これからは自分も原爆の講話を聞いた一人の人物として原爆の恐ろしさを自分の子ども

や孫に伝えていきたいと思います。（加古川小学校 ６年） 

 

 ぼくは広島で原爆ドームと広島平和記念資料館に行きました。 

そして、そこで原爆のこわさをとても知りました。高熱で人がとけてしまうことや、大切

な家族や家、大切な物がたった一つの原爆のせいでいっしゅんでなくなること、そんなこ

とがあったと自分は思うと、そのじごくのような風景が頭に出てきます。 

 そして、原爆の高熱で人の皮がとけて、人のはだが、はだ色から、赤色になって血が出

て、そういう人がたくさんいたと思うと、本当にこんなことがあったのだと、ありえない

気持ちでとてもいっぱいでした。 

 この原爆で、二十万人以上もの人がぎせいとなってしまったと思うと、いかりとありえ

ない気持ちがわき上がってきて、原爆のこわさとおそろしさと強さをとても多く知り良か

ったと思いました。 

 広島平和記念資料館では、原爆のこわさを知らせる文章や戦争は二度としてはいけない

と言う文章や原爆のひ害にあった人たちの写真や絵、そしてひ害をうけた人だけじゃなく

原爆をうけた物もあってとてもすごいなと思いました。 

写真には、べろにやけどができた人や背中がやけた人、水を求め歩いている所、水をのん

でしまい川を流れている絵など本当に見ているだけでこわいのにこれが本当にあったとな
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ると本当にありえないし、おそろしいこの原爆は何万人何百人もの人が亡くなった戦争の

せいだとぼくは思います。 

戦争は絶対に二度としたらだめだと思います。 

 この広島ツアーで、広島の良い所も見つけられたと思うし、広島に落ちた原爆で二十万

人以上もひどい形で亡くなって本当にかわいそうだと思いました。広島ツアーにいかせて

いただきありがとうございました。（氷丘小学校 ６年） 

 

「きれい！！」 

私は初めて広島におとずれてこう感じました。まさかここで七十四年前に原子爆弾が落と

されたとは思いもしませんでした。広島平和の親子バスツアーでやって来た私は正直戦争

や原爆の事をほとんど知らないままこのツアーに参加しました。 

 原爆の子の像のモデルになっている佐々木禎子さんの DVD をバスの中で見ました。彼女

は二才のときに原爆で被爆しました。十二才で白血病になり、とう病中は、「元気になりた

い。」という思いをこめて、あめなどが入ったちいさなふくろでつるを折り続けたそうです。

禎子さんが亡くなった後、同級生たちが原爆でぎ牲になった子供たちみんなのためにぼ金

活動を行い、集まったお金で原爆の子の像が建てられ、周りにはたくさんの千羽づるがさ

さげられています。同級生たちの思いや行動が世界を動かし、今も千羽づるが送られ続け

ていることは、とてもすごいことだと思いました。実際につるを折っていると、（禎子さん

が体験した戦争を友達や周りの人たちに伝えたい、もう戦争は二度と起こしてはいけない）

と強く思いました。また、平成にうまれてきた私達は戦争のことを全く知りません。これ

からも平和をいじし続けるためには、戦争のことを学んで、知り、そして伝えていかなけ

ればならないと感じました。 

 戦争はあってはならないものです。だれもが争いのない平和なくらしを望んでいるはず

です。しかし、今もなお世界のあちこちで争いが起こっています。争いをなくすためには、

一人一人が思いやりの心をもつことが大切ではないでしょうか。（野口小学校 ６年） 

 

 八月六日午前八時十五分、私たちは特になに事もなく生活している。でも、一九四五年

の八月六日午前八時十五分は残酷な日だった。原子爆弾のせいで。アメリカ軍が投下した

原子爆弾リトルボーイ。それがこの八月六日を冷酷な日にした。たったの一発で多くの人

の命や大切な物を一瞬にしてうばってしまったから。亡くなった方たちには、大人になり

たかった、もっと生きたかった、大切な人にあいたかったなど、たくさんの無念があると

思います。私たちには命があり、生きている。だから、死ぬときはどんな気持ちかわから

ない。けどとてもつらいと思う。だってまだ死にたくないから。広島だけじゃなくて、長

崎、外国なども戦争があって一部の地いきではまだ続いているよう。たくさんすぎる人た

ちが亡くなってしまっている。原因は、よくわからない。でもささいなことで起きている

物なら、なんでおこったんだっていう話になる。実際、原因はあったからといっても、な
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んで罪がない人まで死なないといけなかったのか。そのころ生きていた人はすごく不安だ

ったと思う。いたいのも、楽しめるのも、生きている間だけだから戦争でなくなってしま

った方の分も生きていることを楽しもうと思う。（別府小学校 ６年） 

 

 今まで、今ある生活は、あたり前のものだと思っていました。しかし、私が、原爆資料

館で見たものは、本当に恐ろしく悲しすぎるものでした。写真や絵も、目を背けたくなる

ほどの恐ろしさでした。でも、それは、本当にあった事ばかりです。 

 かたりべの方の話は、その時の様子がとても詳しく、聞いていられないほど、恐ろしい

ものでした。しかし、それを忘れてしまうと、歴史はくり返してしまう、だから、真実を

伝え、恐ろしさを忘れないように伝え続けていると言っていました。平和な世の中を守る

ために、自分にできることは何かと考えました。実際にあった事を知り、見たり、聞いた

りする、そしてそれを忘れないようにしなくてはいけいと思いました。 

 かたりべの方は、まずは、家庭の平和、そして、いじめのない学校の平和、優しい心、

思いやりの心、人を許す心、が平和の原点であると言っていました。これは、みんなが持

っているものだと思いました。 

 いつ死んでもおかしくない状況の時、助けてくれた、手を離さなかったのは、友だちだ

ったそうです。 

 今ある平和が続くよう、人の気持ちを大切にし、思いやりの気持ちで関わりたいと思い

ます。そして、一人でも多くの人に、本当にあった事を伝え、戦争を繰り返す事のないた

めに、恐ろしさや悲しさを忘れてはいけないと思いました。（鳩里小学校 ６年） 

 

 ぼくは、広島平和の親子バスツアーにおばあちゃんと一緒に行きました。まず１日目は、

原ばくドームに行きました。たった一発の原子ばくだんで建物がほね組みだけになるくら

いに破かいされていて、そのすごいい力にすごくこわくなりました。そのあとは平和資料

館に行きました。平和資料館では何の罪もない人達が、全身にやけどを負って「水がほし

い」と助けを求めていたこと、誰にも助けてもらえず苦しみながら死んでいったことを知

りました。原ばくで助かった人も、放しゃ線をあびているから、その後も病気にかかって

苦しんで亡くなったそうです。ぼくは、すごく悲しくてこわいなと思いました。ぼくくら

いの子供たちも多く死んでいったんだと思うと原子ばくだんはぜっ対なくさないといけな

いものだと思いました。 

 ２日目は、かたりべのかじもとよしこさんから話を聞きました。かじもとさんは工場で

働いていた時にひばくしたこと、たくさんの仲間もいて、みんながれきにうまっていてそ

の中から助かったことを聞きました。たくさんの人達が亡くなった中、かじもとさんは友

達がいたから、悲しみや苦しみにたえながら支え合って生きることができたと言っていま

した。ひばくした人の生の声を聞くことは、すごく貴重なことでした。 

 ぼくは、たくさんの人たちの命をうばってしまう原子ばくだんはぜっ対になくさなくて
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はいけないし、戦争は二度としてほしくないです。戦争の悲しみやおそろしさを知って未

来は平和が続いてほしいです。（野口北小学校 ６年） 

 

 ぼくが被爆者からの体験を聞いたのは、今回が初めてだ。聞いて思ったことは、原子爆

弾一つで約 14 万人とすごく多くの人がなくなったことには、びっくりした。さらに、原爆

がおとされたことによって、爆発で数十万～数百万度の火の玉ができ、熱線で爆心地付近

の温度は３千～４千度にもなり、爆心地近くでは、熱線を浴びた人のほとんどがそのしゅ

ん間か数日のうちに死亡し、爆風で建物がとうかいしたり吹き飛ばされたりしたので、原

爆一つの力って、すごい物だなぁと思った。 

 また、こわれた家が燃え、にげ出せずに死んだ人や、割れたガラスが体につきささって

いる人もいたということをしって、原爆はこわいものだということを確信した。さらに、

原爆によって発症した病気のことを「原爆症」ということも分かった。広島市への原爆投

下というのは、太平洋戦争の末期の一九四五年八月六日午前八時十五分の出来事だったと

いうことが分かった。さらに、広島への原爆の種類は、「リトルボーイ」ということも分か

った。 

 また、原爆の破壊力は、爆心地における爆風速は四百四十メートル以上と推定されてあ

るので、爆風はもうれつなものだということが分かった。また、放射線は、一平方センチ

あたり高速中性子が一兆二千個、熱中性子が九兆個と推定されてあるので放射線もすごい

ものだということが分かった。さらに、原爆の炸裂の高熱により巨大なキノコ雲が生じた。

キノコ雲の到達高度は約一万六千メートルに達していたことも分かった。さらに、熱気は

上空で冷やされ雨となった。この雨は大量の粉塵・煙を含んでおり、粘り気のある真っ黒

な大粒の雨であったことも分かった。 

 原子爆弾というのは本当におそろしいものであり、１回の投下により十万人以上なくな

るというおそろしいものである。投下した過去はもう変えられない。だが、未来は変えら

れる。こういう事を二度とおこらせないためには、非核化が不可欠だ。核がなくなるとい

うのはそうかんたんなことではない。だが、核というものは本当に必要なのだろうか。核

があってはならないものだとはっきりと断言する。（氷丘南小学校 ６年） 

 

 ぼくは、広島親子バスツアーに行って、戦争のひさんさ、こわさを知り、これからは、

何があろうとも、してはいけないものだと思いました。 

 ぼくは、１９３１年に生まれ、１９４５年に８月６日に 14 才のときに、ひばくした、か

たりべのかじ本さんから、お話をうかがいました。かじ本さんは、飛行機の部品を作る工

場で働いていたそうで、飛行機が見えると、機械の中にすばやくもぐりこんだそうです。

工場がくずれ、機械と工場のしたじきになり、気をうしなったそうです。ぼくは、その一

しゅんの出来事がいちばんこわいと思います。 

 かじ本さんは、きせきてきに生きていたのですが、すごく傷が、燃えるように熱く、い
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たかったそうです。出ようと思っても、出られないので、燃えるかも！と思い、こわくて

こわくてしかたがなかったそうです。その時友達はみんな、「助けて！！」といって泣いて

たそうですが、かじ本さんは、友達の力、これを使って、かじ本さんをふくむ６名がたす

かったそうです。でも外にでると、ひさんで、残酷でじごくのようなこうけいだったそう

です。皮はぶらさがり、ほねがみえひどい人は肉がない人もいたそうですが、かじ本さん

たちは、血をとめる方法をしっていたので、何人かを助けられたそうです。まるでおばけ

のようで水はのめない、けれど、かわいそうすぎる人は、水をあげたら、のんだ人は死ん

だそうで、私が殺した…とこうかいしているそうです。タンカでかじ本さんたちは、友達

をはこんでいるとき、あまりにもの残酷さに、感情をなくし、こわさがなくなるほどの人

間だったそうです。水をのんでもはきだしてしまい、歩いていると、父とあい、父はおむ

すびをくれて、ごうきゅうしたそうです。そんなあぶないときに父が助けにきてくれたこ

とは、なみだがとまらないことは、ぼくもわかりました。 

 食べ物がないときは、新聞紙をたべたりして死んだ人もいるらしく、ねるのがこわいら

しいです。食べ物を輸入しないと、手に入らないので、ぼくたちに、外国の人と仲よくし

大切にものを食べてください、といわれました。 

 ぼくたちに、かじ本さんから次に人に伝えていってください、ということをいわれ、ぼ

くが特に思ったことは、いのちを大切にするということです。食べ物をそまつにすること、

命をそまつにすることは、ぜったいにいけないことだと学びました。殺人テロなどで、た

くさんしんで、自分で自殺する人とかいるけど、人の命も自分の命も考えていない、おお

ばか者だということも学びました。今、戦争をすると広島のげんばくより数千倍すごいも

のなので日本がおわる。そんなことにならないように、世界の人と仲よくしたいと思いま

す。（氷丘南小学校 ６年）） 

 

