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中学生の「広島派遣」 ２０年の軌跡 

 
 日本人の誰もが、「1945年 8 月 6 日 9 日、ヒロシマ、ナガ

サキ被爆」が日本にとって、どのような日か理解していると思

いながらも、年月の経過はアッという間で、被爆の実相が

徐々に風化しつつあるのではとの状況は、残念でなりません。

来年は、ヒロシマ、ナガサキ被爆７０年を迎えます。 

 1993 年 秋、当市の市民会館で、故 沼田鈴子さんの講演

会が開催され、1000名近い市民の方々が、沼田さんの「被爆

体験」「アオギリに託した平和への思い」の語りに涙したもの

でありました。その翌年、夕張市の「中学生広島派遣」事業が

始まり、沼田さんの夕張の子どもたちに対する「被爆体験と平

和」の支援は 2012年の死の直前まで続きました。 

 夕張の中学生は、毎年、広島での平和学習を通して、「平和

の種」をいただき、夕張の地に、種をまき、花を咲かせてきま

した。 

 夕張市では 1994 年から毎年 8 月 4 日～7 日「中学生の広

島派遣事業」が行われていましたが、2006 年「財政破綻」に

より 2007 年は中止せざるを得ない状況の中、2008 年、広島

ＹＷＣＡの皆さんはじめ、実行委員会の皆さんの献身的なご

支援のもと、今日に至っています。 

 この度、あらためて、この 20 年の「広島派遣」の軌跡をふり

返ろうと、派遣事業に参加された方々に、ご寄稿頂いたところ

であります。それぞれの当時中学 3年生の思いと今がつなが

り、本事業のねらいが成果となって表れていると思うもので

す。 

 本小冊子、発刊に当たり、夕張市教育研究協議会はじめ、

本年度の広島派遣で引率された幕田康恵教諭にはたいへ

んなご苦労をおかけしました。心より感謝申し上げ、発刊の

言葉といたします。 

 

2 0 1 4 年 1 2 月 2 0 日 

夕 張 市 教 育 委 員 会

 教育長 小林信男 
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「当時を振り返って」 

M.K(夕張市在住 18歳) 

夕張中学校卒業 

 

  私は今から 3年前に広島派遣に行った。それまで私

は、戦争はすべきではないとは考えていたが、あまり深

く考えたことはなかった。広島を訪れて一番印象に残っ

ていることは、原爆資料館で当時の状況・状態を自分の

目で見て、恐怖を感じたことだ。写真や様々な物にしっ

かりと原爆と戦争の記憶が刻まれていた。原爆を落とさ

れた後のリアルな人形があり、私は恐怖のあまり直視で

きなかった。そして、人の影が焦げて跡が残った壁を見

て、薄くはなっていたが、陰が残るほどの威力があるこ

とを感じ、そこに座っていた人は、戦争がなくならない

かと心の底から思っていただろうと考えた。また、子ど

もの慰霊碑には中学校で作成した千羽鶴を置き、戦争で

亡くなってしまった子どもがいるのに対し、今の私たち

はどれだけ裕福な暮らしをしているのか、と再確認した。 

 そして八月六日の記念式典に出席し、今でも被爆者の

遺族の方が存在し、悲しんでいることを知った。さらに

千羽の鳩を放したとき、私は全世界の戦争がなくなり、

平和になることを祈った。 

 これらのほかにも様々なことを見て感じて、考えるこ

とが出来た。さらに戦争を知らない子どもがいてはいけ

ないと心から感じた。戦争をなくし、平和な世界を実現

するには、これから社会に出る子ども 1人 1人が戦争を

理解し、平和にするための方法を

考え、意識することが大切である。

そのためにも、多くの子どもを広

島に派遣し、考えさせることが必

要だと考える。最後に、私はどん

な理由があっても戦争はすべき

ではないと考える。これ以上、戦争で命を奪ってはいけ

ない。広島派遣に参加し、戦争を知り、原爆の恐ろしさ

を知り、平和の大切さを知った。誰にでもつらいこと、

悲しいことはたくさんある。しかし、広島に行くことで、

自分はとても小さく、もっと考えるべき事が見えてくる

のではないかと私は考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「今、後世に伝えたいこと」 
                   S.M(夕張市在住 19 歳) 

