
 

 

 

 

ＣＯＣ事業に関する調査 
        （次世代への平和継承活動の研究調査） 

 

アメリカ ハワイ州 ホノルル   

 

平成27年9月7日 ～ 平成27年9月12日（4泊6日） 



 

 

 

9月7日 (月）移動日    広島→ホノルル 

 

9月8日 (火)  

  ①ハワイ日本文化センター（日系人文化博物館）見学 

・今年はハワイへの移民が開始された第１回官約移民の年から130年目になる。 

移民開始時は約900人（明治18年）、9年後には約3万人（女性は２割）が移民した。40年後には

ハワイ人口の４割近くを日本人移民が占めるようになる。移民の出身県は多様化したが、広島、

山口、熊本など西日本の各県が多数を占めていた。これらの各県の指導者がハワイへの移民を

積極的に奨励したためである。 

・ 移民を開始してから56年後、1941年、太平洋戦争が始まる。そこから日系人としての苦しい歴

史が始まる。家族と共に今生きている国と祖先の国のはざまにあえいだ時代となる。多くの日

系移民は太平洋戦争の戦場フロントラインで勇敢に戦った。戦勝国に導き、果たした役割は大

きい。しかしながら、アメリカへの帰属心が弱く、しかも影響力が強い日系人は強制収容の対

象となった。オアフ島内、ホウリウリ日系人収容所に日系移民の一部が収容された事実はあま

り知られていない。近年、山中で収容所跡を発見した。荒地の中から、州民ボランティアが手

作業で当時を復元し、戦争の負の歴史として公開した。2015年2月にオバマ大統領が国定史跡

に指定した。 

・  日本人としての精神を持ちながら、いかにして米国人の社会へ同化を試みたかという内容の

「GANBARU」というドキュメンタリー映画、また移民当時の生活用品などの展示物から日系

移民の歴史を学んだ。 

・ 広島からの移民が一番多い。故郷、広島に原爆を落とされたことで、親戚を失い、複雑な心境

や立場を乗り越えて生きてこられた方が多かった。 

9月9日（水） 

②プナホウ高校 キャンバス見学 授業参加 

スカラシップ選考委員会メンバーとの歓談  

学校概要  

・1841年に宣教師が建学した。175年の歴史と伝統を保ちながらも、目的意識の強い改革に

積極的に取り組んでいる全米屈指の大学進学準備高校である。 

在校生は約３５００人。幼稚園から高等学校までの一貫教育を行う私立校。東京ドーム７

個分の敷地に３４の校舎。生徒１人に対して教師が１２人。 

学長の邸宅（プレジデントハウス）が敷地内に設置されている。 

・プナホウとは泉という意味である。175年前に泉の傍に学校を建てられた。 

アジア系、白人系、黒人系、中東系生徒が混ざりあり、特定人種のマジョリティがない。

宗教や人種差別もない。共に多様な価値観を持って学ぶことを実践している。 

・卒業生には、オバマ大統領、孫文、AOL(アメリカオンライン)社長、プロゴルファーのミ

ッシェル ウィー、タレントのすみれ（石田純一の娘）など数々の有名人を輩出している。

「一流の教育を子供に」とハワイへ移住する家族もいるほどである。 



 

 

 

