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はじめに 

 「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」とは1
 

「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」（以下、COC 事業と記す。）とは、文部科

学省が国内の国公私立大学、短期大学及び高等専門学校を対象として、自治体等と連携し

全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を支援する事業である。平成 25 年度より事

業を開始。52 件（319 件申請）選定された。補助金助成期間は最大 5 年間である。 

【目的】地域社会と連携し、全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める「地

域のための大学」として、全学的な教育カリキュラム・教育組織の改革を行いながら、地

域の課題（ニーズ）と大学の資源（シーズ）の効果的なマッチングによる地域の課題解決、

さらには地域社会と大学が共同して課題を共有し、それを踏まえた地域振興策の立案・実

施までを視野に入れた取組みを進める。これにより、大学での学びを通して地域の課題等

の認識を深め、解決に向けて主体的に行動できる人材を育成するとともに、大学のガバナ

ンス改革や各大学の強みを活かした大学の機能別分化を推進し、地域再生・活性化の拠点

となる大学の形成を目指す。 

 COC 事業と広島大学2
 

 平成 25 年、広島大学（以下、本学と記す。）は広島県・広島市・東広島市と連携し、「平

和共存社会を育む ひろしまイニシアティブ拠点」をテーマとして申請し、採択された。“地

域と協働で「ひろしまイニシアティブ」を具現化すること”と“平和共存社会の実現に貢

献できる人材の育成”を目的にしている。 

「ひろしまイニシアティブ」は「地域や国、年齢、性、人種等の違いや障がいの有無を

超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受できる社会の実現」を意味する。

本学は COC 事業の具体的な実践の枠組みとして、「ひろしま平和発信」「中山間地域・島し

ょ部対策」「障がい者支援」の 3 つを広島地域共通の重点課題とし、連携自治体と協力して

事業の達成を目指した。 

 「ひろしま平和発信」領域とは 

本学の基本理念 5 原則の 1 つは「平和を希求する精神」に沿って、事業を進めるにあた

り、平成 26 年 3 月に本学と（公財）広島平和記念資料館が協定を締結した。資料館が抱え

る課題解決に学生が取組みながら、共通課題の解決に向けて学生が主体的に地域社会へ参

加・貢献できる仕組みづくりを行った。 

本領域での目的である「地域ニーズの課題解決につながる教育プログラムを構築し、地

                                                   
1 文部科学省高等教育局大学振興課『平成 25 年度 地（知）の拠点整備事業』（平成 26 年、文部科学省）

引用・参考 
2 広島大学ホームページ「平成 25 年度 文部科学省 「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（大

学 COC 事業）」、http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/、（平成 30 年 2 月 16 日閲覧）引用・参考 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/、（平成30年2月16
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域再生・活性化のできる人材を育成すること」を達成するためには、本学と地域が一体と

なり、企画・評価・改善・実施カリキュラムをオープンにした体制で実施した。 

本学では 2011 年より、教養教育課程において「平和科目」を選択必修科目としている。

入学者全員（本学の 7 割は県外出身者）が、約 30 科目（戦争、紛争、核廃絶、環境、貧困

など）の中から 1 科目を選択し、平和に関するモニュメントの見学やレポートの提出が義

務付けられている。本領域ではこれまでの受動的な学びに加え、平和記念資料館を学生の

第 2 の学び舎として捉え、学生が能動的・実践的な活動が行える演習や活動を設けた。 

演習の特色は、平和記念資料館のリアルな課題に学生が能動的に関わり、ヒロシマへの

理解を 1 人 1 人深める取組みである。そのために、まず座学で原爆の実相に関するリテラ

シーを高め、その後、広島平和記念資料館のニーズを汲み上げた問題解決型演習を行った。

最終的に現地調査・問題解決に関するレポートからなる「地域志向教育演習」をすすめ、

研究に繋ぐことを目指した。また演習を通して、学生が「ヒロシマの心」を理解し、主体

的に考え・行動できることを目的とした。 

これら地域連携による教育プログラムを通して、学生が卒業後も広島地域をはじめとす

る、様々な場所で平和共存社会の実現に向かって貢献していくことを期待している。 

 

【教育プログラムの構成】 

 教養ゼミ・平和科目へのプログラム提供 

広島大学の入学生の約７割が県外出身者であるため、「ヒロシマ・平和」について知り、

考える契機として、各学部・学科で全入学生を対象に実施する「教養ゼミ」において、学

部・学科の希望に応じて広島平和記念資料館の協力により被爆の実相や被爆証言を学ぶ機

会を提供した。また、全入学生を対象に受講を義もづけている「平和科目」においても、

担当教員の要請を受けて講義・広島平和記念資料館での体験活動等の機会を提供した。 

 専門科目の試行 

広島の被爆の実相や平和への取り組みを体系的に理解できる人材を育成するため、座学、

施設見学・被爆体験者講話、平和記念資料館での体験活動等から構成する特別科目「ひろ

しま平和発信演習」を開講した。このプログラムは、本部キャンパス（東広島市）と平和

記念資料館が遠隔であり本部キャンパスの学生の受講が困難であるため、広島市内に立地

する霞キャンパス（医歯薬保健学系）の学生を対象にカリキュラムを編成した。 

なお、これらのプログラムを受講を契機として「ひろしまを知り、理解し、発信する」

活動に取り組むことを希望する学生に対して広島平和記念資料館でのボランティア活動等

の機会を提供することにより、学生の学びへの動機付けとすることを目指した。 

【協力団体】 

 （公財）広島平和文化センター広島平和記念資料館 

学芸課・啓発課・国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 

 広島市 平和連帯推進課 
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【図 1】ひろしま平和発信領域の実施内容 
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I. 活動報告 

 以下に報告する本領域の活動は、平和構築の現場で実際に関わっている人々が多く関わ

り指導した。本学（平和科学研究センター･総合科学部など）の教授、また協定を締結した

平和記念資料館の館長、学芸員、平和を発信し続けている若者などが講義を行った。 

これらは座学にとどまらず、資料館の抱える課題解決（被爆資料のデジタル化、活字化、

来館者同行調査など）を現場で行い、実践力の養成をおこなった。 

 また、授業終了後もボランティア活動を通じて地域の課題解決に関われるプログラムを

展開した。学生は、被爆者・伝承者・他大学の学生、市民、外国人と数多く接し、自分の

言葉で発信できる主体性を育成した。 

1. 授業科目 

1.1. 平和科目・教養ゼミ 

平和科目は広島大学独特の科目として平成 23年より 1 年生の必修科目として設置された。

COC 事業では従来の科目に加え、「ヒロシマ学」を平成 28 年度より実施した。 

教養ゼミにおける講義提供は、平成 26 年度に医学部の合同ゼミ（医学科・保健学科）で

開始し、平成 27 年度には医・歯・薬・保健学部の合同ゼミに展開した。また、東広島本部

キャンパスでも各学部の要請に応じて講義を提供した。平成 28 年度以降は東広島キャンパ

スで実施してきた。また、全学生が受講する「平和科目」においては、基本的に各担当教

員の専門分野の講義を実施してきたが、平成 29 年度より広島平和記念資料館の協力を得て

実習型の講義が開始された。さらに「ひろしまイニシアティブ」の導入として平成 29 年度

に開講した平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」では、広島平和記念資料館が講義

を提供している。 

 

 

 

 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

医学部合同ゼミ
医歯薬保健学部合
同ゼミ

受講者226名 受講者　432名

4学部20コマ 3学部14コマ 1学部1コマ

受講者　約200名 受講者197名 受講者150名

ヒロシマ学（150名）

ひ ろ し ま 平 和 共 生
リーダー概論（87名）

平和科目 ヒロシマ学（170名）

教
養
ゼ
ミ

霞キャンパ
ス（広島市）

東広島キャ
ンパス

【表 1】教養ゼミ・平和科目の実施状況 
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【教養ゼミ受講者の評価】 

 教養ゼミに提供したプログラムについての評価を見ると、高い評価を得ている。平成 29

年度に文学部で提供した講義におけるアンケートによると、講義内容について「良い」の

評価が 90％を超え、講義の理解度についても「理解できた」との回答が 90％を超えている。

同時に質問した「平和祈念資料館ボランティアスタッフへの参加意向についても、「応募し

たい」、「詳しく話を聞いてみたい」との回答が受講者 148 名の中で 32 名（約 22％）あり、

COC 事業への関心を持つきっかけとなっていると見られる。 

 

【成果】 

広島大学においては、「平和」を最も基本的な理念として捉え、全入学生に「平和科目」

の履修を課すなど、「平和」への理解・取り組みを求めている。本事業においては、広島平

和記念資料館と連携することで、多くの分野の学生に被爆の実相や平和に対する考え方を

学ぶ機会を提供することにより、「ひろしまイニシアティブ」の目指す人材育成プログラム

の導入としての役割を果たすことができた。 

1.1.1. 平和科目「ひろしま平和共生リーダー概論」 

 本講義は、平和科目を受講する学生を対象に、①被爆者の高齢化・被爆体験の風化が危

倶される中で喫緊の課題となっている被爆体験の伝承と発信、②急速な過疎化・高齢化の

進展により維持が困難になりつつある中山間地域、島しょ部等における地域社会の再生、

③身体的・精神的あるいは社会的ハンディキャップを抱える人々が共生することができる

社会の実現をテーマとして基本的な地域課題を理解するとともに、課題解決に向けた基礎

的な考え方・方法論を学ぶ機会を提供し、「ひろしま平和共生リーダー」を目指す学習の動

機付けとすることを目的として、平成 29 年度に開講した。 

 

【図 2】教養ゼミ（平成 29 年度文学部）に対する受講者の評価 
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【実施概要】 

開講時期：第 2 ターム（6 月 12 日〜7 月 31 日午後 2 コマ、計 15 コマ） 

受講者数：87 名（内訳：教育学部 50 名、工学部 36 名、その他 1 名） 

【講義の内容】 

 

1.2. ひろしま平和発信演習 

この講義は、広島平和記念資料館と連携して深く理解することを目的として開講した。

このため、資料館との連携が容易である広島市内の霞キャンパスにおいて、歯学部に特任

助教を配置してカリキュラムの構築、コーディネート等を実施した。講義の構成は、志賀

賢治広島平和記念資料館長の講義、被爆体験講話の聴講、被爆者の証言ビデオの文字起こ

し等の活動を組み合わせ、被爆の実相をより深く理解し、自ら考えることができるものと

した。 

なお、この講義は平成 28年度で終了し、新しい全学展開プログラムの検討に引き継がれた。 

【評価】 

本講義は、出席状況は天候条件が不良（午前中警報発令）であった日を除くと 90％以上

をキープしており、概ね学生の関心の高い内容であったと考えられる。 

最終日に実施したアンケート調査の結果、プログラムの目的についての理解度、講義の

回 テーマ 講義の概要 担当者

第1回

（6/12）

第2回

（6/12）

第3回

（6/19）

第4回

（6/19）

第5回

（6/26）

第6回

（6/26）

広島平和記念資料館のこれまでの歩みや現存する資料の
保管や整理、多言語化に関する課題について、貴重な写真
や映像を交えながら解説いただいた。

広島平和記念資料館
志賀賢治 館長

被爆体験を次世代へ伝える-平和記念資料館の取り組み-
広島平和記念資料館における学芸員の視点から、展示だ
けでない資料館の役割、ヒロシマと時間的、空間的につな

げる、近づけるための取り組みについて解説いただいた。

広島平和記念資料館 土
肥幸美 学芸員

ピースクリエーターになろう（広大卒業生からの提言）
講師2名の平和活動を行うきっかけや体験を聞くとともに、
実際に平和学習イベント（ヒロシマ「 」継ぐ展）で用いられる
ツールやアプリ（インターネット空間での灯ろう流し）を用い
た平和学習を行った。また、実際に平和に関する活動を
行っている現役の学生の話しを聞き、ディスカッションを
行った。

NPO法人これからの学
びネットワーク スタッフ

福岡　奈織

第3世代が考えるヒロシマ｢ ｣継ぐ展の構想から制作まで（被
爆三世からの提言）

フリーランスWebデザイ
ナー久保田涼子

オリエンテーション　ひろしま平和共生リーダー概論について
本講義での「平和」の捉え方、「ひろしま平和共生リーダー」
とは何かについてイントロダクションを行った。

産学・地域連携センター
塚本俊明

広島における『平和』の意味
「平和」の概念やイメージ、学問としての平和がどのような

意味を持ち、どのような状態を示すのかについて解説した。

平和科学研究センター

川野徳幸 教授

記憶の継承

【表 2】平和 29 年度 ひろしま平和発信領域〔全 6 コマ〕 



8 

 

