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第１章「ひろしま平和発信演習」歯学部の取り組み 

１．概要 

（１）科目形式 演習（※新規開講 第３章シラバス参照） 

（２）科目名 ひろしま平和発信演習 

（３）対象  歯学部 1 年生 （歯学科、口腔健康科学科）計 95 人 

内訳（歯学科 53 人、口腔健康科学科 42 人 計 95 人） 

（４）コマ数 （講義 3 コマ 演習 14 コマ） 計 17 コマ 

（５）単位数 1 単位（前期・講義・集中演習） 

（６）位置づけ  教育に関する企画、評価、改善、実施などのカリキュラムを、学内に閉じた体制で

はなく、地域と大学が一体となり、外に向かって開かれた体制のもとで実施する。 

（７）目標   ①現場で学習した卒業生の多くが、平和への取り組み方や「ヒロシマの心」を理解し、

日本全国、さらには世界各地で、平和共存社会の実現に向かって貢献できるようにす

る。 

②具体的な地域ニーズの課題解決に繋がる教育プログラムを構築し、地域再生・活性

化のできる人を育成する。「地域の課題の解決」をするために、自ら考え主体的に行動

できる学生を養成する。 

（８）派遣先   公益財団法人広島平和文化センター（H.26.3.27 協定書締結）        

（９）演習内容（日時・場所） 

 

  ■ 講義 （水曜日 8:45～10:15  3 コマ 霞キャンパス 歯学部講義室） 

     平成 26 年 4 月 16 日（水） 全体ガイダンス 歯学部教授  岡本 哲治 

COC 特任助教 錦織 良 

                    内容：大学の理念・建学精神・歴史の再認識 

  平成 26 年 4 月 23 日（水） 講演 広島平和記念資料館館長 志賀 賢治 

                    タイトル：君はヒロシマを見たか 

  平成 26 年 4 月 30 日（水） 講演 広島平和記念資料館館長 志賀 賢治 

                    映画  ヒロシマ・ナガサキ 核戦争がもたらすもの 

 

■ 施設見学と被爆者体験講話 （水曜日 8:45～12:00 2 コマ 平和記念資料館 平和公園） 

平成 26 年 5 月 21 日（水）、28 日（水）、31 日（土）、6 月 11 日（水）（４班に分けて実施）  

       

時 間 内      容 

8:45～ 

9:30～ 

10:30～ 

12:00～ 

平和公園内慰霊碑めぐり（協力：ピースボランティア） 

被爆体験講話 岡田 恵美子氏（国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 研修室）

平和記念資料館見学 各自館内課題発掘・レポート提出 

平和公園噴水前集合 出発 霞キャンパスへ 

 

  



■ 夏季集中演習 （連続３日間 8:45～16:05  4 コマ×3 日間＝12 コマ 平和記念資料館 他）  

平成 26 年 8 月 18 日～9 月 23 日 演習日程 別添資料参照（9 班に分けて実施） 

時 間          内      容 

8:45 

  

～ 

16:05 

 

 

被爆体験記の電子データ化作業 （被爆体験記 朗読劇参加） 

来館者動向調査 

館長プレミアムトーク 

アンケート集計作業 

他施設見学（8 月 22 日、9 月 15 日）  

放射線影響研究所・中国軍管区司令部跡・大和ミュージアム見学 

※演習が会場の都合でできなかったグループのみ 

 

 

■平和記念式典参列 平成２６年８月６日（水）８：００～    自由参加 

（１０）実施・協力団体 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 

     広島平和記念資料館 学芸課・啓発課   

（１１）経費（負担方法） 

    平和記念資料館 観覧料（平和記念資料館：減免） 

    被爆講話講師への謝礼金・交通費（広島大学：標準額に準じて支払） 

    学生往復交通費（広島大学：無料シャトルバス運行） 

    被爆体験記のデジタル化作業用パソコン （広島大学）  

    イヤホンガイドシステム（広島大学） 

２．特徴 

基本的な知識を深める座学に加え、フィールドワークなどの能動的な作業を加えることで、地

域の課題を主体的に解決する人材を育成する。 

広島大学卒業生が平和へのイニシアティブを世界中で発揮できるような体得カリキュラムを構築

し、平和を発信する人材を輩出する。 

具体的には、事前に、資料館館長や原爆体験の伝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新たに学

ぶ機会を提供する。 

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深く認識し、平

和に関するリテラシーを向上させる。このように座学と現地にてヒロシマを「見る」「聴く」「学

ぶ」「共感する」ことで原爆の実相をより深く理解させる。 

夏休み期間中は、資料館のニーズに合わせた演習（被爆体験記の電子データ化や資料館アンケー

ト調査）に取り組む。平和記念資料館内で作業する期間中は、国内外の人と「対話する」ことを

重視する。広島を訪れる国内外の来館者の「生の声」に多く触れることにより、ヒロシマを伝え

る意義を学び取る。 

  



原爆の実相を理解するためのキーワード 

「見る」   爆心地や平和記念公園内の施設で本物の

被爆資料、碑などを見ることによって、当

時の状況を想像し感じ取る。 

 

「聴く」   ピースボランティア（広島平和記念資料

館啓発課所属）や被爆者から被爆の実相や

体験談を聴くことによって、活字には表せ

ない事実を知る。 

 

