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 ■年間活動実績

開 催 

 ４月２５日（土）

 ５月 ９日（土）

①５月２３日（土）

②６月 ６日（土）

③６月２０日（土）

④７月１１日（土）

⑤７月１８日（土）

①７月２５日（土）

②８月 １日（土）

③８月 ５日（水）

④８月 ６日（木）

⑤８月 ７日（金）

 ８月 ８日（土）

    ９日（日）

７月１４日（火）

８月２０日（木）

 

開 催 

８月２９日（土）

 ９月２６日（土）

１０月１７日（土）

１０月２４日（土）

１１月１４日（土）

１２月２０日（日）

１２月２３日

１月２３日（土）

１月３０日（土）

 ２月１３日

 ３月１２日

 

【目 

１５歳（中学校卒業）以上３０歳未満の青少年が

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

揚を図ることを目的として、平成１４年度から実施しています。

■平成２７年度登録者（平成

・男性

・高校生

学習会以外の

■大学へ広報…２ページ

長崎市、共催

■年間活動実績 

 日 

４月２５日（土） オリエンテーション

９日（土） 被爆建造物等のフィールドワーク・被爆体験講話

①５月２３日（土）

６日（土）

６月２０日（土）

７月１１日（土）

７月１８日（土） 

青少年ピースフォーラム準備

（ピースボランティア全体学習会）

日（土） 

１日（土）

５日（水） 

６日（木）

７日（金） 

青少年ピースフォーラム準備

（被爆建造物等のガイド練習）

８日（土） 

９日（日） 
青少年ピースフォーラム

７月１４日（火） 盲学校との合同平和学習

８月２０日（木） 平和学習発表会

 日 

２９日（土） ピースフォーラム振り返り

日（土） 被爆遺構巡

日（土） 核兵器廃絶市民講座への参加と聴講

日（土） 市民大行進

日（土） ピースバトン・ナガサキとの交流

日（日） 被爆

２３日(水・祝) 劇団フーズカンパニーによる

日（土） 学童クラブ

日（土） 学童クラブへの

日（土） 学童クラブへ

日（土） 1 年を振り返って

前期計

 的】 

１５歳（中学校卒業）以上３０歳未満の青少年が

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

揚を図ることを目的として、平成１４年度から実施しています。

■平成２７年度登録者（平成

・男性 ４６名、女性

・高校生 ６０名、大学生

学習会以外の目次 

■大学へ広報…２ページ

催：公益財団法人

前  

オリエンテーション

被爆建造物等のフィールドワーク・被爆体験講話

青少年ピースフォーラム準備

（ピースボランティア全体学習会）

青少年ピースフォーラム準備

（被爆建造物等のガイド練習）
※ララコープから依頼のガイド含

青少年ピースフォーラム

盲学校との合同平和学習

平和学習発表会

後  

ピースフォーラム振り返り

被爆遺構巡り 

核兵器廃絶市民講座への参加と聴講

市民大行進のボランティア

ピースバトン・ナガサキとの交流

被爆 70 周年記念フォーラムへの出演

劇団フーズカンパニーによる

学童クラブへの平和学習（事前訪問・準備）

学童クラブへの

学童クラブへの

年を振り返って

前期計 587

１５歳（中学校卒業）以上３０歳未満の青少年が

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

揚を図ることを目的として、平成１４年度から実施しています。

■平成２７年度登録者（平成 28

４６名、女性 １５３

名、大学生 

■大学へ広報…２ページ  ■

財団法人長崎平和推進協会

  期  活

オリエンテーション 

被爆建造物等のフィールドワーク・被爆体験講話

青少年ピースフォーラム準備

（ピースボランティア全体学習会）

青少年ピースフォーラム準備

（被爆建造物等のガイド練習）
※ララコープから依頼のガイド含

青少年ピースフォーラム 

盲学校との合同平和学習 

平和学習発表会 

  期  活

