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はじめに

                                                                     

　会津若松市は、昭和60年８月６日に、日本国憲法の平和精神に基づき、核兵器の

廃絶を誓う全世界の人々と相携え、永久平和確立のため、「核兵器廃絶平和都市」

を宣言いたしました。以来、「広島市から被爆体験者を招いての被爆体験講話」や

「広島・長崎原爆被災パネル展」、「平和推進フィルム上映会」を開催するなど、

様々な事業を実施しています。                                               

　この事業の一環として、市内中学生の代表による被爆地訪問を実施しました。こ

の被爆地訪問については、これまで広島市を訪問先としてきましたが、令和４年度

に初めて、もう一つの被爆地「長崎市」を訪問してきました。

　山王神社や平和公園、及び原爆資料館などの見学、青少年ピースフォーラムでの

被爆体験講話の拝聴や被爆建造物等を巡るフィールドワークへの参加、さらには平

和祈念式典への参列などを通し、原爆被害の実相について、理解を深めてきました。

　「長崎は二番目の被爆地」ではなく、「長崎市を最後の被爆地に」の思いのもと、

参加した生徒が実際に目で見て、耳で聴いて、肌で感じた体験を一人の伝承者とし

て多くの方々と共有するため、感想文としてまとめましたのでご覧ください。

                

                       



核兵器廃絶平和都市宣言

　核実験、核兵器の使用が人類を破滅に導くことは必至であり、その唯一最大被害

者たる日本国民は凄惨な原爆災痕を世界各国に認識せしめてきたのである。

　しかしながら、今日なお世界の動きは、核兵器の製造、実験が繰りかえされ、国

際情勢も極度に緊張を加え、核戦争の危機をはらんでいることはまことに憂慮すべ

きことである。

　私たちはこのような、人類を脅かす核実験、核戦争の禁止を求め人類の幸福と平

和を念願するものである。

　ここに会津若松市は日本国憲法の平和精神に基づいて、核兵器の廃絶を誓う全世

界の人々と相携え、永久平和確立のため「核兵器廃絶平和都市」であることを宣言

する。

　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   昭和60年８月６日　会津若松市
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長崎訪問事業に参加して

会津若松市立第一中学校　渡　邉　智　生

　私は、８月７日から10日までの４日間、原爆の投下された長崎を訪れ、平和祈念

式典に参列してきました。初めてみる被爆遺構、式典、講話、今、その全てを皆さ

んに伝えなければと強く思います。

　長崎に着き、最初に訪問した山王神社で、「一本柱鳥居」と「くすの木」につい

ての説明を受けました。

　「一本柱鳥居」とは、原爆の爆風により鳥居の片面が吹き飛ばされ、柱が一本だ

けになってしまった鳥居です。実際に吹き飛ばされた柱の破片が鳥居の近くに、そ

のまま保存されていました。

　「くすの木」は、樹齢400年～500年の大木でした。熱風で枝のほとんどが焼け、

爆風で飛ばされたとても大きな石の塊が大木を押し倒し、幹の根元に埋まったまま

残されていました。爆心地から遠く離れた神社なのに、原爆の威力がどれほど強い

ものだったのかと改めて怖くなりました。

　次に訪れた平和公園では、３年生全員で平和への祈りを込めて折った千羽鶴を奉

納しました。その後、長崎市平和会館で被爆体験講話を伺いました。原爆投下直後、

真夏の太陽より更にまぶしい閃光に包まれ、次の瞬間ものすごい熱風に襲われ、全

身にやけどを負い、皮膚がはがれながらも、何もできずに苦しそうに逃げてくる

人々。その光景は地獄絵そのものだったと話されていました。

　原爆を投下されたら、人間はもう何もできません。無差別で非人道的な事が日本

で起こったという事実、けれど今も核保有国があるという事実、そして戦争が起き

ているという現実、胸が張り裂けそうな思いでした。

　最終日は、平和祈念式典に参列しました。式典の中で、世界で唯一の被爆者の方

だけで組織された合唱団の合唱「もう二度と」を聴きました。もう二度とこんな苦

しみを、被爆者をつくらないでほしいという願いがこもった合唱は、今も心の中に

こだましています。　

　私は、この４日間で、本当に多くのことを学びました。いつ、どこにどのような

状況で原爆が投下され、その後どれだけの甚大な被害があり、今も後遺症に苦しん

でいる人々が沢山いるという事実、そのほんの表面しか知らずに（知ろうとも、学

ぼうともせずに）、毎年８月になるとテレビで放送される平和祈念式典に、関心す

らも示さずに生活してきた自分自身を反省しました。
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　そして最後に、全国から参加している中学生で班ごとに分かれ、「どうして戦争

