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第１章「ひろしまの平和発信領域」 

（１）概要 

 

 

 

【平和領域の歩み】 

 ひろしまの平和発信領域は平成 26年 4月に霞地区から歯学部学生を対象に活動を開始した。

本事業終了までに、ひろしまの平和発信領域で開講・解説した科目を全学で取り組む。平成 27

年度は歯学部に加え文学部、医学部、薬学部、工学部に取り組みを広げることができた。来年

度以降は全学的取り組みとしたい。この間の領域の歩みを簡単に紹介する。（表 1） 

 

表 1 

年 月 記  事 

2014 

（H26） 

4 

人事 岡本哲治副学長を筆頭にコーディネーター2名（錦織特任助教、久保田教育研究推

進員）にて活動開始した  

新規科目（広島平和発信演習）を歯学部学生対象に開講した 

6 他学部 医学部の学生を対象に教養ゼミにて平和領域の特別講義を行った 

10 取材 中国新聞による取材“「広島平和発信」が必修科目に“を受けた 

11 研究開発 地域志向教育研究事業資金による資料館動向調査のシステム開発を行った 

2015 

（H27） 

3 

広島平和発信演習を受講し、かつ、所定の成績を修めた学生に対して単位を授与した 

科目の追加 ひろしま平和発信演習 2を開設した 

科目の追加 ひろしま平和発信実習を開設した 

科目名の変更 （広島平和発信演習→ひろしま平和発信演習 1）に変更した 

4 

人事 岡本哲治副学長の任期期満了に伴い、高田隆副学長を筆頭に二川浩樹教授が歯学

部の成績責任教授に着任した 

他学部 医歯薬保健学部の学生を対象に合同教養ゼミに平和領域のテーマを取り入れた

他学部 教育学部の学生さんを対象に教養ゼミに平和領域のテーマを取り入れた 

6 
取材 広島市民と市政の取材を受けた 

他学部 工学部での教養ゼミにて平和領域のテーマを取り組んだ 

7 
他学部 文学部教養ゼミでの特別講義を行った 

人事 石川幸秀副理事（文科省）、岡本修治副理事、塚本俊明地域連携部門長が着任した

11 ホームカミングデーにパネル出展した 

2016

（H28） 

1 平和領域のホームページを開設した 

3 
他学部 2017年度は文学部、総合科学部、教育学部、歯学部で取り組むこことで調整と

確認ができた 
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（２）特徴 

 

 

 

 広島大学「地（知）の拠点大学による地方

創生推進事業」には、広島地域の共通課題で

ある「ひろしまの平和発信」、「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つの領域がある。 

 その中で「ひろしまの平和発信」領域には、

原爆投下後 70年を迎え当時の状況や経験を

一人称で証言できる方が徐々に減ることに

よって、「被爆体験者による原爆の実相を次

世代に継承することが困難」になってきてい

るという急務の課題がある。今、この時が原

爆の実相を知り、継承していくことができる

最後のチャンスである。 

 ひろしまの平和発信領域は下記の特徴を

有する領域である。 

 

 

－ 領域の特徴 － 

 

     1. 地域（広島平和記念資料館）と連携し、学生教育のフィールドとして地域を活用し、地域

とともに広島とヒロシマの課題を発見・解決していく活動をフィールドワークなどの実践

科目として全学に広げていく。 

     2. 学生が「広島とヒロシマを知り、理解し、発信」する機会を設け、学生のみならず「教員

も地域とともに成長する」ことで、『学生が変わる、大学も変わる、地域も変わる』プラス

指向の循環を目指す。 
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第２章「ひろしま平和発信演習 1」 

（１）演習概要 

 

 

 

 地域の課題解決に繋がる教育プログラムを従来科目

の読み替え科目ではなく、下記のように新規に開講し

た科目である。 

1. 新規に科目を開講することで既存の枠にとらわれ

ることなく、建学の精神を継承しながら地域課題の

解決・貢献ができる人材を育成する。 

2. 被爆都市で学ぶ広島大学の学生として、ヒロシマの

心と原爆の実相を主体的に自分の言葉で発信でき

る学生の育成をする。 

 この科目は（公財）広島平和記念資料館と協定を締

結し、地域（資料館）が抱える課題解決に学生が主体

的に科目演習を通じて参加・貢献できる仕組みを持つ

地域課題解決型科目である。 

 具体的には座学とフィールドワークを含む演習で、原爆の実相の理解を促す仕組み（キーワ

ード「見る」「聴く」「学ぶ」「共感する」）を設け（図 1）、課題解決型演習では事前に学生に明

確な目的を与えることで、ヒロシマの心を伝える意義を学生自身が学び取る（アクティブラー

ニング）仕組みを取り入れ、原爆の実相をより深く理解し机上のみの学習と比較して、より高

い教育的効果が発揮できうる仕組みを設けた科目である。 

 地域の課題解決を現場で学習した卒業生が、平和への取り組み方や「ヒロシマの心」を理解

し、国内外で平和共存社会の実現に向かって自ら主体的に貢献できる人材育成を目指す。 

 

 

■演習の具体的な進め方 

 教養レベルでの取り組みは、広島平和記念資料館館長や

学芸員、被爆体験の継承に携わっている被爆者などを座学

の講師として大学へ招聘し、被爆資料、動画などを講義に

用いることによって原爆被害の実相を大学生の視点で新

たに学ぶ機会を提供した。その後、広島平和記念資料館（広

島市中区中島町）や国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

（同平和公園内）などの関連施設に赴き、原爆が投下され

た 8月 6日に何が起こったかを現地演習で深く認識し、平

和に関するリテラシーを含め理解を向上させた。 

 集中演習期間中は、資料館のニーズに合わせた課題

解決型演習（資料館では来館者動向調査、霞キャンパ

スでは被爆者証言ビデオの文字起こし）を中心に取り

組んだ。 

 広島平和記念資料館内（来館者動向調査）の集中演習期

間中は、ヒロシマを訪れる国内外の来館者の「生の声」に

多く触れ、彼らからのメッセージを受け取り、その中で論

点や課題を抽出しながらこれまでの講義演習等で自分な

りに消化した原爆の実相を来館者と交流しながら学生自

身の言葉で発信した。 

  