 ぼくは、広島平和の親子バスツアーに行ってきました。今回の旅行で、戦争は絶対にし

てはいけないのと、平和な今がどれほど大切かを学びました。それでは戦争で最もひがい

者を出した、二度とくりかえしてはいけない原子爆弾のことについて話します。 

 原爆が初めて日本に投下されたのは、八月六日の午前八時十五分、広島県の島病院の上

空約六百メートルで爆発しました。このしゅんかんに約二十万人がひ害にあいました。ぼ

くはこの悲劇を絶対にくり返してはいけないと思います。ひ害にあった人は、「水…水…」

と、言いながら死んでしまったと聞くと泣きそうになりました。でもそれだけ残酷なこと

は現実で起きてしまったのです。 

 このような悲劇をもたらした原爆は、この地球にまだ一万五千発残っています。それに、

アメリカは、まだ原爆を使いやすくするために研究しています。ぼくには、アメリカがど

うしてそこまでするのかわかりません。 

 また、戦争で大きなひ害を受けたのに、あまり知られていない広島県呉市の、「戦艦大和」

のことについて話したいと思います。 
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 大和は広島県呉市で造られました。戦艦大和は日本海軍の技術をつめこんだ、当時最強

の軍艦でした。しかし、アメリカやロシアの空しゅうを受け船体がかたむき、大和は沈没

してしまいました。大和は当時、「不沈船大和」と言われるほど最強だと言われていました。

大和は船どうしの戦いに備え当時最大の大砲をそう備していました。しかしアメリカは飛

行機を用いて爆弾を落としてきたので、大和はその実力を大きく発揮できないまま沖縄戦

でアメリカ軍の空しゅうを受け大きく破損し大和は「戦艦武蔵」といっしょに沈没してし

まいました。ぼくは、この大和沈没でたくさんの人々が亡くなったと聞いて泣きそうにな

りました。戦争はもうぜったいにしてはいけないと思いました。（東神吉南小学校 ６年） 

 

ぼくは、広島平和資料館や、戦艦大和の博物館を見て、聴いて、感じてこのような悲惨な

出来事があってもなぜ世界中のどこかで戦争がおこるのかなぞでしょうがないです。 

広島原爆の経験を持っている方にお話をきいてみた所、その方はたびたび「本当に戦争は

してはいけないんです。」と何度も話されていました。その他にも戦時中の日本の人々の団

結力や応急処置の方法など色々なことを僕に話してくれました。平和資料館では、被爆者の

情報や核兵器の恐ろしさが伝わるポスターや、幼児の被爆者の焼けこげた服などの、核兵器

をまるでこの世から一つも残らず全て無くなって欲しいと願う希望のような建物です。特に

僕がおどろいたのは、被爆前の広島の街並と被爆後の焼け野原となった広島との比かく画像

です。核兵器たった一つで広島の町を誰一人住めないような悲惨な状態です。これを見て僕

はなぜなにもしてない人達がこのようにひどく殺されたりするのでしょうか？何の罪もな

い人々を地ごくに陥らせた人の心が分からなくなりました。核兵器の無い世界にしようと思

う人々の心もなっとくです。この広島の観光ツアーに来た理由が今ではものすごく役に立っ

ていると思います。 

 次に見学に行ったのは、戦艦大和の博物館です。知ってる方も多いと思いますが大和は日

本一の戦艦で空中戦の時代までは、日本の海軍主力でした。しかしすぐれた航空機の発達で

戦艦大和は大敗して海のもくずとして、沈みました。必死に戦った大和ですが、本当に戦う

しかなかったのでしょうか？ 

 もしその戦闘が無かったとすれば両軍とも死者は一人も出さず誰も悲しまずにすんだは

ずです。つまりこの戦時中は平和的に交しょうするという考えはなく、自分の意見が通らな

いときは、意地でも突破するという考えだったのです。そうです。この広島に原爆が投下さ

れたのも自分の意見のことしか考えず、さらに武力で敵を抑えようとした日本への天ばつと

いってもいいでしょう。この二つの建物が存在する理由は、いつまでも日本のこの平和が一

秒でも多く続けばいいと思って作られたのだと思います。そしてその思いを後の世代の人に

ちゃんと受けついでもらいたいという思いも込められていると僕はそう思いました。 

 僕は広島のツアーに行ってこれらのことも多く学ばせて頂き、これからも平和の大切さを

心に改めて刻んでおこうと思いました。 

 そしておどろいたことに広島原爆の焼け野原のえいきょうがあったにもかかわらず、原爆
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ドーム以外の建物は全て別の建物に生まれ変わり、道も発達し、ビルや店が立ち並び、とて

も観光客でにぎわっていたので思ってたのと全然ちがうなぁと思いました。再建したスピー

ドが速くて良かったです。（浜の宮中学校 １年） 

 

 私は、「広島平和の親子バスツアー」に、行きました。 

 １日目は、平和記念公園・（資料館）・追悼平和祈念館・原爆ドームに行きました。 

 ２日目は、語りべ「かじもとさん」の被爆体験を聞きました。 

 １日目のバスの中では、１人 20 枚おり紙が配られて、みんなで千羽づるをおりました。

色とりどりのたくさんのつるができました。自分は、きれいに、ていねいに、10 羽のつる

を一生けんめいバスの中やホテルで、作りました。変わった形のつるを作ることもありまし

た。 

 千羽つるは、原爆の被害者の１人「ささきさだこ」さんがつるをもって空を見上げている

ような像の周りにひっかけました。バスの中で「ささきさだこ」さんの物語をＤＶＤで 20

分ほどみました。その時は、よくはりなどで色々な大きさのつるを作っていたので、戦争で、

放射線を浴びてしまったのに、よくそんなに多くたくさんのつるをつくるのがすごいと思い

ました。中には、小学校の全員で原爆ドームをつるでさいげんしている所もありました。私

は、10 羽だけでしたが、たくさん作れたと「やりがい」を感じました。 

 平和記念資料館では、たくさんの被爆者のとってもリアルな絵をたくさん見ました。 

 特に、いんしょうに残った絵は、顔から目がたれさがるのを手でいっしょうけんめいおさ

えている少年と、足のほねと、手のうでのひじの骨が、全部みえている少女と「さだこさん」

がおったつるでした。目がたれさがるのを必死におさえている少年は、うでにやけどがあり

血だらけでした。 

 幼い女の子の方は、ひじの骨・足首の骨がみえていても友達二人に、ささえてもらいなが

ら、歩いていました。 

 友達二人のうち、一人は頭から血を流して、出血をとめていました。もう一人の女の子は、

くびの後ろをやけどしていました。 

 ２日目の、語り部（かじもとよしこ）さんに聞きました。 

 かじもとさんは、14 才の時に、工場で飛行機のプロペラを作っていました。 

 その日時は、S20 年８月６日８時 15 分。よく晴れた日に落とされました。かじもとさん

は、目・耳・鼻をおさえていました。目をあけるとあたり一面黒くて、何も見えなかったと、

いっていました。家がなくて、青い晴れたきれいな空が、灰色に染まっていました。 

 最後にかじもとさんがこの三つだけは、守ってほしいといいました。 

 ★命を、大切にしてください。 

 ★友達みんな仲間です。 

 ★友達の一人に一つは、優しい思いやりの心があります。といいました。 

私は、この戦争が、二度とおきない平和な世が良いなと思いました。 
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 最後に 

 「戦争は、二度とおきては、いけません。」 

 「戦争を、おこしては、いけません。」 

 「戦争を、おこすことで、たくさんの、命が、うばわれます。」 

 「もし、戦争が、起こったときは、友達と協力して、生きてください。」 

（平岡中学校 １年） 

 

 令和元年７月 20 日の土曜日から 21 日の日曜日の１泊２日広島平和の親子バスツアーに

参加しました。１日目には原爆ドーム、平和記念公園、追悼平和祈念館、平和記念資料館に

行き、２日目には修学講習、呉市内散策に行きました。行きのバスでは千羽鶴を折りました。

鶴を折るのはすごく難しかったです。原爆ドームは、永久保存のために、何度か修復工事が

されているそうです。平和の池では、トンネルのようなものを中から真っ直ぐのぞくと、原

爆ドームが見えるようになっていました。次に行ったのは、追悼平和祈念館です。追悼平和

祈念館では、遺影や被爆体験をパソコンで聴きました。歩いていくと、壁にいくつか原爆の

ことについて書かれていました。全部読みました。次に行った平和記念資料館では、詳しい

写真や破れてこげていた衣服、燃えて黒くなっている三輪車など、色々なものが展示してあ

りました。１日目の行くところに全部行って、ホテル法華クラブというところに泊まり、ゆ

っくり休みました。２日目は、まず修学講習がありました。修学講習では、実際に原爆を体

験した方からお話を聞きました。詳しいお話が聞けて良かったです。次に、呉市内散策では、

呉の市内を自由に散歩しました。大和ミュージアムに行きました。大和ミュージアムでは、

実際の大きさの 10 分の１ぐらいの戦艦大和の大型模型がありました。とてもすごかったで

す。今回の広島平和の親子バスツアーでは、原爆や戦争の悲惨さがよく分かりました。やっ

ぱり戦争はとてもこわいものだと思いました。今よりも、もっと戦争がなくなったらいいな

と思いました。私は、原爆や戦争を体験していないから、くわしいことは全くわからなかっ

たけど、今回、色々な方々からお話を聞いて、原爆や戦争のくわしいことが色々わかりまし

た。これから、戦争をしてはいけないと思う人が一人でも増えたらいいなと思いました。こ

んなに、原爆や戦争について知れることは無いと思うので、今回聞いた話をわすれずにちゃ

んと覚えていきたいと思います。（平岡南中学校 １年） 

 

 ぼくが、戦争の事を知ったのは小学校低学年の時です。ヒロシマの原爆の事を知ったのは、

小学３年か４年ぐらいの時で原爆記念公園の展示物がとてもこわかったのを覚えています。 

 僕は、終業式の翌日にバスツアーで広島の原爆資料館に行きました。その時は展示物が変

わっていて、いれいひにはたくさんの亡くなった方の名前と写真がありました。爆心地から

２㎞以内の人はほぼ即死で、影だけのこった人もいたことも分かり、原爆は、戦争はとても

恐ろしいものだと思いました。 

 ２日目には、実際に被爆した 88 歳のカジモトさんが語り部としてみんなに被爆時の様子
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を、建物疎開の準備中に被爆した小・中学生の話をしてくださりました。この話を聞いてぼ

くは将来被爆した人たちの話を自分の子供、孫たちに教えて、それがいつまでも続くと良い

なと思いました。 

 そして僕は、今の平和な時代に生まれてよかったなぁと思っていました。それは、あの原

爆や空襲など恐ろしい事にあわないからです。けど、最近になってまたあわないとは限らな

いと分かりました。それは、いくつかの国が「核爆弾」や「核弾頭ミサイル」を持っている

からです。だから、そのような恐ろしいものが世界から無くならないと、まず世界は平和に

ならないと思います。なぜなら、世界から戦争や紛争がなくなっても、「核兵器」があるか

ぎり、「核」をどこかがうって、それでまた戦争が起こるかもしれないからです。世界から

戦争や紛争がなくなった後のためにも、はやく「核兵器」がなくなってほしいと思いました。

そのためにも何が出来るか分からないけど、出来るかぎりのことはしたいと思います。 

 戦争で亡くなった方はたくさんいます。その中でヒロシマに落ちた原子爆弾によって亡く

なった方々は十四万人前後いると聞きました。たった一発の原子爆弾によってそんなに多く

の方が亡くなられたなんて考えると、どれほどい力が大きいのかと思いましたが、ほとんど

の人が、「ピカドン」の後遺症の「白血病」で亡くなったと知り、びっくりしました。 

 今、戦争がおきると、もっと恐ろしい兵器で、もっと多くの死者が出ると思います。それ

がいつおこるか分からないから、今を大切に生きていこうと思いました。 

（平岡南中学校 １年） 

 

 私は、「広島平和の親子バスツアー」に参加して、命の大切さを学びました。 

 参加する前は、今は、平和やし、行く意味があるのかなと思っていました。でも、「広島

平和記念資料館」に行って、被爆者の遺品や被爆の惨状を見て、原爆の恐ろしさを知りまし

た。被爆者の人達は、死にたくて死んだわけではないので、本当にかわいそうだと思いまし

た。たった一つの爆弾で、なんの罪もない多くの人達が殺される戦争はほんとに怖いものだ

なと思いました。しかも、原爆を受けた時に生きていても、放射線であとから亡くなること

もあると書いてあって、アメリカはよくここまで怖いものを日本に落としたなと思もいまし

た。 

 当時、原爆の体験をした梶本さんに話を聞きました。梶本さんは、当時十四歳の中学三年

生の時に、プロペラを作る作業中に被爆したらしく、私達にその日自分の目で見たことを

色々と話をしてくれました。梶本さんは、原爆を受けた時、梶本さんがいた二階建ての工場

が崩れて木材に埋まっていたそうです。やっとのことで外に出ると、広島の町は焼けこげで

なくなっていたそうです。みんな、おばけみたいで、「水、ちょうだい。」と言いながら亡く

なっていくのをたくさん見たそうです。私は、それを聞いた瞬間、本当に悲惨な状況だった

んだなと思いました。そして、それを見た梶本さんはどういう気持ちになったんだろうなと

思いました。二日目になると、死体が腐り、死体の上にうじ虫がたくさんいたそうです。私

は、今の世界はこんな平和だから、もう違う世界の話をされているんじゃないかと思うぐら
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いとても恐ろしい話だと思いました。他にも、私と同じ中学生の子達や小学生の子達が、た