内容に関する評価、学習の成果や今後の選択への影響などの点で、高い評価を得た。さら

に、講義内で「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」について紹介した結果、

半数近くが同プログラムの受講について積極的な意向を示した。 

以上の結果、本プログラムの内容や本プログラムで育成を目指す人物像について理解や

共感を得ることができたと考えられる。 

【成果】 

 このプログラムにおいては、「ひろしまイニシアティブ」の目指す人材育成について 3 領

域でそれぞれに進められてきた教育プログラムの相互の連携を図り、幅広い視点から体系

的に学修するプログラムとして開講することができた。この中では、これまで 3 領域で展

開されてきたプログラムに加え、異なる学部・学科で実施されている講義をパッケージ化

することにより理解を深めるとともに、現場体験（フィールド演習科目）を履修すること

で地域の課題として捉え、活動する態度を身につけることが可能となった。 

1.3. 「ひろしま平和共生リーダー育成特定プログラム」 

本プログラムは、平和科目、教養ゼミ等の受講を通じて「全ての人々が共生できる社会

の実現のために地域で活躍できる人材（ひろしま平和共生リーダー）」を志す学生に対して、

①被爆者の高齢化、被爆体験の風化が危倶される中で喫緊の課題となっている被爆体験の

伝承と発信（平和共生領域）、②急速な過疎化・高齢化の進展により維持が困難になりつつ

ある中山間地域、島しょ部等における地域社会の再生（地域共生領域）、③身体的・精神的

【図 3】ひろしま平和発信演習の実施内容 
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【図 4】プログラム構成 

提供 必要

科目 単位

本プログラムの入門として位置付ける「ひろしま平和共生リー
ダー概論」をはじめ、様々な観点から「平和」について考える平
和科目を履修することにより、「平和」「共生」について考える態
度を身につける

10 2

8

地域共生領域

我が国の多くの地方圏において喫緊の課題となっている過疎・

高齢化に伴う問題について理解を深めるとともに、これらの課題
の解決のために主体的に取り組む能力を身につける

6

ソーシャル・インクルージョン領域
様々な障がいや社会的不平等な立場に置かれた人々のことに
ついて理解し、これらの人々がそれぞれ社会参画できる「共生
社会」の実現に取り組む能力を身につける

6
※各領域から

最低１科目受

講

基礎科目・発展科目で得た知識・スキルを実際の地域社会で実
践する機会を設けることにより、自ら考え行動する能力やコミュ
ニケーション能力、プレゼンテーション能力等を身につける

6 1

6

フィールド演習科目

区分 教育目標

基礎科目

発
展
科
目

平和共生領域
国際政治、宗教などの専門的分野において「平和」の意味や
「平和」を脅かしている要因について学ぶことにより、「平和」の構
築に向けた取組みについて主体的に考える能力を身につける

【表 3】各科目群における教育目標等 

あるいは社会的ハンディキャップを抱える人々が共生することができる社会の実現（ソー

シャルインクルージョン領域）をテーマとして、基本的な地域課題を理解するとともに、

課題解決に向けた基礎的な考え方・方法論を学ぶ実践的なプログラムを提供するものであ

る。【プログラムの構成】 

本プログラムでは、入門編として平和科目の中から「ひろしま平和共生リーダー概論」

他、指定する科目（基礎科目）を履修するとともに、発展科目として 3 領域が提供する科

目を履修する。併せて「地域」に関する理解を深めることを目的に「フィールド演習科目」

を履修する。 
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授業科目 履修年次（開講期） 開設部局

ひろしま平和共生リーダー概論 1年次（2T） 教養教育科目

平和を考える 1年次（2T） 教養教育科目

平和と人権 1年次（2T） 教養教育科目

国際政治と地球環境から見る平和 1年次（2T） 教養教育科目

ヒロシマ学 1年次（2T） 教養教育科目

戦争と平和に関する学際的考察 1年次（2T） 教養教育科目

環境と平和 1年次（2T） 教養教育科目

飢餓・貧困・環境問題からみた平和学 1年次（2T） 教養教育科目

暴力の比較宗教学 1年次（2T） 教養教育科目

国際関係論 1年次（4T） 教養教育科目

宗教政治社会論 2年次（1T） 総合科学部

都市社会史 2年次（3T） 総合科学部

平和学 2年次（3T） 総合科学部

アジア政治の基礎 2年次（4ｾﾒ） 法学部

安全保障論 3年次（2T） 法学部

国際政治学 2年次（2T） 法学部

中山間地域・島しょ部連携特別講座 1年次（3T） 生物生産学部

食料資源論 1年次（4T） 生物生産学部

地域農政特論 1年次（2ｾﾒ・集中） 生物生産学部

食料生産管理学 2年次（3T） 生物生産学部

食料社会経済学演習 3年次（5ｾﾒ） 生物生産学部

地域農業組織論 3年次（6ｾﾒ） 生物生産学部

社会福祉と貧困 1年次（2T/3T） 教養教育科目

ジェンダーと社会 1年次（1ｾﾒ） 教養教育科目

現代社会と福祉 1年次（3T） 教養教育科目

障害者支援アクセシビリティ概論 1年次（2ｾﾒ・集中） アクセシビリティセンター

現代法政策論 2年次（4T） 総合科学部

動態社会学演習 3年次（5ｾﾒ） 総合科学部

障害学生支援ボランティア実習A 1年次（1T/3T） 教養教育科目

中山間地域・島しょ部連携インターンシップ 1年次（1ｾﾒ・集中） 生物生産学部

有用水産生物を学ぶ総合演習 1年次（2ｾﾒ・集中） 生物生産学部

中山間地域・島しょ部フィールドワーク特別演習 3年次（6ｾﾒ・集中） 生物生産学部

広島平和記念資料館ボランティア実習 3年次（2T・集中） 産学・地域連携センター

フ

ィ
ー

ル

ド

演

習

科

目

科目区分

基

礎

科

目

（
平

和

科

目

）

発

展

科

目

平

和

共

生

領

域

地

域

共

生

領

域

ソ
ー

シ

ャ
ル

イ

ン

ク

ル
ー

ジ

ョ
ン

領

域

【表 4】開講科目の内訳 
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1.4. 授業科目評価・成果 

広島大学においては、「平和」を最も基本的な理念として捉え、全入学生に「平和科目」

の履修を課すなど、「平和」への理解・取り組みを求めている。 

【表 5】 

特別演習科目

平成2６年 ひろしま平和発信 教養ゼミ 平和科目（ヒロシマ学）

資料館志賀館長講話 医学部合同ゼミ　226人

被爆体験証言講話
岡田恵美子氏（被爆者）

放射線影響研究所施設見学

被爆証言活字のテキスト化   107証言

来館者アンケート調査 　4566件

平成2７年 ひろしま平和発信 教養ゼミ ヒロシマ学

被爆体験証言講話
岡田恵美子氏（被爆者）

文学部　140人

資料館志賀館長講話
医歯薬合同ゼミ

313人

資料館学芸員の講話
（福島・土肥・落葉学芸員）

被爆証言映像ビデオ文字おこし 105証言

来館者アンケート調査 　1578件

平成2８年 ひろしま平和発信 教養ゼミ ヒロシマ学

被爆体験証言講話
岡田恵美子氏（被爆者）

文学部　146人

特別講話：資料館志賀館長
学芸員（土肥・小山）放影研他

被爆証言映像ビデオ文字おこし 43証言 160証言

平成29年 　ひろしま共生リーダー概論 教養ゼミ ヒロシマ学

被爆体験証言講話
岡田恵美子氏（被爆者）

文学部　150人

資料館志賀館長講話

土肥幸美氏（学芸員）講話

被爆体験証言講話
児玉　光男氏（被爆者）

被爆証言映像ビデオ文字おこし 70証言

被爆証言映像ビデオ文字おこし　合計485証言

COC事業・授業科目実施成果

実施なし

87人

歯学部　92人

歯学部44人

歯学部　95人

必修科目

実施なし
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本事業においては、広島平和記念資料館と連携することで、多くの分野の学生に被爆の

実相や平和に対する考え方を学ぶ機会を提供することからスタートし、試行錯誤の段階を

経て、「平和」について幅広い視点から体系的に学修するプログラムとして「ひろしま平和

共生リーダー育成特定プログラム」を開講することができた。この中では、異なる学部・

学科で別々に実施されていた講義をパッケージ化することにより理解を深めるとともに、

現場体験（フィールド演習科目）を履修することで地域の課題として捉え、活動する態度

を身につけることが可能となった。 

なお、特定プログラムは平成 30 年度からのスタートであり、実際に運用しながら関係す

る講義のテーマ、内容の充実を図っていくことが望まれる。 

  

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

歯学部 95 92 44

医学部・薬学部 226 313
教育学部 40
文学部 140 146 150
文学研究科 8
生物生産学部 11
全学部（ヒロシマ学） 170 150
全学部（ひろしま共生リーダー概論） 87

授業科目：全体参加人数
【表 5】授業科目 全体参加人数 
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2. 社会貢献活動（ボランティア） 

本領域においては、広島平和記念資料館との連携により、「教養ゼミ」、「ひろしま平和発

信演習」受講者の中で継続的に平和に関する活動への関わりを希望する学生に対応し、継

続的なボランティア活動の機会を提供した。また、本学の大学祭・ホームカミングデーや

本学学生、関係者が関わるイベント等で、平和発信に関する活動を支援した。 

なお、以上の活動を継続的、組織的に展開するための体制を整えるため、広島大学と公

益財団法人広島平和文化センター3（以下、平文セと記す。）との間で包括的連携協力に関す

る協定を締結した。 

2.1. 資料整理 

 主に資料館が収集・保管する資料（被爆資料・図書資料・寄贈資料など）を教育活動に

活用するために整理を行った。具体的活動は以下の通りである。 

2.1.1. 資料整理 

 不定期に実施したため、その都度資料館が直面する課題の解決を行った。 

 史料・寄贈資料の選別・目録作成 

 図書資料の所在確認・修復・整理整頓 

 千羽鶴の懸架（原爆の子の像） 

世界中から毎年 10 トン・1 千万羽寄贈される折り鶴を整理し、原爆の子の像へ定期的に懸

架を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3広島平和記念資料館の運営主体 

【図 5】資料整理の様子 
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2.1.2. 資料のデジタル化 

 ひろしま平和発信演習を履修した学生が主に参加した。 

 被爆体験記のデジタル化（VHS から DVD への変換作業） 400 本 

広島平和記念資料館では、これまでに撮影した被爆者証言ビデオのデジタル化とビデオ

の内容の文字起こしが課題となっている。古いビデオは記録媒体が VHS であるため、長

期的に保存するためにはデジタルデータの形にして残しておく必要があり、今後字幕をつ

けたり翻訳したり幅広い活用をするためには、ビデオの内容の文字起こしのデジタルデー

タが必要となる。 

こうした課題の解決に貢献すべく、文字起こし作業、VHS からの DVD へのダビング作

業も行った。こうした作業は、広島平和記念資料館の資料の保存・活用のための基礎づく

りとして期待されている。 

 来館者動向アンケート調査結果の入力作業   1000 件 

広島平和記念資料館で来館者動向調査を日本語と英語で行った。調査をしながら来館者

とコミュニケーションをとることで平和発信に取り組んでいる。外国からの来館者は約 77 

か国にのぼり、調査結果は、現在リニューアル中の資料館にフィードバックが行われる予

定である。調査総数 6,200 件（日本語及び英語）、77 か国。 

 

 

2.1.3. その他 

 資料保存のための収蔵庫清掃 

 学芸課補助事務作業 

2.2. 発信活動 

【図 6】資料のデジタル化の様子 
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被爆の実相を伝える企画・展示、設営、運営、補助、Web 発信を行った。企画は以下の