旧千代田中学校 卒業 

 

 『仕事に行くお父さん、家事に追わ

れるお母さん、学校へ行く子どもたち。

それぞれ「今日も良い一日であるよう」

そう願ったでしょう。1945年 8月 6日。

一つの光が人々の夢や希望、それらす

べてを一瞬にして奪った』 

まだ中学三年生だった私は広島へ行

かせてもらい、子ども慰霊祭ではこの

ような出だしで献詞を読ませていただきました。私にと

ってあの時の四日間は決して忘れることの出来ない大切

な時間となりました。 

 四日間の中で感じたことはまず、当時の事を知る人たち

が少ない。だからこそ息子や孫の代に語り継いでいかな

ければならないということです。私は高校生の修学旅行

で縁あって二度目の広島となりました。資料館や原爆ド

ームなどを廻りました。前回ほど多く廻れませんでした

が、広島は非常にすばらしい町だと感じました。決して

人々の記憶から風化させてはいけないことなのです。 

 もう一つは研修の中でお会いした沼田鈴子さんです。

沼田さんは自ら被爆者として戦争を知らない若い世代に

生命の尊さを伝えるために被爆証言をなさってください

ました。私が会ったときは病院の病室でしたので長時間

お話を聞くことは出来ませんでした。それでも沼田さん

はその短い時間の中で自らの体験を丁寧に語ってくださ

いました。また、被爆樹「アオギリ」。これは当時沼田さ

んが被爆し生きる希望をなくしていたときに被爆し火傷

をしても強く生きようとするアオギリに再び生きる希望

をもらった特別な木です。その種を沼田さんからいただ

きました。どんな事があっても強く生きようとするアオ

ギリに私も励まされました。私もそんな強い人間になり

たいと、その時思いました。種は帰ってから早速植えま

した。木に成長するのが楽しみです。 

わずかな時間でしたが私はここに書き切れないほどの多

くの事を学びました。生命の尊さ、被爆したとしても負

けず強い心で生きる方々。くじけずに生きていこうとす

る姿こそが今日の日本の繁栄に繋がっているのではない

かと思います。 

 私たちは広島からまだまだ学ぶことがたくさんありま

す。私はまだまだ未熟者です。ですが、私は行ったこと

で人生が変わりました。 平和を学ぶ大切さを今一度確

認してみませんか。それは自分のためだけではなく自分

の周りの人のため。そしてなにより大事なのが親のため、

これから生まれてくる子どもたちのためなのです。 

 
 

 
 

 

2011 年度広島 YWCA「夕張の中学生をヒロシマに招く」

プログラム参加者。来広の１ヶ月前 2011年 7月 12日に

被爆者、沼田鈴子さんは逝去。毎年実施していた沼田さ

んの訪問は叶わなかった。8 月６日平和公園内のアオギ

リの木の前で沼田鈴子さんを偲ぶ会が行われ、三上さん

を始め、夕張からの中学生も参加した。 

（広島 YWCA注） 

 

2010年度広島 YWCA「夕張の中学生をヒロシマに招く」プロ

グラム参加者。（広島 YWCA注） 

 



「あれから十五年」 
K.Y(江差町在住 29歳) 

旧夕張中学校 卒業 

 