くさん亡くなったみたいです。疎開していた小学生の子達は、両親と離れ、お寺などで暮ら

していて、広島に原爆が落ちたことを知らず、広島に戻ってから両親が亡くなっていて、食

べ物にありつけずに、石をくわえたり、新聞を食べながら亡くなった子達もいたそうです。

なんで、そんな小さい子達が亡くなったんだろうと悲しくなりました。それと同時に、今私

達はたくさんの食べ物に恵まれて暮らしているけど、そうやって食べ物が食べれず亡くなっ

た子達もいるので、好き嫌いなく大切に食べようと思いました。現在は、食べ物がたくさん

あるので幸せだと思います。 

 私は、このバスツアーで、命の大切さと、戦争の恐ろしさを学びました。今、たくさんの

人達が自殺しています。私は、その人達に、「戦争で生きたくても生きられなかった人がい

たんだよ。」と言いたいです。そして、戦争の恐ろしさを忘れず、戦争が二度と起きず、差

別やいじめなどがないみんなが仲良く笑顔で暮らせる世の中にしていきたいです。 

（浜の宮中学校 ２年） 

 

 僕がこのツアーに参加したのは、二回目です。郊外学習で広島へも行ったので、平和学習

は、三回目です。 

 原爆ドームでは、目を背けたくなるものばっかりでした。無残で、悲しい出来事です。 

 戦争を経験した人達、亡くなった人達は、平和な世の中が続く事をどれだけ願っている事

かと思います。 

 かたりべの方の体験も、壮絶なものでした。体中が焼かれた人達、大きなけがをしている

人達、まともに死んでいない人達、まさに地獄だったそうです。原爆は、本当に、悲惨で恐

ろしいです。戦争が終わってすべてが終わったわけではなく、原爆による放射線の影響に苦

しめられる人、台風で流され犠牲になった人、冬の寒さにたえられず亡くなる人、石ころを

くわえて亡くなっている人、まだまだ苦しみは続いていたそうです。 

 今の僕の生活は、何不自由なく、豊かで、こんなにも物があります。平和学習を体験しな

ければ、あたりまえの事が、どれほどありがたい事なのか、気付く事ができなかったかもし

れません。平和の尊さも知らずに過ごしていたかもしれません。 

 資料館の展示物は、どれも、一人ひとりの命のかかったものばかりでした。どれだけ熱く

苦しんだのだろう、言葉にならない気持ちでした。提供している遺族の方は、苦しみを知っ

てほしい、訴えるために展示しているのだろうと思ったし、二度と戦争を起こさないでほし

い、という願いがこめられていると思います。 

 しかし、戦争を体験した人達の高齢化が問題視されている。何も知らない人が増えると、

恐ろしさを忘れてしまいます。だからこそ、できるだけ多くの人に伝え、広島の地で見た真

実は、許されてはいけないという事を忘れてはいけないと思います。そして、伝承者となっ

ていかなくてはいけないと思います。 

 かたりべの梶本さんは言っていました。生きるか死ぬかの時に助けたのは友だちだったそ
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うです。いじめや差別をせず、優しく思いやりの気持ちをもつ事が、平和の原点であると。

これは、本来、誰でも持っているものだと思います。 

 また、こんな穏やかな世の中なのに、自分で命を絶つという悲しい事が起きています。命

を大切にし、思いやりの心を持つこと、そして、一人でも多くの人に真実を伝え、忘れる事

のないようにしていかないといけないと思います。（加古川中学校 ３年） 

 

 僕が今、作文を書いているのは八月六日です。七十四年前の今日、広島に原子爆弾が投下

された事を考えるとゾッとします。 

今回、バスツアーに参加して今年四月にリニューアルオープンした原爆資料館に行ってたく

さんの展示物を見てきました。 

焼けこげてボロボロになった制服、時間が止まった時計、三輪車や弁当箱、爆風で曲がった

鉄骨、人の影だけが残った壁。 

他にも、たくさんの写真を見ました。 

人間は消えて影だけが残るとは、どれだけ恐ろしい熱線なのか想像もつかず恐怖だけを感じ

ます。 

伸ちゃんの三輪車も胸につきささります。 

あんなに欲しがっていた三輪車。 

やっと手に入った三輪車。嬉しくて大喜びで遊んでいた伸ちゃんの笑顔。まだ、わずか三才

の伸ちゃんの命も一瞬で奪った原爆。 

何で同じ人間同士でこんなひどい事が出きるのか……。戦争は絶対に許せないと思いました。 

二日目には、原爆資料館で講演がありました。七十四年前に十四才で被爆して、今いた建

物がこわれ火事になるので逃げようとしても辺り一面足と頭だけしか見えない状態。逃げよ

うとしても、「痛い痛い」しか聞こえない。その中で、もんぺはちぎれるは、服は破れるが

必死で友達を助けだした。周りは目玉が飛び出したり内蔵が飛び出したりした死体で一杯で、

ズルズルの皮の上をふんで歩いてケガをしている友達を運んだ話や命が助かっても冬が越

えられなくて防空壕の中でたくさん死んでいった。お腹が空いても食べ物がないので新聞紙

をなめたり、小石があめ玉の代わりに口の中に入れて死んでいる人達もたくさんいたと言う

話を聞いて涙が出そうになりました。 

今は食べたい物は何でも食べれるので、感謝しなくてはいけないと改めて思います。今回

のバスツアーに参加して戦争の恐ろしさそして、平和のありがたさをとても感じました。あ

りがとうございました。（中部中学校 ３年） 

 

私は、広島を訪れるのは初めてで小学生の時に平和学習がありましたが、学校で戦争の映

画や資料を見て学習するだけでしたので今回、私が子供達を誘って参加しました。 

 原爆ドームや平和記念資料館、被爆体験講話を見学したり話を聞いたりしたいと思ってい

たからです。 
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 平和記念資料館の展示物は、とても痛々しい物でしたが、その時の本当の事実を伝えてい

く証拠品なのだと思いながら見学しました。 

 原爆そのものの恐ろしさに加えすべてを失う物だと思いました。 

 梶本さんの話では多くの子供も犠牲になったと聞きました。命は取り留めたものの、孤児

になった子供が生き抜いていくには、とてつもなく困難な事で、亡くなっていく子供達が沢

山いたと聞きとても悲しくなりました。 

 原爆ドームや資料館に着くと、沢山の人で外国の方も多く驚きました。日本だけでなく外

国の方も戦争の事に関心がある人がいることに嬉しく思いました。 

 戦争を二度と繰り返さない事を後世に語り継ぐべきだと思いました。 

 今回、この平和バスツアーに参加してよかったです。（保護者） 

 

 私が小学生だった約三十年前は、戦争や原爆について学習する機会が今の子供達よりも多

くあった様に思います。原爆が投下された八月六日と九日や、終戦記念日の十五日が近づく

と、新聞やテレビで戦争の特集が組まれていました。二回あった夏休みの登校日は、平和学

習をしていました。現在の状況はどうでしょうか？戦後七十四年経ち、戦争に対しての意識

が薄れていくのは仕方がない事だと思います。娘が戦争や平和について学び、考える機会に

なればと思い、このツアーに参加しました。 

広島の中心街に入ると、百貨店やホテルが折り鶴を形取った装飾品で建物をかざっている

のがまず目に入りました。他の都市とは違う、この街の平和に対する思いが伝わってきまし

た。小雨の中バスを降りると、当時のままの姿をした原爆ドームが目の前に建っていて、何

故かとても厳かな気持ちになりました。娘は原爆ドームの崩れた姿を何枚も写真に収めてい

ました。平和記念資料館で七十四年前の記録や記憶に触れる姿を見て、ツアーに参加して良

かったと感じました。娘の感想は、目にした一つ一つの事柄に対し「びっくりした」と簡単

なものでしたが、小学四年生にとってはそれで十分だと思います。 

 私がツアーを通し感じたのは、戦争が私達に引き起こす理不尽さです。爆風で飛び出た自

分の目玉を手で受け止める学生の絵を見た時。全身に火傷を負い瀕死の学生が、ちぎれた自

分の片腕を抱きかかえて歩いていた話を語り部から聞いた時。どんな思いだったのかを考え

ると、涙が出ました。人間は命が消えそうになっても、自分の体の一部をこれ程大切にする

のかと。そんな大切なものを戦争は軽んじて簡単に傷つけて奪ってしまう。「どうしてこの

様な目にあわなければならないのだろうか」。資料館内に展示されていた、全身大火傷を負

い三日後に亡くなった方の言葉が胸に刺さります。平和な今の時代でも、理不尽な事件に巻

き込まれ命を落とす方々がいらっしゃいます。戦争は一度に多くの人々を巻き込む、とても

恐ろしいものだと思います。 

 希望が持てる話もありました。原爆が投下され地獄絵図と化した街の中で、友人を必死に

救おうとした語り部の話はこころに響きました。転がる死体に慣れ、踏み分けながら助けた

時の事を、人間の心を失くしていたとおっしゃっていました。けれど、それは友人や生きて
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いる人を救いたい気持ちが勝っていたからではないでしょうか。瀕死の少年が、瀕死の友人

を助けた話もありました。極限の状況でも他人を思いやれる、人は何て強いのだろうと感動

しました。 

 平和記念公園には、外国の方も数多く訪れていました。この場所を選んで訪れた方々がこ

こで何を思い考えるのか、聞いてみたかったです。私がハワイの真珠湾を訪れた時、何を考

えたか？ここから米国との戦争が始まり、無数の日本人が死ぬ事になった、などと考えてし

まいました。それを今回思い出した時、自分の思考の浅はかさに愕然としました。広島を訪

れた外国の方々を目にし、原爆投下がもたらした現実を考えて欲しい、そしてあまつさえ米

国人であれば自国が行った事の責任を少しでも感じて欲しいと思いました。真珠湾で私は自

国からの視点でしか考えなかったのに。戦争は単純ではなく、幾つもの国の事情が複雑に絡

み起こるものです。娘には広い視点から考えられる大人になって欲しいと心から思います。

国や宗教、人権や立場を越えて、人間と人間として繋がる事を忘れずにいたいと今回ツアー

にて強く思いました。（保護者） 

 

 今年、三〇年余りに亘った平成の時代が幕を閉じ、令和の時代が始まった。私は、自分が

生まれ、学生時代の大半を過ごした昭和のことを今でも鮮明に覚えている。ただ、覚えてい

るといっても、戦後何十年も経った頃、つまり、日本が平和になり、社会や物が豊かになっ

た昭和の記憶である。六十四年の長い昭和のうち、戦前、戦中のことについては、歴史の授

業、マスメディアからの情報等からの知識ぐらいのものである。 

 今回のツアーに参加しようと思ったのは、時代が令和となり、昭和が遠い昔のようになり

つつある今、昭和の中で最も辛く悲しい出来事である広島への原爆投下について、実際に被

爆された方のお話を聞き、その内容を自分の記憶に留めておきたかったからである。 

 一日目に見学した広島平和記念資料館では、火傷で垂れ下がった皮膚が描かれた絵、放射

線による死の斑点が出た兵士の写真、ボロボロになった服や三輪車などを見て原爆投下によ

る惨状や放射線による被害に大きな衝撃を受けた。 

 この衝撃が残ったまま二日目の語り部の方のお話を聴くことになった。原爆投下前の状況

について、「当時は国の命令で中学生から働いていた」「道をつくり火の延焼を防ぐため、建

物を壊して空き地を作る作業をしていた」との話を聴き、すでに社会が過酷な状況に入って

いることを感じ取れた。そして、八月六日の原爆投下。「工場の窓ガラスに青い光が見えた」

「自分の目で初めて見たものは材木とみんなの手足」「建物から出てきたとき、家がない、

太陽がない、朝なのに夕方みたい」想像するだけで恐ろしい、何ということだろう。「何の

感情もなく平気で死体を跨いだ」「放射線被ばくで毛が抜け、血を吐き、死んでいく」原爆

の恐ろしさ、戦争の恐ろしさ、愚かさが語り部の方のお話から伝わってきた。 

 今年で戦後七四年、私たちは広島に原爆が投下され、戦争で多くの人の命が奪われた事実

を決して忘れないようにしていきたい。そして、二度と戦争が起こらないよう、私たちが次

の世代に伝えていかなくてはならない。語り部の方が最後にお話し頂いたこと、「目の前の
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食物を大切にすること」「他の子供（人）たちと仲良くすること」を心に強く刻みこみ、忘

れないようにしたい。（保護者） 

 