通りである。 

 国際平和シンポジウム「核兵器廃絶への道～この世界の分断を越えて」 

（広島市：来場者 400 人） 

 第三世代が考える「 」ヒロシマ継ぐ展（横浜市・世田谷区：2500 人） 

 インターネット灯籠流し・被爆伝承講話（広島市：200 人） 

 ホームカミングデー･大学祭  （東広島市：50 人） 

広島大学東広島キャンパスにおいて開催される大学祭・ホームカミングデーの開催に併

せて、本領域の活動や平和に関して情報発信をおこなった。被爆ビデオ映像からの文字お

こし体験した。被爆者と直接対話する場、原爆関連の生の資料に触れる機会を提供した。 

 次世代に継ぐ「ヒロシマ」展  （東広島市：455 人） 

本イベントは、30 代のクリエイター、アーティスト、社会人が中心となり立ち上げた企

画展である。特に若い世代や家族に向けて、平和学習の場所を提供し、戦争体験者と非体

験者をつなげることを目的としている。企画展タイトル名の「 」には、情報を受け取るだ

けでなく、自ら意志を持って過去の出来事を学び、聞き、考えて、自分なりの答えを入れ

てほしいという思いがこめられている。 

本学 COC 事業も共催し、県外の大学生や社会人へ事前学習プログラムを提供した、平和

記念資料館在籍のコーディネーターが被爆者や伝承者、関連書籍、ポスターなどを紹介し

イベントの企画を支援した。 

第三世代が考えるヒロシマ「　」継ぐ展

（横浜市　みなとみらい）

第三世代が考えるヒロシマ「　」継ぐ展

（広島市　とうろう流し継ぐ展ブース）

次世代に継ぐ「ヒロシマ」展

（東広島市　くらら）

第三世代が考えるヒロシマ「　」継ぐ展

（世田谷会場）

第三世代が考えるヒロシマ「　」継ぐ展

（サテライト会場　広島市）

第三世代が考えるヒロシマ「　」継ぐ展

（広島市　とうろう流し継ぐ展ブース）

平成29年度

7月～8月6日 710人

7月30日～8月6日 90人

8月6日 300人

平成28年度

8月3日～8日

1,260人

8月6日

8月24日～29日 455人

【表 6】開催概要 
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 ウイリアムペリー元米国国防長官講演会「核兵器のない世界に向けて」にて平和・核

問題等に関心のある学生との意見交換会（広島県平和推進プロジェクト） 

2.3. 社会貢献活動評価・成果 

2.3.1. 広島平和記念資料館でのボランティア活動 

資料館が抱える様々な課題を学生と共に解決することで、資料の劣化防止、保存・活用

等に寄与することができた。また、活動を通して普段みることのできない資料館の裏側を

学生が体験することができ、平和を発信していく上でのリアルな現場を学生が学ぶことが

できた。 

2.3.2. 大学祭・ホームカミングデーにおける情報発信 

会場を訪れた方々は、展示しているヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスターや原爆瓦など

の生の被爆資料をみることにより、原爆によって失われたもの、放射能の影響など改めて

学習した。 

2.3.3. 「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展」の支援 

被爆地ヒロシマから関東に平和学習を発信する活動として、毎年 1,000 人以上の方々が

訪れるイベントを多くの学生が携わる中で成功させることができた。特に平成 29 年度にお

いては、灯籠流し継ぐ展ブースのリーダーとして、本学の学生が同イベントを運営したこ

とも大きな成果である。 

 

 

【図 7】継ぐ展・灯籠流しの様子 
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2.3.4. ボランティアの声 

2.3.4.1. 国際平和シンポジウム「核兵器廃絶への道～この世界の分断を越えて」 

シンポジウムの感想 

 このような、平和に関する活動にはあまり関わ

ったことがなかったので、シンポジウムを聞い

てみて、とても関心がもてました。「この世界

の片隅に」という映画も鑑賞しようと思いまし

た。 

 いろいろな観点から平和について考えること

ができてよかったと思います。「この世界の片

隅に」をまだ見ていなかったので、ぜひ見てみ

て、見た人と感想を言い合い、まだ見ていない

人には、すすめて同じ認識を持てるように努め

ることをしたいと思いました。 

 過去の被爆体験に基づいて現在の核兵器の現

状や世界各国の動向を詳しく説明して頂いて、

核兵器廃絶の難しさを改めて感じました。アメ

リカの大統領がかわったことで、核に対するア

メリカの動向に不安もありますが、これからニュース等を興味深く見て行こうと思い

ました。もっと若い方々にも参加してお話を聴いてほしいと思いました。 

 核の保有、使用に関する様々な議論を聞き、私自身も核兵器のおそろしさについて再

認識することができた。それと同時に、核廃絶の難しさも痛感した。現代に生きる世

代として、私達ができることを自ら探し、積極的に行動しようという意志を改めて持

たなければならないということに気づかされた。とてもいい経験になった。 

 内容が少し難しかったです。でも、オバマ大統領のころに核などについて携わってい

た方や世代の近い方のお話を聞けて参考になりました。核兵器禁止条約について話が

聞けたことは、とてもよかったです。 

 一番印象的だったのは、やはり「この世界の片隅に」の片渕監督の講演であった。自

分もこの映画を見てとても感動したので、片渕さんのお話を以前から楽しみにしてお

り、また、とても有意義なものであった。その他、５名の方々の話も聞き、核問題（核

廃絶、核抑止）に関しては、国際的に解釈されていかなければならず、また、我々一

般市民も、その歴史的背景、知識を良く知り、自分なりの核になる意見、考えは持っ

ておくべきだと感じた。その方法の一つとして、議論、ディスカッションの機会を用

いて理解を深めていく、などのやり方があるはずである。ありがとうございました。 

 

【表 7】社会貢献活動参加人数 

学部 人数（人）

歯学部 20
教育学部 8
文学部 6

総合科学部 5
医学部 4
工学部 4
薬学部 2
法学部 2

文学研究科 2
社会科学研究科 2
国際協力研究科 2

生物圏科学研究科 1
経済学部 1

教育研究科 1

合計　9学部5研究科 60

※留学生（中国・マウライ・イン
ドネシアなど）含む
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 大学生になって平和学習がなくなり、平和について学ぶ機会がほとんど無くなってし

まったので、シンポジウムを聞いて、もう一度自分の中で平和というものを見つめ直

す良い機会になりました。平和実現のために何か自分にもできる身近なことを探して

いきたいと思います。 

 私は広島大学の留学生ですので平和学の分野について、特に関心を持っております。

平和学の分野の研究のため、初めてこのシンポジウムに参加させて頂き、本当に有意

義なことです。今回の参加をはじめ、日本の核兵器・軍縮政策にもっと関心を持ちま

す。 

 やはり、核兵器を廃絶するのはとても難しい。アメリカ、ロシア、イラン、北朝鮮の

関係を学んで、戦争の恐ろしさを分かってきた。核兵器禁止条約などを他に知らせな

ければならないと思う。今日のシンポジウムは大変勉強になった。 

ボランティアの感想 

 ボランティア活動だけでなく平和のシンポジウムを聞くこともできたので良かったで

すまた、このようなボランティアに参加してみたいと思いました。 

 多くの方が今回の国際平和シンポジウムに参加されて、平和について考える契機にな

ったと思うので、今後ともこのようなイベントが開かれることが大切だと思いました。 

 多くの方々がこのシンポジウムに関心を持って足を運んで下さっているのだなと思い

ました。私はあまりボランティア経験がなく不安でしたが、優しく丁寧にお仕事を教

えて下さったので、これから又他のボランティアにも積極的に参加したいと思いまし

た。 

 今回のボランティアの募集がなければ参加する予定ではなかったので、ボランティア

を通して、シンポジウムに参加できてよっかた。また、このような平和活動が定期的

に行われているということを、周囲にも広めていき、若者世代のさらなる参加への一

助になりたいと思った。 

 聴講に来られた方々のうち、多くは高齢の方でしたが、若者もシンポジウムに来てい

たことが印象的でした。 

 初めてのボランティアだったのですが、充実した時間を過ごせて大変勉強になりまし

た。社会貢献という人のために役に立つ経験ができ、自分の人生において間違いなく

プラスだと感じました。 

 今回の「国際平和シンポジウム」では初のボランティア参加でした。核の恐ろしさを

知るとともに、それよりも強く、平和を維持しようとする強さを感じました。初めて

やる作業ばかりで、役に立っているのか不安になっても、現場のスタッフたちのお世

話のもとに、全ての不安な気持ちはなくなりました。広島に来て二年経って、ずっと

平和活動に強い関心を持って、ようやく今回のボランティア活動を通じて、平和活動

ができました。 

 今回の活動を通じて、平和への関心が高まり、これからも国際平和活動に力を貢献で
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きるように頑張っていきたい。今回の機会に参加させていただき、ほんとうにありが

たいことで、よかったと思いました。 

 初めてこのような有意義な活動に参加したことは、私にとって、広島の核兵器による

被害の悲惨さを感じさせて頂き、広島の方々の平和への強い希望は貴重なものであり、

特に世界の中でまだ戦争中の地域の方々にこの平和への心を伝えることが大事だと思

います。 

 今日は広島に来てから初めてのボランティアだった。配付資料の袋詰めと同時通訳レ

シーバーの配付をした。シンポジウムを聞く機会があり、とても良かった。 

2.3.4.2. 「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展」 

広島大学 2 年 教育学部第 3 類日本語教育系コース A.O.さんの感想 

 8 月 6 日。この日に平和公園にいたのは、

今年が初めてでした。もうすでに 8 時 15

分を過ぎてお昼になったころ、平和公園

に向かって歩きながら、「今踏んでいるこ

の地面は、71 年前はどんなだっただろう」

と考えました。 

 私は今年、第三世代が考えるヒロシマ

「 」継ぐ展に学生ボランティアとして

参加しました。前から何かヒロシマや平

和に関する活動に参加してみたいと思っていましたが何もしておらず、今年こそと思って

インターネットで検索をかけてみたところ、「継ぐ展」のバナーを広島大学のホームページ

で見つけました。私は、平和公園でのボランティアというと英語でのガイドなどしか思い

つきませんでしたが、「継ぐ展」は、クリエイティブな形でヒロシマを継いでいくもので、

他と違っていて興味をひかれたので応募しました。 

 授業や試験期間の関係で、事前取材やみなとみらいの本展には参加できず、文字起こし

と広島会場のみの参加になりました。8 月 6 日は会場の設営と、夕方からは「とうろうに込

めるメッセージ」のブースで、来場された

方に説明をするなどしていました。「とうろ

うに込めるメッセージ」は、会場にあるタ

ブレットを使って、自分のヴァーチャルと

うろうを作り、インターネット上の川に平

和へのメッセージとともに流すという企画

です。とうろうを作る課程で、自分が平和

に向けてできることを選択して、平和への

メッセージを入力するところがあり、「継ぐ

【図 8】ヒロシマ『』継ぐ展ボランティア 

【図 9】ヴァーチャル灯籠流し 
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展」のタイトルにもある「 」の部分を自分で考えるようになっていました。夜になるに

つれて来場者は増えていきました。外国の観光者の方もいらっしゃいました。英語で説明

をしたのですが、手順を説明しただけで「継ぐ展」の目的まで説明できず、そこは反省点

だと思っています。 

 「71 年前のヒロシマはどんなだったか」。やはり、私にはこれを想像することができませ

んでした。そしてそれに危機感を覚えました。わりと平和学習の多かった私たちの世代で

もこうなら、私たち以降の世代はどうなるのだろうかと思ったからです。戦後 71 年経ち、

被爆者の方々が証言できなくなる一方で、ヒロシマのことを知らない子供たちが増えてい

るというニュースは、この時期よく聞かれます。そう考えると、知るだけではなく「継ぐ」

ことの重要性を強く感じます。では、どうやって継ぐかというところなのですが、今、私

には何のアイデアもありません。ですが、「継ぐ展」に参加して、様々な人を知ったり知り

合えたりできたことで、30 代 40 代の方々から私たち世代を含めて第三世代なんだなと気付

くことができました。つまり、アイデアがないうちはそういった先輩方の活動に参加して

学べば良い、もし何かやろうと思ったときにも、同年代だけでやろうやろうとするのでは

なく第三世代の先輩方の力も借りればよい、第三世代で協働して継いでいけばよいと、私

はこの活動を通して知りました。 

 私は、広島市の被爆者体験伝承者に応募したいと考えています。「継ぐ展」に応募したと

きに読んだホームページの継ぐ人のインタビューの中の伝承者の女性のお話がきっかけで

す。そして、今年いろいろな気付きや人との交流やきっかけを得ることができた「継ぐ展」

に来年も参加したいと思っています。 
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II. 広報 

COC 事業の活動の様子を、メディアを通じて発信した。（詳細記事は広報資料参照） 

 中国新聞  平成 26 年 10 月 20 日 来館者動向調査 被爆体験記のデーター化 

 広島市広報紙 平成 27 年 7 月 1 日 証言ビデオのデジタル化 

 毎日新聞  平成 27 年 8 月 5 日 証言ビデオのデジタル化 

 中国新聞  平成 29 年 4 月 15 日 被爆建物見学について 

 中国新聞  平成 29 年 6 月 12 日 

平和科目「ヒロシマ学」受講生へインタビュー取材 

証言ビデオ映像からの文字おこし作業に関して初回授業での感想など 

 中国新聞  平成 29 年 7 月 20 日 中国新聞 継ぐ展広島会場紹介 

 毎日新聞夕刊 平成 29 年 8 月 2 日 継ぐ展イベント アオギリを描こう 

 NHK 第１ラジオ マイあさラジオ 継ぐ展インタビュー 

 中国新聞  平成 29 年 8 月 3 日 包括協定を結んで 

 朝日新聞東京版 平成 29 年 8 月 5 日  継ぐ展開催に関して 

 毎日新聞 連載コラム  平成 29 年 8 月 11 日・18 日 ヒロシマを継ぐ 

 広島大学広報紙「HUPLUS」       平和発信に携わるボランティア広大生アピール 

 マスコミ各社へ情報提供: 