・成績は全米トップクラスである。９９．８％が４年制大学へ進学。 

０．０２％がコミュニティカレッジへ進学する。 

ハワイ大学へ進学する生徒は２０％、それ以外は全員アメリカ本土の大学へ進学する。スタ

ンフォード、ハーバード、ボストン大学、マサチューセッツ工科大学、南カリフォルニア大

学など有名大学への進学率が非常に高い。 

・学費は年間２５０万円（成績優秀者にはスカラシップ有。オバマ大統領は受給者）である。

高額ではあるが、それに見合う教育水準、施設水準、教師陣の質を保っている。設備、人材

に投資を惜しまない。 

・1998年より同校の経営者たちは、テクノロジーに精通した人材に優位性が高まりつつあると

判断し、実社会に適応させるためのカリキュラムを構築した。 

アップル社と提携し、小学校４年生から自分専用のMacノートパソコンを与えている。同社の

教育プログラムと連携し、毎年９月に最新機種を貸与する。教師は、どのような結果を出す

べきか明確な指針をもって生徒へ問題を出す。生徒は、一人または少人数のグループでMac

を使って課題の研究を行う。「良いと思ったことは直ぐやってみなさい」という言葉が、こ

の学校の教育理念にある。面倒な手続きや稟議書などないので、実行するまでにさほど時間

がかからない。 

・スポーツ・芸術など、専門ごとに研究施設（ダンススクール 陶芸 ガラス工房）があり、

個人の能力に応じてカリキュラムを構築する。自主的な科目選択方式である。時間割（ラン

チタイムを含む）は全て個人で管理している。 

フレキシブルな教育方針を感じた。授業が行われる場所へ自ら出向くので、大学のキャンパ

スのようである。 

・各教科、各クラブは専門性のあるトップクラスの優秀な教師を揃えている。 

 日本の学校のように教科担当が兼務することはない。特に体育会系のバスケットチームは全

米１の実力を誇る。オリンピック選手を何人も輩出している。 

・各教師のデスク壁には、担当生徒全員の顔写真（名刺判）が張ってある。 

生徒一人一人の顔を覚え、育てていく雰囲気を感じた。 

・毎年450人の卒業生を送り出す。卒業生からの寄付金は重要な財源である。 

在学時から、愛校心を育て、寄付金を納付するメンタリティを育てている。学内に財政専門

セクションオフィスが設置され、プロの敏腕ファイナンシャルコンサルタント１０人が運営

している。 

多額寄付者の名前は、施設名として残る。（例：オバマホールなど） 

・学内にボランティアパブリックセンターが設置されている。 

コミュニティと学校を繋ぐ情報ステーションのようなものである。地域からの「ニーズ」と

生徒をマッチングするコーディネーターの役割を持つ。 

小学生から登録が可能である。募金活動など積極的に参加している。 

社会活動に参画することで、コミュニティとの絆も深まり、年齢層の違う人たちと交流でき

るので学ぶことが多い。 

・学内に太陽光パネル板が多く設置され、環境に配慮したキャンパスである。 

ペットボトルは持ち込み禁止である。マイボトルを持参する。 



 

 

 

平和継承プロジェクト 全学生を対象として次世代への継承プログラムを実施 

■サダコプロジェクト 

アリゾナ記念館のメイン玄関近くのブックストア付近で実施している。 

プナホウ高校のボランティアの学生が、鶴を折って来館者へ手渡ししている。佐々木禎子さ

んが最後まで折り続けた鶴が展示してあることを紹介し、原爆の放射能の影響を語り継いで

いる。毎月１回開催。１日約３０００人の来館者を対象としている。 

 

■「広島平和スカラシップ」  ２００９年から実施。今年で７年目、 

このプロジェクトの設立者は、広島市出身の被爆２世、プナホウ高校の日本語教師、ひろみ

ピーターソンさん（６６歳）である。 

日本の大学を卒業後、米国人と結婚してハワイに渡った。 

広島の家族、祖父、祖母、父、母、叔母、兄、全て何等かの原爆の影響でお亡くなりになっ

ている。 

ハワイ大学で教育学を選考し、第２外国語教師資格を取得。運よく得た職場がオバマ大統領 

の母校として名高いハワイの名門校、プナホウ高校であった。 

当時、適当なテキストが無かったので、日本語教科書を何年も編纂しながら出版されてきた。 

教科書のタイトルは、「アドベンチャー日本語」である。 

上級４巻には、日米の接点の一つとして、戦争に関する章を設けている。 

日系人収容所キャンプ、原爆の実相、被爆体験談などをテキストに入れた。 

日本語で自分の意見が言えることを最終目標として       

授業を行っている。 

この本が全米でベストセラーとなったので、その印

税で「アドベンチャー日本語基金」を設立。その資

金を軸として、広島平和スカラシップを立ち上げた。 

プナホウ高校生２名と教師１名が夏休み期間に広島

へ滞在し、平和学習をする。飛行機代と滞在経費を

支援する。これまで７年間、毎年送り出している。 

（期間：８月１日から１０日まで） 

成績、応募動機を重視。最終選考の面接を経て選ばれる。競争率は約１０倍。 

選考委員は４名。（日本人日本語教師３名と米国人社会科教師）事前学習として、ハワイの文

化、歴史またヒロシマについて熟知することを求められる。ほとんどの生徒は、原爆に関し

て、キノコ雲の写真しか知らない。 

きのこ雲の下で何がおこったかを、自分の目で見て、戦争に対する自分の意見をもってほし

いというのがこのプロジェクトの最終ミッションである。 

滞在中、8月６日の原爆追悼記念式典に列席した後、平和記念資料館や平和公園を見学する。

また、同日、広島女学院高校ピースフォーラムに参加。他県の高校生と共に現在の平和活動

の取り組み紹介、ディスカッションなどを行う。ホームステイ経験、宮島観光やインタビュ

 