ピースフォーラム振り返り

 ～穴弘法寺へ

核兵器廃絶市民講座への参加と聴講

のボランティア

ピースバトン・ナガサキとの交流

周年記念フォーラムへの出演

劇団フーズカンパニーによる演劇ワークショップ

への平和学習（事前訪問・準備）

学童クラブへの平和学習（

の平和学習（本番学習会）

年を振り返って 

587 名 後期計

１５歳（中学校卒業）以上３０歳未満の青少年が

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

揚を図ることを目的として、平成１４年度から実施しています。

28 年 3 月現在）：

１５３名 

 １０９名、専門学校生

■What is “
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長崎平和推進協会、後援：長崎県教育委員会、長崎市教育委員会

活  動 

被爆建造物等のフィールドワーク・被爆体験講話

青少年ピースフォーラム準備 

（ピースボランティア全体学習会） 

青少年ピースフォーラム準備 

（被爆建造物等のガイド練習） 
※ララコープから依頼のガイド含 

 

 

活  動 

ピースフォーラム振り返り 

穴弘法寺へ～ 

核兵器廃絶市民講座への参加と聴講 

のボランティア 

ピースバトン・ナガサキとの交流 

周年記念フォーラムへの出演 

演劇ワークショップ

への平和学習（事前訪問・準備）

（ガイド練習

平和学習（本番学習会）

後期計 173

１５歳（中学校卒業）以上３０歳未満の青少年が

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

揚を図ることを目的として、平成１４年度から実施しています。

月現在）：１９９

名、専門学校生

“STEP”…9

、後援：長崎県教育委員会、長崎市教育委員会

原爆資料館

被爆建造物等のフィールドワーク・被爆体験講話 原爆資料館

 

原爆資料館平和学習室、

平和会館ホール他

原爆落下中心地他

平和会館ホール他

県立盲学校

平和会館ホール

原爆資料館平和学習室

原爆資料館平和学習室

 
国立長崎原爆犠牲者追悼

平和祈念館

原爆落下中心地他

原爆資料館平和学習室

 原爆資料館ホール

演劇ワークショップ 原爆資料館会議室

への平和学習（事前訪問・準備） 原爆資料館平和学習室

ガイド練習） 原爆資料館会議室他

平和学習（本番学習会） 原爆資料館会議室他

原爆資料館平和学習室

173 名 平和学習参加者年間総計

１５歳（中学校卒業）以上３０歳未満の青少年が、被爆の実相や戦争について学び、さ

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

揚を図ることを目的として、平成１４年度から実施しています。

１９９名 

名、専門学校生 ４名、社会人

9 ページ  ■活動広まっています…

、後援：長崎県教育委員会、長崎市教育委員会

場 所 

原爆資料館平和学習室

原爆資料館平和学習室他

原爆資料館平和学習室、

平和会館ホール他

原爆落下中心地他

平和会館ホール他

県立盲学校 

平和会館ホール 

場 所 

原爆資料館平和学習室

原爆資料館平和学習室

国立長崎原爆犠牲者追悼

平和祈念館 

原爆落下中心地他

原爆資料館平和学習室

原爆資料館ホール

原爆資料館会議室

原爆資料館平和学習室

原爆資料館会議室他

原爆資料館会議室他

原爆資料館平和学習室

平和学習参加者年間総計

、被爆の実相や戦争について学び、さ

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

揚を図ることを目的として、平成１４年度から実施しています。 

名、社会人 ２６

■活動広まっています…

、後援：長崎県教育委員会、長崎市教育委員会

 参加者

平和学習室 ７５名

平和学習室他 ４０名

原爆資料館平和学習室、

平和会館ホール他 

①５１名

②３４名

③３８名

④４８名

⑤３４名

原爆落下中心地他 

①３６名

②１７名

③２１名

④１９名

⑤１０名

平和会館ホール他 
７１名

７８名

 