神奈川新聞・東京新聞・日経新聞・朝日新聞・中国新聞・赤旗その他多数掲載 

横浜市、世田谷区で開催する次世代に向けての企画展、 

｢第 3 世代が考えるヒロシマ「」継ぐ展｣（広大 COC 共催事業）を広く情報発信。 

英語版も作成。HP、Facebook、関連サイト等も活用する。 

 毎日新聞 平成 30 年 3 月 1 日 

寄贈資料を整理する広島大学ボランティア学生へインタビュー取材 
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III. 「ひろしま平和発信領域」の評価・成果・展開 

 平成 26 年度～平成 29 年度 COC 成果指標と活動実績  
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 「ひろしま平和発信領域」の成果・展開 

COC 事業中、平成 26 年より平和記念資料館の東・本館の全面リノベーション、オバマ

前米大統領の来広、ICAN（核兵器廃絶国際キャンペーン）のノーベル平和賞受賞、北朝鮮

による核兵器の脅威など、事業実施期間中、世間から注目を浴びる平和関連の出来事が次々

と起こった。そのような環境下で、学生は資料館で現場の声に触れながら特別演習や社会

貢献活動を行った。教育プログラムは平成 29 年度には平和科目「ひろしま平和共生リーダ

ー概論」を新設。教養教育課程以降も継続して 3 領域を学び、学生が能動的に平和共存を

考える授業を提供。さらに、平成 30 年度から育成特定プログラムを開講し終了証を授与で

きるような学修システムも確立し、教育システムを整備することができた。学生は、これ

らの学びから、平和共存社会実現のためには自らの知識力・語学力・問題解決能力が問わ

れることを実感した。今後もこのように能動的・主体性を持った人材が育成されることを

期待する。 

 また、本領域は「地域ニーズの課題解決につながる教育プログラムを構築し、地域再生・

活性化のできる人材を育成すること」という目的も事業終了後も継続するために、平成 28

年 12 月 12 日に本学は公益財団法人広島平和文化センターとの包括的連携協力に関する協

定（以下、包括協定と記す。）を締結した。 

この包括協定は、COC 事業の実施に当たって広島平和記念資料館との連携により、専門

科目や教養ゼミにおける講義・講演等の提供、広島平和記念資料館における見学・研修や

ボランティア活動の受け入れ等、様々な活動を実施した。これらの実績を踏まえ、更に組

織的・系統的な連携を深めることが望まれたことから、広島平和記念資料館の運営主体で

ある公益財団法人広島平和文化センターと本学との間で包括的連携協力に関する協定を締

結することとなった。なお、協定締結に伴う具体的な連携事業等の設定や連携状況の評価・

検証を行うことを目的として、「広島大学・広島平和記念資料館連携協力推進会議」を設置

し、定期的に協議を進めることとした。 

包括協定により、これまで行ってきた、教育・研究・社会貢献における活動の基盤を整

備することができたことは「ひろしま平和発信領域」の次世代に継ぐことのできる成果で

日 時 ： 平成 28 年 12 月 12 日 

      13：30〜14：00 

会 場 ： 広島大学東千田未来創生センター 

      3 階ミーティングルーム 

出 席 

 広島大学 越智光夫学長、木原康樹副学長 

 広島平和文化センター 小溝泰義理事長 

 広島平和記念資料館  志賀賢治館長  

【図 10】調印式の様子 
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ある。また、広島平和記念資料館の唯一無二の価値を維持し、その国際的な使命を発展さ

せるため、本学と教育・研究・調査などの側面から連携を深め、相互の活動を COC 事業後

も強固に展開し発展させていく。実際に一部の社会貢献活動は COC 事業終了後も継続する

ことが決定している。 

おわりに 

 COC 事業で掲げられた地域課題は、事業終了にて完全解決したわけではない。COC 事業

や本領域はあくまでも次に繋げるきっかけである。本領域の成果が今後も継続して地域課

題に本学と地域と連携して取り組んでいくことを期待する。 

 

（謝辞） 

最後になりましたが、本領域を実施するにあたり、平和記念資料館・広島平和文化セン

ターの皆様には多大なるご支援、ご協力、ご指導をいただきました。ここにお礼申し上げ

ます。 

 

志賀賢治 加藤秀一 宇多田寿子 

土肥幸美 小山亮 菊楽忍 

落葉裕信 福島在行 【敬称略・順不同】 
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＜広島大学と平和記念資料館との関わり、歴史など＞ 

■平和記念資料館初代館長は旧広島文理大学嘱託の長岡省吾氏 

昭和 25 年 8 月 6 日、8 時 15 分。広島大学（旧広島文理大学）は、東千田町（爆心地か

ら１．５ｋｍ）で被爆した。近郊に疎開していたため、被災を免れた。広島文理科大理

学部岩石学の教授や学生達は、放射能で汚染された市内を歩きまわり、石の影、焼けた

瓦など多くの被爆資料を収集、調査にあたった。また各国調査団員が広島入りをした際

には、混乱する役所の職員に代わり、広大職員が熱線の影響を説明した。当時、地学教

室の小島丈児教授と共に調査研究のため随行していた長岡省吾氏は後に初代平和記念

資料館館長となり、その当時学生であった秀敬氏（元総合科学部教授、医学部長 秀道

弘先生の父上）は資料整理などの現地調査に多大に貢献された。 

朝日新聞  平成２９年３月２９日 広島大学収集の被爆石について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■広島大学初代学長の思いが平和の鐘に刻まれている。 

平和記念公園の北側に小さな池があり、その真ん中に平和の鐘がある。｢核

兵器と戦争のない平和な世界｣を祈願して設置された。 

表面には国境のない世界地図のほか、広島大学初代学長、森戸辰夫の言葉で

｢自己を知れ｣の文字が刻まれている。 

   ■慰霊碑の碑文は、広島大学教養部教授が提案した。 

広島平和記念公園内に設置されている原爆死没者慰霊碑の銘文｢安らかに

眠ってください。あやまちは繰り返しませんから｣は、広島大学の雑賀忠義

教授が当時の浜井信三市長の依頼を受けて提案、揮毫した。 

■授業中、もしくは動員学徒として作業中に亡くなった広島大学関係の当時の被

爆死没者は、約８３０名にのぼる。留学生は１１名が被爆した。 

留学生：広島文理科大学 広島高等師範学校 

（出身国：フィリピン・インドネシア・ミャンマー・マレーシア） 

▼朝日新聞朝刊 平成２９年５月３１日 被爆当時の南方留学生に関する記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B9%B3%E5%92%8C%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%85%AC%E5%9C%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9B%91%E8%B3%80%E5%BF%A0%E7%BE%A9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9B%91%E8%B3%80%E5%BF%A0%E7%BE%A9&action=edit&redlink=1


 

 

■広島大学総合科学部（旧教養部）の構成母体「旧制廣島高等学校」の卒業生 

の多くが広島の復興を支え、被爆の実相を世界に向けてアピールした。 

 参考：修業年限は 3年。文科および理科からなる高等科を設置。広島は軍都・文  教

都市であったため、教員・軍人の子弟が多かった。大学進学率は高くほとんどが東

大・京大進学者（法・経を志望）。1930 年（昭和 5 年）には全国一となった。 

 

浜井信三 元市長  原爆投下後の広島市の復興（平和大通り建設など）を指揮。 

寺光 忠 元参議院議事部長 広島平和記念都市建設法の制定に携わる  

荒木 武 元市長  第 1 回平和市長会議を開催する。         

核兵器廃絶に向けて世界の都市が国を超えて連帯しようと、  

82年に当時の荒木武・広島市長が国連軍縮特別総会で呼びか

け 85年に第 1回世界平和連帯都市市長会議として開かれた。 

平岡 敬 元市長  国際司法裁判所（オランダ・ハーグ）で核兵器の違法性を訴

える。「核兵器の使用・威嚇は一般的に国際法違反」 

丹下 健三     建築家 広島平和記念公園、平和記念資料館の設計者 

雑賀 忠義教養部教授 平和公園の「原爆死没者慰霊碑」碑文「安らかに眠って下

さい。過ちは繰返しませぬから」を撰定・揮毫した。 

阿川 弘之 作家  小説「魔の遺産」を執筆。原爆の後遺症と闘いながら日々 

を送る人々の原爆の実相を描く。 

 

 

■広島大学文書館には「平和学術文庫」として、広島大学文学部仏文科の卒業生、

大牟田 稔氏が寄託した大量の「大牟田文書」が残されている。 

14 歳の終わりに敗戦を迎えた大牟田氏による、戦後 55年のヒロシマの記録がほ

ぼ網羅されている。 

大牟田氏は広島平和記念資料館・広島国際会議場・国立広島原爆死没者追悼平和

祈念館の管理運営する公益財団、広島平和文化センター理事長を７年間歴任した。

元中国新聞論説主幹。戦後のヒロシマを代表するジャーナリストである。 

 

 

 

 

 

    

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E9%A4%8A%E9%83%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%AD%A6
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%88%86%E6%AD%BB%E6%B2%A1%E8%80%85%E6%85%B0%E9%9C%8A%E7%A2%91


 

 

＜年度別事業活動のまとめ（成果・評価・意見）＞ 

H26年度 

○机上の学習に加え五感を駆使しながら教育的効果を発揮できうるプログラムを

構築した。作業を通じて、資料館の存在意義、被爆者の悲しみを実感できた。 

学生が作業できる内容を学芸･啓発課内でコーディネーターが調査し、プログラ

ムを構築した。事前学習⇒作業⇒自主学習⇒資料館･被爆者へのフィードバック

という流れを構築した 

○被爆体験記の手書き原稿を活字テキスト化したものが、後日インターネットを通

じて世界に発信されることから、地域の課題解決･改善に積極的に関われたこと

を学生は実感した。 

○学校などで既に学習し、ある程度の知識はあっても、社会に対する判断・理解能

力が深まったこの年代で再度学べたことに意味があるという感想が多かった。 

（広島大学の学生は、県外の学生が７割を占める。彼らのように、被爆の実相に関

して知識が浅い学生や、広島出身で以前に何度も学習した学生にとっても、大学

生になって聞く話はまた違って聞こえるという意見が多かった。） 

○修学旅行や授業などで小・中・高の学生の前で話すことが多い被爆体験証言者か

らは、社会へ巣立つ前の若者に被爆の実相を伝えられる貴重な機会を与えられて、

大変意義深い時間だったと感謝された。 

○資料館内の演習前に、広島平和記念館館長と学生が直接対話する時間を設けた。

現状や問題点を具体的に聞くことによって（資料劣化、記憶の継承問題など）資

料館のニーズを把握することができた。 

またリニューアル中であるので、資料館のＨＰ・表示・展示・ガイド内容・館内

設備など若者の目線で気付きや改善点を館長へ提案した。 

○広大からの学生の人力を得たことによりリニューアル前に来館者動向調査を行

うことができた。来館者の出身地、国籍などの具体的な数字、また資料館に対

する評価を得ることができた。 

○アンケート調査の演習では、外国人来館者からの質問に直接学生が応じる場面

が多かったため、原爆に対する知識、コミュニケーション能力、語学能力の必

要性を感じる学生が多かった。平和に対する意識が高まり、更に継続的に勉強

や作業をしたいという学生が増えた。  

○自治体との連携について 

平和記念資料館 （館長 学芸課・啓発課 学芸員 職員） 

ピースボランティア  朗読ボランティア  被爆体験証言者  

国立広島原爆追悼平和祈念館 （副館長 職員） 

平和文化センター職員など学生受け入れに関して定期的に指導、助言を頂いた。 



 

 