「学ぶ」   平和学習を受けてきた学生、また未経験

の学生にとっても、原爆の実相が具体的に

より深く理解できるように、 新の映像・

写真資料・ハンドブックなどを活用する。 

高校まで学んできた知識や経験に重ねて、

大学生の視点から発展的に学び取らせる。 

 

「共感する」  言葉ではとうてい表せない被爆者の体験

と感情を理解し共感する。当時の様子を肌

で感じ、平和への思いを共有する。次の世

代に伝えるという使命を持たせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 今年度のプレミアム演習について 「対話する」 

～広島平和記念資料館館長とのトーク～ 

夏期集中演習期間中、志賀館長から資料館が抱える課題を 

直に伺う機会を設けた。（全 9 回 各 10 名） 

 被爆者から寄贈された収蔵品は現在約２万点もあり、被爆

資料の劣化を防止する作業が急務であること、来館者の動向

調査を実施すれば、リニューアル中の資料館へ回答がフィー

ドバックできるなどの説明があった。広島大学医学部の鎌田

教授の記事「放射線がもたらす染色体異常の研究結果」が掲

載された平和文化センター発行の広報誌「平和と文化」や、

H26 平和記念式典式次第を全員に配布した。学生からの質問

や意見交換の時間も設けた。資料館ホームページに対して、

スマートフォンに対応する画面改善案を学生が提案する場面

もあった。 

～外国人とのコミュニケーション 英語でトーク～ 

来館者動向調査を依頼する際、外国人来館者へ学生自

らが積極的に声がけをしやすく、かつスムーズに会話を

実践できるよう工夫を計った。実践会話集（和英）を配

布し、挨拶、依頼の仕方、お礼、COC 事業概要説明、鶴

の由来、折り方、原爆ドームの歴史などを事前に学習を

した。また折り紙教室を開催し来館者の方と対話（出身

地、来館理由など）しながら交流した。回答して下さっ

た方へのお礼として、折り紙の鶴とポストカード（被爆

前の原爆ドームの写真）を贈呈した。 

アンケート集計作業では、記述式の文字（外国語）を

判読することが困難であった。平和連帯加盟都市カメル

ーンから派遣された平和文化センターのインターン（平

和行政業務研究）が広島大学霞キャンパスへ赴き、学生

と一緒に協力して入力をした。      

 

 
 
 
 
 
 
 

  

少人数のグループでお話を聴く

 

  積極的に英語で説明する学生 

カメルーン出身のインターン 



３．活動実績 

（１）平和学習 講義 （第１回～第３回） 
第１回 講義 

１．開催日時 

   平成 26 年 4 月 16 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 95 人 （出席者 86 人） 

４．内容 

講師：歯学部教授 岡本 哲治、COC 特任助教 錦織 良 

①全体ガイダンス 

②学生アンケート 

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（別紙参照）が

行われた。 

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。 

 

  ・広島・長崎の原爆投下日時などを再認識させた。 

   回答正答率は６割であった。 

   

  ・他県出身の学生が多いためか、広島の歴史に関する正当率は低かった。 

  

  ・終戦記念日を知る学生は５０％であったが、太平洋戦争が始まった開戦日を知る学生は約１％で

あり、ほとんどの学生は知らなかった。大久野島の毒ガス製造など、日本の加害責任に関しての

知識も薄かった。 

    

   

   

 



   

参考資料     広島や原爆に関しての認知度に関する調査の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２回 講義 

１．開催日時 

  平成 26 年 4 月 23 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 95 人 （出席者 83 人） 

４．内容  

 司会：歯学部教授 岡本 哲治 COC 特任助教 錦織 良 

講師：広島平和記念資料館館長 志賀 賢治 ①志賀館長の紹介 

②講演 「君はヒロシマを見たか」 広島平和記念資料館館長 志賀賢治 

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。 

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。 

参考となる書籍、（原民喜氏の「夏の花」石内都写真集など）の題名をメモしながら熱心に学生は講

演を聴いていた。 

 

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。 

遺品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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

館長 志賀 賢治 



 

第３回 講義 

１．開催日時 

  平成 26 年 4 月 30 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 79 人 

４．内容 

講師：広島平和記念資料館館長 志賀 賢治 

①映画鑑賞 

「ヒロシマ・ナガサキ～核戦争がもたらすもの～」 

①講演 「広島平和記念資料館の概要」  

５．概要 

COC の事業内容と授業全体のスケジュールを説明した後、約 50 分間の記録映画「ヒロシマ・ナ

ガサキ」を鑑賞した。 

一発の爆弾が都市の歴史や一人一人の人生を壊滅状態にしたこと、体内被爆者が、現在もなお苦

しみながらソーシャルワーカーの支援を受けて生存している事実などを知った。 

志賀館長は、資料館建設当時の初代館長のお話から、現在進行中の資料館リニューアルまでの６

０年の歴史を語られた。威力や数字だけでなく、

被爆者の視点、実物資料、一人一人の被爆者、遺

族の苦しみ、悲しみ、原爆の非人道性、原爆被害

の甚大さ、凄惨さを、これまで以上に正確に表現

した展示内容で資料館は全面更新すると話され

た。 

資料館の演習内容「被爆者証言のデジタル化」「来

館者動向調査」の必要性も説明された。 

後に、館長個人のメールアドレスを公開し、資

料館に対して評価を寄せてほしいと締めくくら

れた。 

 