  私が最初に「ヒロシマ」に訪れる機会となった広島派

遣から十五年。今振り返ると、中学校三年生であのよう

な貴重な体験をさせてもらえたことを感謝するとともに、

それが今の仕事に活かされているのではないかと感じま

す。 

当時の私は、飛行機に乗れることや他校の生徒との交

流、親元を離れての長旅など、出発前から楽しみにして

いました。そんな感覚も「ヒロシマ」の地に到着してか

らは一変。教科書でしか見たことのない原爆ドーム、戦

争の恐ろしさを教えてくれる様々な資料、語り部さんの

被爆体験講話など、胸が苦しくなるよう

な状況が現実としてあったことに、私達

は全員言葉を失ったことを鮮明に覚え

ています。その晩、私達は各学校で今回

の派遣をどのように報告するか考えま

した。「この悲惨な出来事が忘れられないようにどう伝え

よう。」と。そして結局私の学校では、近隣の小学生も報

告会に来るということだったので、「伸ちゃんの三輪車」

を題材に生徒会で劇を行いました。どれくらいの人に私

達の思いが伝わったかはわかりませんが、生徒会のメン

バーは私の思いを形にするために協力してくれました。

「一人でも多くの人に戦争の悲惨さが伝わり、平和への

願いがかないますように。」と真剣に考えるきっかけをく

れたのが、広島派遣でした。 

その後、私は二度「ヒロシマ」を訪れました。高校生

の見学旅行、そして一番最近では四年前に教員として引

率した見学旅行。やはり、いつ行ってもあの時と変わら

ない「ヒロシマ」がそこにはありました。特に、教員と

して訪れた時には、中学生の私が感じた衝撃を生徒達も

同様に感じていたようで、中には泣いている生徒もいま

した。私も含め、戦争のない平和な時代の日本に生まれ

てきた生徒達にとってどれほど衝撃的だったかは、痛い

ほど気持ちがわかります。そして、その衝撃を、平和を

願う気持ちに変え、いつまでも「ヒロシマ」を風化させ

ないように生徒達に伝えていこうと、三度目の「ヒロシ

マ」で強く感じました。中学生のあの時と同じ、「この悲

惨な出来事が忘れられないようにどう伝えよう。」という

気持ちを忘れずに。 

 

 

 

 

 

「平和の種まき」 
I.Y(浜中町在住 32歳) 

旧幌南中学校 卒業 

 

 先日この原稿の依頼を受け、夕張市が財政破綻した後も夕

張の子どもたちが貴重な体験を続けられていることを知り

ました。私も子どものころに広島派遣に参加しました。広島

で見たもの・聞いたこと、感じたことは今でも忘れられない

体験です。 

 広島は、私がイメージしていた都市とは違い、大きな建物

が立ち並び、元安川のそばはきれいに整備され「原爆投下」

が嘘のようでした。しかし、実際に原爆ドームや平和記念資

料館へ行くと、言葉にならない恐怖感、怒り、悲しさを感じ

ました。原爆がどれほどの人の命を奪ったのか。どれほどの

人を苦しめたのか。学校で学ぶだけでは得られないものを実

際に感じ取ることができました。また、

この時に、被爆され語り部をなさって

いた沼田さんから当時のお話を聞くこ

ともできました。沼田さんが、「平和の

種まきをしていってください」とおっ

しゃっていたことを覚えています。

年々、被爆を体験された方、戦争を体

験された方々が亡くなられ、語り継い

でくれる方が減っています。 

 私たち戦後生まれの者たちが、体験された方から聞いた話

をもっと若い人たちへ伝えていかねばならないと強く感じ

ました。 

 私は現在、小学校の教員をしています。私が子どもだった

頃とは違い、祖父母から戦時中の話を聞くこともなく、学校

の社会科で習う程度で、「戦争」にあまり関心がない子もい

ます。原爆投下の事実さえ知らなかった子さえいます。私は、

子どもの頃学んだことをいかし、教育活動の中に、戦争の悲

惨さ、平和の大切さを伝える機会を設けています。関心がな

かった子どもたちも、少しずつ歴史的事実を知ることで、戦

争の悲惨さや平和の大切さについて関心を持ち、自分のこと

として考えることができるようになってきています。 

 そんな子どもたちの様子をみながら、沼田さんの「平和の

種まきをしてください」という願いに添えているかなと思っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

故：沼田鈴子さん 



「1995年の広島で感じたこと」 
A.K(斜里町在住 33歳) 

旧緑陽中学校 卒業 

 