○資料館からは、作業部屋の確保、スケジュール調整、入館料を免除するなど特例

の措置をしていただいた。 

○アンケート調査の集計を作業するため、ボランティアを募集したが、授業終了後、

集計する学生が確保できず回答を完了することができなかった。 

翌年度は、タブレット調査に変更するなどして改善を図った。 

※平和記念資料館観覧料を減免した。 

※学生が作業するスペース、待機場所などのために、資料館内施設（研修室･会

議室など）を使用させていただいた。 

 

H27年度 

○被爆都市で学ぶ広島大学の学生として、ヒロシマの心と原爆の実相を自分の 

言葉で発信したいという意欲的な学生が増えた。特に海外留学を控えている学生

は、英語で被爆の実相を伝えたいと考えている。そのため、原爆の日前後に開催

された平和関連国際会議の手伝い、国際会議での若者意見交換会への参加を呼び

かけ授業終了後も、ボランティア作業のプログラムを提供した。 

被爆証言ビデオデジタル化や情報資料室の資料整理、世界中から送られてくる鶴

を原爆の子の像まで運搬する作業のボランティアは継続して行った。 

   学生のボランティア活動には社会貢献活動証明書を与えた。 

○被爆証言ビデオの文字おこし（キーワード検索をするため）と資料の劣化保存（被

爆映像ビデオのデジタル化）に関しては、学芸員と連携し、作業の効率化、マニ

ュアル化を図った。 

○東広島キャンパスの学生（文学部）に対して被爆者体験証言講話の授業を行った。

将来、教育関係の職や研究をする学生にとって原爆の実相を理解し、継承するき

っかけ作りができた。 

○ホームページで活動を広く発信することができた。 

○歯学部の授業では、資料館館長に加え、学芸員の講義を３回行った。 

   福島学芸員からは、資料館の歴史について、土肥学芸員からは、啓発課が取り組

んでいる次世代への継承プログラムを、また落葉学芸員からは収蔵庫の被爆資料

の保存状況など説明があった。 

○大学祭での出展活動をおこなった。 

 

 

 

 

 

 



 

 

○自治体の連携について 

平和記念資料館スタッフ（館長 学芸課・啓発課 職員 学芸員４名）ピースボ

ランティア、被爆体験証言者、被爆体験伝承者、広島市平和連帯推進課職員より

指導、助言、プログラムの構築、作業部屋の確保、スケジュール調整などご協力

いただいた。学生は活動中に様々な意見交換ができた。 

定期的に作業内容の見直しを行った。 

○被爆資料の劣化防止作業（ボランティア作業）を開始した。 

被爆証言ビデオのデジタル化 (ビデオ総数：１０８７本)   

ビデオのデジタル化は急務であることから、ボランティア学生と一緒に作業を開

始した。約 400本を納品することができた。 

 

H28 年度 

○東千田未来創生センターに COC 分室を設けた。パソコン入力等の作業に使用し

た。 

○ヒロシマ学（布川先生）の授業など、東広島キャンパスを中心に授業を開始した。 

○資料館学芸課・啓発課職員に対して、学外協力研究員の登録を行う。 

 図書館のデーターベースの閲覧が可能となる。  

○学外で被爆の実相を伝えるイベントを開催した。 

※第３世代が考えるヒロシマ「」継ぐ展への参加  

被爆証言の取材 証言ビデオの文字おこし  

元安川でのインターネット灯篭流しの手伝い 

被爆瓦採取 研究成果発表（嘉陽研究員） 

横浜市、JICA、もみじ饅頭の「やまだ屋」様など協賛企業が多かった。 

※次世代へ継ぐヒロシマ展 

東広島市くらら芸術文化ホールとの共催で実施した。 

夏休み中、開催したので、家族、親子連れが多かった。 

   被爆体験伝承者が常駐し被爆の実相の説明を行った。 

原爆関連の図書、特集新聞など、小・中学生へ自由研究のツールを提供した。 

・自主映画「運命の背中」自主上映会 

・出山知樹監督と久保田明子氏（広島大学助教）とのトーク 

・ヒロシマナガサキ被爆資料ポスター展示 

・原爆ドームの模型展示、原爆関連図書の展示 

・被爆資料〔被爆瓦〕の展示など行った。  



 

 

 

＜包括協定締結（H28.12.12）以降の活動状況報告・展望＞ 

 

１．平和関連のボランティア活動を実施した。（各学部から 33 名 学部生、院生、留学生） 

（１）被爆関連資料や図書の整理（学芸課）   

参加人数： 3 名（文学部人文学科 3 年生） 

実施期間: 7 月～2 月（12 日間） 

    活動内容: 元館長の寄贈資料の整理（写真、文書、手紙など）目録作成 

          情報資料室の図書整理･修復作業  

     

  H30 年度以降：学芸員養成課程の学生、博物館就職希 

者へ声がけして募集する。 

広島大学総合博物館など、大学と協議中。 

資料館と連携を取り学生を派遣する 

   学生の感想：様々な資料に触れられる貴重な機会である。 

学芸員の方から史料の取り扱い方など指導を受けた。目録の作成など

を通じて、博物館業務に対する関心が更に増した。通常の平和学習 

では網羅できない視点から平和や戦争について深く考えた。 

学芸員の方の経験談やアドバイスにより将来の指針が決まった。 

 

（２）平和関連国際会議の業務補助（広島市国際部平和連帯推進課：栗原主幹） 

    参加人数：10 名（各学部から。留学生を含む） 

    活動内容：「核廃絶の道」国際平和シンポジウム 

          の受付業務･会場整理    

実施日：7 月 30 日（土） 

開催場所：広島国際会議場 

H30 年度以降：平和関連会議等ボランティア募集の

詳細案内を推進課から直接広報課へ

送付し、学生閲覧サイト「もみじ」で募集する。 

  学生の感想：ボランティアに参加しなければ、平和について考える機会がなかった。 

核の保有、使用に関する様々な議論を聞き、核兵器の恐ろしさについ   

て再認識できた。私たちができることを自ら探し、積極的に行動する意

志を改めて持たなければならないということに気付かされた。 

 

 

 



 

 

（３）「第三世代が考えるヒロシマ「」継ぐ展」企画展の準備、設営スタッフ 

   参加人数：20 名（各学部から。留学生を含む） 

活動期間：4 月～8 月（会期：7 月 30 日～8 月 6 日）  

活動団体：「第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展」実行委員会 

開催場所：Clip Hiroshima(広大跡地) IID 世田谷ものづくり学校 元安川接岸 

   開催目的：県外、海外の若者（社会人、学生）へ被爆の実相を伝える 

活動内容：被爆者へのインタビュー、文字おこし、被爆建物見学会 

広島会場（灯篭流し、被爆の実相ポスター展示）の準備、設営、撤去 

資料・機材提供：ヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター・平和学習用資料、関連本

（啓発課）「消えた家族」企画展写真の提供（学芸課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生の感想：活動を通して様々な職業の方々、県外の学生（九州大学、宮城女子学

院、関東学院大学、神奈川大学など）と繋がることができました。こ

うやって色々な人に出会えること、元気で生きていられること、ご飯

が食べられること、すべてが 72 年前の出来事の上にあると実感しまし

た。全体で 1250 人の来場者がありました。広島の大学生として、被爆

の実相を一人でも多く伝えていきたいと使命を感じました。 

平成 30 年度以降：平和課目「ひろしま平和共生リーダー概論」の授業の中で、｢継

ぐ展｣の意義、体験談などをレクチャーする。ワークショップを開催。 

また、学生閲覧サイト｢もみじ｣でボランティアスタッフを募集する。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．平和記念資料館見学を希望する平和科目受講生、引率者を含む団体見学者などに限り、 

入館料減免の措置をした。学芸課長から、特別に被爆の実相と館内の概要説明を依頼し

た。（実数：館内説明 249 名   入館料免除 367 名 ） 

（１）広島大学国際交流グループ主催事業 外国人学生 242 名（うち概要説明 134 人） 

実施日: 6/24、7/7、7/23、7/31  １/23 2/6  

対象：日本語日本文化研修生   

 （２）平和科目受講生 約 400 名（平和科目＋文学部教養ゼミ受講者対象） 

   対象：前期必修科目受講生 

(初回授業にて無料券を配布)   

      実施日:６月～８月 

（３）日墨（メキシコ）学長会議関係者 80 名 

  実施日: 11 月 29 日 

（４）広島大学緊急ひばく医療推進センター 

関係者 22 名 

  実施日:12 月１日 

（５）国際リンケージ型学位プログラム 

キックオフ会議 13 名 

  （インド各大学学長） 

  実施日:1 月 17 日 

（６）カンボジア教育大臣来訪 

   実施日：3 月 9 日 

平成 30 年度以降：申請書、参加者リストを事前に学芸課へ提出すること。 

学生は、平和科目受講生、引率者付き添いの団体見学者に限る。 

館内説明は条件次第。 

３．被爆者から直接証言を聞く授業を設けた。（受講者 約 460 名） 

 6 月：教養ゼミ 被爆者 岡田恵美子氏 150 名 （文学部・東広島） 

     外国人学生日本語日本文化研修 被爆者 小倉桂子氏  30 名 

  7 月: 外国人学生日本語日本文化研修 被爆者  児玉光雄氏 31 名 

                    被爆者  小倉桂子氏 73 名 

                  （国際センター・資料館地下会議室） 

  8 月 平和科目ヒロシマ学 被爆者 児玉光雄氏 

     150 名（総合科学部・東広島） 

平成 30 年度以降：被爆者、伝承者の選定、 

会場予約に関しては、平和記念資料館啓発課 

（被爆者）国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 

（伝承者）へ直接依頼する。 

 



 

 

 

４．平和記念資料館館長と学芸員を広島大学非常勤講師 

として登録した。 

■平和新規科目「ひろしま平和共生リーダー概論」 

２コマ 

日程：平成 29 年 6 月 

  講師：志賀 賢治館長、土肥 幸美学芸員     

場所：総合科学部教室 90 名 

■平和科学研究センター主催事業 

日程：平成 29 年 8 月 2 日 

タイトル：国際シンポジウム｢復興と平和構築｣  

  講師：志賀 賢治館長 他 

場所：東千田未来創造センター 100 名 

■COC 事業総括シンポジウム 

日程：平成 30 年 2 月 28 日 

講師：志賀 賢治館長他 

場所：広島大学中央図書館ライブラリーホール 150 名 

■平和科学研究センター及び平和記念資料館共催事業 公開市民講座  

日程：平成 30 年 3 月 10 日 

タイトル：原爆被害とは何か、ヒロシマは何を継承するのか                       

講師：志賀 賢治館長 他 

場所：東千田未来創造センター 150 名 

 

５．平和記念資料館学芸課、啓発課の職員を学外教育研究員として登録した。 

共同研究、調査を促進するため、広島大学図書館のデーターベースを共有した。 

          

６．広島大学原爆放射線医科学研究所の久保田明子助教が資料館へ赴き、 

史料アーカイブスの保存に関して資料館学芸員と共に作業し指導した。 

 

７．広島大学校内見学会及び情報交換会を実施した。(14 名) 

  平和記念資料館職員（学芸員、司書、市職員、財団職員）が霞キャンパスの施設見学

を行った。霞図書館と資料館情報資料室の司書同士の懇談会も行った。 

霞キャンパス医学資料館の企画展示(原医研主催)の見学も４回に分けて行った。 

 

８．広島大学広報誌 HU－PLUS８月号、平和特集に関して広報課と共に、企画、取材協

力を行った。(COC 事業：継ぐ展ボランティア、ひろしま平和共生リーダー概論授業な

ど) 資料館情報資料室へ配架し、市民に周知。 



 

 

 

９．資料館主催のシンポジウムや企画展、ボランティアの募集などを広島大学の学内広報

「もみじ」で周知した。 

 

10. 平和記念資料館発行図書約５００冊を平和科目の受講生に無料配布した。 

 

11. 広島大学総合博物館研究員と資料館学芸員が情報交換した。 

資料館は、旧日銀展示室において収蔵資料展を開催中である。 

同会場において広島大学も｢大学と文化財｣というテーマで企画している。 

広島大学所蔵の被爆資料を今後、広島市内で公開することを期待している。 

 

12. 学芸員志望の学生ボランティア実習を、資料館学芸課で月 1 回程度受け入れる。 

学芸員が直に指導し、資料整理作業などを行う機会を提供する。 

2018 年度：文学部 2 名の女子学生が、目録作成のボランティアを行う。 

今後は、広島大学総合博物館と提携し、希望者の日程や時間などを調整する。 

 

 



 

 

平和記念資料館 資料整理ボランティアの募集に関して 

2017.12.19 

 