６．成果                       

 ひろしま平和発信事業の意義と意図を知ることが

できた。いまだに苦しんでいる被爆者のことや、原爆は過去のものではなく、次の核戦争を引き

起こす可能性をもつものであることを学生に認識させることが出来た。演習を実施する前に、必

要な知識を得ることができモチベーションが高められた。 

 

  



（２）平和記念資料館／平和記念公園の見学･視察 
 
１．開催日時 

平成 26 年 5 月 21 日（水）、平成 26 年 5 月 28 日（水） 

平成 26 年 5 月 31 日（土）、平成 26 年 6 月 11 日（水） 

午前 8 時 45 分～12 時 00 分 約 25 名×４班 

２．実施場所 

  平和記念公園 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 研修室１・２ 

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 95 人 

４．参加者：ピースボランティア 宮本 慶子  被爆体験講話者   岡田 恵美子  

COC 特任助教 錦織 良 

COC コーディネーター 久保田良枝 

広島大学 主査 宮本 雅臣  

      TA  黄 烙明、崔 正愛 

５．概要 

■碑めぐり 

ピースボランティアの案内で、平和記念公園内

の碑めぐりを行った。 

特に、投下目標となった T 字型の橋と原爆ド―ム

と数多くの折鶴が献贈されている「原爆の子の像」

に関して詳しく説明をされた。 

1 グループが多人数（約 25 名）のため、イヤホ

ンガイドシステムを利用した。 

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。 

   ■被爆体験証言講話 

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館地下の研

修室で、被爆者、岡田恵美子さんのお話を聞いた。 

「自国の恨みを叫ぶ時代は終わった。世界規模で

手をつなぎ、核廃絶を訴える時代である。そのた

めには若い人の力が必要である。」など、力強い

メッセージがこめられた未来志向のお話であっ

た。 

 

 

 

  



被爆者 岡田恵美子さんの体験談 （講話要旨） 

 

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。目の前の赤ちゃんを助け出せなかったとい

う精神的なトラウマ。 

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。 

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。 

薬がないので人骨を粉にして傷に塗った事。ケロイド状の醜い皮膚で差別された人。 

原爆症の遺伝を心配して被爆者との結婚を反対された人。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■広島平和記念資料館内見学 

ピースボランティアの案内で東館、本館を見学した。被爆資料が訴える原爆の悲劇を心に刻む時

間となった。 

原爆投下前と後を比較調査する目的で、同じ角度から空撮した市内中心部の写真（米軍の記録撮

影）、熱線で人影ができた石、被爆状況を視覚的に再現したろう人形が特に印象深かったようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



（３）夏期集中演習 （各グループ 1 日 4 コマ × 3 日 = 12 コマ） 

■被爆体験証言の電子データ化 （国立広島原爆死没者追悼平和祈念館） 

課題： 近年、来館者数は年々増加傾向にあり、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。 

もう一つの危機感として、被爆資料も年月とともに劣化している。活字媒体で残された貴重な

被爆者証言を電子データ化することにより、劣化の防止、また広くインターネットで世界へ発

信することができる。原爆の実相を広く拡大する必要性に迫られている 

１．開催日時 

  平成 26 年 8 月 18 日（月）～9 月 23 日（火） 

午前 8 時 45 分～16 時 05 分 

２．実施場所 

  国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 地下研修室 

３．対象 

歯学部 1 年生 （歯学科、口腔健康科学科）計 95 人（約 10 名×９班） 

４．参加者：国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 主事 岩崎 良枝 

      被爆体験朗読ボランティアのみなさん 

COC 特任助教 錦織良 

COC コーディネーター 久保田良枝 

TA ： 黄 烙明、崔 正愛 

５．概要 

    作業を始める前に、被爆概要の紹介ビ

デオを視聴した後、ボランティアの方と

共に原爆詩を朗読した。祈念館職員から

電子データ化に際しての入力ルールの

説明を受けた後、体験記の活字文字を１

字１句、パソコンへ正確に打ち込んだ。 

６．成果 

107 証言、250,902 文字を電子デー

タ化した。入力した体験記は、将来 Web

上で公開される。 

学生同士がペアを組んで文章を校正し、

完成度を高めて、祈念館へ提出した。 

将来的に、他言語に翻訳され、インター

ネット配信することで、地球上の多くの

人がその体験を共有することとなる。 

場所を選ばず、誰でも閲覧可能になるこ

とから、デジタル化の意義を体感した。 

  



■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１位（Trip adviser）にも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 26 年 8 月 18 日（月）～9 月 23 日（火） 

午前 8 時 45 分～16 時 05 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 95 人 

COC 特任助教 錦織良、COC コーディネーター 久保田良枝 

TA ： 黄 烙明、崔 正愛 

５．概要 

   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。日本語と

英語の紙媒体で調査した。 

   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。 

６．成果 

77 カ国 4,566 件の回答を得ることが

できた。国内はもとより世界各国の方々

と対話することができた。調査期間が夏

休み期間中であったため、外国人を含め、

家族同伴者が多かった。学生のコメント

として、「老若男女、世界中の人が手を繋

いで平和を構築していかなければならな

いと強く感じていた。」や「外国人の方が

特に積極的に回答してくれた。十分な被

爆に関する知識と英語能力が無いのでう

まく質問に答えられなかった。対話をす

るのは語学能力が必要だ。これからもっ

と勉強し、原爆被害の実相を伝えていき

たいと強く感じた。」と多くの学生が、共

通のコメントを述べた。 

  