は起きるのか」「どうしたら戦争はなくなるのか」といったテーマでの意見交換を

しました。そして思いました。「戦争が起こるのは、話し合うことをせず、相手を

理解しようとしないからなんだ。私たちは世界の人々と話せるのだから、二度と同

じ過ちを繰り返してはいけない。」と・・・。

　私たちは今、平和な日本に暮らしています。平和な時代に生まれたことは幸せな

ことなのです。だからこそ、平和である日常を大切に生きていかなければならない

のだと思います。
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長崎を訪れて

会津若松市立第二中学校　田　原　乙　花

                                                              

　「長崎を最後の被爆地に」

　この言葉は長崎訪問中に何度も聞いた言葉です。

　77年前、浦上上空に落とされた一発の原子爆弾によって、美しかった街並みや幸

せだった家族は一瞬にして跡形もなく壊されました。原爆資料館で見たとてつもな

い熱さの熱線によって焼き写された人影、平和祈念館にあった沢山の追悼者名簿、

原爆落下中心地碑に刻まれた死亡者数。私は実際に長崎を訪れ、資料館や遺跡を

巡ったり、なかなか地元の人でも参列できないという平和祈念式典に参列する中で、

改めて強く原子爆弾の恐ろしさを感じ、戦争というものがもたらした大きな傷を目

の当たりにしました。その傷は差別など、体だけでなく、たくさんの人の心にも大

きな爪痕を残しました。そして今でもその傷によって苦しめられている人たちがい

ます。

　今年、被爆者の平均年齢は 84歳を上回りました。被爆者本人が原爆の恐ろしさを

伝え、広めることには限界が近づいています。だから、私たち若者が被爆者から聞

いたことや世界の恒久平和・核廃絶について周りに伝える必要が高まっているので

す。二日間に渡り行われた青少年ピースフォーラムでは全国の小中学生が集まり、

戦争の原因や喧嘩の原因について話し合って「My平和宣言」というものをつくり、

身近でできる平和への取組についても考えました。

　今、ウクライナではロシアによる「ウクライナ侵攻」が進み、私たちより小さな

子供たちがシェルターの中で身を寄せ合ってサイレンの音に肩を震わせています。

私たちができる平和への取組は本当に小さなことかもしれません。

　しかし、長崎市長が式典でおっしゃった高校生平和大使の合言葉「微力だけど、

無力じゃない」を胸に、もうあのような悲しみ、苦しみを繰り返さないように今回

学んだことを一人でも多くの人に伝え、平和の輪を広げていきたいと思います。

　最後になりましたが、長崎訪問という貴重な機会をいただきありがとうございま

した。
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長崎を訪れて

会津若松市立第三中学校　上　島　諒太郎

　被爆地訪問事業参加者の一人として、初めて長崎を訪れ、たくさんのことを学ん

できました。

　私が最初に驚いたのは、原子爆弾の威力やその力がおよぶ範囲のことです。私は

長崎を訪れる前まで、原子爆弾をとても力が強い兵器として見ていました。しかし、

被爆者の方々や現地の方々のお話を聴くにつれ、一言では言い表せないほどの「恐

怖」「絶望」をふりまき、人々の命を簡単に奪う、恐ろしいものだと分かりました。

私が想像していた「兵器」よりも何百倍、何千倍の恐怖をもつ「塊」でした。

　私は、平和祈念式典に参列し、黙とうを捧げてきました。式典の中で、田上富久

長崎市長がおっしゃった一言が、胸に残り続けて、私に勇気を与えてくれています。

「微力だけど、無力じゃない。」一人ひとりの小さな力では、目に見えた効果はで

ないかもしれません。ですが、一人ひとりがもつ小さな力は大きな意味を持ってい

ると。そう伝えている気がするのです。実際、東日本大震災後の福島もそうでした。

たくさんの人の力の積み重ねで今があるのです。

　長崎を訪問し、戦争の無惨さ、原爆の無差別性を知った私にできることは一つ。

伝えることです。考えてもらうことは平和への第一歩だと思います。「長崎は二番