 紅葉山にある私の実家のリビングに

は、あの時の記念写真がいまだに飾ら

れている。原爆ドームを背景に、男女

2 名ずつの中学生が並んでおり「夕張

市中学生被爆地視察派遣団 1995年 8

月 4日～7日」のキャプションが記さ

れている。写真の中の 1名は、緑葉中

学校 3年、14 歳の時の私である。あの時の私は何を感じ、

考えていたのか。すでに 20 年近い月日が経過しており、

記憶はかなり遠い。 

広島の 8 月は想像以上に蒸し暑く、驚いたこと。ソバか

うどんを選べるお好み焼きを食べたこと。平和記念資料

館と原爆ドームを見学したこと。引率の教諭や仲間と普

段学校ではしないような会話をしたこと。他校の生徒と

「内地」に行くという高揚感と共に被爆地を巡ったこと

が断片的に思い出される。 

1995年は戦後 50年の節目の年であった。阪神大震災、

地下鉄サリン事件が立て続けに起こった、日本社会の転

機の年とも言われる。参加したであろう平和祈念式典も

「記憶の風化」と「次世代への継承」を強調していたよ

うに思う。もっとも田舎の中学生にとってこれらの話題

は等身大で受け止められるスケールの話ではなく、どこ

か上滑りしたような感覚があったことも事実である。視

察後の報告文に何を書いたかは忘れた。ただし、父に書

き直しを命じられたことは覚えている。「自分で思ったこ

とや感じたことが書かれていない」という理由であった

と思う。適当な資料を繋ぎ合わせてお茶を濁そうとした

のかもしれない。おそらく、いままで考えたことのない

大きなテーマに触れ、消化しきれない戸惑いがあったの

だろうと思う。子どもの自分にできることが見当たらず、

もどかしさも感じていたのだろう。 

今、振り返ればこの視察は私にとって多くの「はじめて」

を体験する機会であった。家族以外で旅をすること、同

世代の仲間と答えのない議論をすること、自分では手に

余る大きな問題が世の中にあることを知ること。そうし

た問題と自分との接点を模索すること。いずれも成長の

ために重要な経験であると思う。思春期からの 10年間は、

たくさんの「はじめて」を体験する期間であり、その経

験の質と量がその後の人生の幅と深さを決めるのではな

いかと最近考えている。こうした機会を与えて頂いた夕

張市に改めて感謝したい。 

 

 

「第 1 次派遣団に選ばれて」 
Y.N(陸別町在住 35歳) 

旧姓 園、旧清水沢中学校 卒業 

 

  もう 20年も前のことになってしまいましたが、私が

「中学生広島派遣」の第一次派遣団の一人として選ばれ

たのは、当時、清水沢中学校の 3 年生で生徒会長をして

張り切っていた時でした。 

 目立ちたがり屋で元気だけしか取り柄のない子どもで

したが、市で初めての試みであること、また市内生徒の

代表としてということが、「私なんかが行ってちゃんと伝

えられるのだろうか」といった不安と、帰った後に沢山

の生徒の前で報告することが恥ずかしいといった思春期

ならではのあべこべの気持ちを抱いて広島に向かったこ

とを昨日のことのように思い出します。 

 実際に広島に行ってみると、やはり原爆ドームと平和

記念資料館は衝撃でした。 

 座って休んでいたままの姿でドームの外壁に残った人

間の焼け跡。焼けただれた皮膚や爪の残る衣服たち。 

 一番忘れられないのは 2012 年に亡くなられた語り部の

沼田鈴子さんのことです。 

 婚約者を戦禍で失い、原爆の被害で自身の片足も失っ

てしまった沼田さんの壮絶な人生は大人になり年を重ね

るごとにその苦しみを更に考えずにはいられないほどで

す。 

 帰ってから何をどう伝えることができたのかは余り覚

えていませんが、夕張高校の学生になり、私達の代が多

数決で修学旅行先に広島県を選択した時は少なくとも同

級生には自分達の学んだことや受けた衝撃が伝わったの

だと嬉しく思い、ほっとしたことを覚えています。 

 この貴重な経験のお陰で、私ははっきりと戦争の悲惨

さと恐ろしさを学ぶことができました。 

 ぜひこの活動が継続され、夕張で育つ私の後輩たちに

も平和のありがたさを実感してもらいたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

毎年、夕張市内の小中学校で

心を込めて折られる千羽鶴。

8 月５日の「こども広場」で

平和を願い献納される。 

（広島 YWCA注） 



 

「広島で知ること」 
夕張市立夕張中学校 中島 友子 

2011年度（平成 23 年）引率 

 