募集用件：学芸員の資格取得を目指している学生、博物館、資料館業務に興味関心のある 

各学部３年生以上、大学院生レベルの学生 

 定員： 毎回１～2 名程度 １回以上継続して作業できる方 

交通費・謝金：支給なし 

作業内容：①平和記念資料館元館長からの寄贈資料整理（写真、手紙、文書など） 

      データー入力作業（Excel の基本操作） 

 ②情報資料室の資料、図書の整理、目録作成 

活動期間：平成 29 年 7 月頃～平成 30 年 3 月の期間。1 ヶ月に 1 回程度。 

作業日： 学生の希望日と学芸員の勤務状況を調整しながら決定。 

土・日・祝、8 月 6 日（原爆の日）前後の 2～3 週間は不可。 

作業時間：①10 時から 14 時（※12 時から 13 時までは昼休憩） 

     ②14 時から 17 時  ③10 時から 17 時 当日は 5 分前集合。 

適宜、休息時間を設ける。 

連絡先： 広島平和記念資料館学芸課 Tel：082－241－4004  

          土肥 幸美学芸員（広島大学大学院卒） 小山 亮学芸員 

※キャンセルや予定を変更する場合は、早めに連絡してください。 

資料館の状況：資料館本館は 2019 年春まで閉館中。免震改修工事と展示リニューアルが進

行中。館全体が多忙を極めている。学芸員養成課程に関わる博物館実習は今

まで受け入れていない。その理由は、学生に関わる時間と作業場所の確保、

評価、出欠確認など単位取得に伴う指導ができないからだ。月 1 回のボラ

ンティアではあるが、学芸員と共に行う作業は、様々な知識を習得でき、広

大生のみが経験できる貴重な機会である。 

受け入れの背景：平成 25 年度 文部科学省補助金を得て、COC 地の拠点推進事業「ひろし

ま平和発信」をスタートした。（担当部署：社会連携グループ） 

平和学習の座学に加え、能動的な作業を学生に経験させるプログラムを

展開し、平成 28 年度 12 月、広島大学は平和記念資料館と包括協定を締

結した。事業自体は平成 29 年度で終了するが、平成 30 年度からも継続

してボランティア学生を受け入れる。 

包括協定後の特別措置：広大関係者（教授、学長、研究者、学生など）の団体など、引率者

を含むグループが資料館を見学する場合、申請書と参加者リスト

を学芸課へ提出すれば、観覧料免除となる。その場合、資料館の概

要説明を学芸課に依頼する事は可能であるが、特例なので条件（日

程、時間、通訳有無）によってはお断りする場合がある。 



 

 

平成 30 年 3 月までの募集ちらし 

  

 

    

     



 

 

＜平成 27年度ひろしま平和発信演習Ⅰにおけるアンケート結果＞ 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

＜ウィリアムペリー元米国国防長官講演会における学生意見交換＞ 

 

 

1. ウィリアムペリー 元米国国防長官講演会 

《広島県主催 担当：平和推進プロジェクトチーム》 

に伴い、事務局が広島大学の学生との意見交換を希望された。   

１ 日 時 平成２７年８月２５日（火）14 時～15 時 30 分 

２ 場 所 広島県庁南館２階選挙管理委員会委員室 

３ 出席者  

（先方） 

デボラ・ゴードン ウィリアム・ペリー予防防御プロジェクト事務局長 

ラヴィ・パテル同プロジェクト特別リサーチアシスタント 

ネルソン・ザオ同プロジェクト特別リサーチアシスタント 

 

 



 

 

（広島大学生 計 9名） 

小松 真理子 広島大学総合科学研究科博士課程 後期総合科学専攻３年 

リン・エン・ハー広島大学医歯薬保健学研究科博士課程 医歯薬学専攻２年（マレ

ーシア） 

カビール・ラッセル・サーワー広島大学教育学研究科博士課程前期心理学専攻１

年（米国） 

広島大学総合科学研究科修士課程１年 

広島大学総合科学部４年 ２名 

広島大学教育学部４年 

広島大学文学部４年 

広島大学法学部４年 

４ 話題 

（１）ウィリアム・ペリープロジェクトの概要説明 

ゴードン：オンラインを使用した教育ツールを開発しており，若い世代をターゲット層

にしている。希望すればだれもが参加できる仕組みを目標に進めている。コンテン

ツは，核なき世界の実現のために，若い世代に核問題やそれに関する政策，核開

発技術等の知識を，学ばせ，広く対話し討論することを目的にしている。彼らに核

の脅威，爆発の威力などどれだけひどいものなのかを伝えるためだ。 

ＣＴＢＴＯと協力し，さまざまな背景を持つ学生（NY，コスタリカ，南アフリカ，長崎

の学生）が議論する機会があり，良い意見交換が出来た。８月２３日（日）の講演会

に来ていた日本の学生たちのように，自分の意見を持つものを集め，議論の場を

作りたい。  

小松：広島大学ではフェニックス・プログラムと言い，放射線や災害などの分野のス

ペシャリストを養成するカリキュラムが存在する。医療，環境，社会と分野ごとに分

かれている。私は社会心理の観点から，核災害に焦点を当て，福島をフィールドと

している。カリキュラムの中で，フィールドワークやインタビューを交えながら，現地

（ウクライナやベラルーシ，長崎等）とのつながりも形成している。 

ゴードン：今朝は，小倉桂子さんの被爆証言を聞いた。生き残った彼女の話は大変

心に残るものだった。8歳で被爆し，彼女は差別にあい，体験を語ることが苦しかっ

た。そうなってしまうのも無理はない。しかし彼女は時間をかけて，今回私たちに話

をしてくれた。米では，核兵器が使用されても元気な人がいるなど，様々な誤解が

ある。 

学生 A：プロジェクトに非常に興味がある。そしてアメリカの現状を知ってショックで

もあった。そのような若い世代にとっては，過去を学び，未来に生かせるプロジェク

トになるのではないか。参加学生にとっても，ディスカッションで意見を述べることは，

きわめて大切であると感じる。 



 

 

パテル：アメリカとロシアの学生との交流は７年目になる。アメリカとパキスタンの学

生交流もある。異なる文化的背景を持つ彼らに，核問題について話し合ってもらう。

大学に呼びかけ，学生を集めて行うが，自分の考えを他の学生と交換し，問題につ

いて考える有効な方法だ。 

 

（２）平和教育について 

ゴードン：例えば，アメリカの子供たちに，平和や原爆について，教えるとするならば，

どのくらいの時期が適当であろうか？それらの平和教育は，レベルによって段階的

に進められるべきではあるが。 

小松：福島の子供たちに対して，母親たちの意識は高く，どうやって子どもを守るか

に重点的に意識を向けている。母親たちは特別鋭い意識で，子供に学ばせようと

いう意思を持っている。もちろん震災というワードは差別にも繋がっている。それら

から彼女たちは子供を守ろうと考えている。 

学生 B：広島県外で育ったため，平和教育＝核問題にあまりつながらなかった。他

の領土問題のほうがより焦点的に学ぶ機会があった。効果的に学んでいくには時

間がいるし，核問題そのものの解決にも，多くの時間が必要であると思う。 

学生C：自分も県外で育ったが，映画や資料館，様々な所に平和教育のソースはあ

ると考える。 

サーワー：オクラホマ州出身，秋田県で英語教師をしていた。核セキュリティ問題に

ついて，もっと敏感に反応していくべきだ。それらの若い世代へ知識を知ってもらっ

ていくことで，私たちも若い世代への理解を深めることができる。 

ゴードン：真珠湾攻撃は米国にとって，初めて戦地でないところで起こった戦争だ。

私の世代は親が戦地に行っていた。世代が代わることに希望を持っている。核兵

器をなくすためのパラレルな議論が必要だ，ＣＴＢＴの役割も含めて。また，核抑止

は本当なのかという議論も必要だ。 

学生 D：私が感じるのは被爆者と若い世代との距離と，若い世代の関心の薄れ。話

を聞くだけでは，その距離は余計広がってしまう場合もある。そのため，私は対話を

重視して活動を行っている。被爆者は我々世代の祖父母にあたる世代である。活

動していくことで 70年前に終わったことにしないようにしたい。 

エン・ハー：私は被爆者の話を広島に来て初めて聞いた。マレーシアの学校で平和

について学ぶ際に原爆のことを詳しく習うことはなかった。平和の概念を知っていて

も，それを実際にどう表現するのか分からなかった。広島で学んでいると，映像や

本などに触れる機会があり，共感することの重要性を感じる。 

学生 E：小学５年生の時期にアメリカ（サウスカロライナ州）にいたので，アメリカの

戦争の教え方の違い，平和の教育の違いが大きかったと感じた。初等教育ではア

メリカは事象を暗記させる。日本はそれらの事実に関して自分がどう感じるか，感



 

 

想文を書く機会があった。ペリープロジェクトは自分の思いを話し合えるいい機会に

なると感じた。 

学生 F：両親が広島と長崎出身で，祖父は長崎で被爆した。被爆写真の中には祖

父が写っているものもあるが，差別が強かったため，祖父がそのことについて話し

たのは 3年前が初めてだった。それほどに彼にとって語りたくない過去だったので

はないかと感じる。６歳の時半年だけアメリカ（アリゾナ州）に住んでいたころ，戦争

について考える際に，担任の先生は，原爆投下は正義だと言っていた。 

学生C：初めてオーストラリアに行った際，ヒロシマはもう住めるの？と聞かれた。次

にロシアに行った時も，ヒロシマは安全なのか？と聞かれた。最初はそれがうっとう

しかったけど，自分はあの時，ヒロシマは見事に生き返った，もう危険ではないとみ

んなに教えることができたと思う。小学校の先生になるため，将来生徒にきちんとそ

ういえるようになりたい。 

学生 A：アメリカにいたとき，KAMIKAZE という小説を読んだ。小説は戦争の話だっ

た。戦争の悲惨さ，原爆のひどさを伝えるために，直接話を聞く以外にも手段はあ

る。映像や映画，小説，歌など，表現範囲は広い。そういったものを外国の人にも

触れてもらうのがいい機会になるのではないか。興味を持ってくれるのではないか。

ペリープロジェクト，是非参加したいと思った。 

ゴードン：私の親戚は長崎の活水で教えていたことが分かった。今度長崎に行く際

は訪ねてみたいと思っている。 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

資料 
  



 

 

Ⅱ 広報資料（別添資料）  

■ 各メディア掲載記事・ちらし一覧 (日付順) 

  

年 月日 内容 メディア

1 平成25年 8月3日 地（知）の拠点整備事業について 中国新聞

2 8月6日 平和貢献　必修に　地域貢献活動について 中国新聞

3 10月20日 歯学部　来館者動向調査　被爆体験記のデーター化 中国新聞

4 7月15日 証言ビデオのデジタル化 広島市広報紙

5 8月5日 証言ビデオのデジタル化 毎日新聞

6 8月6日 被爆者とのリアルトーク
HU　CANPUS

FESTIVAL　2015

7 4月29日 継ぐ展　横浜開催に向けて広大生が証言聞き取り 中国新聞

8 8月6日 春秋コラム（1面）
日本経済新聞

全国版

9 8月6日 継ぐ展 開催のお知らせ 神奈川新聞

10 8月7日 継ぐ展 被爆者体験講話
読売新聞　東京

版

11 11月11日 想　継ぐ展の構想・企画に関して 中国新聞セレクト

12 12月13日 資料館と広大が包括的連携協定を提携 中国新聞

13 4月15日 被爆建物見学について 中国新聞

14 6月13日 ヒロシマ学　文字おこしについて 中国新聞

15 7月20日 継ぐ展　広島会場紹介 中国新聞

16 8月1日 継ぐ展　イベント紹介  広大通信関東版

17 8月2日 継ぐ展イベント　アオギリを描こう 毎日新聞夕刊

18 8月3日 想　小宮山教授の資料館訪問に関して寄稿  中国新聞セレクト

19 8月4日 継ぐ展　インタビュー
NHK第一ラジオ

マイあさラジオ

20 8月5日 継ぐ展　開催案内 朝日新聞東京版

21 8月6日 継ぐ展　広島会場について
TSSみんなのテレビ

夕方ニュース

22 8月11日 連載コラム　ヒロシマを継ぐ 毎日新聞

23 8月18日 連載コラム　ヒロシマを継ぐ 毎日新聞

24 8月25日 被爆の実相　次世代に しんぶん赤旗

25 8月号 平和発信に携わるボランティア広大生アピール
広島大学広報紙

「HUPLUS」

26 2月26日 継ぐ展スタッフ仙台の大学生と平和学習 中国新聞

27 3月1日 資料館学芸課で寄贈資料整理をする広大生 毎日新聞

平成26年

平成27年

平成29年

平成30年

平成28年



 