 私は学生時代に広島市内で過ごしたことがある。当時、街は活気にあふれ輝いていた。し

かし私は在学中、戦争の史実を知ることなくその地を離れ社会人になった。卒業してからか

なり経った今でも、戦争について知ろうとしなかったことに心のどこかで引っかかるものが

あった。やがて家族ができ再びその地に一緒に行きたいという気持ちが高まっていた中、家

族と一緒に広島を訪ねる機会をいただいた。 

 広島平和記念公園で、祈りの泉の由来を知った。水を求めて亡くなった被爆者たちの鎮魂

のために設置されたという。資料館では、あの日、そこで生きていた人の証が静かに惨劇を

語っていた。原爆は落とされる必要があったのか、心を締め付けられる思いでいっぱいにな

った。 

 二日目に当時十四才だったという高齢の方から直接お話を聴いた。「七十四年前にあった

事を知ってもらいたい、これから世の中を背負っていく人たちに伝えたい、それは生き残っ

た者の使命だから。」私は衝撃を受けた。 

 原爆の爆心地となる場所では約八千人もの中学生が防火道路を整備していたという。八月

六日の朝は、爆弾投下のその瞬間まで、いつもの日常がそこにあったという。投下の瞬間、

真っ青な光を見た人は誰もが自分の頭上に爆弾が落ちたと感じたらしい。そしてその瞬間に

十四万人もの命が消えた。生き残ったその方も離れた建物の中で意識を戻したが、死を覚悟

したという。しかし暗闇の中で友達の足が見えた時、かすかな外の光を見つけた時、友達と

一緒に逃げよう、安全な場所に行きたいと生きる勇気が湧いたという。 

 原爆投下後、被災していない家族にも悲劇が襲う。爆心地を三日間、その方を探したお父

さんも、残留放射能に被災して一年半後に亡くなった。また疎開した子供たちにも苦しみは

続く。帰る家も家族もいない。戦後一ヶ月後には枕崎台風が子供たちを襲い、一万人以上の

戦災孤児が防空壕跡で溺死したという。「寝るのが怖い、次の日に生きているかわからない」

次の日に命があるかどうかわからいという生活は私の想像をはるかに超えた。 

 捨てていい命、奪っていい命はない、戦争はすべてを奪うと言われた言葉が心に残ってい

る。問題解決に向けて手段はたくさんあると思うがその選択肢に戦争は絶対ありえないと思

った。その方は今、世界は恐ろしい状況にあると言われた。優しい心、思いやりの心、それ

は皆がもともと持っている心だから戦争が再び起こらない世界を望んでいると。 

 私たちへ伝えられたメッセージ「広島の話を聞いた伝承者として一人でも多くの人に伝え

てほしい」 

 その方が命を削りながら伝えようとされたことを、私はしっかりと受け止めていきたいと

思った。（保護者） 

 

 この度は「広島平和の親子バスツアー」に参加させていただき、ありがとうございました。
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今回応募させていただいたのは、私が一緒に参加した我が子と同じ年に「はだしのゲン」を

読み、悲惨な話に正面から向き合うのがとてもつらかった思い出から、戦争や核兵器の怖さ

を、必ず子どもに伝えようと思っていたからです。平和記念資料館の見学はもちろんですが、

被爆体験講話は、子どもが親になる時には聞くことができないかもしれないと思ったことも、

参加を決めたきっかけです。 

 初めて見る原爆ドーム、追悼平和祈念館、平和公園、平和記念資料館、本や映像でしか知

らなかったことを改めて痛感し、現実を直視しがたい思いでいっぱいでした。子どもに説明

しながら見学していて感じたことは、平和な世に産まれた子は、どんなに見て聞かせても、

痛みやつらさまでは伝わらないから、いつか大切なことを忘れて、同じ過ちをくり返すので

はいかという不安でした。 

 二日目のかじもと様の講話では、あまりに生々しい体験談に、涙をこらえるのに必死でし

た。学生にもかかわらず勉強できず国のために働き、生きることに精一杯の日々、そして原

爆によって多くを失われた壮絶な人生、大病されたお身体で一度も座らずに語られたお姿に、

後世に語り継がなければならない強いご意志を感じました。 

 「流燈」の中で「原爆でなければ戦争を終えられなかったのか」と言われた言葉、かじも

と様の「戦争で犠牲になるのは、子どもや老人や障がいのある弱い者。」「平和の原点は皆が

持っている思いやりの心。まずは家庭の平和。命を大切に、人の苦しみがわかる人になって

ほしい。日本は他国の力を借りて生活しているから、目の前の食べ物や限りある資源を大切

に。」という言葉がもつ重みを忘れずに、一人でも多くの人に伝えていければと思いました。

（保護者） 

 

 私が小学校四年生の時、ある昼休み学校の図書館で「はだしのゲン」という漫画に目が留

まった。それまでは原子爆弾のことなど全く知らなかったが、読み進めていく毎に興味が湧

いて来た。当時、私の通っていた小学校では、何故か給食時にしばしば「ピカドン」のアニ

メが放送されていた。私の中で、広島で何が起こったのかを知りたいとの思いが募っていっ

た。小学校の修学旅行は広島であった。初めて直に見た原爆ドームや平和資料館の展示物に

衝撃を受けた。それ以来、核兵器に関する書籍を読み漁った。就職してからは年に一度は広

島を訪れ、何かを探していた。 

 ある時期から仕事が忙しくなり、広島から足が遠のいていたが、今回十数年ぶりに広島を

訪れることが出来た。平和公園や広島の街並みも少し変わってしまっていたように思えた。

以前感じていた感覚を思い出し、当時は何を探していたのか考えてみたが答えはみつからな

かった。 

 二日目の体験講話を聞き、長年の探していたものを見つけることができた。 

 人間は過ちを犯す生き物であるから、過ちを繰り返さないためには、恐ろしい真実を知る

こと、忘れないこと、語り継ぐこと。 

 平和のために。（保護者） 
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 七月二十日、二十一日と二日間、広島平和親子バスツアーに四年生の娘と参加しました。

私自身は子供の頃、原爆ドームへ行った事があるそうですが、記憶が少なく初めて行くとい

う感じでした。原爆ドームを間近で見てみると原爆のすさまじさを感じ、そばの川に飛び込

んだ話を聞くと、当時のすさまじさを見たような気になりました。資料館では様々な資料を

見ました。ボロボロの服、焼けこげた服、形しか残っていない三輪車など、悲惨な遺品や資

料、ビデオ映像など、たくさん見ました。語りべさんが当時は赤ちんしかなかったと語って

いた事の時代の遅れに、戦争の悲惨さを感じました。 

 世界では未だに戦争があり、原子爆弾が開発されているそうです。今の原子爆弾は一発で

日本がふっ飛ぶらしいです。日本は資源が少ないため戦争になるとすぐに負け、すべてにお

いて物資がなくなるそうです。 

戦争では何も生み出さないと思いました。 

語りべさんは当時の事を鮮明に話してくれました。社会で習ってきた事以上に色々と分か

った様な気がしました。 

忘れてはいけない過去、日本にだけ落とされた原子爆弾、この事実は語り継がれていくも

のだと思いました。 

資料館には外国人の人もたくさんいました。広島の悲惨、戦争の恐ろしさは世界中の人々

が知り、二度と同じ過ちを繰り返してはいけないと思いました。（保護者） 

 

 多くの命を奪う原爆。多くの人の人生を狂わす原爆。こんな原爆は絶対に、この世にあっ

てはならない。広島や長崎の二の舞は二度とごめんだ。世界中が戦争やミサイルのない平和

な世の中になってくれることを願わずにはいられない、そんな親子平和バスツアーでした。 

 今回のバスツアーでは、原爆ドームや平和記念資料館を訪れることができました。資料館

の資料はとても衝撃的で、目をそむけたくなるような写真や絵が沢山ありました。けれど、

それ以上に衝撃的だったのは、かじもとさんという被爆を経験された方から聞いた、当時の

生々しい被爆体験の話の内容でした。あまりに辛くて悲しくて衝撃的で、話を聞いている時

は涙が溢れてきました。 

 原爆によりかじもとさんの身内や友人知人も沢山亡くなってしまったこと、多くの人が被

爆により全身を火傷し、顔がぐちゃぐちゃになったり、眼球が飛び出て落ちたり、全身の皮

膚が垂れ下がりそれを引きずりながら歩いて、しまいには水をくれと言いながら目の前で

次々と亡くなっていたこと、そして、そこらじゅう遺体が無数に転がっていて足の踏み場も

ないような悲惨な状況であったことなどを語って下さいました。 

 広島の原爆による死者は、約十四万人と言われています。しかし、その十四万人の方の家

族や友人、また、命こそ助かったものの、今なお被爆の後遺症によって苦しんでいる方々を

合わせると、計り知れない人数になります。そんな多くの方々の人生を一瞬にして狂わせた

のです。今の平和な日本で暮らしている私にとって、それは信じられないような出来事です

が、全て事実なのです。過去の悲惨な出来事から目を背けてはいけない、心に刻まなくては
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と私は思い、懸命にかじもとさんのお話に耳を傾けました。 

 かじもとさんはおっしゃっていました。平和につながる一番の近道は、優しい心・人を許

す心・思いやる心を持つことだと。また、子ども達に向けておっしゃっていたのは、世界の

子ども達と仲良くして下さい、いじめや差別をしないで下さいと。 

 世界平和の為に何が出来るかと考えるとあまりに規模が大きすぎて、自分一人では、どう

したらいいか分からなくなってしまいそうですが、平和な世の中にするためには、まず人と

人が仲良くしなければならない、そんな基本的なことなのかもしれません。優しい心・人を

許す心・思いやる心を皆が持ち、一人一人が平和を強く願う、それが世界の平和への第一歩

だと思います。 

 このようなことを感じることの出来た親子平和バスツアーは、私自身、本当に参加して良

かったと思いますし、子どもにとってもいい経験になったはずです。貴重な経験をさせて頂

きありがとうございました。（保護者） 

 

 今回ツアーに参加して、一番心に残ったのは、「かじもとよしこさん」です。 

 当初は原爆ドームと平和記念資料館が私にとって一番のメインでした。 

 原爆ドームと平和記念資料館も初めて訪れた私には原爆の恐ろしさを感じられるもので

したが、語りべの方のお話しはさらに生々しく現実味をおびていました。 

部屋に入り、かじもとさんを拝見した時は、上品できれいなおばあさんという印象だったの

で、体験されたといっても遠くで軽いものだったのだろうと思いました。 

しかしお話を聞くと、材木にはさまれ、足が血だらけ、手はガラスがささり、うじがわき目

の前の方が体験されたとはとても思えない悲惨な体験でした。 

ご自身の事だけではなく腕から骨が出ているお友達、いとことそのお友達のお話、次々とお

話しされる事が生々しく、まさに地獄絵図でした。 

かじもとよしこさんのお話は説得力がありました。戦争は怖いが自衛力としての力は多少

必要なのではと思っていた私は初めて武器、兵器の恐ろしさを実感しました。 

どんな事であっても戦争によって幸せはないと悲惨な人々を目の当たりにして感じます。 

娘は記念館で気持ち悪い、怖いと言っていました。 

海外から来たであろう少女も気分悪そうにしていました。見て気持ちのいい物ではありませ

んが、広島を訪れて怖いと思う事が戦争を身近に感じて戦争をしてはいけない気持ちにさせ

るのだと感じました。とても考えさせられる経験をさせていただいた平和親子バスツアーに

感謝します。（保護者） 

 

 この度、娘と二人で参加させて頂きました。毎年、広報で見ては一度参加してみたいと思

っていて、やっと行くことが出来ました。今までに広島も長崎も旅行として行った事はあっ

たのですが、今回は道中バスの中から平和学習。広島平和資料館に展示されている由縁のア

ニメを二つ見ました。そこから感情移入して実際資料館に入って、怖いという何だか今まで
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とは違う見方で一つずつ解説を読み、理解する事が出来ました。 

 次の日、有り難くも梶本よし子さんの被爆体験講話を生で初めて聞かせて頂きました。七

十四年前に原爆が投下され当時十四歳だったので現在は八十八歳になられています。高齢に

もかかわらず、ずっと立ってお話されていて私達は座っています。それだけでも大変恐縮し

ました。 

 実際被爆された方のお話は、前日資料館でわかったつもりでいた様子にその時の音や光や

臭いまで伝わってきてより一層、原子爆弾はいかなる理由があっても許されるものではない

と強く思いました。今、私達は幸せぼけをしているのだと思いました。語りべさんから直接

聞いた私はもう伝承者なのだそうです。友達というものの力の大きさを語られていました。

友達がいたから生きようと思えたしがんばる事ができたと仰っていました。世界平和の前に

家庭の平和からとも言われていました。当たり前の様ですが伝承者になるべく、帰ってから

旅行に快諾してくれた家族に感謝し今回の学んだ内容を食事中熱く語りました。 

 今回、本当にとても実り多い一泊二日を過ごす事ができました。これからもっと時間をか

けて原爆について調べていきたいと思っています。そして強く平和であることを願い努力し

ていかなければいけないと思いしらされました。携わってくださった方々どうもありがとう

ございました。（保護者） 

 