１日平均約２５カ国の外国人が来館した 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料館出口でアンケートを実施した         アンケート回答者へ鶴をプレゼント！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示の感想を熱く語る外国人            チームワークを組んで調査依頼した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 やっとできた！鶴を折り終え笑顔の外国人         息子と共に資料館へ勉強に来た米国人 

 



特別に許可を得て収蔵庫内を見学した。  

ＶＨＳビデオからＤＶＤへの変換作業が 

急務であると理解した。 

（４）その他の演習／他施設の見学 

 

                          

                             

 

  

 

                               

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

日本人来館者を出身県別に集計している様子 

世界中から届いた千羽鶴を「原爆の子の像」周辺の収納ブースへ献贈するお手伝いをした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比治山放射線影響研究所 

放射線量は奥歯でも測定できると歯学部の学生に対して説明があった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呉市 大和ミュージアム 

 

ボランティアスタッフから戦艦大和の模型や本物の戦闘機を前にして、学術的な説明を受けた。 

大和ミュージアムの展示の視点は、軍事技術や産業の発展などを特に強調してあり、歴史や学術的な説明

が多かった。資料の見せ方、ボランティスタッフの来館者に対する対応など資料館との比較学習にもなっ

た。 

呉も広島と同様に軍港として重要拠点であったため、原爆投下前に激しい空襲を受けた。 

戦争の被害や原爆投下に関する展示など、歴史を共有しながら別の視点で学び取ることができた。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広島城公園内 中国軍管区旧司令部通信室跡  
（原爆が投下された広島の状況を他の司令部に第１報を知らせた通信施設跡） 

 

当時勤務していた女学生、岡 トシエさんがまだご存命と聞き、学生は驚いていた。午前８時に仕事を

終え、壕の外に出るところだったが、交代する班の朝礼が長引き、引き続き仕事をしていたため、原爆の

直撃を免れたということである。外で朝礼をしていた生徒は全員亡くなった。  

 



４．活動結果  

（１）平和記念資料館に対する感想・意見 （資料館館内での気づき・課題発掘） 

  ■ 来館者・見学時間 

・もっとゆっくり見学したかった。→１３名 

   ・人が多くてよくみられなかった。 

館内案内については、時間配分や人数制限を決めてはどうか？→４名 

・遺品などをもっとじっくり見たかった。 

・外国人が多かった。彼らからこそアンケートをとるべきではないか？ 

 

■ 展示内容 

・グロテスクであっても真実を伝えた方がよいので、人形は残すべき。 

→１１名 

・外国人入館者が多いので、英語文字を大きくした方がよい。→６名 

・よく理解できた。→３名  「パノラマや模型がわかりやすかった。」 

   ・説明が多く写真の展示が少ないように思う。写真が一番悲惨さをあらわす。→３名 

・小さい子供でも読みやすいように日本語のふりがなを付記してはどうか？→２名   

・説明内容の文字を大きくした方がよい。 

・カラー写真があれば更によい。 

   ・多言語の説明があった方がよい。 

・流して見る人もいたので、もっと興味を引く展示内容にするとよい。 

・自分たちで手に取ることができる遺品などあれば、さらに事実の重みを感じられるのでは？ 

・原子爆弾が投下された時刻を表す時計は一つにまとめて展示したらどうか？ 

・模型が被災状況をよく表していた。 

・女学生の服や弁当箱の展示は、原爆の威力をよく伝えていると思った。 

・怖くて近寄りがたいというイメージがあったが、雰囲気が違っていて見学しやすかった。 

・被爆までのヒロシマが長すぎる。原爆開発などの説明が短い。 

 

■ 施設 

 ・車椅子の人も通れるような通路やスペースがほしい。→８名 

 ・洋式トイレの数が少なかった。→３名 

・館内の展示内容によっては幼児年齢制限のエリアを設置したらよいのでは？→３名 

 「痛々しい人の写真は、子供には見せたくない。エリアを区切れば、もっと原爆の威力を物語

る展示ができるのではないか」 

   ・東館の１階は、物を詰め込みすぎ。写真と写真の間が狭いので、見学者が多いとみられない。 

→２名 

   ・グループで一つの資料の前にたつと、他の見学者の邪魔になる。→２名 

・イヤホンガイドでの案内は、大変便利であった。→２名 

・バリアフリーになっていない。出口の階段は幅も狭いし、急だ。エレベータの 

 場所が中途半端なところにしかないので、進路を戻らないといけないときもある。 

   ・展示物間の道が狭いので、荷物が多いと人に当ってしまい、迷惑をかける。 

  