 

中国新聞 2014 年（平成 26 年）10 月 20 日  広島大学歯学部生によるアンケート調査 

 

 

 

 

            記事一覧 （カテゴリー別）   

■ＣＯＣ授業・ボランティアに関して  中国新聞 2014 年（平成 26 年）8 月 6 日 事業開始に関して 

 



 

 

広島市 広報ひろしま 市民と市政 2015 年（平成 27 年）7 月 15 日号 

 

 



 

 

毎日新聞 朝刊 2015 年（平成 27 年）8 月 5 日 証言ビデオの文字化 

 



 

 

中国新聞 朝刊 2017 年（平成 29 年）6 月 13 日 平和科目 ヒロシマ学の授業  

証言ビデオの文字起こし 

 

 

  



 

 

毎日新聞 2018 年（平成 30 年）3 月 1 日 文学部学生による資料整理のボランティア 

 

 

 

 

  



 

 

■学内のニュース ①包括協定締結 ②東広島市内「被爆の実相」企画展 ③広報紙 

中国新聞 朝刊 2016 年（平成 28 年）12 月 13 日  

①広島大学と広島平和文化センターが包括的連携協定を締結する。 

 

  



 

 

11/8 
１２：００～１６：００ 

 

地（知）の拠点大学による 

地方創生推進事業 

COC 
ひろしま平和発信 

  

岡田恵美子さん ７８歳 
広島市が委嘱した被爆体験講話者 

2015 年ノーベル平和賞授賞式（於：オスロ）招待者 

 
 

  今年のノーベル平和賞授賞式（１２月１０日）に招待されました。 

私の経験を生きている間に伝えたい。 

若者の意見も聞きたい。 

平和について、命について、聞いてみたい事、疑問に思っている事、日ごろ感じている 

こと、何でもお話してください。何分でも何時間でも歓迎です。気軽にお立ち寄りください。 

 

     

 

②広島大学ホームカミングデーCOC 企画展ちらし   2015 年(平成 27 年)11 月 8 日  

  

HU CANPUS FESTIVAL ２０１５ 

被爆者とのリアルトーク 
 

 

     

 

  

                       

同時開催(両日共)  10:00-16:00 

被爆瓦の展示 提供：嘉陽 礼文さん（広島大学院生） 

原爆関連展示、写真集等 協力：平和記念資料館 情報資料室 

証言ビデオの文字おこし体験 平和記念資料館 啓発課 

折鶴コーナー  ※平和公園の原爆の子の像へ献贈いたします。 

 
 

 



 

 

[文書の重要な部分を引用して読

者の注意を引いたり、このスペー

スを使って注目ポイントを強調

したりしましょう。このテキスト 

ボックスは、ドラッグしてページ

上の好きな場所に配置できま

す。] 

 

 

  

②広島大学 COC 企画展ちらし  2016 年(平成 28 年)8 月 24 日から 29 日（8 月 28 日 上映会） 

 



 

 

NEWS  RELEASE     

  

 

 

平成 28 年 7 月 15 日 

 

 

広島大学ＣＯＣ事業：ひろしま平和発信領域 

『次世代に継ぐ「ヒロシマ」展』 開催のお知らせ 
 

 

平成２５年度 文部科学省補助金事業「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」

に採択された広島大学は「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」を実施して

おります。 

この度、その中の「ひろしま平和発信領域」と「東広島芸術文化ホール」との共催で『次

世代に継ぐ「ヒロシマ」展』を下記日程で開催することとなりました。 

ヒロシマを「知る」「触れる」「体験する」をコンセプトに、昭和２０年８月６日にキノ

コ雲の下で起きた実相を次世代へ継承するため、広島大学が所在する学園都市、東広島市

を会場に平和を考える機会を提供します。特に、夏休み期間中の親子を対象として平和学

習を行います。 

 

記 

 

【日  時】平成２８年８月２４日（水）～２９日（月）９：００～１７：００ 

 

【場  所】東広島芸術文化ホール「くらら」１Ｆ市民ギャラリー 

 

【展示企画内容】 

 ・原爆写真パネル展示 

 ・被爆体験伝承者講話 

 ・元安川から収集した被爆資料展示 

 ・原爆関連書物展示 

 

【自主映画上映企画】 

 日 時：平成２８年８月２８日（日）１５：００～１６：３０ 

   上映作品「運命の背中」脚本・監督 出山知樹 

 場 所：東広島芸術文化ホール「くらら」１Ｆ 小ホール 

  ゲスト：出山知樹 氏（ＮＨＫ広島アナウンサー） 

  ＊インタビュアー：久保田 明子（原爆放射線医科学研究所 助教） 

 
【お問い合わせ先】 

産学地域連携センター 地域連携部門 山本 一美 

Tel：082-424-6134 FAX：082-424-6057 

E-mail：ccc@hiroshima-u.ac.jp 

 発信枚数：Ａ４版 ●枚（本票含む） 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-×××× FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 



 

 

  

③ 広島大学広報誌 HU－Plus 2017 年（H29）8 月発行 

「広大がつなぐ平和ひと未来」特集記事に取材協力 

 

 

 

広島大学の広報誌『HU-plus』に、継ぐ展広島会場の

ボランティアリーダーの教育学部小川歩美さんが掲

載されました。 小川さんは昨年から 2 年連続でボラ

ンティアに参加し、8/6 の広島とうろう流し 継ぐ展

ブースを学生たちと共に作りました。被爆者インタビ

ューの文字起こし・他大学（九州大学・宮城女子大学

など）の学生との交流に積極的にかかわりました。秋

には資料館でインターンも経験しました。 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

■被爆の実相を伝える県外企画展  第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展 

 

 

 

 

 

2016 年（平成 28 年）4 月 29 日 中国新聞 朝刊 企画展へ向けて（被爆者へのインタビュー） 



 

 

神奈川新聞 朝刊 2016 年（平成 28 年）8 月 7 日 継ぐ展 開催

のお知らせ 

 

日本経済新聞全国版 朝刊 2016 年（平成 28 年）8 月 6 日  春秋コラム 

 

  

 

 



 

 

2016(平成 28年) 第三世代が考えるヒロシマ「」継ぐ展 2016 パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEWS  RELEASE     
 

 

   2016 年（平成２８年）４月１８日 

 

「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展 2016」に向けて 

本学学生が 4 月 22、23 日に被爆者のインタビュー取材をします。 
 

  

第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展 2016」が、横浜市西区の

みなとみらいギャラリー（8 月 3～8 日）と、広島市中区の平和記念

公園（8 月 6 日）で開かれます。展示に向けて本学の学生ボランティ

アが４月２2、23 日に広島平和記念資料館などで被爆者や被爆体験伝

承者へのインタビュー取材を行います。 

 

同展は、東京在住の若手クリエーターたちが、若い世代や親子連れ

に向けた平和学習の場所を提供し、戦争体験者と非体験者をつなげる

ことを目的に開くイベントです。本学や首都圏の大学の学生たちも企

画・制作に参加します。東京・中野で開催した昨年に続いて 2 回目と

なります。 

 

本学は文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」

（COC）に採択された「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ

拠点」の一環として協力しています。必修授業の平和科目をベースに、

平和記念資料館での能動的な作業を通じ、卒業後も国内外で被爆の実

相を伝承してもらうことを狙いとしています。 

 

「継ぐ展２０１６」メーン会場のみなとみらいキャラリーでは、本

学の原爆瓦発送之会が収集した瓦や石を展示します。また、本学など

のボランティア学生が広島の被爆者や平和活動者に行ったインタビュ

ー取材の内容を文字に起こし、web サイト、冊子にまとめる予定です。 

 

このほか市民も加わる朗読劇や 1 週間かけて制作するモニュメント、

子供たちのスタンプラリーなど来場者が「参加」しながら体験を継承

できる仕組みを用意します。また「やまだ屋」のご協賛による来場者

へのもみじ饅頭プレゼントもあります。 

 

被爆者・被爆体験伝承者へのインタビューは 4 月 22 日（金）13：

00～15：00 に平和記念資料館、同 23 日（土）は 14：30～17：

30 に平和記念公園で行います。このほか、８月 6 日平和記念公園内

「継ぐ展ブース」の運営スタッフや、8 月 3 日～８日のみなとみらい

ギャラリー「継ぐ展」の運営スタッフとして参加する学生も募集して



 

 

います。 

【継ぐ展 2016 実施概要】 

●平和学習資料展示 

・広島平和記念資料館寄贈のパネル、原爆瓦、絵本など平和学習資料(日

英)を展示 

・広島・神奈川県の被爆者・伝承者へのインタビュー展示 

・神奈川県内の各平和資料館の紹介 

・絵本作家西村繁男氏の「絵で読む広島の原爆（福音書店）」原画展 

 

●自由研究ツール配布 

夏休み期間中の子供たちに向け、会場に来て答えを見つける自由研究

ツールをネット上で配布。広島平和記念公園内の慰霊碑を学べるスタ 

ンプラリーを実施。 

 

●仮想空間へのとうろう流し 

独自開発のアプリを使い、平和へのメッセージを込めたとうろうを

ipad を使って仮想空間の川に流す。8 月 6 日の広島とうろう流し会場

へメッセージを届ける。 

●参加型のイベント / ワークショップ 

・被爆体験の継承を演劇を通して伝えていく市民参加型朗読劇ワーク

ショップ「ヒロシマの孫たち」 

・絵本作家 西村繁男 ギャラリートーク 

・被爆者・伝承者と対話を行うコーナーを設置 

 

【平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点】 

平成 25 年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」に採択

され、広島地域の共通課題である「ひろしま平和発信」、「中山間地域・

島しょ部（条件不利地域等）対策」、「障がい者支援」の３つの重点課

題の解決に地域と連携して取り組んでいます。 

【お問い合わせ先】 

 ヒロシマ「」継ぐ展実行委員会 代表 久保田涼子 

 Mail: hiroshimatsuguten＠gmail.com   

 TEL 080-1916-8638 

 

文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」 

ひろしま平和発信 

教育研究推進員 地域志向コーディネーター （平和記念資料館学芸課） 

 久保田 良枝 

 TEL 080-3875-9826 

 

 

◆◇◆―――――――――――――――――――――――――――――――― 



 

 

    

広島大学 関東通信 2016 年 8 月 1 日号 (第 8 号) 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――◇◆◇  

広島大学校友会東京事務局です。 

このメールは、広島大学 OB・OG、元教職員の方にお送りしています。 

同窓会や体育会、サークル、趣味の会や広島県、市町村からの 

お知らせなどをお届けします。 

 

〔1〕広島大学からのお知らせ 

◆広島大学原爆死没者追悼式及び故ニック・ユソフ氏の 

墓前供養を行います◆ 

広島大学では、本学に包括された旧制諸学校の教職員、学生、生徒 

および児童で、在職中または在学中、広島に投下された原子爆弾に 

より被爆され、その後亡くなられた方々の霊を慰めるため、 

例年、広島大学原爆死没者追悼式および故ニック・ユソフ氏の 

墓前供養を執り行っております。 

本年も、以下のとおり執り行いますので、お知らせします。 

＜広島大学原爆死没者追悼式＞ 

日時：平成 28 年 8月 6 日(土) 午前 10 時開式 

場所： 

広島大学東千田キャンパス内「広島大学原爆死没者追悼之碑」前 

(広島市中区東千田町一丁目 1-89) 

式次第： 

開式の辞 

原爆死没者名簿奉納 

黙とう 

追悼の辞 

献花及び献水 

閉式の辞 

※今回新たに確認された死没者 21 人を書き加えた計 1,930 人の 

     原爆死没者名簿を奉納 閉式後、引き続き「原爆死没者遺骨埋葬の地碑」 

     (同キャンパス内)に、広島文理科大学および広島高等師範学校の関係者によ

る献花および献水を執り行います。 

＜故ニック・ユソフ氏(＊)の墓前供養＞ 

日時： 



 

 

平成 28 年 8月 6 日(土) 午前 11時 30 分 

場所： 

光禅寺(広島市佐伯区五日市二丁目 1-1) 

(＊)現マレーシアから広島文理科大学へ留学中に被爆し、亡くなられた 

南方特別留学生 

(太平洋戦争中に日本政府が東南アジアから招いた国費留学生) 

【詳しくはこちらから】 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/news/show/id/25966 

 