目の被爆地」ではなく、「長崎を最後の被爆地に」を目指し、戦争、原爆の恐ろし

さを、そして、それらが生んだ被害を、傷跡を、しっかりと伝えていきたいと思い

ます。

　とても楽しく、有意義な経験をさせていただき、ありがとうございました。 
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長崎訪問を通して

会津若松市立第四中学校　小　滝　唯　人

　僕が長崎で学んだこと、感じたことは、とても沢山ありました。その中で、特に

印象に残ったのは、原爆の恐ろしさと、被爆した方たちの強い願いです。

　僕たちは訪問二日目に山王神社を訪れました。山王神社の一本柱鳥居は、爆風に

よって半分が破壊され、もう半分が奇跡的に残った、石の鳥居です。あれほど大き

くて太く、頑丈な石の鳥居でさえも、原爆によって一瞬にして破壊されてしまうこ

とに、とても驚きました。しかし、長崎の方々の強い願いによって、残った片方は

保存されていることを知り、そこに、核兵器廃絶の強い思いがあるのだと実感しま

した。

　その後、僕たちは原爆資料館を見学しました。資料館には、爆風によって石の土

台がずれてしまった浦上天主堂の模型や、熱によってガラスと手の骨が溶けて一つ

になってしまったもの、背中に大やけどを負った被爆した方の写真、長崎に実際に

落とされた原子爆弾、通称ファットマンの模型など、数えきれないほどの展示品が

ありました。僕はそこで、被爆した方の気持ち、大切な人を亡くした方の気持ちに

思いを巡らせ、心を痛めると同時に、戦争は絶対にいけないという思いが強くなり

ました。

この日はさらに、被爆体験講話を聞き、三日目は長崎平和祈念式典に参列しまし

た。

　僕はそれらを通して、被爆した方は、核兵器の廃絶、そしてこの世から戦争をな

くす、その他にも様々な、共通の願いがあり、それを沢山の人に精一杯伝えようと

していることを感じました。僕たちは、その思いに精一杯耳を傾け、そしてそれら

を、人に伝えていかなければいけません。

　今は、特に核兵器がクローズアップされる時代ですが、僕は、その他にも沢山あ

る、残酷な兵器にも目を向けなければいけないと思います。この世から争いをなく

すために、僕は、その道を見いだせればと思いました。
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平和の文化へ

会津若松市立第五中学校　山　宮　心　暖

　長崎に原爆が投下されてから 77年目の８月９日午前 11時２分。「長崎の鐘」が鳴

らされる中、私は長崎平和祈念式典に参列されている方々と黙とうを捧げました。

１分間の黙とうの間は、原爆犠牲者の冥福を祈るとともに、核兵器廃絶と平和への

思いを強く認識しました。また、77年前も、この暑い中過ごされていただろう平和

な日常生活が、命が、原爆を投下された一瞬で、全て失われてしまったのかと思う

と本当に悲しい気持ちが込み上げてきました。当たり前の日常を一瞬にして奪う恐

ろしい核兵器。しかもその核兵器は今もなお、平和を脅かすものとして存在してい

ます。

　最近も、ロシアのウクライナ侵攻により、私よりも小さな年齢の子ども達が戦火

の中逃げる姿、美しい景観だった街並みが、砲弾を受け跡形もない惨状になってい

るのを目や耳にする機会が多々あり、そのたびに胸が痛くなります。

　今回、長崎フィールドワークで被爆した建物を見る機会があり、戦後 77年という

年月が過ぎても原爆の威力や怖さを肌で感じることができました。また、全国各地

から集まった同世代の皆さんと、「青少年ピースフォーラム」にて平和への思いに

ついてディスカッションをしたり、それぞれの考える平和について学んだりするこ

とができ、大変有意義な時間を過ごすことができました。

　長崎平和祈念式典で長崎市の田上市長が話された、「“戦争はダメだ”と声を上

げることが大事。」「私たちの市民社会は、戦争の温床にも、平和の礎にもなり得

ます。不信感を広め、恐怖心をあおり、暴力で解決しようとする“戦争の文化”で

はなく、信頼を広め、他者を尊重し、話し合いで解決しようとする“平和の文化”