■原爆の実相を理解するためのキーワード 

図 1 
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   告 

（２）成果概要 

 

 

 

    平成 27年度は下記の活動を行った。 

 

    １．「ひろしま平和発信演習 1」（歯学部） 

       □教育的効果として、原爆の実相を大学生の視点で理解することができた。 

       □学生にあらかじめミッションを与えることで（アクティブラーニングを促す）文字起

こしや来館者動向調査で来館者と交流を通じて、国境や宗派を超えて一人間同士とし

て戦争の深い悲しみを分かち合うことができた。 

□普段の講義中心の科目では体験できない広島平和記念資料館と協定した地域課題解

決型演習を履修することで、個々の学生がそれぞれ違う被爆体験者の原爆の実相を深

く知ることができ、次世代に継承する意義を理解することができた。 

       □ひろしま平和発信演習 実働コマ数は 94コマ体制で手厚く行った。 

        演習コマ内訳 

          （講義:6 + 集中演習:40 + 集中演習:40 + 平和公園演習等:8） 

          参考：第２章各講義、集中演習イメージ、第４章（2）平成 27年度演習全体日程イメージ 

       ※なお、ひろしまの平和発信領域全体での実働総コマ数は 102コマ体制で行った。 

       □課題解決型演習の来館者動向調査は（日本語 715件、英語 863件）電子媒体を用い

て行った。 

       □被爆者証言ビデオの文字起こしは 105証言分の文字起こしを行った。 

 

    ２．来年度より他学部（教育学部・総合科学部）での取り組みに向けて準備と調整を行った

（詳細は省略） 
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    ｈ 

（３）講義 （第 1回～第 6回） 

 

■第１回 講義 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 4月 8日（水） 

       午前 8時 45分～10時 15分 

    ２．実施場所 

       広島大学歯学部 大講義室  

    ３．対象 

       歯学部 1年生 （歯学科、口腔健康科学科）計 92人 （出席者 90人） 

    ４．内容 

       講師：二川 浩樹教授、錦織 良、久保田 良枝 

       ①全体ガイダンス 

       ②学生アンケート（結果掲載は省略） 

    ５．概要 

       COC事業の意義、新入生としての心構えを含め、全体ガイダンスを行った。 

       その後、広島大学や広島の歴史、過去の戦争、原爆に関しての知識に関する調査を行

った。 

    ６．成果 

       □この事業が広島大学の建学精神に沿った事業であることを認識させることができた。 
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■第 2回 講義 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 4月 15日（水） 

       午前 8時 45分～10時 15分 

    ２．実施場所 

       広島大学歯学部 大講義室  

    ３．対象 

       歯学部 1年生 

       （歯学科、口腔健康科学科） 

       計 92人 （出席者 92人） 

    ４．内容 

       講師：平和記念資料館 志賀賢治 館長 

       ①君はヒロシマをみたか 

 

    ５．概要 

       広島平和記念資料館の歴史、役割、被爆の実相、平成 30年度にオープンする広島平和

記念資料館の全面的リニューアルの概要、展示内容、資料館の抱える課題に関する説明が

あった。 

       いかに記憶を伝えていくか、人の影が写ったように見える石の説明を交えながら、きの

こ雲の上からではなく、その下で何がおこったかという視点で「一人ひとりの苦しみ・悲

しさ」を感じ、「共感・想像力を働かせて感じる力」をもって、原爆が奪ったものを感じ

てほしいと語った。 

       展示後 20年以上経過しており、施設の老朽化、被爆体験者の高齢化、展示のあり方、

多言語化への対応を 2万点の実物資料を活用しながら表現してゆく方法に関して語った。 

 

    ６．成果 

       □原爆がもたらした悲惨さだけでなく、市民の生活で奪われたもの、失われたものを実

感させることができた。 

       □被爆資料や原爆の絵の裏に隠された被爆者のストーリーを知ることができた。ヒロシ

マで何がおこったかを理解をしたことによって、資料館見学前の心の準備時間となっ

た。 

  

志賀賢治 館長の講義の様子 
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■第 3回 講義 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 5月 13日（水） 

       午前 8時 45分～10時 15分 

    ２．実施場所 

       広島大学歯学部 大講義室  

    ３．対象 

       歯学部 1年生  

       （歯学科、口腔健康科学科） 

       計 92人 （出席者 91人） 

    ４．内容 

       講師：平和記念資料館学芸員 福島在行 

       ①資料館が伝えるもの 

 

    ５．概要 

       資料館が伝えるもの（具体的には資料館地下にあるビデオシアター、会議室、情報資

料室、ミュージアムショップ、シュモーハウスなど施設）の現状と様子を交えながら説

明があった。原爆被害と復興、被爆者援護、追悼慰霊について伝える取り組みの概要説

明があった。その中で館内展示や事業を通じての取り組みの紹介を様々な方法（例えば

館内外、国内外での取り組み例、ピースボランティア・被爆体験講話・被爆体験伝承講

話などの伝承に関する例、多言語化等の取り組み例）を体系的に知る事が出来る講義で

あった。 

 

    ６．成果 

       □改めて資料館の設置理念や設置目的について、認識させることができた。 

       □新しい取り組みとして、被爆体験講話の他に、被爆体験伝承講話に関する話があっ

た。 

 

       （学生の感想一部抜粋） 

       □「次は私たちの世代が広島のことを伝えなければならないということ。」を感じるこ

とが出来た。 

       □「今日話を聞いて、日本国内のいろいろな場所や海外でも展示を行っていることが

驚きで印象に残りました。」  

学生向けの様々なツール 
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■第 4回 講義 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 5月 20日（水） 

       午前 8時 45分～10時 15分 

    ２．実施場所 

       広島大学歯学部 大講義室  

    ３．対象 

       歯学部 1年生  

       （歯学科、口腔健康科学科） 

       計 92人 （出席者 88人） 

    ４．内容 

       講師：COCコーディネーター 錦織 良 

       ①被爆体験講話 岡田恵美子 

 