 子供たちが小学校高学年となったので、一度は広島に行って原爆に関する施設を子供たち

に見せたいと話していた時にタイミングよく今回のツアーの案内を入手し、参加を申し込ん

だところ運良く当選して参加させていただくことになった。私自身も小学校高学年の時に訪

れて以来なので三十五年以上ぶりの広島訪問となった。 

 久しぶりに訪れた広島の平和記念公園周辺はきれいに整備されており、外国人観光客が非

常に多かった。原爆ドームはもっと大きい建物という印象があったが、思っていたより小さ

かった。原爆資料館も改装されており、被爆者の再現人形が怖かったのが強烈な記憶に残っ

ていたが、最近撤去されたとのことで残念ながら憶えているものは何もなかった。見学時間

は一時間半弱あったので十分と思っていたが、予想以上に子供たちも熱心に見学したため少

し時間が足らないくらいだった。ホテルまで歩ける距離だったのでもっと自由時間をとって

もらってもよかったのではと思った。 

 資料館での原爆投下前後の写真はやはり強烈だった。たった一発の、しかも 74 年も前の

爆弾が街を消し去り、被爆者の方が大怪我をした写真は目を背けたくなるものだった。目に

見えない放射線による被害もひどいもので原爆はまさに悪魔のような爆弾だった。 

 翌日のかたりべ講話はものすごく貴重な体験だった。私は祖父母と同居して育ったので、

それなりに戦時中の話を聞いてはいたが、広島で直接原爆を被爆された方の話は悲惨そのも

ので、聞くだけで涙が出てくるような話だった。年齢を考えるとかたりべの方の話を聞ける

のに残された時間は限られており、このツアーに参加して本当に良かったと感じた時間だっ

た。 
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 今回のツアーで改めて原爆の恐ろしさを認識したと同時に、これだけ圧倒的な軍事力の差

があったにも関わらず無謀な戦争を始め、原爆を投下されるまで止める判断もできず、誰も

負けを認めて戦争を終わらせるように言えなかったことに憤りを覚えた。 

 偶然にも当日は参議院選挙の投票日だったが、今回の旅行で今まで当たり前と思っていた

言論の自由の大切さを改めて感じた。子供たちには今回学んだ戦争の結果がどういうものか

を決して忘れないように、また周りに流されず自分の意見をはっきり言うことの大切さを繰

り返し言い聞かせたいと思う。（保護者） 

 

 普段の生活で、戦争、原子爆弾について考える事はほぼない。ＴＶ、インターネット、ニ

ュース等で情報として知るぐらいだ。 

広島平和記念資料館の資料の数々、戦争体験講話を聞き、改めて戦争の恐ろしさ、悲惨さを

知り、本当に戦争は行ってはいけない事だと考えさせられました。又、全国の皆様が広島を

訪れ、戦争、原子爆弾の悲惨さを感じ考えて頂きたい。 

 原子爆弾を使った米国を責めるのか、爆弾を使わせるまで戦った日本を責めるのか、色々

思う事はありますが、戦争、爆弾によってめちゃくちゃになった町、建物、人、家族を見て

本当に戦争は惨いだけ、出来る事なら現在世界で行っている戦争、紛争、原子爆弾が無くな

って欲しいと切に願います。（保護者） 

 

 広島平和親子バスツアーに参加したのは、昨年に続き２回目となります。 

 平和資料館で見た被爆した子供達の服や遺品は、どれ程のやけどや傷を負い、苦しんだろ

うか、家族や親の悲痛な思いも伝わってきました。 

 被爆体験講話では、14 才でプロペラ工場で被爆した梶本さんのお話を聞きました。中学

生の時学徒動員。日ごろから空襲があれば、目と耳と鼻をおさえて機械の下へもぐりこむこ

とや、陸軍病院で止血の仕方を教わるなど、中学生とは思えぬ戦時中の生活におどろきまし

た。被爆した時のお話も、がれきの中から友達と助け出し合い。たくさんの人が死んでいく。

焼けた人が逃げてくる。水をあげた人も後悔、水をあげたら助からないと思いあげなかった

人も後悔。友達を担架にのせて、広い公園いっぱいの亡くなった人をふまないように歩く。

無心でまたぎながら歩く。無事に家へ帰っても、歯ぐきの出血や発熱、腕の傷のガラス片や

うじを取ってもらう等。 

こんなにもつらい思いをし、生きぬいてこられた方のお話を直接聞かせていただきました。

最後に「戦争をしないために。友達を大切に。目の前の食べ物を大切に。」とおっしゃって

いたのが、とても心に染み入りました。 

 我が子に戦争について知ってほしい。親子で平和について話し合うきっかけになればと参

加しましたが、思っていた以上に息子も私も戦争のおそろしさを知り、平和の大切さに気づ

かせていただいたと思います。ありがとうございました。（保護者） 
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 このツアーに参加したのは、今回で二回目です。前回、上の子どもと一緒に参加しました。

参加前、戦争について興味や関心がなかった子どもが、参加後は、テレビで戦争の事を放送

していると気にとめるようになりました。また、時々家族で、戦争や平和について話をする

ようにもなりました。このような子どもの変容がみられたため、今年は下の子どもと一緒に

参加をすることにしました。 

 このツアーに参加して、私が一番心に残っているのは、被爆された方の講話です。前回も

そうでしたが、被爆された方の生の声というのは、本当に生きた言葉だと思います。原爆ド

ームや原爆資料館で、写真や絵・遺品などを見た後の話は本当に心に響きました。自分が被

爆した立場だったらと、様々な立場を想像しながら話を聞きました。話を聞いていて、私た

ちは平和な今の日本に生まれて本当に幸せだなと実感しました。そして、これからも永遠に

平和な日々が続いてほしいし、そのために私にできることは何だろうと思いながら話を聞い

ていました。 

 戦争のことについて何も知らない子どもは、私以上に多くの学びがあり、心を動かされた

話だったようです。前日、子どもは資料館で絵や写真を見て、戦争の脅威や被害のすさまじ

さを感じ、資料館の中では、展示物に近寄ることができず、遠く離れた場所から真剣に見て

いました。資料館で、「どうして皮膚が垂れ下がっているの？」「なんで広島に原爆が落とさ

れたん？」など「なんで」「どうして」とたくさんの質問をしてきました。話を聞いてそれ

らの疑問が少し解決したようでした。実際の体験を聞いて、子どもなりにその時の様子を想

像し、戦争の悲惨さを感じていたようでした。 

 講話の中で、「命を大切にしてほしい」「捨てていい命や奪っていい命は一つもない」「戦

争のことを絶対に忘れないでほしい」「伝承者になってほしい」ということを言われていま

した。親として私ができることは、戦争の愚かさや悲惨さを自分自身が知り、自分の子ども

や孫に伝えていくこと、そして平和を脅かそうとしている世の中に『ノー』を言うことだと

思います。自分の子どもに対しては、自国の歴史を正しく学ばせ、子どもが大人となった時、

しっかり考えて判断し、自分の意見をきちんと主張できる人に育てていくことだと思います。

このツアーのような機会を捉えて、親自身が戦争・平和について関心を持つことも大きな意

味があることだと思います。今、世界には戦争をしている国や、緊張関係にある国がありま

す。子どもには、広島のことを知ることを第一歩に、日本の平和、そして世界の平和にも目

を向けていける大人に成長していってほしいと願っています。（保護者） 

 

 2019 年７月 20、21 日に核兵器廃絶都市宣言を行っている加古川市が主催している広島

平和の親子バスツアーに参加した。 

 私自身も５歳の頃に家族で広島観光に連れられ、観光バスで原爆ドームや平和記念資料館

について説明を受けた記憶があり、悲惨だった太田川のことが今でも心の中に残っていた。

そのため、息子たちにも悲惨だった戦争時代のことを少しでも知って成長してもらいたいと

思いこのツアーに参加した。 
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 大人になって改めて説明を受けると、原爆の子の像で折り鶴が飾られてある理由や、寄付

で建造されたこと、平和の灯の火がともし続けられている理由、原爆死没者慰霊碑に刻まれ

ている言葉について全く記憶しておらず恥ずかしい思いもあったが、それよりも当時の方々

の平和に対する思いと、今なお核兵器が廃絶されないことへの思いで涙が込み上げてきた。

平和記念資料館は、子どもの頃と比べてとても新しく綺麗になっており、各人がディスプレ

ーを操作し原爆についての資料を自由に見ることができるようになっていた。特に原爆につ

いての説明や開発、投下までの経緯を画面上で見ることができ、非常に興味深く見ることが

できた。 

 翌日は、平和記念資料館で被爆体験講話を聴講したが、ツアーの中ではこの時間が一番自

分の中で印象に残った時間となった。今までテレビや映画などで原爆や被爆については見る

ことがあったため、講話がそれほど印象に残ることはないだろうと思っていた。しかし、そ

れは全くの間違えだった。実際に体験された方の生々しい語りは、体験しなければ出てこな

い感覚や言葉などに表れ、講演の方には、よくぞ生き残って下さったとの感謝の気持ちでい

っぱいになった。大きく感動した部分は、どうしても助けられない命が沢山あり、死体を避

けながら負傷者を運び出したこと、その中で、死体を見ても精神的に麻痺してしまい何とも

思わなくなったこと。 

探してくれていた父に偶然に３日ぶりに会え、そして万が一のため母がおにぎりを作って父

に持たせてくれていたことには親の愛を感じ涙が出てきた。被爆した人に水を飲ませたら死

んでしまうと言われていたから飲ませなかったが、悲惨さに耐え切れなかった方が水を飲ま

せたら「ありがとう」と言って死んでいったこと。一生懸命救出をして、偶然出会えた家族

に負ぶって帰ってもらったが、死んでしまった後に再会した母親から、「体が見つかっただ

けでも感謝している。本当にありがとう」と言われた話など、戦時下でみんなが助け合いな

がら、命を大切にしながら生きて、死んでいく情景を思い浮かべると悲しくて涙が止まらな

くなっていた。 

息子も講話を聞いて、「泣いてしまった」と言ったので戦争の悲惨さを感じ取ってくれてよ

かったと思った。 

 ツアーに参加して、戦争体験を聞くことを通じて生きることの大切さを改めて感じるとと

もに戦争体験を伝えていくことの重要さも体感できた。74 年間、この国で戦争がなく、平

和であることは本当に感謝しなければならないし、戦争で多くの方が亡くなられた過去があ

るからこそ、現在があると感謝しなければならないと改めて思った。我が息子にも、また大

きくなった時に広島に行って欲しいと思う。（保護者） 

 

 今回のツアーに参加した理由は、子供たちに戦争の悲惨さや原爆の恐ろしさを実際の原爆

資料館で見ることだけではなく、被爆者からの貴重な体験を聞くこともできることで更に子

供たちに平和の大切さや命の尊さを学んでほしいと思い参加しました。そして、子どもがそ

の時感じたことを一緒に感じることができる親子で参加できることがとても素敵な企画で
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あると思い参加しました。 

 実際にツアーということで、バスの中から原爆に関する映画を見せていただき、その映画

に関係する人物のことが資料館に展示されていることや平和記念公園にある原爆の子の像

であることを教えていただいてから見学となったのでより関心を持って見ることができま

した。また、平和記念公園にある平和の灯や平和の泉等それぞれに平和への願いや原爆で亡

くなられた多くの方々への追悼の意味があることも初めて知ることができました。 

 そして、平和原爆資料館の展示では様々な遺品が展示されており、子供と一緒に説明を読

みながら見学していきました。怖がったり、気分が悪くなることも予想はしていましたが、

息子は怖がることなく一緒に展示を見て回ることができました。その場、その場で感想を聞

きませんでしたが、帰宅後に「お母さんが作ってくれたお弁当が食べることができなかった

な。皮膚が溶けるとか怖かった。目が飛ぶとか鼓膜が破れるとか怖いわ。」と、息子から聞

くことができました。実際に展示された遺品や写真は、子供に怖さを感じることが出来たよ

うです。 

 また、二日目の被爆体験者の方のお話は更にわかりやすく子供たちにも伝わったようです。

被爆体験者の方は、子供たちにわかりやすくゆっくり丁寧に、子供たちの反応をみながらお

話して下さいました。私自身もこのような話を聞くことがとても貴重な機会となりました。

当時十四歳の少女がその時感じたことをそのまま話されました。この方も足や手を負傷され

たようですが、生きようとしたこと、怪我をしても友達を助けたこと、父に会えたときの父

からかけられた言葉等の実体験を聞くことが出来ました。実際の原爆が投下された後の街の

様子だけでなく、被爆した家族を探す人々の姿やパニックになる人々の姿が脳裏に浮かびま

した。現在のような通信手段がなく、何が起こったのか、この先どうなるか当時はわかる日

本人はいなかったことを痛感しました。被爆による放射線の影響で多くの方が原爆後に亡く

なられたことや被爆孤児が一万人もいたこと等、一発の原爆投下で多くの方の命や人生を変

えることとなったことを実感しました。二度と繰り返してはいけないことであると再認識し、

子供と共に話を聞くことができ大変良かったです。そして、お話の最後に、命を大切にする

こと、人の痛みがわかる人になっていじめや差別をしないことを子供たちに話してくださり、

伝承者になるように話してくださいました。私自身もこのような体験ができたことでもう一

度、原爆の恐ろしさを学び、今後日本だけでなく、世界平和を強く願います。また、広島だ

けでなく長崎の被爆のことも調べる機会となりました。 

 これからは、伝承者となり原爆の恐ろしさを伝えていきたいと思います。（保護者） 

 