右 被爆二世のひろみさん 



 

 

 

ー映像なども折りこみ、パワーポイントで滞在レポートを作成する。帰国後、全学の生徒、

教師をプナホウ高校の講堂に集めて、体験を発表する。きのこ雲の下で何がおこったかをこ

の７年間校内で伝えてきた結果、ヒロシマの事実を知らない生徒や教師（今は世代交代で戦

争の歴史を知らない若い教師も多い）はゼロになったそうだ。全校で取り組む強い姿勢を感

じた。 

プナホウ高校で学んだ生徒は、卒業後、米国本土の様々の有名大学へ進学する。平和スカラ

シップは継ぐ人材を育てているのだと感じた。広島で体験したこと、学んだことをぜひ他の

学生へ伝えてほしい。また将来、政界財界の要職につく卒業生も多いと聞くので、この継承

事業は大変意義あることと考える。 

 

■「私の家族の戦争体験」ルーツプロジェクト 

移民の歴史を持つハワイでは、祖先のルーツが数カ国に及ぶ生徒も多い。 

アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど、幾つもの国の血が複雑に混ざりあっている。

自分の祖先の国を調べ、研究発表するプロジェクトを立ち上げた。祖国の文化、歴史を

再認識し、自分を形成しているDNAを知ることとなる。身内の話を共有することによっ

て、其々の国の戦争の歴史。被害者側、加害者側の歴史をたどる。お互いの国を学びあ

うことによって、相手を理解する心が生まれる。 

授業内容：自分の祖父母へ自国語でインタビューをする。 

その証言を日本語に翻訳して発表、日本語で感想文を書く。 

自国語でお礼状を書く。                      

「私の家族」として紹介された例： 

徴兵され原爆製造に携わったカリフォルニアのおじいさん。 

雑草を食べながら、生きながらえた沖縄のおばあさん。 

日系人部隊として、イタリアで命をかけて戦ったハワイのおじいさん。 

日本軍に襲撃され家族を殺された中国広東に住むおじいさん。 

村全体を日本軍に焼き払われ、かろうじてサトウキビ畑に逃げ込み助かったフィリピン 

のおばあさん 

 

教科書にはない生の歴史を共有することとなる。 

 

  

■核廃絶のための署名運動  

学内で核廃絶を政府に求める署名活動をしている。 

今年は１５００人の高校生のうち、約５００人の署名があった。 

広島、長崎、沖縄、長岡（長岡空襲）など、若い学生達が連携して活動ができないだろ 

うかという提案があった。 

 



 

 

日本語授業参加 意見交換 

日本語中級合同クラス（約５０人） 

 午後の授業に参加した。まずは全員起立。 

日本語で自己紹介を一人ずつ行う。 

質問発言をした人から座っていく。 

敬語の練習として、「申します。」「ござい   

ます。」など丁寧な表現をあえて使うよう 

促した。たどたどしく質問していた。 

「ひろしま平和発信」の事業に関して 

説明した。 

一人一人が歴史の事実を継ぐことの大切 

さを強調した。 

自分の遺伝子を構成している国とは戦い 

たくないと生徒全員が思っている。 

未来の平和大使を前に充実した時間を 

持った。 

最近は中国語を学習する学生が増え    

ている。テキストを無料で中国が 

配布しているそうだ。 

日本の文化や歴史を継承するために 

は、学生の数が減らないよう日本語授 

      業の内容と質を高めていく必要がある 

と教師は危機感を持っている。 

   

 9月10日（木）                      

 ③真珠湾USSアリゾナ記念館  

来館者は1日約3000人。日本人の観光客は非常に少ない。  

年間170万人以上の来館者 ( cf.広島平和記念資料館は年間約130万人) 