    ５．概要 

       子供の頃に原爆に遭い広島の中心部が１日で焼け野原になったこと。大火災で空が真

っ赤になったことを思い出し、今でも夕焼けが大嫌いという感情。 

       あの日の朝、建物疎開のために出て行った 12才のお姉ちゃんは帰ってこなかった。探

しに行っても何も見つけることが出来なかった。 

       軍国主義教育に対する怒り。赤紙（召集令状）が来ると出征を喜び、お祝いをして送

り出さなければいけなかった母親。憲兵の前で泣くという感情をだすと逮捕される時代。

子供ながら「おかしいなと思っていた」是非、賢い大人になってほしい。 

       集団疎開で田舎にいた子供たちは、原爆投下後、親を一瞬になくし孤児になったこと。 

       食べていくために、窃盗、密売、売春、殺人に手を染めざるをえなかった子供たち。

お腹がすいても拾って食べるものもなく、ヤクザの仲間になるしかなかった子供たち。 

       インド・パキスタンを歴訪した際、核弾頭を誇示する軍事パレードをみた。しかし、

その横でごみを漁る路上生活者を見て、軍事力を拡大する国ほど貧富の差が激しいと感

じ、怒りにふるえた。核弾頭は未だ地球上に 15,700発もある。核廃絶に向けて若い人の

知恵を貸してほしいと締めくくった。 

 

  

学生と対話形式で被爆体験を

お話しされている様子
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   第３章 「ひろしま平和発信演習 1」成果報告 

（２）講義 （第 1回～第 6回） 

 

■第 5回 講義 

  

    １．開催日時 

       平成 27年 5月 27日（水） 

       午前 8時 45分～10時 15分 

    ２．実施場所 

       広島大学歯学部 大講義室  

    ３．対象 

       歯学部 1年生  

       （歯学科、口腔健康科学科） 

       計 92人 （出席者 87人） 

    ４．内容 

       講師：平和記念資料館学芸員 土肥幸美 

        ①次世代への継承 

 

    ５．概要 

       原爆の実相を次の世代に継承していくことに関しての講義であった。高齢化し、だん

だんと語り手が少なくなっていく被爆者のこと、被爆者証言ビデオの文字起こしの意義、

あの日（8月 6日）に起きたことについて、次世代に記憶をつなぐ取り組みの大切さを

訴える講義だった。 

 

    ６．成果 

       □学生たちに次世代に継承する大切さがよく伝わり、今後行うもしくは、一部行った

被爆者証言ビデオの文字起こしの意義を十分意識づけることができる講義だった。 

 

      （学生の感想一部抜粋） 

       ・「被爆者の方の意見はその方の遺言だ」と言う言葉を今日聞きましたが、そのことを

理解しながら伝えていくことが大事だと思います。わたし達は、もしかしたら被爆

者の方の言葉を直接聞くことのできる最後の世代かもしれません。わたし達はその

方々の当時の辛さや平和への思いを肌で感じることができます。その言葉の重みを

感じながら、原爆の恐ろしさを伝え、平和へ世界を導いていきたいです。 

       ・次世代に継承するためには、広島市内の小・中・高だけに留まらず、全国の小学校

から高等学校までの学生が、いつも学び続ける必要があると思う。この時期に学ん

だこと、印象に残ったことは、後々の生活や人生にダイレクトに影響するし、素直

に感じ取れる素朴な時に、一度でも聞くことが重要だと考える。 

       ・戦争を体験してない若い世代は 戦争というものを想像するのは 難しいので実際に

体験した方から 伝えて頂いくのはとても貴重な事だと思います。 

   

被爆者が描いた作品を使いながらの講義
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■第 6回 講義 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 6月 3日（水） 

       午前 8時 45分～10時 15分 

    ２．実施場所 

       広島大学歯学部 大講義室  

    ３．対象 

       歯学部 1年生  

       （歯学科、口腔健康科学科） 

    計 92人 （出席者 88人） 

    ４．内容 

       講師：平和記念資料館学芸員 落葉裕信 

       ①資料館の被爆資料について 

 

    ５．概要 

       戦後 70年が経とうとしている今でも資料館に被爆資料が送られてくる話をはじめ、普

段はほとんど公開されることがない収蔵庫にある被爆資料の話しは、原爆に遭った人の

当時の思いや様子が普段資料館見学に行ったときに感じるものとはまた別の角度から強

く伝わってくる内容であった。また、8時 15分に止まった時計の話や、原爆に遭った馬

がその後も頑張って働き続ける話等学生たちの心を打つ講義であった。 

 

    ６．成果 

       □この講義を通じて学生たちには当時の様子を被爆資料からいろいろな角度からより

深く感じ取ることが出来た。また、復興の様子や資料館見学だけでは気がつかなかっ

たり、知ることが出来なかったりした資料に関しての知識を得ることが出来た。 

 

    （学生の感想一部抜粋・編集） 

       ・重なったお茶碗が溶けてくっついてしまっている写真。茶碗が溶けたところは初め

て見たが、大変な高温だったことがわかり、これほどの高温をもたらすものが人間

に使われたと思うと恐ろしく思った。 

       ・馬の被爆標本が印象に残った。資料館には何度も行ったことがあったのですが、見

たことがなかったということと、人のやけどやケロイドの写真が今までは印象的だ

ったけど、動物も被害を受けていて、それでも働いていたと思うとかわいそうだと

思った 

       ・被爆したピアノ。被爆したにも関わらず調律はしていないので音階はしっかりと出

ていないにしても今でも音が出ることが印象的でした。 

       ・今まで収蔵庫のなかの資料を見ることはなかったのでとても珍しかった｡ 

   

被爆資料に関する説明の様子
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   第３章 「ひろしま平和発信演習 1」成果報告 

 

 

■平成 27年度講義 6コマ受講のイメージ 

 

    （4/8～6/3分）） 計 6コマ稼働 
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（４）集中演習（各グループ 1回につき 2コマ× 2（午前・午後）× 2日 = 8コマ） 

 

■平和記念資料館／平和記念公園での集中演習 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 4月 25日（土）、平成 27年 4月 26日（日） 

       午前 9時 00分～午前 12時 00分と午後 1時 00分～午後 04時 00分  

       １日を午前と午後で約 25名を半日 1グループとして 4グループ分計 2日間行った。 

 

    ２．実施場所 

       平和記念公園 広島平和記念資料館 

 

    ３．対象 

       歯学部 1年生 （歯学科、口腔健康科学科）計 92人 

 