 参加者

原爆資料館平和学習室 １６名

原爆資料館平和学習室他 

国立長崎原爆犠牲者追悼
１３名

原爆落下中心地他 ２３名

原爆資料館平和学習室 １０名

原爆資料館ホール １４名

原爆資料館会議室 １３名

原爆資料館平和学習室 １３名

原爆資料館会議室他 １９名

原爆資料館会議室他 ２２名

原爆資料館平和学習室 ２３名

平和学習参加者年間総計 760

、被爆の実相や戦争について学び、さ

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

２６名 

■活動広まっています…

、後援：長崎県教育委員会、長崎市教育委員会 

参加者 ページ

７５名 ２

４０名 ３

①５１名 

②３４名 

③３８名 

④４８名 

⑤３４名 

４

①３６名

②１７名

③２１名

④１９名

⑤１０名 

４

７１名 

７８名 
４～５

８名 ６

７名 ６

参加者 ページ

１６名 ７

７名 ７

１３名 ８

２３名 ９

１０名 １０

１４名 １１

１３名 １１

１３名 

１２１９名 

２２名 

２３名 １３

760 名 

、被爆の実相や戦争について学び、さ

まざまな視点から平和について考え、行動することにより被爆体験の継承と平和意識の高

■活動広まっています…14 ページ 

 

ページ 

２ 

３ 

４ 

４ 

４～５ 

６ 

６ 

ページ 

７ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１１ 

１２ 

１３ 

 



４月
■

 

＜実績＞

大学

県立

長崎大学

純心大学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的】 

・青少年ピースボランティアの概要

 目的を意識づける。

・長崎原爆資料館を見学し、被爆の実相を学習する。

・メンバー同士の
 

■概要説明・

■原爆資料館の見学

平和案内人の説明を受けながら原爆資料館内

   爆による被爆の実相を学びました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者の感想】

・新しいメンバーもたくさん来ていて、これからの活動がより一層楽しみになりました。この一年、

また心を新たにして頑張ろうと思います。

・改めて原爆資料館を平和案内人さんと回り、今まで知らなかった事、知っていたけど曖昧だった

事などを知ることができてよかった。たくさんの新人の子も入ってくれて同じ意思を持った子が

増えたので、今年のピースフォーラムや様々な活動を共にできたらいいなと思う。

・まず、最初の自己紹介とレクリエーションで、班の人と仲良くなれてよかったです。初めての参

加で、来るまえは緊張していましたが、皆さんとても優しい方ばかりで、入った時から歓迎して

下さったのでとても気軽に参加することができました。今後の活動にも、積極的に参加していき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

・小学１年生の時に原爆資料館に家族と来てトラウマになっていました。今回は小学１年生の時と

はまた違った気持ちで見学できた事に気がつきました。自分の中での成長なども再認識できた良

い機会になりました。

日 時 

場 所 

ガイド 

４月
■今年度初の試みとして、同年代の

もった広報活動を行いました。

のために、

＜実績＞ 

大学名 

県立大学シーボルト

長崎大学 

純心大学 

 

青少年ピースボランティアの概要

目的を意識づける。

長崎原爆資料館を見学し、被爆の実相を学習する。

・メンバー同士の親睦を深める。

概要説明・レクリエーシ

原爆資料館の見学

平和案内人の説明を受けながら原爆資料館内

爆による被爆の実相を学びました。

【参加者の感想】 

新しいメンバーもたくさん来ていて、これからの活動がより一層楽しみになりました。この一年、

また心を新たにして頑張ろうと思います。

改めて原爆資料館を平和案内人さんと回り、今まで知らなかった事、知っていたけど曖昧だった

事などを知ることができてよかった。たくさんの新人の子も入ってくれて同じ意思を持った子が

増えたので、今年のピースフォーラムや様々な活動を共にできたらいいなと思う。

まず、最初の自己紹介とレクリエーションで、班の人と仲良くなれてよかったです。初めての参

加で、来るまえは緊張していましたが、皆さんとても優しい方ばかりで、入った時から歓迎して

下さったのでとても気軽に参加することができました。今後の活動にも、積極的に参加していき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