を、市民社会の中にたゆむことなく根づかせていきましょう。」という言葉が、心

に沁みました。

　私は、長崎訪問から帰宅し、中学生の被爆地訪問事業の一期生として広島を訪問

した父と、目にしたことや耳にしたことを互いに話をしました。父も、命の尊さや

平和への願いを強く感じており、それを多くの方々へ伝えてきているそうです。今

後、私も被爆地訪問事業に参加した一員として“平和の文化”を根づかせるために、

核兵器の廃絶や平和への思い、命の尊さを伝えたいと思いました。　
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平和の輪

会津若松市立第六中学校　外　嶋　七　菜

 

　８月９日、11時２分。平和の鐘が鳴り響いた長崎。77年前の同じ日、同じ時間、

同じ場所ではどうだったのでしょう。

　今回の被爆地訪問で私が目にしたものは、あまりにも悲惨で、平和とはかけ離れ

たものでした。今となっては現代的な建築物が立ち並ぶ長崎市ですが、あの日のこ

こは例えるなら「地獄」でした。私達が立っているこの場所には、当時の生活用品

や建物、更には亡くなられた人々の遺体などが今でも埋まっているかもしれない。

現地のフィールドワークでそれを知り、その場に立っていることが怖くなりました。

　原爆資料館の写真や被爆した建物などの展示物からわかる当時の悲惨さ、そして

半世紀以上が経った長崎市にも、未だに残る被害の面影。それは見れば見るほど、

核の脅威を感じさせられます。たった一発の原子爆弾が、どれだけ多くの人々の命

や生活を奪っていったのでしょう。

　この時感じた心の痛みは、私に幼いころ聞いた曽祖父の言葉を思い出させます。

21歳という若さで戦場を生き抜き、戦後はシベリアで抑留された曽祖父の語る戦争

は、死と隣り合わせのものでした。曽祖父は繰り返し唱えるようにこう言いました。

「戦争だけは、絶対にしてはいけない。」

　長崎で被爆された方の講話の中でも、同じようなことを話されていました。

　どうして争いは起きるのでしょうか。今回の長崎訪問では、全国の同年代の人達

と話し合う中で、人々の考え方の違いや自己中心的な思考、武力の行使による解決

などが争いの原因になっているのではないかという考えに至りました。

　長崎では、「長崎を最後の被爆地に」という言葉を掲げ、非核を訴えています。

そして、この言葉は日本だけにとどまらず、核保有国を含めた世界中の国々に発信

されています。被爆地である長崎市だからこそできる、平和の輪を広げる活動です。

　長崎だけでなく、核兵器や戦争の恐ろしさを家族や友人、学校内などで発信して

いくことが、今回の訪問に参加した私達の使命です。今回学び、考えたことは私の

人生の大きな糧となるでしょう。これから伝えていくことで、多くの人が戦争や平

和について考え、人から人へと、平和のバトンを繋ぎ、大きな平和の輪が広がって

いくことを願います。
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長崎訪問を通して

会津若松市立湊中学校　山　口　煌　太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　僕は、今回の被爆地訪問を通して、実際に行って、見て、体験していろいろなこ