◆「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展 2016」が開催されます◆ 

「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展 2016」が、横浜市西区の 

みなとみらいギャラリー(8 月 3～8 日)と、広島市中区の平和記念公園 

(8 月 6 日)で開かれます。 

  展示に向けて本学の学生ボランティアが 4 月 22、23 日に広島平和記念 

資料館などで被爆者や被爆体験伝承者へのインタビュー取材を行いました。 

同展は、東京在住の若手クリエーターたちが、若い世代や親子連れに 

向けた平和学習の場所を提供し、戦争体験者と非体験者をつなげる 

ことを目的に開くイベントです。 

本学や首都圏の大学の学生たちも企画・制作に参加します。 

東京・中野で開催した昨年に続いて 2 回目となります。 

「大学による地方創生推進事業」(COC)に採択された「平和共存社会を育むひ

ろしまイニシアティブ拠点」の一環として協力しています。 

必修科目の平和科目をベースに、平和記念資料館での能動的な作業を 

通じ、卒業後も国内外で被爆の実相を伝承してもらうことを狙いと 

しています。 

「継ぐ展 2016」メーン会場のみなとみらいキャラリーでは、 

本学の原爆瓦発送之会が収集した瓦や石を展示します。 

また、本学などのボランティア学生が広島の被爆者や 

平和活動者に行ったインタビュー取材の内容を文字に起こし、 

web サイト、冊子にまとめる予定です。 

 このほか市民も加わる朗読劇や 1週間かけて制作するモニュメント、 

子供たちのスタンプラリーなど来場者が「参加」しながら体験を 

継承できる仕組みを用意します。 

また「やまだ屋」のご協賛による来場者へのもみじ饅頭プレゼントも 

あります。 

 



 

 

会期：8 月 3日(水)～8 日(月) 

会場：みなとみらいギャラリー他 

 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-5 クイーンモール内 2F 

時間：11：00～19：00 ※最終日 17：00まで 

入場無料 

 

【第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展 2016】 

http://tsuguten.com/ 

 

【企画展内容(抜粋)】 

広島原爆資料パネル・石材展示 

被爆の実相を学べるパネルと、原爆で破壊された建物の瓦礫や石材の 

展示。 

 

パネル：広島平和記念資料館(提供) 

被爆石材：嘉陽礼文(広島大学研究員 提供) 

 

第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展 2016 

＞ヒロシマの記憶を継ぐ人インタビュー＞嘉陽礼文さん 

http://tsuguten.com/interview_kayou/ 

【文部科学省 

「地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(大学 COC 事業)」 

平和共存社会を育む「ひろしまイニシアティブ拠点」事業】 

http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/heiwahasshin/ 

━━…━━…━━…━━…━━…━━━━…━━…━━…━━…━━…━━ 

広島大学校友会東京事務局(広島大学東京オフィス内) 

電話：03－5440－9065 

FAX：03－5440－9117 

E-mail:koyutk@hiroshima-u.ac.jp 

 

広島大学東京オフィス facebook 

  



 

 

読売新聞東京版朝刊 2016 年（平成 28 年）8 月 6 日 継ぐ展 被爆体験証言講話 

 

 



 

 

2017年（平成 29年）  第三世代が考えるヒロシマ「」継ぐ展２０１７パンフレット 

           



 

 

【継ぐ展の内容】 

●被爆者による体験講話       ●被爆体験伝承者による講話     

●ピースボランティアによる展示案内 

●原爆関係書籍の図書コーナー    ●平和記念資料館所蔵写真展 

●小学生向け夏休み自由研究     ●「絵本で見る原爆」作家西村繁男氏所蔵の原画

展 

●とうろうに込めるメッセージ（インターネット上のスクリーンにメッセージを流す）  

●絵本の読み聞かせコーナー     ●「この世界の片隅に」 映画上映会 

●消しゴムハンコを作ろうワークショップ（鶴など平和関連のデザイン） 

●被爆アオギリのお話（ギターで弾き語り）葉っぱを地面に描こう（チョークアート） 

●被爆建物から見るヒロシマ写真展  ●広島の野菜で作るカレーの販売 

●ヒロシマの記憶を継ぐ人 インタビュー展示 

 



 

 

 

2017年(平成 29年) 第三世代が考えるヒロシマ「」継ぐ展 広島サテライト会場を設置 
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２０１７年（平成２９年）４月１０日 

 

 

「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展 2017」に向けて 

本学学生が 4 月 15 日に被爆者のインタビュー取材をします 
 

  

 「第三世代が考えるヒロシマ『 』継ぐ展 2017」が、東京都世田谷区の世

田谷ものづくり学校（7 月 30 日～8 月 8 日）と、広島市中区の平和記念公園

（8 月 6 日）で開かれます。展示に向けて本学の学生ボランティアが４月２2、

23 日に広島平和記念資料館などで被爆者や被爆体験伝承者へのインタビュー

取材を行います。 

 

同展は、東京在住の若手クリエーターたちが、若い世代や親子連れに向けた

平和学習の場所を提供し、戦争体験者と非体験者をつなげることを目的に開く

イベントです。本学や首都圏の大学の学生たちも企画・制作に参加します。よ

こはまみなとみらいで開催した昨年に続いて 3 回目となります。 

 

本学は文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」（COC）に

採択された「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」の一環として

協力しています。必修授業の平和科目をベースに、平和記念資料館での能動的

な作業を通じ、卒業後も国内外で被爆の実相を伝承してもらうことを狙いとし

ています。 

 

「継ぐ展２０１７」メーン会場の世田谷ものづくり学校では、ヒロシマナガ

サキ被爆の実相ポスター展示や被爆体験者のメッセージパネルを展示します。

また、本学などのボランティア学生が広島の被爆者や平和活動者に行ったイン

タビュー取材の内容を文字に起こし、web サイト、冊子にまとめる予定です。 

 

このほか市民も加わる朗読劇や 1 週間かけて制作するモニュメント、子供た

ちのスタンプラリーなど来場者が「参加」しながら体験を継承できる仕組みを

用意します。また「やまだ屋」のご協賛による来場者へのもみじ饅頭プレゼン

トもあります。 

 

被爆者・被爆体験伝承者へのインタビューは、4 月１５日（土）11：00 か

ら出汐町旧被服支廠に集合して行います。このほか、８月 6 日平和記念公園内

「継ぐ展ブース」の運営スタッフや、7 月 30 日～8 月 8 日の世田谷ものづく

り学校「継ぐ展」の運営スタッフとして参加する学生も募集しています。 

 



 

 

【継ぐ展 2017 実施概要】 

 

●平和学習資料展示 

・広島平和記念資料館寄贈のパネル、原爆瓦、絵本など平和学習資料(日英)を展

示 

・広島・神奈川県の被爆者・伝承者へのインタビュー展示 

・神奈川県内の各平和資料館の紹介 

・絵本作家西村繁男氏の「絵で読む広島の原爆（福音書店）」原画展 

 

●自由研究ツール配布 

夏休み期間中の子供たちに向け、会場に来て答えを見つける自由研究ツールを

ネット上で配布。広島平和記念公園内の慰霊碑を学べるスタンプラリーを実施。 

 

●仮想空間へのとうろう流し 

独自開発のアプリを使い、平和へのメッセージを込めたとうろうを ipad を使っ

て仮想空間の川に流す。8 月 6 日の広島とうろう流し会場へメッセージを届け

る。 

 

●参加型のイベント / ワークショップ 

・被爆体験の継承を演劇を通して伝えていく市民参加型朗読劇ワークショップ

「ヒロシマの孫たち」 

・絵本作家 西村繁男 ギャラリートーク 

・被爆者・伝承者と対話を行うコーナーを設置 

 

 

【平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点】 

平成 25 年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」に採択され、広

島地域の共通課題である「ひろしま平和発信」、「中山間地域・島しょ部（条件

不利地域等）対策」、「障がい者支援」の３つの重点課題の解決に地域と連携し

て取り組んでいます。 

 

【お問い合わせ先】 

文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」 

ひろしま平和発信 

教育研究推進員 地域志向コーディネーター （平和記念資料館学芸課） 

 久保田 良枝 

 TEL 080-3875-9826 

 

 ヒロシマ「」継ぐ展実行委員会 

代表 久保田 涼子 

 Mail: hiroshimatsuguten＠gmail.com 

 TEL 080-1916-8638 



 

 

中国新聞 2017 年（平成 29 年）4 月 15 日 継ぐ展へ向けて被爆建物を見学する 

中国新聞 2017 年（平成 29 年）７月 20 日 

第３世代が考えるヒロシマ「」継ぐ展 設営ボランティア 広島会場の様子 



 

 

毎日新聞東京版朝刊 2017 年（平成 29 年）8 月 2 日 継ぐ展 アオギリの葉っぱの絵を描く 

 

 

 

朝日新聞朝刊 2017 年（平成 29 年）8 月 5 日 継ぐ展開催アピール 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

毎日新聞朝刊 2017 年（平成 29 年）8 月 11 日、18 日 布施編集委員が語り部トークに参加。 



 

 

しんぶん赤旗 2017 年（平成 29 年）8 月 25 日 被爆の実相を次世代に 

 

  



 

 

2018年夏は仙台で｢継ぐ展｣開催予定。現地ボランティアを募集。 



 

 

 

 

 

  

中国新聞 2018 年（平成 30 年）2 月 26 日  

8 月に「継ぐ展」を仙台で開催。 

宮城女子学院ボランティア学生が広島へ

平和学習に。 



 

 

■テレビ放映 中国新聞セレクト｢想｣エッセイなど 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 27 年 8 月 NHK 広島 お好みワイド 被爆７０周年特集 被爆資料 原爆瓦について     

        広島大学研究員 嘉陽 礼文氏  COC 企画展示で公開 

 

 



 

 

中国新聞セレクト 

2016.11.1 

中国新聞セレクト 

2018.8.3 



 

 

その他 

 

●広島大学 COC ひろしま平和発信ホームページ 

 http://hirodaicoc.hiroshima-u.ac.jp/heiwahasshin/ 

●次世代に向けての企画展、｢第 3 世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展｣（COC 共催事業）

HP、Facebook、関連サイト等で広く情報発信。英語版サイトも作成 

 http://tsuguten.com/ 
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ひろしま平和発信領域
～社会貢献活動分野における活動報告～

文学部 3年 宮迫陽奈

ひろしま平和発信領域 目的

地域ニーズの課題解決につながる
教育プログラムを構築し、
地域再生・活性化のできる

人材を育成すること

直面していた課題・活動

被爆者証言映像 VHS→DVD変換作業
来館者動向調査（英語版）のデータ入力

広島平和記念資料館に届けられた折り鶴
「原爆の子の像」への献納補助
資料の整理補助

資料の整理補助

資料の整理補助：情報資料室

資料の所在確認・整理整頓

資料保存のための収蔵庫清掃

利用のための図書資料の修復

資料の整理補助：高橋昭博氏資料

高橋昭博氏（1931～2011没）

中学2年生の時 被爆
広島市職員
広島平和記念資料館 7代目館長
→被爆体験の証言活動
→核廃絶運動

ＣＯＣ総括的シンポジウム　学生発表　　　　平成30年２月28日　
　　　　　　　　　　　　　場所：東広島キャンパス広島中央図書館ライブラリー
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資料の整理補助：高橋昭博氏資料

資料件数：整理中（26箱）
主な資料：①書簡 ②写真
整理目的：調査研究に活用する

資料館の展示に使用する
整理作業：目録作成・中性紙封筒での保管

→資料の収集・保管・調査研究・教育普及

活動参加のきっかけ

学部棟に掲示されたチラシ

広島県出身者として広島の地で行える
平和関連活動への関心

学芸員と図書館司書職への関心

活動を通して

①広島平和記念資料館の見方

②平和発信活動における情報の組織化の重要性

③広島という地域を活かした平和発信活動範囲

④資料の取り扱いや目録作成の実務スキルの習得

⑤学芸員職への関心の高まり

⑥学内における学びへの影響・学びの活用

今後の活動課題

広島大学と広島平和記念資料館を結ぶ

広島大学側の窓口設置

地（域）を知ることは・・・・ COC事業はあくまでもきっかけ

大学と地域が連携して

今後も取り組みを継続していくことが

平和共存社会を育む



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＯＣ事業担当スタッフ 

広島大学 産学・地域連携センター 地域連携部門  

                 教授・部門長  塚本 俊明 

広島大学 社会産学連携室 社会連携部 社会連携グループ 

    地域志向コーディネーター（平和記念資料館）  

             教育研究推進員       久保田 良枝 

     広島大学 社会産学連携室 社会連携部 社会連携グループ 

              （総務担当）        柳ヶ瀬 祐規 

 

                 広島大学イニシアティブ推進センター  

     広島県東広島市鏡山１－３－２    Tel:082-424-7977 

 

 

 