  ゲートを入ると、太平洋歴史公園が広がる。敷地内に攻撃時資料博物館、戦争への道博物館、

ボーフィン潜水艦博物館がある。日本軍が使用した人間魚雷回天も展示してあった。 

真珠湾攻撃に関する映画を約２０分間鑑賞した後、米国海軍シャトルボートで海上を数分移動

後、戦艦アリゾナ沈没跡（戦没者慰霊墓地）へ向かった。海の底には、１１０２名の方が未だ

眠っている。 

真珠湾攻撃から７０年経った今でも艦から重油が漏れている。異臭が漂い、水面には油の虹色

の輪が滲んでいるのが印象的であった。 

USSボ－フィン潜水艦博物館 

第２次世界大戦中、9回出撃。ヒーロー潜水艦である。 

    日本の軍艦４隻と民間船（学童疎開船）を30隻も沈めた。 

    民間人が多く乗船していた対馬丸を沈めた戦艦であると知り微妙な感情をもった。 

 

 



 

 

 

戦果を誇る文化はいかがなものかと思った。 

④戦艦ミズーリ記念館（戦艦名はミズーリ州出身トルーマンの娘が命名） 

  ジャンボジェット４機分の長さ、20階建てビルの高さの戦艦ミズーリー 

に乗艦し、その巨大さを体感した。重い船体であるが、毎時63Kmで走行できる。 

昭和16年１月に浸水、昭和30年に退役したが、昭和６１年に複役。再退役したのは、平成４年

である。平成11年（16年前）1月より一般公開している。 

硫黄島、沖縄海支援 北海道室蘭攻撃、朝鮮戦争また湾岸戦争などに参戦し、海上から砲撃を

行った。湾岸戦争ではトマホークを発射し、主砲による砲撃も行った。沖縄戦では、日本の神

風特攻機がミズーリの右舷後方に突入。その際受けた傷跡が残されている。その特攻隊員の上

半身だけのご遺体を海軍葬として丁寧に弔った事実も公開された。遺体にかける日本の旗を徹

夜で海軍兵が縫ったそうだ。 

1945年9月2日にミズーリ艦上で日本の降伏文書調印式が行われた。マッカーサー元帥率いる連

合軍側と重光葵全権率いる日本政府代表との間でわずか23分の調印式が行われた。1853年黒船

のペリー提督が掲げた国旗を携えてきたエピソードも披露された。現役のまま約2700名の乗務

員の誰一人、死傷者をださない不沈没戦艦である。艦内も見学自由である。機器だらけの司令

室も公開された。戦闘体制時には冷静を保つ環境が必要として青い色の室内灯が選ばれている。 

 ⑤アメリカ陸軍博物館 

  第２次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争までの歴史の展示。 

また戦車、大砲、兵器、軍用へりなど実物が展示してある。 

  原爆に関しての展示は、きのこ雲の写真が１枚だけであった。 

「The last blow」最後の一撃というタイトルの写真だけである。 

動詞や名詞の言葉の選び方で、その国の考え方、思想がわかる。 

きのこ雲の下で何がおきたかは何も展示もない。知らされていない。 

すべての爆弾が花火であれば、どれだけ世界は平和になるだろう。 

    本物の武器、戦車、爆弾、戦艦を見続けると、心からそう思う。 

 

その他 現地情報 

・毎年5月30日に灯篭流しをアラモアナビーチ付近で開催。仏教寺院が主催。 

多くの人が参加している。 

・誰よりも戦争に反対しながら、真珠湾攻撃の指揮をとった山本五十六の写真が随所にあった。

山本五十六の出身地、長岡市とホノルル市は昨年３月に姉妹都市縁組を結んだ。戦後70周年

となる今年8月15日の終戦記念日には、戦争犠牲者への追悼とこれからの世界平和と友好を祈

念して記念式典が行われた。パールハーバーで史上初の白糸の長岡花火が打ち上げられ日本

人歌手の平原綾香のコンサートが行われた。ホノルル市、長岡市、アメリカ海軍の協力があ

った。広島市はホノルルと56年間も姉妹都市であるのにも関わらず、現地の70周年事業に参

加できなかったのが非常に残念である。 



 