・順番待ちをしていたが、人が動かないので、待つのをあきらめて、その場所を飛ばしてしまう。 

せっかくの貴重な展示なので、一度に遠くの人も見られるような展示物の配置をしたらよいと 

思う。 

   ・肉体的、精神的に疲れる人もいると思うので、休憩スペースをもう少し増やすとよい。 

   ・全体にうるさい感じがするので、館内の照明を少し暗くしたらどうか？ 

・順路がはっきりしなかった。 

・冷房が効きすぎて寒かった。 

・荷物を置いて見学できるとよい。 

■ ピースボランティア 

   ・大変わかりやすく、被爆の実相の理解ができた。→１１名 

   ・ピースボランティアの方が文字に書かれていること意外のことをしっかり話して 

下さったので、心で感じる事ができた．ポイントを明確に捉えた説明であった。 

・質問にも丁寧に答えてくださった。感情がこもっていた。 

   ・「知識は力なり」というメッセージを下さって、エールを送ってくださった。 

・県外の人は広島市内の町名などよく知らないので、町名で距離や被害の大きさを 

伝えてもよくわからないと思う。 

   ・広島大学が準備してくれたイヤホンガイドがあったので声が一人一人に届いて、効果的であっ

た。 

 

  



 

（２）被爆体験証言講話に対する感想･意見     ※｢｣内は回答の一例 

  全体の所感： 

被爆者は高齢化し、その数は年々減り続けるばかりである。被爆体験を聞く時間はあまり 

残されていない。今回、被爆者、岡田恵美子さんと共有する体験談は大変貴重な時間であった。 

過去に平和学習を受けた学生でも、今回は印象が違った、心に響くものがあったと回答する学生

が多かった。また平和への取り組みをこれから何かしたいと気持ちを新たにする学生もいた。 

  ■ 体験を継承していきたい。過ちを繰り返してはいけない。 

○ 事実を世界に伝えていく必要があると思う。→２１名 

「涙される岡田さんを見て広島の被爆体験を次の世代につなげていくのは私達しかいないと思っ

た。」 

○ 祖父母の話や修学旅行などで以前も話を聞いたことがあるが、今回は印象が違った。→１６名 

    「戦争の愚かさや人の命の尊さを感じた。日常の平和がいかに尊いか実感できた。」 

○ 一番の被害者は子供。私達が子供を守っていかなくてはならない。→１４名 

○ 原子爆弾の悲劇、戦争の悲劇を二度と繰り返してはいけない。→１２名 

「核兵器をなくすべきだ。原爆の破壊力や恐ろしさを感じた。過ちを繰り返してはいけない。」 

「社会の変革は世界レベルで起こさなくていけないと感じた。武器を作ってはいけない。」 

○ 辛く思い出したくない経験にも関わらず、平和のために貴重な話をして下さって感謝している。

→１１名 

 

○ 今の時代の人々に、自身の経験を繰りかえさせたくないという岡田さんの強い決意を受け取っ

た。→１１名  「岡田さんの存在は大切であり、守っていかなければならない存在である。」 

○ 平和な日本、また平和な日常があるということは本当に素晴らしいと思った。→５名 

「家族があり、今日一日ごはんが食べられるだけで幸せだと思った。」 

○ 他人に対する理解を深める努力をし、お互いを傷つけない人間愛を育くんでいかなければならな

いと思った。→２名 

○ 毎日身の危険を感じながら生きている子供たちのために、何ができるかを学生の間に見つけ行動

したいと思った。→１名 

■ 初めて知ったことが多かった。 

○ 原爆孤児の話が印象的であった。→１７名 

「生きていくために原爆孤児がやくざになったり、薬物を売ったり、売春したり 

    したという事実を知らなかった。１日を生きるために、罪を犯さないと生きていけな 

    い子供、また自暴自棄の大人から強要されることもあったという状況に驚いた。」 

○ インド・パキスタンの話を聞いて、日本は恵まれていると感じた。→１７名 

「インドで食べ物を奪い合う子供とまたそれを分け合う子供の話が印象的であった。」 

               「人の心は環境によって、良い方にも悪い方にも簡単に傾く。」 

  「軍人がステータスのミサイルをパレードしている間に子供たちがゴミ箱を 

   あさって食いつないでいる。核保有国ほど貧困差別がひどい」 

  「戦時中の日本とインドの状況が似通っていることが印象的であった。」 

  「恵まれない子供への社会福祉予算を削って３億円もするミサイルをつくる国がある。」 

           「日本こそアジアのリーダーになってほしいというインドの子供の意見が印象的であった。」 

  



○ 岡田さんが今でも夕焼けは嫌いだと言っていたのが印象的であった。→１０名 

「今でも原爆が投下されたときの風景が重なり、８歳の時から苦しんでいるのだと 

知り、悲しくなった。死体と一緒に過ごして自分も死体と同じであったという話が 

心に残った。」 

○ 文章で読む体験談よりも、よりリアルであった。→４名 

「岡田さんのお姉さんが未だにみつかっていないことにショックを覚えた。 

     辛い記憶を消したくても消せずにずっと覚えていて、苦しみを長い間抱え続けている方々が 

いるというだけで戦争はやってはいけないことだと気づいた。」 

  ○ 私が今住んでいる広島駅の近くに沢山の人が亡くなったことを知った。 

○ 核兵器・原爆について 

・想像していたよりも恐ろしい。１瞬にして何万人もの人の命が奪われるのはとても悲しい。 

→４名 

・世界には１７３００発の核があることを知り驚いた。核兵器の大国が今も沢山保有しているこ

とに驚いた。→４名 

   「原爆は一瞬のことだが、その影響はとても大きく、元に戻るにはたくさんの労力や長い時間が

かかる。そのことを世界中の人は知っているのに、それでもなお核実験が行われるのは悲しい。」 

   「広島から核の恐ろしさを外に向け広めていかなくてはならない。核戦争を起こしてはいけない。」 

 