とを学ぶことができました。

　被爆地の見学では、原爆の影響で半壊した山王神社の鳥居や平和公園にあった防

空壕、爆風でずれた柱、資料館などを見て回りました。その中でも、資料館にあっ

た被爆して焼けただれた肌の写真の印象が強く残りました。当時の状況を想像し、

原爆がどれだけ恐ろしいかを改めて以前より詳しく知ることができました。

　二日目の被爆者の方の講演や三日目の平和祈念式典での被爆者の方々のお話を聴

いて、二度とこんな悲惨なことを繰り返してはいけないという強い思いを感じまし

た。そして、この思いを後世に引き継いでいかなければならないと思いました。

　三日目の午後の青少年ピースフォーラムでは、「なぜケンカや戦争は起こるか」

についての話し合いを他県の参加者と行いました。ケンカについてと戦争について

のグループに分かれ、僕たちの班はケンカについて話し合うことになり、「互いが

認め合えないからケンカは起こる。」等の意見がたくさん出されました。それを止

めるにはどうすればよいかについても話し合い、「相互理解を深める」などさらに

意見が出ました。最後に、「My平和宣言」をつくりました。僕のMy平和宣言は、

「相互理解や相手を尊重することで、争いを起こさず解決する」です。

　今回の事業を通して、もっとたくさんの人に被爆地の惨状、核兵器の恐ろしさ、

被爆者の方々の思いを知ってほしいと強く感じました。そのためにも、今回学んだ

ことや現地の方々の「長崎を最後の被爆地に」の思いを伝えていこうと思います。
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原爆・長崎訪問で学んだ事