 私が初めて広島を訪れたのは、高校

二年生の修学旅行でした。それから 13

年後に再び広島派遣事業の引率で同じ

場所を訪れることになり、これまで自

分が学んできた「戦争」に関する知識

がいかに少なかったかを改めて感じさ

せられました。 

戦後長い年月が経ち、原子爆弾が投下されたあの「ヒ

ロシマ」が想像できないほどに街はすっかり緑に包まれ

ていました。ですが、平和記念公園周辺には数々の慰霊

碑、そして当時のまま残されている建造物などがあり、

決して風化してはならないという現地の方々の思いが強

く伝わってきました。ひとつひとつの場所で詳しい説明

を聞くことができ、当時の様子を想像するだけで私は胸

が苦しくなりました。私が引率した生徒も、目を背けた

くなるような現実に涙を流していました。実際に広島を

訪れて歴史を振り返り、平和について考える機会をもつ

ことが、戦後生まれた私たちには必要なことだと感じま

した。 

そして、私たちの訪問１ヶ月程前に、夕張と広島を結

びつけるきっかけとなった沼田鈴子さんがお亡くなりに

なるという悲しい出来事がありました。沼田さんがこれ

までされてきた多くの活動により、全国には沼田さんの

意志を受け継いでいる人がたくさんいるということが、

ここへ来てとてもよくわかりました。私も恩返しの気持

ちで、これからも多くの人たちにここで学んだことを伝

えていかなければならないと思っています。 

この事業に参加したからこそ知ることができたことが

たくさんあり、知識に加えて現地の方々の思いを感じる

ことができたことが、大きな成果であったと思います。

このような機会を与えてくださった広島YWCAの皆様には

心から感謝しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「夕張市中学生広島派遣に参加して」 

美唄市立美唄中学校 芳賀 征明 

2009年度（平成 21 年）引率 

 

 私が夕張市中学生広島派遣の

担当をさせていただいたのは

2009年度、夕張市の中学校が 1

校に統合される前の年度のこと

でした。 

 千代田中学校、清水沢中学校、

そして緑陽中学校から選ばれた

派遣生徒たちは皆、多くのことを学びとろうとする意欲

が言動からすぐに感じ取ることができ、出発から帰着ま

で貪欲に学び、感じとり、あらゆることを吸収すべく頑

張っていました。私もそんな生徒たちとともに、「原爆の

実相をこの目で確かめ、『におい』を持ち帰りたい」とい

う目標を立てて参加してきました。 

 8月 4 日～8 月 7 日、私にとっては初めての中国地方、

想像していた以上の暑さの中での研修となりました。 

 広島に到着してすぐに平和記念資料館での見学をさせ

ていただきました。２時間の見学予定をオーバーしての

見学、ガイドさんの言葉ひとつひとつにもとても重さを

感じたことを覚えています。その後は、子ども慰霊祭へ

の参加、公園内のフィールド・ワーク、炎天下でのダイ・

イン体験、被爆列車乗車、中国新聞こども新聞ジュニア

ライターたちとの対談、原爆死没者慰霊祭・平和記念式

典参加、沼田鈴子さん訪問、朗読グループ「夾竹桃」の

朗読劇鑑賞、被爆証言聴講、灯篭流し参加……3泊 4日の

旅程の中での盛りだくさんの内容でしたが、疲労感以上

に充実感で満ちた時間でした。 

紙や映像で読んだり見たりする世界から実際の場所へ

行っての研修、五感で学ぶということがこれほど大切で

衝撃的なことなのだと十数年ぶりに感じた４日間でした。 

広島派遣から帰ってきて 2年半後、私の故郷を含めた

広い地域が「東日本大震災」の被害を受けました。日常

の平和というものを再実感させられたとともに、平和の

ために何ができるのか、何をすべきなのか……と悩んだ

りもしました。 

来年は 2015 年、戦後 70年という節目を迎えます。原爆

体験者の数が減り、次世代に原爆の恐ろしさ、平和への願

いを伝える語り部の数も減っている現状。継続されている

この貴重な派遣事業に関わった子どもたちが少しでも何

らかの足がかりになってくれたら、くれていたら嬉しい限

りです。改めてこの派遣事業を推進してくださっている広

島 YWCAのスタッフ・関係者の方々、事業にご賛同ご支援

してくださった方々、派遣中にお世話になった新聞社の

方々、ジュニアライターの方々……そして、貴重なお時間

をいただいてお話をしてくださった故・沼田鈴子さまに心

からの感謝を込めて。本当にありがとうございました。 
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