○ 戦争について 

「戦争は広島だけではないのだと思った。他国についても知り、考えることが大事だ。」 

   「罪のない子供がなぜ一番先に犠牲にならなければいけないのか？」 

「兵隊になることは誇りである。戦争は良い事であると、戦前は日本で教育されたことを知り、

本当に恐ろしいと思った。家族を失った悲しみや、人々の無惨な姿を見た辛さは、私たちには、

想像もできない。」 

「放射線の影響があるので、戦後も差別されたこと、息子が戦死したことに涙したら、それだけ

で逮捕されたことなどの話は衝撃的であった。」 

「戦争を経験していないため、私たちは平和が当たり前となっている。戦争中はけがや空腹など 

という身体的ダメージだけでなく精神的にも病んでしまうことを知る事ができた。私は今まで 

戦争は殺されたり、けがをしたりするのでやめた方がいいという程度の甘い考えでいたが、戦 

争によるダメ―ジは、そんな程度のものではないことに今回気づくことができた。」 

■その他 

○ 福島第１原発の放射線に関してもちゃんとした認識が必要と感じた。 

○ 政治家トップの人に広島を訪問してほしい。 

○ 平和な国にしてくれた祖父母に感謝したい。 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）夏期集中演習のレポート抜粋 

・今まで何回も平和教育を受けてきて、戦争や原爆の怖さを学んできたが核をなくすため、平和のため 

 に自分が何をすべきか考えたことがなかった。本気で自分ができることを考えようと思った。 

 また、世界の色んな場所に行って、世界の現状を自分の目で見て知ることも大切だと思った。 

                               （歯学部 口腔健康科学科 女性） 

・唯一の核被爆国である日本から核の恐ろしさを広めていかないといけない。二度と核兵器が使われて

はいけない。核を作り、使うのは大人。一番の被害者は子供。 私たちが子供を守っていかないとい

けない。                          （歯学部 口腔健康科学科 女性） 

・被爆者の方の高齢化が進む今、広島の被爆体験を次の世代につなげていけるのは、私たちしかいない

のだと強く思った。平和について考えるとても良い機会になったと思う。（歯学部 歯学科 女性） 

・私は広島県出身でこれまでに学習をしましたが、少し今回は印象が違うように感じた。 

 それは、私が物事をきちんと理解することができるようになったということもあると思う。 

 私は広島県出身として、これまで習ったことを次の世代に伝え、自らが行動していくことが 

 重要であると考えた。現実にあったことして、心から感じることができた。（歯学部 歯学科 男性） 

  



・私の両親から聞いた話だが、平和記念資料館は今よりもリアルで真実を伝えていたそうだ。 

 たとえグロテスクであったとしても強烈な印象となる展示をしてもらいたい。人類が本当に原子爆弾

は世界を滅ぼしてしまい、あってはならないものだという危機感をもたなければ原子爆弾はなくなら

ない。この悲劇は後世に語り継いでいくべきことだ。広島に住んでいる一人として、原子爆弾や戦争

の悲惨さを様々な人に伝えていきたいと思う。それが平和に繋がると信じて。（歯学部 歯学科 男性） 

・声がけすると、日本人より外国人の方が気軽にアンケートに回答してくれた。展示やビデオをみて、

泣いている人もいた。地球の反対側からわざわざ勉強に来られた方もおられ、その熱心さに心打たれ

た。  

                                   （歯学部 歯学科 女性） 

・日本人来館者の方と鶴を一緒に折りながら、沢山お話をした。家族を戦争でなくされた方もおられ、

それぞれの人の体験は違うものの、失ったものへの悲しみや思いは皆共通なのだと感じた。広島大学

に通うものとしてこの貴重な体験談を発信していかなければならないなと思った。 

                                   （歯学部 歯学科 女性） 

・体験談を入力することによって、原爆投下後、人々がどのような状況だったのかを詳しく理解した。 

 亡くなった方もかわいそうですが、生き残った方もかわいそうだと思った。亡くなった方のためにも

命の大切さを語り継がないといけないなと思った。       （歯学部 口腔健康科学科 男性） 

  



（４）平和発信に対する学生の提言 

           
歯学部 Ｄ．Ｍさん 

１．ひろしまから平和発信する方法 

 今回の演習で尚更感じた事ではあるが、平和を発信する一番重要な役割を担っているのは、やはり広

島平和記念資料館であろう。なぜなら資料館には日本在住の方はもちろんのこと世界中から多くの方々

が来館するからだ。その数は年間約 140 万人、そのうち外国人が約 20 万人と言われている。実際、今回

演習で行ったアンケートでは約 70 カ国、4000 人もの人々が来館しており、そのことを強く実感させられ

た。更に英語で「なぜ建物疎開が行われ、それに大人ではなく中学生などの子供が動員されたのか」「折

り鶴の折り方を教えてほしい」などの質問をしてくれるなど、平和資料館を訪れる外国人は広島や原爆

に対する関心が極めて高いことも実感した。これら多国籍の来館者ひとりひとりに対して原爆の悲惨さ、

恒久平和の重要性を伝えることが何より重要である。彼らが母国に帰り、資料館で見聞きしたことを家

族や友人達に伝えることで世界中の老若男女に広島や長崎での原爆投下の実相が知られ、理解され、世

界平和について考えていくことになるのだ。 

 