会津若松市立一箕中学校　五十嵐　恵　依

　私はこれまで原爆という言葉を耳にしたり見たりすることはありましたが、原爆

がどのようなものなのか、実際にどのような被害を受けたのかあまり分かりません

でした。

　しかし今回行われた、中学生による被爆地訪問事業に参加し、様々なことを聞い

たり、見たりした事で、原爆がどれほどおそろしいものなのか、それを受けた被爆

者の方々がどんな想いだったのか、学ぶ事が出来ました。その中でも私が強く印象

に残っていることは二つあります。

　一つ目は、平和公園を見学した事です。平和公園には「平和の泉」という小さな

泉がありました。それは原爆によって亡くなってしまった人達を想いつくられたと

いう話を聞いて、原爆がどれほど悲惨なものだったのか伝わってきました。また、

平和公園には各国から送られてきた様々な像があり、日本だけでなく世界規模の大

きな出来事であったことも分かりました。このように平和公園には、亡くなった人

を想いたくさんの人達によって様々な事がされていると知り、戦争がいかに人を苦

しめるものか学ぶ事が出来ました。

二つ目は、実際に被爆を体験した山田さんのお話を聞いた事です。山田さんは当

時 12歳で被爆を体験し、その後も苦しい想いをしたとおっしゃっていました。その

言葉を聞いて、原爆によって今でも苦しいと感じるほど心に残ってしまう原爆はこ

れから先、絶対にあってはならないと心から思いました。その他にも、山田さんは、

今、生きていて良かったと感じる瞬間はどういう時か、という質問に対して、こう

いう場で原爆のおそろしさを話すことが出来ることですとおっしゃっていて、次は

私達が様々な人達に原爆がどれほどおそろしいものなのか、これからまた同じよう

な事が起こらないようにするにはどうしていく必要があるのか、伝えていく番だと

いう事をあらためて、山田さんの話を聞いて実感しました。

このことから私は、中学生による被爆地訪問で学んだことを生かして、友達や家

族はもちろんＳＮＳを活用できる時代だからこそ世界中に、原爆のようなおそろし

い核兵器があること、そして二度と同じようなことが起きないようにと発信してい

きたいと思いました。
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長崎市訪問を通して

会津若松市立大戸中学校　大　泉　心　音

　私は今回、初めて長崎市に訪問しました。山王神社や平和公園の見学、青少年

ピースフォーラムへの参加、原爆犠牲者追悼平和祈念式典への参列など様々な経験

をすることができました。特に印象に残った体験は、二つあります。

　一つ目は、平和祈念式典への参列です。地元の方々でもなかなか参加することの

できないもので、とても貴重な体験となりました。11時２分、私は 77年前に原爆に

よって命を落とした人々に向けて、黙とうをささげました。たった一発の原子爆弾

が無差別に多くの命を奪いました。私は戦争を知りません。当時の様子を知りませ

ん。しかし、平和祈念式典への参列を経験して、少しだけ 77年前を理解できたよう

な気がします。

　二つ目は、青少年ピースフォーラム一日目に行われた被爆体験講話です。被爆当

時 12歳だった山田一美さんが、当時のことを詳しく話してくださいました。特に印

象に残っている言葉は、「戦争は起こしてはいけない。何があっても話し合いで解

決するべきだ。」です。実際に被爆された方のお話を聞き、以前よりも原爆の恐ろ

しさを感じました。

　また、青少年ピースフォーラム二日目では、全国各地から集まった同世代の方と

平和学習をしました。「なぜ、ケンカ・戦争が起こってしまうのか？」というテー

マで意見を交換しました。主な理由として、意見の食い違いなどが出てきました。

次に「ケンカ・戦争が起こらないようにするにはどうすればよいのか」についても

話し合いました。結果として、互いを思いやることが大事なのだとみんなで再認識

できました。

私は長崎に訪問し、感じたことや新たに発見したことを、学校のみならず地域に

発信していきたいと思います。「長崎を最後の被爆地に」を実現していく人になり

ます。
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中学生による長崎訪問事業

会津若松市立北会津中学校　星　　　天　翔

　僕は、８月７日から10日にかけて長崎で原爆や平和について学んできました。

　まず、原爆についてです。僕は原爆が落ちたところから少し離れた山王神社へ行

きました。そこでは一本柱鳥居と被爆クスノキを見ました。一本柱鳥居は、平行で

立っていたにも関わらず左半分が爆風で吹き飛び右半分だけが残り、被爆クスノキ

は、熱線約2,000℃、秒速約200ｍという爆風に襲われ、木に穴があき爆風で飛んで

きた石などが入っていました。このことから原爆の威力がどれほど凄いものなのか

が分かりました。　

  続いて原爆資料館、被爆体験講話、フィールドワークを行いました。

　原爆資料館では、実際に戦後に見つかった頭蓋骨が付着した鉄かぶとやガラスの

突き刺さっている衣服や物を見たり、放射線の影響でおきたケロイドや脱毛してし

まった人の写真を見たりしました。

　被爆体験講話では、被爆者の山田一美さんのお話を聞きました。真夏の太陽より

更に明るい閃光に包まれ、ものすごい熱さに襲われたそうです。周りには黒こげに

なった人、皮膚がはがれ水を求め川に飛び込む人たちなど、広島の講話を聞いたと

きと共通している部分が多々ありました。

　フィールドワークでは、自分たちが立っている下には被爆された方の遺体や日用

品、建物の一部が埋まっていると聞き怖くなりました。これらのことは原爆の無差

別性、非人道性を物語っていると思いました。

　次に平和についてです。

　僕は、平和祈念式典に参列しました。長崎市長による「平和宣言」、被爆者代表

による「平和への誓い」を聞いて、どちらも「戦争はダメだ」、「戦争の文化では

なく平和の文化を」、「微力だけど無力じゃない」、「核兵器のない世界実現への

願い」などを声にあげ、子や孫の時代に引き継いでいくことが大切だとおっしゃっ

ていました。

　続いて、青少年ピースフォーラムという平和学習を行いました。全国から集まっ

た代表の人たちと一緒に喧嘩や戦争が起こる原因、どうしたら喧嘩や戦争がなくな

るかを考えました。僕の班では、相手の意思を尊重できない、みんな優位に立ちた

いなどが原因としてあげられ、嫌だったら関わらない、他人任せにしない、主観的
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客観的なとらえ方を考えるなどが、喧嘩、戦争をなくすための行動としてあげられ

ました。これらのことを、どのように伝えるかが大切です。

　長崎では、「長崎を最後の被爆地に」と日本、世界に非核を訴えています。この

ようなことは、被爆した広島、長崎だからこそできる活動だと思います。

今回の長崎訪問を通して学び、考えたことは僕にとってとても良い経験になりま

した。過去の過ちを繰り返さぬよう過去から学び、考え、行動し未来を少しずつ良

い方向へ向かわせること、戦争、原爆の恐ろしさ、平和の尊さを家族、友達、地域

の人々、ネットを通じこの世の中に伝えていきたいです。
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原爆の恐ろしさと平和の尊さ