小学１年生の時に原爆資料館に家族と来てトラウマになっていました。今回は小学１年生の時と

はまた違った気持ちで見学できた事に気がつきました。自分の中での成長なども再認識できた良

い機会になりました。

 平成２７年４月２５

 長崎原爆資料館

 平和案内人１０名（

４月 
今年度初の試みとして、同年代の

もった広報活動を行いました。

のために、3 大学で活動紹介を行いました。

日にち

シーボルト校 ４月

４月

４月

青少年ピースボランティアの概要

目的を意識づける。 

長崎原爆資料館を見学し、被爆の実相を学習する。

親睦を深める。

レクリエーション

原爆資料館の見学 

平和案内人の説明を受けながら原爆資料館内

爆による被爆の実相を学びました。

 

新しいメンバーもたくさん来ていて、これからの活動がより一層楽しみになりました。この一年、

また心を新たにして頑張ろうと思います。

改めて原爆資料館を平和案内人さんと回り、今まで知らなかった事、知っていたけど曖昧だった

事などを知ることができてよかった。たくさんの新人の子も入ってくれて同じ意思を持った子が

増えたので、今年のピースフォーラムや様々な活動を共にできたらいいなと思う。

まず、最初の自己紹介とレクリエーションで、班の人と仲良くなれてよかったです。初めての参

加で、来るまえは緊張していましたが、皆さんとても優しい方ばかりで、入った時から歓迎して

下さったのでとても気軽に参加することができました。今後の活動にも、積極的に参加していき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

小学１年生の時に原爆資料館に家族と来てトラウマになっていました。今回は小学１年生の時と

はまた違った気持ちで見学できた事に気がつきました。自分の中での成長なども再認識できた良

い機会になりました。 

平成２７年４月２５

長崎原爆資料館 平和学習室

平和案内人１０名（

今年度初の試みとして、同年代の

もった広報活動を行いました。大学生メンバーが自ら、メンバー集め

大学で活動紹介を行いました。

日にち 

月 ９日（木）

４月１４日（火）

月１７日（金）

青少年ピースボランティアの概要、計画から

長崎原爆資料館を見学し、被爆の実相を学習する。

親睦を深める。 

ョンと自己紹介

平和案内人の説明を受けながら原爆資料館内

爆による被爆の実相を学びました。 

新しいメンバーもたくさん来ていて、これからの活動がより一層楽しみになりました。この一年、

また心を新たにして頑張ろうと思います。

改めて原爆資料館を平和案内人さんと回り、今まで知らなかった事、知っていたけど曖昧だった

事などを知ることができてよかった。たくさんの新人の子も入ってくれて同じ意思を持った子が

増えたので、今年のピースフォーラムや様々な活動を共にできたらいいなと思う。

まず、最初の自己紹介とレクリエーションで、班の人と仲良くなれてよかったです。初めての参

加で、来るまえは緊張していましたが、皆さんとても優しい方ばかりで、入った時から歓迎して

下さったのでとても気軽に参加することができました。今後の活動にも、積極的に参加していき

たいと思いますので、よろしくお願いします。

小学１年生の時に原爆資料館に家族と来てトラウマになっていました。今回は小学１年生の時と

はまた違った気持ちで見学できた事に気がつきました。自分の中での成長なども再認識できた良

日（土）１４：００～１６：００

平和学習室  

(公財)長崎平和推進協会）

今年度初の試みとして、同年代のピースボランティア

大学生メンバーが自ら、メンバー集め

大学で活動紹介を行いました。

時間（持ち時間

日（木） 16:20～（

火） 8:50～（10

（金） 
①14：35～（

②16：15～（
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新しいメンバーもたくさん来ていて、これからの活動がより一層楽しみになりました。この一年、