サダコプロジェクトに関して 

・写真は、アリゾナ記念館入り口のブックストア付近でプナホウ高校の生徒達がサダコプロジ

ェクトを開催している様子である。来館者と一緒に鶴を折りながら、佐々木禎子さんについ

て説明をしている。国立公園局から許可を得て、今年から、資料館内に平和のシンボルとし

て生徒が折った千羽鶴、禎子さんの家族写真、病床で折られたミニ折鶴を展示公開した。 

それに関わる費用は６００万円と多額であったが、全てプナホウの生徒が募金活動をして集

めたそうである。パンフレット資料も手作りである。 

・この平和プロジェクトを実施しているプナホウ高校生は特別なミッションをもった米国人と

感じた。米国本土から離れた場所で、事実をみつめることによって、将来、世界平和の種を

蒔いていく人材が育っていると感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島大学の学生は６割が他県出身である。日本人でさえ原爆被害の事実を知らない人が多

くいる。COC事業、「ひろしま平和発信」の授業を通じて学んだことを世界へ伝えていく

同様の使命が広島大学生にもあると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考：2015 年 COC 演習 

   平和記念資料館出口で、 

   広島大学歯学部の学生が 

   鶴を折って来館者へ 

   差し上げている様子 

 



 

 

 

戦艦ミズーリー艦内の知覧特攻隊展示に関して 

産経新聞から   若い「カミカゼ・パイロット」の生きざまを紹介しようと、戦艦ミズーリ記念館などが南九州市の知

覧特攻平和会館から遺品を借り受けた。海外での展示は異例で、霜出氏は「７０年の時を経て、私た

ちは過去の歴史に向き合う機会を得た。二度と戦争を繰り返さないことを心から願っている」と語っ

た。特攻隊員が家族らに宛てた遺書には英訳が添えられ、隊員の遺影も展示された。夫が日系という

モリーン・シマブクさん（７９）は「『敵』という言い方もされるが、戦争ではみんなが犠牲者です」

と涙ながらに話をした。 

 

今年、初めて戦艦の艦内で特攻隊に関する展示が公開された。またアリゾナ記念館と同様、

サダコストーリーに関する写真もミズーリ艦内に展示されていた。次世代の働きかけがなけ

ればできない時代の流れを感じた。 

退役軍人数が減少していることも理由の一つかもしれない。 

             

日系２世の人口減少の影響に関して 

ハワイでも初期の日本人移民数が減少することによって、戦争や原爆のことに関しての若

い世代の関心が薄くなりつつある。 

ヒロシマとホノルルは姉妹都市であることすら知らない人が多い。 

3世4世の若い人たちになると、自分の血の歴史の背景がありすぎて、特定の国に関心を寄

せなくなっている。 

      平和を謳歌している世代が、戦争は無意味だと主張し続ける傾向にあればよいのだが、何

も知らない、知らされていない世代が増えると、戦争に対して抵抗感のない世代が生まれ

るのではないかと危惧している。 

新たな悲劇が到来する前に、国の文化、歴史、背景を次世代がしっかり継承するプロジェ

クトの意義は深い。 

私の家族の戦争体験に関して 

      自分の家族から戦争経験を聞くプロジェクトは大変参考になった。 

次世代に伝える戦争体験を聞く努力は身近な家族からかもしれない。 

広島大学の学生にも同様なレポートを課すこともできるかもしれない。 

 

ハワイ大学に関して 

当初予定していたハワイ大学は悪天候で行くことができなかった。 

今年は２０年ぶりの異常気象。台風が毎週到来しており、ゲリラ豪雨のため市内の下水が

あふれ、その水が海に流れたため遊泳禁止になったほどだ。 

エルニーニョ現象なのか海水がぬるま湯のようであった。 

 

 9月11日（金） 

    帰国日  ホノルル→広島 

 

 



７．宿 泊 施 設    

ハレクラニ   2199 Kalia Rd. Honolulu HI 96815 

                

表紙写真：戦艦ミズーリの甲板。16インチ砲。安保法案の決議(2015.9.16)の前に複雑な心境を持つ。 

被爆70周年の年。原爆資料館に過去最高の数の米国人が訪問した。 

日本人もパールハーバーへ足を運び、自国を再度見つめなおす必要があるのではないかと感じて

いる。 



 

 

 

プナホウ高校 陸上トラック 

 

日本語で質問する生徒 

スカラシップ選考委員との面談 

戦艦ミズーリーに乗船 

 

 

 

  

 

沈没したアリゾナ戦艦から重油が

未だに漏れている。 

ハワイ日本文化センター 