２．今の自分ができること 

規模の大きさに関係なく、今回のような平和学習に参加することだ。何もしなければ何も伝えること

はできない。実習などで自身の知識を再確認や修正し、新たに学ぶことで更に多くの人に伝わりやすく

真実に近い説明が可能となるのだ。更に英語ができるか否かに関わらず、外国人をはじめ多くの人に伝

えていこうとする姿勢を持つことも重要と考えられる。確かに英語など母国語でない言葉で伝えること

はとても難しく、うまく伝わらない時のことを考えてしまい躊躇してしまうかもしれない。しかしコミ

ュニケーション力というのは英語力と同等の物ではない。確かに英語力は世界の人々と会話する上で必

要不可欠ではあるが、外国人とコミュニケーションをする場合にそれだけがすべてではないのだ。自分

の本当に考えること、伝えたいこと熱意をもって伝えれば言葉が部分的にしかわからないとしても相手

の心に必ず響くものとなるのである。 

 

３．今後自分が取りたい実際の行動目標 

まず原爆をはじめとする戦争の歴史をいままで以上に更に学んでいくことだ。そもそも確固たる知識

がなければ他人に伝えることなどできないのである。それらを学んでいき、まずは母国語で適切な説明

をできるようにしなければならない。それと並行して英語力もつけていくべきであろう。外国人に伝え

るには、母国語で説明できるようになった事柄を英語に変換して伝えていかなければならない。それら

の準備を整えたうえで一番重要なことは熱意をもって伝えていくことだ。原爆投下から約 70 年経った今、

被爆者の方々も高齢者となっており被爆体験を語れる方が減ってきている。自分達をはじめとする若者

が、二度と過ちを繰り返さないためにそれらの体験を聞き、後世に伝えていかなくてはならない。 

  



 

歯学部 Ｔ．Ｍさん  

１．ひろしまから平和発信する方法 

「ひろしまから平和発信する」というと自分には手におえない大仕事のように思うけれど、今回の演

習で三日間やってきたことを客観的にふりかえってみると、わたしたちはほんの少しではあるけれど

「ひろしまから平和を発信」できたのかもしれないと思いました。と同時にわたしたち個人が平和を

発信する方法はやっぱり戦争という過去を“伝える”ことなのだと思います。演習二日目に行った被爆体

験談のデジタル化はとくに、時代の変化に流されずにそれらを“伝えて”いく作業だったんだなあと、後

になって気づくことができました。 

 

２．今の自分ができること 

わたしたちは何といっても戦争を実際には経験していません。だから、被爆者やその家族、関係者

の方々のように、その目に焼き付いた現実を伝えていくことはできません。けれど、わたしたちに何

かを伝えるだけの力があるのは確かだと思います。読み聞かせボランティアの方が 

「いつもは小学生や中学生に読み聞かせることが多いのですが、今回大学生の皆さんに読み聞かせを

するということでとても楽しみにしていました。というのは、大学生は自分たちで発信する力を持っ

ていると思うからです。」 

とおっしゃったのを覚えています。そのとき、今の自分ができること、しなければいけないことが少

しわかった気がします。伝えられたことを自分の中で消化することだけで精一杯ではいけないのだと

自覚しました。 

戦争をダイレクトに伝えていくことは無理でも間接的に発信していくことはたしかにわたしたちに

できることで、一種の任務みたいなものなのかもしれないと思いました。 

 

３．今後自分が取りたい実際の行動目標 

今回のわたしたちの三日間の演習の成果のほとんどは広島平和記念資料館の改善に役立てられると

理解しています。先月から始まった大規模工事において、被爆当日に焼野原を逃げ惑う人々をかたど

った人形が撤去される件について、「資料館は、残酷さを隠そうとしている」という趣旨の意見があっ

たそうです。しかし、実際は、それは大きな誤解であり、現物資料を重視したいというのが撤去の意

図だそうです。 

「わたしたちは残酷さを抑えるつもりはありません。強調するつもりもありません。」 

という館長のことばはとても印象的でした。それは資料館のあるべき姿だと納得したからです。戦争

の資料館とは、戦争は怖いと自分に言い聞かせるための場所ではなく、資料そのものから見学者がお

のおので感じ取るための場所なのだと思いました。そして、いま言った「資料館の存在意義」は夏季

集中演習を終えたわたしが、まず周りに伝えていきたいと思ったことであり、それが私の具体的な行

動目標です。 

 

  



歯学部  Ｓ．Ｋさん 

１．ひろしまから平和発信する方法 

 今後も継続して広島から平和を発信していくために、まずはより多くの人に原子爆弾のことや８月６

日のことについて知ってもらうことが重要である。広島で生まれ育った私たちは小学生のころから毎年

平和学習を通して学び、知っていることが当たり前のように感じるが、広島から県外の大学に進学した

友達は皆、広島県民と他県民の８月６日に対する意識の違いや知識量の違いに驚いたという。確かに私

も、広島の原爆については話を聞く機会や様々なものを見たり体験したりする機会はたくさんあるが、

長崎の原爆や他県の空襲については詳しくは知らない。自ら主体的に学ぶことが一番良いが、なかなか

皆がそうなるのは難しいので、広島側から県内はもちろん、県外や世界中に働きかけ、知ってもらう必

要がある。現在も様々な取り組みがされているが、私が一番平和について学べたのが小・中学校や高校、

大学での平和学習なので全国の学校でもそういった取り組みが行われるよう広島が主体となって呼びか

けたり、サポートするべきであると考える。 

 