また心を新たにして頑張ろうと思います。 

改めて原爆資料館を平和案内人さんと回り、今まで知らなかった事、知っていたけど曖昧だった

事などを知ることができてよかった。たくさんの新人の子も入ってくれて同じ意思を持った子が

増えたので、今年のピースフォーラムや様々な活動を共にできたらいいなと思う。

まず、最初の自己紹介とレクリエーションで、班の人と仲良くなれてよかったです。初めての参
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【目的】 

・被爆体験講話をお聴きして、被爆の実相や平和の尊さを学ぶ。

・被爆の実相を学習し、自らガイドを行う意識を高める。

 

 

 

 

 

■被爆体験講話

班ごとに、被爆者の方から被爆体験や被爆後の生活について

  の話をお聴きして、被爆の実相を学びました。

■フィールドワーク

   平和公園コース・浦上天主堂コース・山王神社コースに分かれ、

平和案内人の説明を受けながらフィールドワークを行いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【参加者の感想】

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など

初めて聞いたことも多かったので、もっとたくさんの事を知りたいと思いました。

・1番印象に残ったことは、タオル式のはちまきで血をぬぐっていた、という話です。頭や額やら・・・

体から出た血をそのはちまきでぬぐって

どまでの血がでるというのは全く想像がつきません。今後、戦争を絶対に起こさないために、次世

代である私たちがしっかり訴えていきたいと思いました

・今までは話を聞くだけでしたが、自分が案内することを考えてフィールドワークを行うと、説明だ

けでなく聞く人はどうしたら聞きやすいかなど、いろんなことが今回学べたと思います。これから

フォーラム

日 時 

場 所 

参加者 

講 師 

ガイド 

①平和公園コース

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館→原爆落下中心地→平和公園

②浦上天主堂コース

原爆落下中心地→平和公園→浦上天主堂

③山王神社コース

原爆落下中心地→山王神社→長崎大学医学部

５月
被爆体験講話・被爆建造物等のフィールドワーク

 

被爆体験講話をお聴きして、被爆の実相や平和の尊さを学ぶ。

被爆の実相を学習し、自らガイドを行う意識を高める。

被爆体験講話 

班ごとに、被爆者の方から被爆体験や被爆後の生活について

話をお聴きして、被爆の実相を学びました。

フィールドワーク

平和公園コース・浦上天主堂コース・山王神社コースに分かれ、

平和案内人の説明を受けながらフィールドワークを行いました。

【参加者の感想】 

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など

初めて聞いたことも多かったので、もっとたくさんの事を知りたいと思いました。

番印象に残ったことは、タオル式のはちまきで血をぬぐっていた、という話です。頭や額やら・・・

体から出た血をそのはちまきでぬぐって

どまでの血がでるというのは全く想像がつきません。今後、戦争を絶対に起こさないために、次世

代である私たちがしっかり訴えていきたいと思いました

・今までは話を聞くだけでしたが、自分が案内することを考えてフィールドワークを行うと、説明だ

けでなく聞く人はどうしたら聞きやすいかなど、いろんなことが今回学べたと思います。これから

フォーラムに向けて頑張りたいと思いました。

 平成２７年５月９日（土

 長崎原爆資料館
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 ４名:丸田和男氏、深堀讓治氏、早崎猪之助氏、

内田伯氏（
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①平和公園コース

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館→原爆落下中心地→平和公園

②浦上天主堂コース

原爆落下中心地→平和公園→浦上天主堂

③山王神社コース
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平和公園コース・浦上天主堂コース・山王神社コースに分かれ、

平和案内人の説明を受けながらフィールドワークを行いました。

 

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など

初めて聞いたことも多かったので、もっとたくさんの事を知りたいと思いました。

番印象に残ったことは、タオル式のはちまきで血をぬぐっていた、という話です。頭や額やら・・・

体から出た血をそのはちまきでぬぐって

どまでの血がでるというのは全く想像がつきません。今後、戦争を絶対に起こさないために、次世

代である私たちがしっかり訴えていきたいと思いました

・今までは話を聞くだけでしたが、自分が案内することを考えてフィールドワークを行うと、説明だ

けでなく聞く人はどうしたら聞きやすいかなど、いろんなことが今回学べたと思います。これから

に向けて頑張りたいと思いました。
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①平和公園コース 
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被爆の実相を学習し、自らガイドを行う意識を高める。
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話をお聴きして、被爆の実相を学びました。