 この度のツアーに参加し、原爆に関する建物や資料の見学、体験講話を聞く事ができ、大

変貴重な経験をしました。今まで何度かこの場所を訪れていますが、今回は、一つ一つをじ

っくり見学することができました。 

 平和記念資料館では、被爆された一人一人の壮絶な話、遺品の展示がされており、順番に

見て行きましたが苦しく悲しい気持ちになりました。そして原爆投下後の写真等も見る事が
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できました。写真を見てビックリした事は、一発の爆弾で町一つが焼け野原になった事でし

た。そして、運良く爆発から逃れる事ができても次は、放射能による病気により、動く事が

出来なくなり死に至る。 

人間は最悪の兵器を作ってしまったのだと思いました。 

 ２日目は、語り部の梶本よしこさんの被爆体験講話を聞く事ができました。梶本さんは

14 才の時、仕事場の工場にて被爆されました。梶本さんの体験談は、苦しみ、悲しみ、恐

怖、どれもリアルに伝わってきました。お話では、戦時中という事もあり、子供達も軍事工

場等で働き、空襲対応や応急処置の訓練を受けていたとの事です。 

世界では、今もなお戦争を行っている地域もありますが、今の日本では考えられない事で今

の平和に感謝しなければならないと思いました。 

この様な悲惨をもたらす核爆弾ですが、今もなお製造量を増やしたり、新たに開発を行って

いる国もあります。戦争を抑止する為の核ですが核を保有する国が増えれば増えるほど何処

かの地域で核爆弾が使用される危険性が高まります。 

 梶本さんもおっしゃられていましたが、どの国とも仲良くし、戦争のない核爆弾を使用す

る必要のない世界ができてほしいです。 

今回のツアーは大変有意義でした。（保護者） 

 

 私が小学生、中学生の頃は、８月になると戦争に関するテレビや映画もよくあり、目を覆

いたくなるような光景があっても忘れてはいけない事だと見ていましたが、最近は、ほとん

どテレビ等でも触れられていない事もあり、息子が小学５年生になった今、広島平和記念資

料館をはじめ、語り部の方から貴重な被爆体験を聴くことができるということで、今回親子

で参加させて頂きました。 

 広島平和資料館へ向かうバスの中では、「つるに乗って」という、被爆後 10 年経って白

血病を発症して 12 歳で亡くなった佐々木禎子さんのアニメを鑑賞してから、原爆の子の像

を案内して頂き、全国から世界平和を祈って沢山の折り鶴が捧げられているのがよくわかり

ました。また、「しんちゃんの三輪車」という大好きな三輪車に乗って遊んでいる時に被爆

して亡くなった、しんちゃんという男の子の話を見せて頂いた後、平和記念資料館で焼け焦

げた三輪車、その時使っていたヘルメット、被爆者の遺品で学生達の破れて焼かれた制服、

子どもや赤ちゃんの服など見ると、１つ１つの生きていた命がここにあったのだと、胸が締

めつけられる思いでした。また、被爆の惨状を示す写真、絵、証言、放射能の恐ろしい被害

を学び、一発の原子爆弾が無差別にも小さな子どもの命から多くの命を一瞬にして奪い、生

き残った人々の人生をも狂わせ、被爆した人々が受けた差別もあり、過酷な生を強いたと思

うと、２度とこのような戦争、核兵器を使うことがないようにと、改めて強く思いました。 

 ２日目に、語り部の梶本よしこさんから、中学３年生の時に被爆された体験と当時の小学

生のお話を聴かせて頂きました。梶本さんの話の中で、子ども達が学童疎開の後、終戦後に

広島に戻ってきた時の話が特に印象的でした。町がない、家がない、家族がない、食べ物が
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ない、学校もない状態の原爆孤児が１万人ぐらいはいたと言われている。死んだ子の口の中

を見てみると、石ころを口に含んでいた子。これがキャンディだったら、食べ物だったらと、

どんな思いで死んでいったか…食べ物がなさすぎて、新聞紙をぬらしてやわらかくして食べ

ていた子もいると。今は、物があふれていて、衣食住にも困らない時代。でも人間は愚かで

あり、歴史は繰り返される。日本には資源がないので、たちまち物がない時代になりますと

話されました。このような悲惨な戦争を二度と起こさないように、できる事、まず、やさし

さと思いやり、人にはこの心がある事。また、自らの命を絶つことは、絶対にしない。自分

の命、他人の命、亡くしてもいい命はひとつもない。まずは、家族の平和からです。と強調

されました。私も自分達でできる事は何か、子供と考え、平和や命の大切さについて今後も

学んでいきたいと思います。このような機会をつくって下さり、本当にありがとうございま

した。（保護者） 

 

 今回の親子バスツアー参加は、わが子への平和学習が目的でした。 

 私は、小学五年生の修学旅行で、広島で平和学習を経験しています。 

 その経験と今回のツアー参加の率直な感想は「時間は記憶を風化させる。つまり、人間は

忘れる動物である。」ということを痛感しました。なぜなら、語り部様のお話を聞いていた

ときに、それまで忘れていた四十年前の当時小学五年で感じた記憶が、よみがえってきたの

を感じました。自然と目頭も熱くなることもあり、何とも言えず切ない気持ちになりました。

その時まで、「平和学習は経験しているのだから、わかっていて当然だ。」という気持ちがあ

りました。しかし、今回の経験で忘れてしまっていることが多いことに気づかされました。

戦後七十四年は、自分の親世代でも赤ん坊です。当時国をけん引していた世代は、そのまた

親世代です。また、今現存されている方は少ない時代です。そのため、最近では国を動かし

ている人が同じ過ちをするのでないかと、心の底で危惧しています。 

 わたしは戦争を知らない世代です。テレビなどの映像を通してでしか戦争へのイメージを

持ちあわせていません。戦争を美化したようなものでは、子供にも伝わりにくいと感じてい

ます。しかし、今回のように当時の記録や資料、語り部様の生々しいお話が、直接子供達に

伝わるような機会にありがたさを感じました。 

 これからの世代へ、日本が経験した悲惨な被爆体験は世界へ向けて発信し続け、認知され

続けなければならないと痛感した次第です。 

 最後になりますが、このような有意義な機会を与えてくださった市役所総務課の方々、名

鉄観光の方々、語り部様に感謝いたします。本当にありがとうございました。（保護者） 

 

 今も世界各地で紛争やテロが繰り返されています。そして、多くの犠牲が起こっています。

このバス旅行を通して、本当に同じ過ちをおかしてはならないこと、平和を祈り、守り続け

ていかなければならないと強く実感しました。 

 実際に被爆された方の講話は、本当に胸が締めつけられる内容でした。子を持つ親として、
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耳をふさぎたくなる話もありました。しかし、こういった方々が、原爆の後遺症で亡くなら

れたり、年老いていく中で、継承していく重要性を感じました。 

 また、命の重さ、尊さを重んじることの大切さを改めて深く考えさせられました。 

 人として、親として、子供に教えなければならないことは、本当にたくさんあります。そ

の中でも、人を許す心、思いやる心、優しい心を持つことが、いかに大切であるかを感じま

した。そのような心を持っていれば、友達が出来ます。話し合いも出来ます。そして、争い

を起こさないようにすることも出来るからです。平和を守り続けていくためには、子供を育

てる親である私達が、子供を正しい道へと導けるように育てていくことが大切なのだと感じ

ました。 

 子供にとって、初めての戦争教育で、目を覆ってしまう所もありましたが、有意義な時間

を過ごせたと思っています。この度、このバスツアーでお世話になった、すべての方々に感

謝致します。本当にありがとうございました。（保護者） 

 

 今年は昨年に続き２回目の参加をさせて頂いた。日常生活の中ではかなしいかな、平和で

あるということを幸せだと感じることがない我々だが、広島という土地はそれを思い起こさ

せてくれる場所の一つである。 

 中でも、今回の被爆者の方の話は非常に印象に残ることとなった。今から七十四年前、当

時十四歳の少女の体験談である訳だが、我々には悲惨な状況を決して想像しきれるものでは

ないとも感じた。その方は、この話を聞いたあなた方はもう伝承者の一人ですと仰ったが、

伝えきれるものではないと感じたのも正直な気持ちである。被爆者の方々も高齢となってき

ている中で、今後どう語り継いでいくかということは非常に難しい問題だ。映像や音声で残

すというのは一つの手段ではあるが、直接話を聞くことにこそ意味があるのではとも思われ、

うまくその理由を言えないが、可能な限りこの広島という土地を訪れ少しでも多くの方に体

験談を聞いて頂きたいと感じた。 

 さて、自分の子供たちは被爆者の話を聞き何を感じてくれたのだろうか？敢えて尋ねるこ

とはしていないが、戦争や核兵器の恐ろしさや悲惨さといったことを少しでも感じてくれて

いればと切に思う。（保護者） 

 

 一年ぶりの広島は、去年と変わらずとても暑い夏だった。去年と同じく外国の人々もたく

さん訪れていた。二〇一九年、令和という新元号の時代に突入した日本、もう戦争は遠い昔

の出来事なのだろうか。私はそうは思わない。不況といえど平和が当たり前であるかの様な

ゆるい錯覚を持つ私たちに、語り部の方の実体験は鋭く重い響きでもって胸をえぐられるよ

うだった。そしてただひたすらかなしくつらい。まだ終わっていない。まだ続いているのだ

戦争はと。語り部の方々はすでにご高齢で今後ますます実体験を聴く機会が減少することが

懸念される。私を含め日本人はもっと関心を持つべきではないだろうか。若者や子供、男も

女も成人も老人も命を落とし、あるいは生き地獄のような凄惨な体験をする理由なんて何一
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つなかったはず。隣人を殺めるなんて本来誰もできることではないのに、戦争はすべてを狂

わせてしまう。人間を狂気の沙汰に落とし込む戦争を、私は心から嫌悪する。二度と繰り返

さないために、恒久平和を誓うために、私は再び広島を訪れるだろう。（保護者） 

 

 一度は親子で広島を訪れて、戦争と平和・原爆について学び考えてみたいと思いこのツア

ーに応募しました。 

「戦争は二度と起こしてはいならない。」と戦争を知らないのに日頃から理解しているよ

うに思っていました。でも、平和記念資料館でリアルな写真や遺品を観て、本当の悲惨さは

体験した人にしか解らないだろうと思いました。私達の平和な日常は、辛い体験をした過去

の日本人の後悔と反省によってもたらされたものだと思います。伝聞でしか戦争を知らない

世代に育てられた子供達は、やはりどこか我がままだったり、平和をあたりまえだと思った

りしています。最近では、国会議員ですら「北方領土を戦争で取り戻せばいい」なんて言っ

ている人がいます。少しずつ、日本人の意識が時代とともに変化してきているとしたら、そ

れは大変な間違いです。私達の小学生時代どの教室にも「はだしのゲン」が置いてありまし

た。今は、ふさわしくないからとなくなっていて、子供達は読んだことがないそうです。小

学校６年生の遠足に広島に行かなくなったそうです。修学旅行に USJ に行くのなら、何故

広島にいかないのか。平和ボケしてしまっている学校の先生にもあきれます。 

 今回、直接かたりべさんのお話を聞くことが出来ました。私自身も子供達も初めて聞く貴

重なお話でした。14 才で被爆された現在 88 才の梶本さんは、熱弁をふるって一生懸命に伝

えようとされていました。今まで知らなかった様々な事実、地獄のような体験談でした。実

際に被爆されたかたりべさんは、年々少なくなっていると聞きます。少なくとも自分の子供

達は、今日そのお話を聞けたことで、「戦争は二度としてはならない。」「原爆は、世の中か

らなくすべきだ。」と深く心に刻んでくれたと思います。 

 このバスツアーに参加して、親子で様々なことを学びました。大人になって子供達が親に

なった時にまた再び広島を訪れて、自分の子供達と平和について考えて欲しいと思います。

（保護者） 

 

 今回は二回目の広島平和の親子バスツアーとなりました。以前、長男と参加した時に、ぜ

ひ次男にも経験させたいという思いがあり今回申し込みました。昔は学校の修学旅行で長崎

を訪れていましたが現在はなくなり、実際に経験する機会がないかもしれないという思いも

ありました。今回のツアーで息子に一番体験させたかったことは、被爆体験者である「かた

りべ」の方から、生の声を聞いてもらうことでした。小学生の今、話を聞いていろいろな思

いを感じとってもらいたいと思いました。 

 長男と参加した時のかたりべの方は、小学校一年生の時に爆心地より 1.3km 離れた自宅

で被爆された方でした。今回のカジモトさんは、14 才の時、爆心地より北へ 2.3km の地点

で、プロペラ作成作業中に２階建の建物の中で被爆された方です。 
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 青空が広がる天気の良い朝、一個の爆弾により広島市は一変する。落とされた直後、きれ