    ４．実施者 

       COCコーディネーター  久保田 良枝 

       ひろしま平和記念資料館 ピースボランティア 

       広島大学社会連携 主査 山本 一美  

       黄 烙明 （TA）、王 夢影 （TA） 

 

    ５．概要 

       ピースボランティアの案内で広島平和記念

資料館内で被爆資料についての説明を受けた。

また、1グループが多人数（約 25名）のため、

館内でのピースボランティアからの説明は事

前に配布されたインターカムシステムを利用

した。他の来館者の妨げにならないようにレ

クチャー内容を無線で聴講することが出来た。

一語一句、クリアに言葉が届いたので、更に

理解を深めることができた。 

       資料館東館において、ピースボランティア

による戦前の広島の様子と戦時下の広島の様

子を写真などのパネルで解説を受けた。その

後、被爆直後のひろしまの様子を精巧に作ら

れたジオラマの前で原子爆弾が市内のどのあ

たりで起爆し、平和記念公園との位置関係を

含めて詳細な解説を聞いた。 

  

資料館見学に当たり説明を受ける学生の様子 

動員学徒慰霊塔の前でピースボランティア

から解説を真剣に聞いている学生の様子。 



15 
 

   第３章 「ひろしま平和発信演習 1」成果報告 

（４）集中演習 （各グループ 1日 4コマ × 10グループ（回） =  40コマ） 

 

■被爆者証言ビデオの文字起こし（広島大学霞キャンパス） 

 

    課題：近年、来館者数は年々増加傾向にあり、広島平和記念資料館は世界から大きな期待と関

心が寄せられている。しかしながら、被爆者の高齢化が進み、各地の被爆者団体の活動停

止も相次いでおり、被爆体験の伝承方法に危機感が広がっている。 

       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 DVDなどのデジタルデータの形にして残しておく必要があ

る。また、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になる。 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 5月 9日（土）～平成 27年 6月 13日（土） 

       （詳細は「第３章 平成 27年度 集中演習のイメージ」を参照） 

       （１日の集中演習につき学生 9-10名で集中演習を行い全ての学生を終了させるために

10回行った。） 

       時間 午前 9時 00分～午前 12時 00分 

          午後 1時 00分～午後 04時 30分 

 

    ２．実施場所 

       広島大学霞キャンパス 

 

    ３．対象 

       歯学部 1年生 （歯学科、口腔健康科学科）計 92人 全員出席 

 

    ４．実施者 

       COCコーディネーター 錦織 良 

       COCコーディネーター 久保田 良枝 

       黄 烙明 （TA）、王 夢影 （TA） 

 

    ５．概要 

       あらかじめ被爆者証言ビデオが DVDに変換してあるものを演習で用意し、学生１人に

つき 20分から 30分程度の内容のものを実際にパソコンで再生しながらワードファイル

に被爆者の言葉を一言ずつ文字起こししていく作業を行った。 

      

 

  



16 
 

    

（３）集中演習 （各グループ 1日 4コマ × 10グループ（回）= 40コマ） 

 

■被爆者証言ビデオの文字起こし（広島大学霞キャンパス） 

 

    ６．成果 

 

      □105名の被爆者証言ビデオの文字起こしを

することが出来た。 

 

       文字起こしは、証言者に年配者が多いため

か昔の言葉遣いだったり、昔の地名が出てく

ることが多くあったりと、二十歳前後の学生

が当初考えていたよりも想像以上に手間と時

間と根気のいる作業だった。 

       今回の演習の結果、データはテキストベー

スでデジタルに変換されているため、今後（さ

らなる課題でもある）は、日本語をベースに

他言語に翻訳し、ビデオに字幕をつけること

により、劣化の防止はもちろん、広くインタ

ーネットで世界へ被爆者証言ビデオの内容を

発信することが可能になる。この取り組みに

よりこれらの礎を築くための最初のステップ

に携わることが出来た。 

       こうした取り組みは、平和記念資料館の資

料の保存・活用のための活動として期待され

る。 

       一方、学生への教育的効果として、この演

習では結果的に確認のために何回も同じビデ

オを見ることが必要となり、学生の記憶にし

っかりと残ることで一層の理解を深めること

ができた。 

       さらに、あらかじめ学生に関連課題を与え

ることで、資料館の課題解決をしながら原爆

の実相を次世代に伝えるための課題発見と課

題解決をするための行動を要求されるためア

クティブラーニング効果が期待出来、レポー

トによる課題確認ができた。 

 

  

真剣に取り組む学生の様子 上（Group 8）

文字起こし活用例フロー図 
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（４）集中演習 （各グループ 1日 4コマ × 10グループ（回）= 40コマ） 

 

■来館者動向調査 （広島平和記念資料館） 

 

    課題：広島平和記念資料館（資料館）には毎年 130万人を超える来館者が訪れる。近年、外

国人が選ぶ観光スポット第 2位（TripAadviser）に選ばれているにも関わらず、国籍、年

齢、意識調査など具体的な統計調査は過去行われていない。館内のリニューアルに伴い、

来館者の目線で資料館の具体的な評価・数字が必要である。 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 6月 14日（土）～7月 19日（日） 

       （詳細は「第３章 平成 27年度 集中演習のイメージ」を参照」 

       （１日の集中演習につき学生 9-11名で集中演習を行い全ての学生を終了させるために

10回行った。） 

       時間 午前 9時 00分～午前 12時 00分、午後 1時 00分～午後 4時 30分 

 

    ２．実施場所 

       広島平和記念資料館 出口 

 

    ３．対象 

       歯学部 1年生 （歯学科、口腔健康科学科）計 92人 

 

    ４．実施者 

       COCコーディネーター 錦織 良 

       COCコーディネーター 久保田 良枝 

       黄 烙明 （TA）、王 夢影 （TA） 

 

    ５．概要 

       広島平和記念資料館出口付近において、無作為でアンケート調査を実施した。現在、広

島平和記念資料館はリニューアル工事中である。平成 30年の全館オープンに伴い、分析

内容をフィードバックする。電子媒体を用いて日本語と英語の言語で調査した。 

       回答者には折り紙とポストカード（原爆ドームの１００年前の写真）を贈呈した。外国

人を対象に折り紙教室も開催し、鶴の由来（サダコストーリー）を説明しながら、折り方

を教えた。 
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（３）集中演習 （各グループ 1日 4コマ × 10グループ（回）= 40コマ） 