会津若松市立河東学園　白　田　桜　子

私は、８月９日に、原爆によって被害にあわれた方々に、長崎の鐘の音が鳴る中

ご冥福を祈りました。その時私は、「77年前の今、この地に原爆が落とされ、一瞬

にしてたくさんの人々が亡くなってしまったんだ」と、とても悲しい気持ちになり

ました。

原爆という言葉は、歴史の教科書や、テレビなどでしか見たり聞いたりすること

がありませんでした。しかし、この事業に参加して、原爆の恐ろしさというものを

たくさん学ぶことができました。原爆資料館には、実際に使用された原爆の模型が

展示されていました。それはとても大きく、ぞっとするようなものでした。他にも、

当時の様子が分かる写真が展示されており、恐怖を感じさせるものでした。

たった一つの原爆が、一瞬にしてたくさんの人の命と未来を奪ってしまったので

す。青少年ピースフォーラムで耳にした、「長崎を最後の被爆地に」という言葉。

この言葉からは、長崎の方々が訴え続けている、「絶対に核兵器を使用してはダメ

だ」という、強い想いが伝わって来ました。この言葉を忘れることはないでしょう。

平和な世界に少しでも近づけるためにできること。それは、周りに原爆の恐ろし

さを伝えていくことだと思います。小さなことかもしれませんが、「忘れないこ

と」が大事だと思います。同じ過ちを繰り返さないために、決して忘れてはなりま

せん。

今もなお、戦争によって悲しんでいる方はたくさんいらっしゃいます。この悲し

さは消えることはないかもしれません。このように人々の心までもを傷つけた戦争

は、今も世界のどこかで起きています。このようなことが二度と起きないよう、今

世界中で起きている戦争がなくなることを、私は強く願います。
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伝える
　

　　　　　　　　　　　　　　　　会津若松ザベリオ学園中学校　園　部　あおい

　私は長崎市訪問事業で「伝える」ということの大切さを学びました。地域の人々

やボランティアの方々が一丸となって、私たち若い世代に伝えようとする姿勢に心

を動かされたのがとても印象に残っています。そしてその人たちには必ずある思い

がありました。それは、「長崎を最後の被爆地に」というものです。これは長崎原

爆資料館へ行った時も、ピースフォーラムへ参加した時も、被爆者の方のお話を聞

いた時も、何度も私に語りかけてきました。この思い、この活動こそが若い世代へ

「伝える」そのものだと思います。

　今回の長崎市訪問事業を経てあまり原爆について知らなかった私は、沢山のこと

を学びました。正直最初は、なぜ長崎に行ってまで勉強するのか分からずにいまし

た。学校で習ったことだけで満足していたからです。しかし、実際に行って感じた

り、見たり、聞いたりしてみると、私の考えを覆すようなものが沢山ありました。

　1945年８月９日11時２分、たった一つの原爆の影響で地域全体は葉の無くなった

木と、真っ黒になり倒壊した家々、そして多くの人々が熱風によって吹き飛ばされ、

体は焼けただれたり黒くこげたりと多くの命が奪われました。ほんの一瞬でこのよ

うな悲惨なことになってしまい、とても胸が痛くなったのを今でも覚えています。

　それに加え、今回は平和祈念式典に参列させていただきました。そこでの被爆者

の方のお話ではとても痛ましく、涙がこみ上げてきました。その方の話はとても力

強く、「二度と戦争を起こしてはいけない」ということが、私の心に刻みこまれた

ように感じました。さらに式典の中では実際に原爆で被災した長崎で黙祷を捧げま

した。あの１分間私はある願いをのせました。まず、世界を平和にするために一人

ひとり思いやりを持つことです。これは生きていく中で当たり前にすべきことなの

ではないでしょうか。世界の人々がこのような思いであれば戦争はおさまるのでは

ないでしょうか。次に命を大切にするということです。世界中の人々全員が尊い命

をもっているということを大事にして欲しいです。

　今、ロシアとウクライナが戦争をしていますが、私から見たその戦争は、武力で

解決しようとする人たちの自分勝手な行動という風にしか見えません。色んな考え

がありますが、ほとんどの人たちは核のない平和を望んでいると思います。それに

平和への道はそう遠くはないのではないでしょうか。私は日常生活の中でできる思

いやりをかかさないで生活したいと思います。
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私は「伝える」ということの大切さを学んで、私の心の中にもある言葉が刻まれ

ました。それは、「長崎を最後の被爆地に」という言葉です。これはこれから先も

ずっと伝えていかなければならないことなのです。
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