いな青い光が広がり、一瞬で爆弾だと気づき、机の下にもぐり込む。体がふっとばされ、刺

すような痛みにより生きていることを感じる。友達と協力し、やっとの思いで壊れた建物の

外へ出ると、先ほどとは、うってかわった景色が広がっている。家がない、太陽がないすべ

てグレーの世界。そして、魚のくさったような、赤土のにおい…。 

感受性豊かな中学生の時に体験した講話は、リアルで、心が揺さぶられました。隣に座って

聞いていた息子も、きびしい顔で講話に集中していました。ふだんおちゃらけることが多い

息子ですが、この姿に、気持ちがちゃんと届いていることを感じました。戦争が終わって

74 年。戦争を体験した方がご高齢になっていく中、私たちが心を受けついでいかなければ

いけないと思いました。 

 被爆した人の遺品、当時のありのままを伝える写真、やりきれない思いを冷静に書き綴っ

た手記、現在の緑あふれる平和公園と被爆当時の風景、今も残る川べりの血の跡、たくさん

の外国人観光客。淡々とそういうものに触れていく中で、今の平和な日常にありがたい気持

ちでいっぱいになりました。 

 平和な日々が続くために私たちが少しでもできること…。このツアーを体験して感じたこ

とや思いを子や孫に伝えていくことだと思います。（保護者） 

 

 今回孫と一緒に、このツアーに参加できた事に感謝いたします。一度 20 代の頃に広島へ

訪れた事があり、その時は漠然としていたように思えます。資料館も新しくなり子供達と勉

強できる機会でもありました。 

 初めて被爆体験された方にお話しを伺い、あらためて戦争の凄惨さを知り二度とくりかえ

してはならないと切に思います。 

 お話の中で現在でも一万四千発の原爆があるという事、広島の原爆投下は 74 年前の事で

はなく今の話でもあると言っておられました。 

 その為に広島は伝承者を育成しており一人でも多くの人に話を伝えてほしい、との事でし

た。私達は世界平和を願い、やさしい心、思いやりの心、許す心をもち感謝する気持ちを忘

れず、子供達と共に学んで行こうと思います。ありがとうございました。（保護者） 

 

 広島平和親子バスツアー初日は、原爆公園やリニューアルオープンした原爆資料館で、原

爆について学びました。昨年までよりも、実際に被爆された方が身につけていた衣類・小物

の展示も増え、より視覚的に原爆の悲惨さが身にしみて感じられました。また、ご遺族の方

からの被爆前後の状況説明なども増えていて、子を持つ親として胸がつまる思いでした。 

 そして二日目。語り部の方から実体験を聞かせていただきました。語り部の梶本淑子さん

は今までお聞きした語り部の方よりも、再現の絵を多く使われていて、戦争を知らない私達

でもよりイメージしやすくお話しして下さいました。表現もストレートで、途中思わず想像

して涙ぐんでしまう程でした。梶本さんは原爆や戦争の悲惨さを語るだけでなく、今のこの
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「平和」を長続きさせるために何をしなければいけないのかをよく考えてほしいと仰りまし

た。「平和」の原点は「やさしさ。そして人を思いやる心だ」と話を聞き、日頃の自分の言

動を反省するばかりです。私にできること――まず家庭という小さな社会の中で思いやる優

しい心を持つことから始めていきたいです。そして大きな社会の中では、語り部の方々から

聞いてきた「原爆や戦争という愚かな過ちを繰り返してはいけない」という想いを伝承者と

して子供や孫に…と伝えていく義務を果たしていきたいと思います。 

 今回、貴重な体験を娘と共にできましたことに感謝いたします。ありがとうございました。

（保護者） 

 

 昨年に引き続き小学校６年生の長男と参加させて頂きました。 

 今年は「平和記念資料館」がリニューアルされており、特に「本館・被爆の真実」ゾーン

では、原爆による被害状況をビジュアルと文章でリアルに、判りやすく展示されており、そ

の悲惨さに驚愕すると共に、戦争に対する憤りを感じながら、展示品を一つ一つ見せて頂い

ておりましたが、全ての展示品を見るには丸一日を要するボリュームでしたので、また機会

があれば再来し、戦争反対の気持ちを忘れる事無く、持ち続けたいと再認識しました。 

 また、２日目の「カジモト・ヨシコ」様の「かたりべ講話」は、原爆で被った被害状況を

詳細に表現されており、かつご高齢（88 才）にも関わらずしっかりした口調での語りに、

原爆被害の恐ろしさを実際に目の当りに目撃した様なリアルさに身が引き締まる思いでし

た。 

 そして呉の「大和ミュージアム」では、当時の戦況や「大和」乗員の無念さが伝わってき

ました。 

 総じて、「かたりべのカジモト」様が言われた、「家族や社会及び国家の垣根を越えて、自

分の周囲の人々と良好な関係を築く事（仲良くする事）が、戦争を防ぐ一番の方法である」

という話に共感すると共に、私の子達にも私自身が「かたりべ」の伝承者として後世に戦争

の悲惨さを伝えていければ幸いです。（保護者） 

 

 今回、広島での平和学習で原爆ドームや平和記念資料館では８月６日の惨状や火傷と負傷

による被爆者の写真や資料の展示を見学し、大和ミュージアムでは史上最強の戦艦「大和」

の辿った運命、沖縄特攻へ出撃した乗組員の遺品や遺書などを見学し、２日間平和について

考える機会を与えて頂きました。 

 被爆の恐ろしさを体験された、かじもとさんの講話では、14 歳の時に被爆され、友人や

家族の被爆の様子など今では想像も出来ないような悲惨な状況を伺いました。 

原爆孤児（親がない・家がない・学校がない・食糧がない・服がない）など戦争で誰が犠

牲になったかというと子供、年寄り、障がい者という事でした。放射線で被爆され、白血病

やガンに侵され、今でもガンに対する恐れに怯えている事、何十年も経っているにも拘らず

百年後に放射線との因果関係が発表される事など教えていただきました。 
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 今、いじめなどで自殺する人もいますが、命を大切に。捨てていい命はない。人の痛みの

分かる人になって欲しい。この言葉が一番印象に残っています。家庭の平和、学校の平和、

いじめや差別のない優しい心を持ち、人を許す心、思いやりの心を持って下さいと、かじも

とさんは言われました。 

 戦争を体験された方がどんどん高齢になって、戦争の風化が懸念されています。私達に出

来る事は一人でも多くの人に今回聞かせて頂いた話を伝承していかなければならないと思

います。 

子供達の未来が戦争のない平和な世界であるよう願っています。（保護者） 

 

 娘が学校から「広島平和の親子バスツアー」の案内をもらって帰って来て少し前から「原

爆ドームや平和記念館を見学しに広島に行きたいね」と話しておりとてもいい機会なので申

し込んで参加させていただきました。 

 私が小学生の頃、祖父達が長崎に住んでいたので長崎の原爆資料館を何度か訪れたことが

ありましたがその時の印象は様々な展示品がすごく生々しく恐ろしい事しか思い出せず「怖

い」と言う気持ちしか残っていませんでした。今回娘は初めて戦争について学習をするのに

私のように怖かった気持ちのみしか残らなかったら…と思いましたが事前に行きのバスの

車中で「しんちゃんの三輪車」と「つるにのって」のお話の DＶD を観せていただき少し

学習してから記念資料館などを見学することができました。 

 二日目は語りべの方のお話を聞くことができました。当時の話をゆっくりと時間をかけて

話をしてくださりとても貴重な時間を過ごすことができました。まだ 14 才だった頃の事を

鮮明に覚えているほど８月６日の事は一生忘れられない日だったと思います。一緒に過ごし

ていた友人や先生も亡くされ探しに来られていたお父様が３日探し続けその間に放射線を

あびて一年半後に血を吐いて亡くなられた話も聞かせて下さました。戦争は人々に何を残し

たのか。ただ人々を傷つけ、いい事は何もなかったはずです。語りべの方が「伝承者になっ

て下さい」と力強く語られていました。今回のツアーで子供達がたくさんの人に戦争の悲惨

な話を伝えていってもらい、平和に暮らせている毎日に感謝をして成長していってもらいた

いです。貴重な体験を出来るツアーに参加させていただきありがとうございました。 

（保護者） 

 

 広島と長崎に原子爆弾が落とされてから、今年で七十四年。 

 はじめて訪れた広島の地で、見た事、感じた事。 

 子供の頃は学校の授業で戦争について学んだり、祖父に当時の話を聞きました。戦争につ

いての話を聞くという宿題が出たからです。私の祖父は爆弾が太ももに当たった事、大勢の

人が犠牲になった事、すごく恐かったという事を話してくれました。まだ子供だった私には

とても想像できませんでした。とても平和に暮らしていたので尚更です。 

 戦争から時が経つにつれ、戦争を経験した人、覚えている人が減っていきます。かたりべ
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さんのお話を聞けるのはとても貴重な事だと思います。原子爆弾は一瞬でそこにいた人達の

人生を変えてしまいました。嬉しそうに三輪車に乗っていた幼い子供。母親の作ったお弁当

を食べるのを楽しみにしていた学生さん。本当に一瞬で火の海となり、焼けてしまいました。

資料館には被害にあわれた方々の遺品や、被爆資料がたくさんあり、原爆の恐ろしさを痛感

しました。亡くなった方はみんな家族がいて、誰かの大切な人だったのに…。 

生き残った人も後遺症で苦しんだ人がたくさんいます。 

 今の時代は、命を粗末にする人が多いように思う。生きていると辛い事、苦しい事もある

し死にたいと思う事もあるかもしれない。友達とケンカをして「○○ちゃん死んだらいいの

に。」と言う子もいる。だけど、思い出してほしい。みんな誰かの大切な人である事。粗末

にしていい命などない事を。戦争の話を語り継ぐ事も大切な事だけど、身近にいる人、大切

な人たちへ愛情を伝える事もすごく大切な事だと思いました。（保護者） 

 

 これまで、戦争や平和について、知識はありましたが、実際に資料館へ行ったり、かたり

べの方の話を聞くと、今まで認識していた事以上に壮絶なものでした。 

 昨年もこのツアーに参加させていただきましたが、今ある平和に、豊かに生活できる事に

感謝しました。 

 当時、原爆が投下された時の事を生々しく聞き、本当に恐ろしかったです。まさに、地獄

だと思いました。今の生活からは、考えられません。みんな大けがをしているにもかかわら

ず、友だちを必死で助けた様子を詳細に語ってくれました。生きるか死ぬかの時に、助け合

ったのは、友だちだったときいて驚きました。 

 今の世の中は、いじめがあったり、自分で命を絶つ人が多かったりします。命は何よりも

尊いものであり、うばわれてはいけないものです。多くの命をうばうのは戦争です。今は、

おそろしさがわすれられたり、知らないまますごしている人が多くいます。忘れられてしま

えば、また繰り返すでしょう。私たちは、平和の原点である、優しい心、思いやりの心、人

を許す心、差別、いじめをしない、というみんながあたり前に持っている気持ちを大切にし、

本当にあった事実を伝承し続けていかなければならないと感じました。（保護者） 

 

 最近は、「死ね」「消えろ」などと人を傷つけいじめで自殺が増えていると聞きます。 

 生きる事がむずかしい時代ですが、70 年以上前には核兵器が落ちて一瞬にして日常生活

がうばわれたのが、平和記念資料館で残酷な様子に目を閉ざしてはいけないと思いました。 

 語り部のカジモト・ヨシコ様の戦争中の被爆体験の生の声を聞き、原爆の被害でどれだけ

の悲しみや痛みに苦しんできたのかが強くひびきました。これからも、戦争のない平和な

日々を作るには、やさしい思いやりのある心、他人の幸せを考える人が増える事をしっかり

伝えていきたいと思いました。 

 この旅行で、孫と「命を大切にする事」「家族、友達を大切にする事」などを話しました。 

 二度と原爆を使わない世の中になる事を伝えていきたいです。（保護者） 
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 私が被爆体験の話を聴いたのは、今回が初めてだ。というのは誤りで、思い起こせば、中