 

■来館者動向調査 （広島平和記念資料館） 

 

    ６．成果 

 

       □日本人：715人、外国人：863人（50カ国）

より回答を得ることができた。 

 

       来館者動向調査の結果概要は紙面の都合上割

愛した。学生は本調査を通じて国内および世界

各国の方々と対話することができた。 

       来館者動向調査の結果、来館者の傾向は日本

人、外国人を含めて友人関係や家族同伴者が多

かった。また、外国人の国別来館者はアメリカ

合衆国からが最も多かった。 

       今年度からは電子媒体の導入により、日本語、

英語の言語別の集計は既に電子データとして

リアルタイムに集計が終わっているため、後日

のデータの入力などの作業が発生しないこと

は大きなメリットであった。 

 

       学生のレポートより、「原爆のような核兵器の

恐ろしさをしっかりと学び将来決して使うこ

とになってしまわないようにしないといけな

い。」や「戦争や原爆という言葉に具体的なイ

メージが持てるようになった」など学生には

様々な教育的効果があったとうかがえるコメ

ントが見られた。 

 

  

外国人来館者が動向調査に電子媒体を用

いて答えている様子。 (Group 5)

実際の入力画面 
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   第３章 「ひろしま平和発信演習 1」成果報告 

 

 

■平成 27年度 集中演習のイメージ（資料館・平和公園演習・文字起こし） 

 

    （4/25～4/26平和記念資料館分と 5/9～6/13霞キャンパス分） 

    （平和記念資料館分 8コマ嫁動、霞キャンパス分 40コマ嫁動） 
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■平成 27年度 集中演習のイメージ（来館者動向調査） 

 

    （6/14～7/19平和記念資料館） 計 40コマ嫁動 
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   第３章 「ひろしまの平和発信領域」  

    （１）領域での成果概要 

 

 

 

    １．教養ゼミでの演習 

①「医歯薬保健学合同教養ゼミ」で「平和関連テーマ」を行った。 

       □合同教養ゼミでの総コマ数は 7コマの体制で行った。 

      ②文学部の教養ゼミで、原爆の実相を継承する取り組みを行った。 

       □被爆者証言講話（1コマ）を行った。 

      ③教育学部の教養ゼミで、（合計 16コマ）COC広島からの平和発信に関する演習を行っ

た。 

④工学部の教養ゼミで、COC広島からの平和発信に関する演習を平和記念資料館・平和

記念公園の現地演習（１コマ）を行った。（詳細はページの都合上省略） 

 

２．平成 27年平和記念式典に参加した 

 

    ３．ホームカミングデー・大学祭での出展活動 

      □西条キャンパスと霞キャンパスの大学祭へのブース出展を行った。 

 

    ４．ボランティアによる課題解決（試行的な取り組み） 

      □社会貢献活動証明制度を活用したボランティアなどによる広島平和記念資料館の課題

解決に取り組んだ。 

      □被爆者証言ビデオ（VHSから DVDへの変換）を 126証言分ボランティアの協力のも

と行うことができた。 

      □平成26年度来館者動向調査英語版の入力約1,000件をボランティアの協力のもと集計

入力できた。 

      □国際平和シンポジウムに会場スタッフのボランティアとして参加した。（詳細は省略） 

      □ボランティアクラブ結成に向けての準備を行った。（詳細は省略） 

      □ボランティアクラブに興味を持ってもらえそうな学生の開拓を行った。（詳細は省略） 

       顧問は二川先生に引き受けていただくこととなった。 

       

    ５．学外への情報発信 

      □「ウイリアムペリー後援会事務局」主催の意見交換会に出席した。 

      □広報「ひろしま市民と市政」広報誌の取材を受けた。 

      □ひろしまの平和領域のホームページを作成・公開した。  
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    （２）教養ゼミで の演習 

    ①医歯薬学合同教養ゼミでの演習 

 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 4月 08日（水） 

       午前 14時 35分～16時 05分 

 

    ２．実施場所 

       広島大学医学部 大講義室  

 

    ３．対象 

       1年生（医学部、歯学部、薬学部） 

       計 405人 

 

    ４．実施者 

       講師：平和記念資料館館長 志賀賢治 

       ①君はヒロシマをみたか Ver. 2.0 

 

    ５．概要 

       平和記念資料館の歴史、役割、被爆の実相、平成 30 年度にオープンする広島平和記念

資料館の全面的リニューアルの概要、展示内容に関する説明があった。 

      「なぜ、原爆は使われたのか？」 

      「なぜ、広島が選ばれたのか？」 

      「なぜ、長崎にも使用されたのか？」 

      これらのキーワードを用いながら学生に問いかけるような講義だった。 

      学生たちは熱心に講義に耳を傾けている様子が、手に取るように伝わってきた。 

 

    ６．成果 

       □原爆によって失ったものが他の兵器を使用した場合と比べて大きな違いがあること

が実感させることが出来た。被爆資料や原爆の絵に隠された被爆者のストーリーを知

ることが出来た。 

       □今後のゼミでテーマを選ぶ際に平和に関するテーマを選ぶ足がかりとなることが期

待された。 

  

多くの学生にお話しをされている志賀館長の様子 
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②医歯薬学合同教養ゼミでの演習 

■第 2～4回講義 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 7月 08日（水） 

       平成 27年 7月 15日（水） 

       平成 27年 7月 22日（水） 

       午前 14時 35分～16時 05分 

 

    ２．実施場所 

       広島大学霞キャンパス各セミナー室 

 

    ３．対象 

       「①君はヒロシマをみたか Ver. 2.0」を受講

した学生の中から平和関連に関するテーマ

を選択した 27人が受講した。 

 

    ４．実施者 

       チューター：梁 楠 助教 

             今泉 和則 教授 

 

    ５．概要 

       ひろしまの平和宣言について過去の歴史にさかのぼりながら学生たちにその意義を考

えてもらうために、これからの平和宣言の可能性の模索に挑戦した。 

 