２．今の自分ができること 

 上であげたように全国の学校に対しては、今の自分にできることは限られているが、まずは自分の周

りの人たちと原爆や平和への思いを共有していきたい。平和学習をしてきたとはいえ、まだまだ知らな

いことや勉強不足なことも多く、自らが発信するには未熟である。より主体的に被爆体験について聞き、

学び、被爆者の平均年齢が高くなり語り手が減ってきている今、その貴重なお話をしっかりと自分のも

のにしていきたい。また、今回のＣＯＣで平和記念資料館には本当に様々な県や国からお客様が来られ

ていることが分かったので、来られたお客様全員が見学しやすいような、来館者が必ず何か得て帰れる

ような資料館にするためのお手伝いが何かあればしていきたい。自分の知識が役に立つ、また、平和に

ついて学べるようなボランティアも機会があればしていきたい。 

 

３．今後自分が取りたい実際の行動目標 

 まずは上でも述べたように広島についてより主体的に学んでいきたい。被爆者のお話を聞いたり、体

験記を読んだり、平和記念資料館を見学したりとできることはたくさんある。小学生の時と今とでは感

じることや学べることも違うだろう。大学生なりに原爆や戦争について感じ、学んでいきたい。次に広

島のことだけでなく他県のことや日本史についても知らなければならいと考える。世界初の原子爆弾投

下ということで広島は有名で知っている人も多いが、長崎の原爆や東京大空襲などそれぞれの地域で

様々な被害を受けており、遺族の悲しみや憤りは同じで、その一つ一つが戦争の悲惨さを物語っている。

代表して平和を発信するのなら広島だけでなくそういったことも学ばなければならないと考える。 後

に現在の紛争や核兵器についても知っていきたい。ただ核兵器廃絶や世界平和を叫ぶだけではなく、現

状を知ってより現実的なものにしていきたい。 

 

 
  



（５）TA･被爆体験証言者の感想 

ＴＡの感想 

  平和発信のお手伝いをするスタッフに選ばれ、非常に光栄に思います。期間中、留学生なので、不

安もありましたが、英語や中国語で外国人に対応することもでき、自分の力を生かすことできました。

学生と共に作業に従事し、平和の理念を考える良い機会となりました。資料館を見学した時には、ピ

ースボランティアの説明を学生と一緒に聞くことができ、原爆の実相を勉強させてもらいました。 

資料館出口で、アンケート調査を実施しましたが、学生と一緒に声がけをし、色々お話をしていると

世界の人と繋がっていく喜びを感じました。折鶴の折り方を外国人に教えながら、色々な感想を伺う

こともでき、対話することができました。短時間でこのように沢山の国の人とお話することは滅多に

ないと思います。資料館での体験をシェアすること、意見を交換すること、そんな小さなことから平

和が構築されていく、そんな広がりを実感しました。受身で講話を聞く、見るだけでなく、能動的に

行動をする大切さを実感し、この事業の大切さを感じました。広島大学の学生は本当に貴重な体験を

したと思っています。これからは、世界の平和のために寄与できるようにがんばりたいと思います。  

広島大学医歯薬保健学科大学院   黄 烙明 

 

被爆体験証言者の感想 

私にとっての８月６日（原爆の日）はその日を境に、姉と別れた日でもあります。私の姉はあ

の日で消えたまま、お骨すらも未だに戻っていません。 

被爆６０周年あたりから祈念式典は「慰霊や祈りの日」ではなく、全国から人々が集まり、歌や

コンサートなど開催するイベントの日のような感じがします。そのため、私は式典には参列せず、

８月６日の数週間前に原爆供養塔（無縁仏）にお線香とお水とおにぎりを持っていき、そこで静か

に祈ります。 

今回、私の孫と同じ世代の広島大学の学生さんに私の被爆体験を聞いていだきました。純粋に素

直に受け取ってくださって感謝します。意識の高い若い学生さんの前でお話ができて本当にうれし

かったです。講話が終わった後、真剣な目で私に駆け寄って下さった学生さんがおられました。 

これからどういう風にその体験を継承してくださるか、とても期待しています。歯学部の学生さ

んに、奥歯で放射線量を測れる方法があると聞きました。ご自分が勉強したことも含めて平和のた

めに何か役立ててほしいです。 

未来のために世界平和へのアクションを起こしてほしいと切に希望しています。 

 

被爆体験証言者 岡田 恵美子さん（７８歳） 

  



（６）来館者動向調査集計結果（日本語） 

質問事項と選択肢 

 1-1 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2 年代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 滞在時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 何度目の来館ですか 

 

 

 

 

 

 

  



 

3-1 その他の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 今回の来館はどのようなことがきっかけになりましたか？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 目的は？（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 どなたとお越しになりましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 どちらからお越しになりましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1 上記の質問で「広島県内」と答えた方「●●市」を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7-2 上記の質問で「その他」と答えた方祖道府県を選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 被爆の実相は理解できましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 もう一度資料館を訪ねたいと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 この展示をみて、原爆や核兵器に対するご自身の考えに変化はありましたか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 今後、何か平和への取組みをしたいと思われますか？ 
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