学三年生の長崎への修学旅行でも聞いた事があった。本当に私の記憶とは無責任なものだ。 

 だが、かじもとさんの被爆体験の話は、七十四年という歳月が経過しているにもかかわら

ず、原爆が投下される前、された後、友達の救助、そして探しにきた父との再会、まるで映

像が映し出されているのかのようにすごく鮮明で衝撃を受けた。それだけ、被爆体験という

ものは非人道的な体験で、忘れようにも忘れられないものなのだろう。亡くなっても生き残

っても苦しい。原爆は過去のことであって、決して過去のことではないのだ。 

 戦場では、恐怖心や気持ち悪いなどの感情がなくなり、死体を平気でまたぐようになり、

人が人の心を失ってしまうと言われていた。 

 想像してみた。戦後に生まれた私は、中学生のかじもとさんを自分や子供に置きかえて思

いを寄せる事しか出来ないが、それでも涙が止まらなかった。その涙で修学旅行での講話を

思い出したのだ。当時は「かわいそう」「原爆って恐ろしい」と感じて流した涙。ただ今回

の涙は、うまく説明は出来ないが、少し違う涙のような気がした。 

 時代は「平成」から「令和」に変わった。 

 戦争で犠牲となった方達を想い、大切な人や私達の幸せを守るために、何が出来るのか。

何をしなければならないのか。語り部の方々が高齢になるなか、話を聴いた私達が行動しな

ければいけない。 

 まずは、かじもとさんが願われた言葉どおりにしよう。優しい心、思いやりの心、人を許

す心を持つこと。食べ物を大切にし、世界の人達と仲良くすること。そして、何があっても

生命を大切にすること。 

 最後に。 

 市職員の担当の方々。大変お世話になりました。このたびは、貴重な機会を頂き、ありが

とうございました。目的がはっきりしている企画なので、何不自由ない今の生活をあたり前

だと思っている息子にはいい勉強になりました。平成生まれの子供達には、この戦争や原爆

がどう映っているのでしょう。これをきっかけに、戦争や日本の歴史について、家族で話し

合おうと思います。（保護者） 

 

 今回初めて、このバスツアーに参加しました。私自身、学校で戦争や原爆の事は学んでい

ましたが、原爆ドームや平和記念資料館を訪れたのは初めてでした。今回のツアーに参加し

て、平和の大切さ、尊さを改めて感じました。 

 一番印象的だったのは、被爆体験のお話でした。その体験は、私には到底想像する事など

出来ない位、恐ろしく悲惨でした。聴いていて涙が出てきました。戦争とは、原爆とは、な

んと恐ろしく悲しいのだろう、なんと悲惨なのだろう、人間が人間として扱われず、人権な

ど全くない。また、戦争が終わった後も、苦しみが続き、心の傷、放射能の脅威は、戦後七

十四年経過しても続いている…語り部さんは、思い出したくもない辛い体験を平和の為に話

して下さいました。私達は、このお話を忘れる事なく、心に刻みつけて生きていかないとい
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けないと思います。平和とは、決して当たり前ではなく、とても尊いものなのだと感じてい

ます。 

 この様な恐ろしい現実があったにもかかわらず、世界には核爆弾が一万四千発近くあり、

開発を続けている国があります。何故なんだろうと悲しく感じています。日本は憲法九条、

非核三原則があり、これらは守っていかなければならないと強く感じました。 

 私には、子どもが三人いますが、今回このツアーに参加していない子ども達にも、このツ

アーに参加して欲しいと思っています。この様な平和のツアーがあり、参加出来て良かった

です。子どもの心にも、子どもなりに平和の尊さを感じる事が出来たと思います。この様な

ツアーは、ぜひ続けていって欲しいと思いますし、また学校の教育でも、もっともっと戦争

や原爆の悲惨さに触れて「平和とは」について考える事に力を入れて欲しいと感じています。

（保護者） 

 

 今回、バスツアーに参加しようと思ったきっかけとなったのは私が子供のころにこのツア

ーを経験した事があり、色々な事を学べたからでした。大人になってから聞く語り部さんの

お話は、親の立場で考えさせられたり、とても心に残りました。子供自身も色々感じたよう

で貴重な時間を親子で過ごせたと思います。帰ってから他の家族達とも戦争について色々話

したり、祖母の経験談を聞かせてもらったりして、良い勉強になったと思います。 

 大人になって、戦争に対する関心もうすれつつあった日常の中で又お話や見学などさせて

頂きとても良かったと思います。下に娘もおり、自分も参加したいと言っているので、今度

は父親にも体験してほしいと思います。（保護者） 

 

 親子で、原爆ドームや平和記念公園、追悼平和祈念館など見学して、目で色々な資料を見

たり、被爆体験講話を聞くことで、親子で戦争の事や平和について話すきっかけになりこの

ツアーに参加して本当によかったと思いました。 

 今年の、８月の夏のニュースで終戦や原爆の画像や手を合わせている報道は、全く違うも

のになり、平和への思いへの気持ちが変わりました。 

 これからも、色々な事を親子で話す時間をつくりたいと思いました。（保護者） 

 

 原子爆弾の事を知ったのは、小学２年生の時、教室に置いていた「はだしのゲン」を読ん

だ時でした。１巻しかなく、母にお願いして全巻を買ってもらい、読んだ記憶があります。

たった１発の爆弾。でもその後、多くの人の人生を変えてしまう。恐ろしい爆弾。 

 戦後 74 年が経過し、実体験し、後世に伝えて下さる語り部の方が高齢化されています。

今聞いておかないと、という思いで中一の息子と参加しました。４年前に原爆資料館を見学

したことはあります。その時の展示に対する恐怖で行きたくないと息子は嫌がっていました

が、今回展示方法が変わり、息子は遺品、説明文をじっくり丁寧に読んでいました。とても

真剣に読んでいたので少し驚いた次第です。息子は 12歳。あの時代に生まれていたならば、
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勉強することも出来ず、学徒動員されていたのでしょう。お腹が空いても、お国の為と教育

され何の疑問も持たず、我慢の毎日だったかもしれない。 

 語り部のカジモトさんは 88 歳。年齢よりもかなり若く感じました。後世に伝えなければ

ならない、風化させてはいけないという一種の使命感のようなものを感じました。本当に一

瞬で全てを変えてしまった原爆。爆心地で被害にあった方はその瞬間何を感じたのでしょ

う？数分、数秒前は笑って、話をしていたのかも。一瞬ですべてが無くなりました。 

 お父様と再会し、おむすびを出されてという話は涙が出そうでした。再会を信じ、おむす

びを作ったお母様と探し続けたお父様。ご両親の愛情です。大切な娘を探し続け大量の放射

能を浴びてしまい、亡くなられた時どんなに悲しかったでしょう。探しに行かなければ、大

量に放射能を浴びずに済んだのかもしれません。原爆病にならなかったかもしれない。でも、

我が子が待っている。不安で泣いているかも、怪我をして迎えを待っているかもと思うと、

家で帰りを待つだけなど出来ないでしょう。再会の喜びは誕生の時以上だったのではないで

しょうか。隣で座って話を聞いている息子が同じことになったなら、きっと探しに行きます。

好物を食べさせてあげたい、抱きしめたい。不安な思いで泣いている我が子を一刻も早く探

しだし、抱きしめたい。 

 ７万人以上のご遺骨が１つのお墓に入っていることは初めて知りました。魂は一緒に過ご

せているのでしょうか？ 

 戦争はしてはいけません。我が子が大事です。家族が大切です。戦争している相手にも家

族がいます。どちらも大切です。戦争は殺し合いです。現代に戦争が起きたなら、74 年前

よりも恐ろしい兵器で死んでしまうのではないでしょうか。子ども達の笑顔をずっと見たい。

カジモトさんが、命を大切にして下さい。家族を大切にしましょうと言われました。本当に

そう思います。お話を聞くことができ、いい経験になりました。（保護者） 

 

 今回、中学二年生の娘とツアーに参加しました。 

 広島平和記念資料館で実際に被爆された方のお話を聞きました。そのかたりべの方は、被

爆当時 14 才でほぼ娘と同じ年齢でした。爆心地から半径４㎞ほどが一瞬にして焼かれ広島

が焼け野原となったこと、その爆弾は、誰もが直撃弾を浴びたと感じたぐらい驚異的な威力

をもっていたことなどを話してくださいました。 

かたりべの方自身が、作業していた工場の中で覆い被さった木材に埋もれ負傷し、友達と

協力してなんとか瓦礫の中から命からがら逃げ出したそうですが、そこで見た広島の街は、

真っ暗で、負傷者と死体の山、そして血の街でした。動けない瀕死の状態の友達を必死で公

園まで運んだそうです。時間が経つにつれ死体が腐り焼却しないとどうしようもなく、街が

火葬場となったこと。水を求めた人達が川に入り、７本の川が死体で一杯になったこと。本

当に驚愕する悲惨な話でした。 

 かたりべの方のお父さんは、娘さんを探し回ったりして放射能を大量に浴び、一年後に亡

くなられました。放射能で歯ぐきから血が止まらなくなったり、白血病になってたくさんの
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子供達が死にました。原爆により親を亡くした子供達は、孤児となり食べ物も食べられず、

防空壕でたくさん死んだそうですが、その中に口に石ころを含んで亡くなっていた子供もい

たそうです。当時、広島全体で原爆により 14 万人の人が亡くなったそうですが、８月６日

当日、建物疎開で道路拡張工事の作業をするために駆りだされて外にいた約八百人ほどの女

学生や中学生も含まれます。なぜかその日は空襲警報も出なかったそうです。未来ある希望

をもった子供達が、なぜ戦争の犠牲者にならないといけないのかと思うと悔しさと悲しさし

かありません。 

 一瞬にして多くの命を奪った原爆。その後も放射線によって多くの人の体を蝕み続けてい

る原爆。その惨事は、資料館にある展示品の数々や、写真・手紙などからも見ることができ

ました。目をそむけたくなるような場面もありましたが、実際に起こった事をきちんとこの

目で確認しようと資料館を娘と見学しました。 

 今、北朝鮮がミサイルを発射していますが、日本は原爆をおとされた国としてぜったいに

核兵器を使用しないことを誓うべきだと思います。北朝鮮や世界の国々とよく話し合い世界

が平和になるように導いてほしいです。 

 私、個人としては、かたりべの方が言われたように「家族仲よく・相手を思いやる心を持

ち・命を大切に」したいと思います。そして今回バスツアーに参加した子供達が皆、命の大

切さを感じたと思います。 

 今後、かたりべの方も高齢になられ、時間がたつにつれ伝承者の方が減ってくると思うの

で、私達自身が資料館を訪れたり、広く国内や世界にも原爆の惨事を伝え、平和な世界が作

られるよう努力することが必要だと思います。（保護者） 

 

 今日、こうやって作文を書いているのは八月六日です。七十四年前の今日、普段の生活と

変わりない朝の時間を過ごしていたら、突然の原子爆弾投下。 

私達が普段、何不自由する事なく生活出来る事がどれだけ有り難い事なのか考え直させられ

ます。 

特に、今回のバスツアー二日目の平和記念資料館での講演会では被爆された方の貴重なお

話を聞く事が出来ました。 

中学三年生の時に被爆して建物が火事になるので逃げようとしても周りは友達の足と頭だ

けしか見えない状態。 

目玉が飛び出したり内臓が飛び出したり……聞いただけで恐怖に襲われます。 

外に出ても辺り一面焼け野原。全身大やけどで人間の姿をとどめてない人達の「痛い痛い」

と言ううめき声。水を求めて川に飛びこんでいく人達。 

この講演者の方も建物の割れた窓ガラスの破片がたくさん刺さり、そのままにしていると傷

口にウジ虫がわいてくるので、ガラスを取らないといけないのですが、皆に全身を押さえつ

けられて「もうやめて」と泣き叫びながらガラス破片を取りのぞいたり、聞いていられない

内容が忘れられません。他にも、中学生の話をたくさんして頂いて私自身も中学生の子供と
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参加していたので自分に置き換えて共感するお話がたくさんあった為、涙をこらえきれなく

なりました…。 

そんなお話の中で、唯一良かったなと思う事があります。 

それは、この講演者の方が被災されて三日目に娘を探して歩き続けてきたお父さんと再会で

きた事です。 

ほとんどの生徒が亡くなっているので娘も駄目かもしれないと思いながらも、娘にたべさせ

る為のおむすびを持って探し続けて、そして会えた時の喜びと号泣…。生きて会う事が出来

て良かったなと心から思いました。 

今の時代は、自殺をしたり殺人事件も多い…。でも、どんな事があっても命を大切にと言

う言葉が胸に響きました。 

「優しい心・人を思いやる心・許す心」 

これが平和の原点だともおっしゃられていました。今回の二日間のバスツアーで勉強になる

平和学習が出来て本当に良かったと思います。ありがとうございました。（保護者） 

 





核兵器廃絶都市宣言  
（昭和５７年３月２９日議決）  加古川市は、「８２年・平和のためのヒロシマ行動」で採択さ

れた「ヒロシマ・アピール」に賛同し、世界の恒久平和を願い、

武力国家の対立を解消して、英知と友愛に基づく新しい秩序の

実現を希求する。  いま、世界に核戦争の危機を感じ、これを憂う人が広がりつ
つある。我が国は人類最初の原爆被災国として、核戦争が人類

を破滅させ得るものであることを身をもって証明した。  私たちは、人類が再び同じ過ちを繰り返さないよう核戦争の
防止を求め、核兵器廃絶を強く訴える。地球上に、平和も愛も

いのちも、また美しい山河を絶やさないために、加古川市を「核

兵器廃絶都市」とすることを宣言し、他の宣言都市と相携えて

世論を喚起し、核兵器廃絶を誓う市民の輪が我が国に、そして

世界に広がることを期するものである。 
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