      テーマ「広島の平和宣言」 

       広島市長は毎年 8月 6日に平和宣言を発表し、ヒロシマの原爆被害の実相や被爆者の

姿、平和への願いなどを発信しています。では、核兵器の廃絶という人類的課題の解決

にあたって、平和宣言はどのような位置づけにあり、どのような力を持っているでしょ

うか。誰に向けて、どのような内容を、どのように発信することが求められるでしょう

か。過去の平和宣言を振り返り、これからの平和宣言の可能性を模索しましょう。とい

う内容で学生に討論をしながら自分たちの意見をまとめてもらった。 

 

    ６．成果 

       □7月 22日（水）に全体のグループで集まって、まとめた意見の発表会を行った。な

ぜこのテーマを選んだのか、そして、何が問題なのかをそれぞれのグループで討論し

て導き出した。学生たちは平和記念資料館に行って分かったつもりになっていたが、

平和宣言に関することに注意を向けてさらに学習が必要であることに気がつくことが

できた。 

  

各グループで真剣に論議している様子 
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②文学部教養ゼミでの演習 

■講義 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 7月 15日（水） 

       午前 12時 50分～14時 20分 

 

    ２．実施場所 

       広島大学東広島キャンパス 大講義室  

 

    ３．対象 

       文学部 1年生 140人 

 

    ４．実施者・内容 

       講師：後藤弘志 教授 

       ①被爆体験講話 岡田恵美子 

 

    ５．概要 

       後藤教授より学生に、知の拠点に関しての説明があった後に、ゲストスピーカーの岡

田さんを紹介していただき岡田さんに被爆体験講話をお話し頂いた。 

       岡田さんの体験談は、「子供の頃に原爆に遭い広島の中心部が１日で焼け野原になった

こと。大火災で空が真っ赤になったことを思い出し、今でも夕焼けが大嫌いという感情。 

       あの日の朝、建物疎開のために出て行った 12才のお姉ちゃんは帰ってこなかった。探

しに行っても何も見つけることが出来なかった。 

       軍国主義教育に対する怒り。赤紙（召集令状）が来ると出征を喜び、お祝いをして送

り出さなければいけなかった母親。憲兵の前で泣くという感情をだすと逮捕される時代。

子供ながら「おかしいなと思っていた」是非、賢い大人になってほしい。 

       集団疎開で田舎にいた子供たちは、原爆投下後、親を一瞬になくし孤児になったこと。 

       食べていくために、窃盗、密売、売春、殺人に手を染めざるをえなかった子供たち。

お腹がすいても拾って食べるものもなく、ヤクザの仲間になるしかなかった子供たち。」 

       これらのキーワードを用いながら学生に問いかけるような被爆体験講話だった。 

       その後、質問コーナーを設けて学生たちと意見交換をしながら質問に答えた。学生た

ちが熱心に講義に耳を傾けている様子が、手に取るように伝わってきた。  

 

    ６．成果 

       □将来、教育関係の職や研究をする学生にとって「原爆の実相を次の世代に継承する

心」を受け継ぐ教育的効果と原爆の実相を理解し、継承するきっかけ作りが出来た。 

   

岡田さんが学生に語りかけながらお話しを

されている様子。 
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実施日 教室 担当講師
対象
人数

実施場所／内容

L202 松浦　拓也 10人 広島平和祈念資料館見学
L209 竹下　俊治 9人 広島平和祈念資料館見学
L104 北臺　如法 11人 広島平和祈念資料館見学
C419 小山　正孝 11人 広島平和祈念資料館見学
L104 北臺　如法 11人 広島平和祈念資料館見学
C419 小山　正孝 11人 広島平和祈念資料館見学

熊原　康博
下向井　龍彦 地図から見る広島の戦中戦後
熊原　康博
下向井　龍彦 原爆関連書籍の研究
熊原　康博
下向井　龍彦 原爆関連書籍の研究
熊原　康博
下向井　龍彦 巡検
熊原　康博
下向井　龍彦 巡検

4月22日

5月13日

5月27日

4月29日

5月20日

6月3日

K109

K109

K109

K109

K109

24人

24人

24人

24人

24人

    

 

③教育学部教養ゼミでの演習 

■講義 

 

    １．開催日時 

       平成 27年前期 毎週（水） 

       午前 10時 30分～12時 00分 

 

 

    ２．実施場所、実施者（敬称略）・内容の概要、担当講師等は下記の内容で実施した。 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

    3．成果 

       将来、教育職や研究をする学生にとって「原爆の実相を次の世代に継承する心」を受

け継ぐ教育的効果と原爆の実相を理解し、継承の意義を模索するきっかけ作りが出来た。 

   



26 
 

   

    （３）平成 27年度平和式典への参加 

 

■平成 27年度平和式典 

 

    １．開催日時 

       平成 27年 8月 6日（木） 

       午前 8時～8時 53分 

 

    ２．実施場所 

       広島市中区中島町 平和記念公園 

 

    ３．参加者 

       歯学部 1年生 自由参加  

 

       参列者数：約 5万 5千人 

       昨年比+10,000人 

 

    ４．概要 

       平成 27年度の平和記念式典は昨年の雨とは反対の晴れで、執り行われた。原爆投下の

8時 15分から 1分間黙祷した。安倍晋三内閣総理大臣、米国駐日大使キャロライン・ケ

ネディ氏、中東エリアからはイスラエル駐日大使ルツ・カハノフ氏、イラン駐日大使レ

ザ・ナザルアハリ氏も参列した。 

       その他、国際連合事務総長、包括的核実験禁止条約機関準備委員会事務局長、国際赤

十字・赤新月社連盟会長、赤十字国際委員会総裁また各国来賓代表、姉妹・友好都市代

表、平和首長会議代表など他諸国から多数の来賓が参列し戦後 70年の節目のためか例年

になく物々しい警備での式典であった。 

       衆・参議院議長、最高裁判所長官、外務大臣、厚生労働大臣、広島県知事・県議会議

長、長崎市民代表（市長、市議会議長、被爆者代表）広島名誉市民。広島市民代表も参

列した。 

       最後に吹奏楽団（約 280名）が伴奏をし、合唱団（約 370名）がひろしま平和の歌を

歌って締めくくった。 

  

最後部からの平和式典の様子
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    （４）ホームカミングデー・大学祭出展 

 

■西条キャンパス出展 

 

    広島大学ホームカミングデー・大学祭 

 

    １．開催日時 

       東広島 平成 27年 11月 7日(土)、8日(日)  

       霞   平成 27年 11月 14日(土)、15日(日) 

       東広島キャンパス、霞キャンパスともに終日 

 

    ２．実施場所 

       東広島キャンパス、霞キャンパス 

 

    ３．参加者 

       広島大学の学生、一般 

 

    ４．内容 

       ・自主映画上映「運命の背中」 西条キャンパス 

         ゲスト：ＮＨＫ広島放送局アナウンサー出山知樹 氏 

       ・被爆体験語り部 

         ゲスト：岡田恵美子 氏 

       ・「被爆者証言ビデオ」 霞キャンパス 

       ・原爆瓦の実演 

         ゲスト：広島大学大学院 嘉陽 礼文 氏 

 

    ５．概要 

       「ヒロシマを見て聴いて触れる」をテーマに下記の日程で展示を行った。 

       11月 7日 

       「ヒロシマをあなたはどう伝えますか」と題してＮＨＫ広島放送局アナウンサー出山

知樹 氏の自主映画を上映した。その中で撮影秘話もお話しいただいた。 

       11月 8日 

       被爆者の岡田恵美子氏による被爆体験者本人が語る「リアルトーク」をお話しいただ

いた。 

 

    ６．成果 

       □原爆によって失ったものが他の兵器を使用した場合と比べて大きな違いがあること

を実感させることが出来た。被爆資料や原爆の絵に隠された被爆者のストーリーを知

ることが出来た。今後のゼミでテーマを選ぶ時に平和に関するテーマを選ぶ足がかり

となることが期待される。  

ホームカミングデーのポスター 
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今回の活動で実際に申請に用いた実施要綱 今回の活動で実際に申請に用いた実施要綱

     

    （５）ボランティアによる課題解決（試行的取り組み） 

 

■社会貢献活動証明書制度の活用 

 

     広島平和記念資料館が抱える課題の解決

をボランティア活動によって解決する方法

を模索するために、試行的な取り組みとし

て学内にある上記の制度を利用して取り組

んだ。 

 

    【制度活用までの流れ】 

     広島大学が既に有している「社会貢献活動

証明書制度」を活用することで、学生にボ

ランテイア活動に参加してもらう動機付け

効果を期待しつつ、ボランティアによる地

域課題の解決を試行的に模索することとし

た。 

 

    【社会貢献活動証明書制度の利用について】 

    本学の制度は、下記の流れで申請をして、

学生が証明を得ることが出来る制度である。 

 

    １．事前に大学の学生支援に証明を希望する

活動内容（実施要綱等）を教員が申請する。 

    ２．学生自身が従事した時間（今回の試行の

ケースでは「従事時間表（COCボランティ

ア活動参加確認表）」）と「社会貢献活動証明

願書」を添えて申請する。 

    ３．大学がボランティアに従事したことを証

明する証書を学生に対して発行する。  

作成した従事時間表（COCボランティア活動

参加確認表） 

今回の活動で実際に申請に用いた実施要綱
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■被爆者証言ビデオ→DVDへの変換ボランティア 

 

    １．開催日時 

       10/3(土),10/10(土),10/17(土),10/24(土),10/31(土), 11/14(土),11/21(土),11/28(土) 

       10/4(日),10/11(日),10/18(日),10/25(日),11/1(日), 11/15(日),11/22(日),11/29(日) 

       のほか上記期間中以外で、随時学生が参加可能な日時に応じて開催した。 

 

    ２．実施場所 

       広島平和記念資料館 地下 1階啓発課 

 

    ３．参加者 

       広島大学の学生、他 

 

    ４．内容 

       被爆者証言ビデオ（VHS）→DVD（アナ

ログデータからデジタルデータ）への変換

作業 

 

    ５．概要 

       資料館が抱える課題として、被爆者証言ビデオの経年劣化と多言語化の課題がある。

そこで、ボランティアとして自主的参加者による被爆者証言ビデオ（VHS）→DVDへの

メディア変換を行った。 

 

    ６．成果 

 

       □今回の取り組みにより 126証言の VHS→DVDへの変換をおこなった。 

 

       □資料館が抱える課題の一つとして、被爆者証言ビデオのデジタル化が急務の課題で

ある。これらの課題を解決するために 126証言の VHS→DVDへの変換を行うことで、

資料館の課題解決に貢献することが出来た。 

       □多くの被爆者証言ビデオのデジタル化の成果は平和記念資料館にある資料の保存・活

用のために今後も期待されている。  

ボランティア学生が資料館スタッフと協

働でVHSテープからDVDに変換している

様子。 
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   ） 

 

■平成 26年度来館者動向調査英語版データ入力 

 

    １．開催日時 

       10/18(日), 11/1(日), 11/22(日), 12/6(日), 12/20(日), 翌 1/17(日) (9:00～16:30) 

       翌 1/13(水), 1/27(水), 2/10(水), 2/24(水) (13:00～16:00) 

 

    ２．実施場所 

       広島大学霞キャンパス 

 

    ３．参加者 

       広島大学の学生、他 

 

    ４．内容 

       平成 26年度来館者動向調査英語版 

       データ入力作業ボランティア 

 

    ５．概要 

       資料館が抱える課題として、来館者動向調査を学生の演習課題として、平成 26年度紙

媒体で行った。英語版約 2,000件の結果の取りまとめを行うためのデータ入力作業を行

った。（日本語版はすでに集計済み） 

       外国人対象のため言語が英語であり、入力に日本語以上の注意が必要であった。 

 

    ６．成果 

 

       □約 2,000件の英語版来館者動向調査のデータのうち約 1,000件の入力が終了した。 

 

       □資料館が抱える課題の一つとして、来館者の動向調査を行うことが急務の課題であ

る。これらの課題を解決するために、のべ約 20数名のインターンと学生がこの取り組

みに参加した。まだ残りが約半分程度あるが、今後資料館にとって大きな貢献になる

ことが期待される。 

  

ボランティア学生による館者動向調

査英語版データ入力作業の様子 
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    （６）学外への情報発信 

 

■「ウイリアムペリー 講演会事務局」主催意見交換会への出席 

 

    １．開催日時 

       平成２７年８月２５日（火）14時～15時 30分 

 

    ２．実施場所 

       広島県庁南館２階選挙管理委員会委員室 

 

    ３．参加者 

       広島大学の学生 9名 

 

    ４．内容 

       ウイリアムペリー 元米国国防長官講演会事務局が

広島大学の学生との意見交換を希望された。 

 

    ５．概要 

       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。 

 

    ６．学生のコメントより（一部原文掲載） 

       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。 

 

       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。 

 

       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。 
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■広報ひろしま市民と市政の取材と広報誌の取材 

 

    １．取材日時 

       平成 27年 6月 13日（土） 

       午前 10時前頃～ 

 

    ２．実施場所 

       広島大学霞キャンパス 第 5講義室 

 

    ３．参加者 

       第 3グループの学生さんから、学生

代表として 新谷彩歌さんに取材に

応じてもらった。 

 

    ４．概要 

       被爆者証言ビデオの文字起こし（デジタル化）について「広報ひろしま市民と市政」 

広島市 企画総務局 広報課 澤見 礼子（さわみ れいこ）さんより新谷 彩歌さん

が取材を受けた。 

 

    ５．成果 

       取材内容の詳細は広報誌、広島市のホームページへ記載されたものと、ホームページ上

に記載された内容を示す。  

演習に取り組む新谷さん：左手前

ひろしま市民と市政の

ホームページより

広報ひろしま市民と市政冊子より 
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■ひろしまの平和領域ホームページの作成 

 

    １．平和領域のホームページの作成 

       平成 26年度と平成 27年度の取り組み内容を作成した。 

 

    ２．取り組み結果 

       平和領域のホームページの完成によって、3領域のホームページがすべてそろうことと

なった。以下ホームページ（3領域のトップページと平和領域のトップ）の内容のキャプ

チャーを示す。  

3領域のトップページ 

平和領域のトップページ 
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   第４章 参考資料  

   （１）平成 27年度シラバス 
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    （２）平成 27年度演習全体日程イメージ 

 

■講義、集中演習日程のまとめ 
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    （３）平成 27年度 COCに携わった TAの感想 

 

 

 

    Teaching Assistant 黄 烙明 

 

        広島大学 COCの取り組みのきっかけにより、平和記念公園・平和記念資料館での演

習を通じて平和理念を全世界に発信する事業に携わることができ、非常に光栄に感じ

ています。 

        今年度の活動では、活動前に，原爆の実相を平和記念資料館の館長をはじめ学芸員

の方や、実際の被爆者からの貴重な証言などを聞くことで、事前に学習をしました。

さらに同時並行で、現地学習として平和記念資料館のボランティア解説員による平和

記念公園内の原爆ドーム、平和の時計塔などや平和記念資料館内の展示物などについ

て深く説明を受けました。多くの学生たちはそこで戦争への理解を五感でより一層理

解を深めることができたと感じました。 

        今年度と昨年度との違いは，被爆体験証言の文字おこしではなく、被爆者証言ビデ

オの文字起こしに取り組みました。ビデオからの文字起こしは被爆体験証言からの文

字起こしより意義があると感じました。ビデオは映像を通じて，被爆者の肉声、表情

や感情を学生達に伝えることができます。また、広島弁や聞き取りにくい音声もある

ので、その分真剣に組む必要があると思いました。 

        その結果、取り組みが終わっても学生の頭にしっかりと一人の被爆者の原爆の実相

の記憶が残った（継承された）と思いました。一方、来館者動向調査では折鶴の折り

方を来館者に英語交じりで教えるとともに、それをきっかけに来館者が見学した感想

も聞くことができ、お互いに平和に関する交流ができて貴重な体験ができました。こ

れからも、世界平和の普及に寄与できるよう頑張ります。 
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    Teaching Assistant 王 夢影 

 

     私は 2015年の 4月から広島大学歯学部のひろしま平和発信演習の TAを始めまし

た。演習の前半は主に被爆者証言を記録した DVDの文字起こしでした。私の仕事は

出席チェック、事前に教材と機械を準備したり、作業中の学生さんにパソコン操作を

教えたり、時間管理等をすることでした。私は TAの経験がなかったので、仕事の流

れが時々スムースにいかないことがありました。しかし、自分も学生さんと一緒に文

字起こしをしたので、被爆者の証言に触れる貴重なチャンスをいただきました。その

ため、その時（8月 6日）がどのような悲惨な場面だったのか、被爆者のひとつ、ひ

とつの言葉から内容を深く知りました。 

     演習の後半は広島平和記念資料館で来館者動向調査（アンケート）を来館者に答え

てもらいました。そこでの私の仕事は出席チェック、アンケート用タブレットの配布

と管理、学生さんにアンケートの時に必要な補助などでした。アンケートは人とのか

かわりが多く、来館者に声をかけないと成り立たちません。来館者には日本人もいれ

ば、中国人や英語のネイティブもいます。学生さんは最初、英語圏の来館者に声をか

けるのが怖かったようでした。「どう声をかけたらいいかということではなくて、勇

気を出して声をかけに行くことが重要」だと伝えました。自分が来館者にアンケート

をする時に一番感じたのは、世界の人に広島が原爆にあったこと、広島は平和を発信

していることを知ってもらうには、平和記念資料館は重要な役割を果たしていること

です。日本人だけではなくて、世界の人々に広島のストーリー、広島の平和理念をど

んどん発信して行きます。 

     この TAの一年間を振り返ってみると、仕事の内容に慣れていくにつれて仕事の流

れがスムースになりましたが、それより大事なのはやはり、自分が平和への考え方が

この仕事を通して深めたことでした。 
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平成 27年度 

地（地）の拠点大学による地方創生推進事業 

平和共存社会を育む「ひろしまイニシアティブ拠点」 

ひろしま平和発信領域 

成果報告書 

平成 28年 7月 

 
 

    広島大学 産学・地域連携センター 地域連携部門 

                 教授・地域連携部門長 塚本 敏明 

 

    広島大学大学院医歯薬保健学研究院 統合健康科学部門 

                         教授・歯学部副学部長 二川 浩樹 

 

    広島大学大学院医歯薬保健学研究院 

                 特任助教 地域志向コーディネーター  錦織 良 

 

    広島大学 社会産学連携室 社会連携部 社会連携グループ 

     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）  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 

                       主査（地域連携主担当）  山本 一美 

 

問い合わせ先 

 

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 

電話 082-424-4482 
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