平和公園コース・浦上天主堂コース・山王神社コースに分かれ、

平和案内人の説明を受けながらフィールドワークを行いました。

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など
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原爆落下中心地→山王神社→長崎大学医学部
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被爆体験講話をお聴きして、被爆の実相や平和の尊さを学ぶ。

被爆の実相を学習し、自らガイドを行う意識を高める。

班ごとに、被爆者の方から被爆体験や被爆後の生活について

話をお聴きして、被爆の実相を学びました。 

平和公園コース・浦上天主堂コース・山王神社コースに分かれ、

平和案内人の説明を受けながらフィールドワークを行いました。

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など

初めて聞いたことも多かったので、もっとたくさんの事を知りたいと思いました。
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けでなく聞く人はどうしたら聞きやすいかなど、いろんなことが今回学べたと思います。これから
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平和公園コース・浦上天主堂コース・山王神社コースに分かれ、 

平和案内人の説明を受けながらフィールドワークを行いました。 

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など

初めて聞いたことも多かったので、もっとたくさんの事を知りたいと思いました。

番印象に残ったことは、タオル式のはちまきで血をぬぐっていた、という話です。頭や額やら・・・

回も絞ったという話には、とても驚嘆しました。それほ

どまでの血がでるというのは全く想像がつきません。今後、戦争を絶対に起こさないために、次世

・今までは話を聞くだけでしたが、自分が案内することを考えてフィールドワークを行うと、説明だ

けでなく聞く人はどうしたら聞きやすいかなど、いろんなことが今回学べたと思います。これから

 

継承部会） 

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館→原爆落下中心地→平和公園 

被爆体験講話・被爆建造物等のフィールドワーク

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など

初めて聞いたことも多かったので、もっとたくさんの事を知りたいと思いました。 

番印象に残ったことは、タオル式のはちまきで血をぬぐっていた、という話です。頭や額やら・・・

回も絞ったという話には、とても驚嘆しました。それほ

どまでの血がでるというのは全く想像がつきません。今後、戦争を絶対に起こさないために、次世

・今までは話を聞くだけでしたが、自分が案内することを考えてフィールドワークを行うと、説明だ

けでなく聞く人はどうしたら聞きやすいかなど、いろんなことが今回学べたと思います。これから

被爆体験講話・被爆建造物等のフィールドワーク

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など

番印象に残ったことは、タオル式のはちまきで血をぬぐっていた、という話です。頭や額やら・・・

回も絞ったという話には、とても驚嘆しました。それほ

どまでの血がでるというのは全く想像がつきません。今後、戦争を絶対に起こさないために、次世

・今までは話を聞くだけでしたが、自分が案内することを考えてフィールドワークを行うと、説明だ

けでなく聞く人はどうしたら聞きやすいかなど、いろんなことが今回学べたと思います。これから

  

被爆体験講話・被爆建造物等のフィールドワーク        

・お母さんも友達も亡くなってすごく心細かっただろうなと思いました。丸田さんが話してくれた「戦

争は長崎で始まって長崎で終わった」ということには、とても考えさせられました。兵器の事など

番印象に残ったことは、タオル式のはちまきで血をぬぐっていた、という話です。頭や額やら・・・

回も絞ったという話には、とても驚嘆しました。それほ

どまでの血がでるというのは全く想像がつきません。今後、戦争を絶対に起こさないために、次世

・今までは話を聞くだけでしたが、自分が案内することを考えてフィールドワークを行うと、説明だ

けでなく聞く人はどうしたら聞きやすいかなど、いろんなことが今回学べたと思います。これから
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【目的】 

・青少年ピースフォーラムに向けて担当コースに分かれて進行内

 容を決めていく。

・平和学習に必要な知識や考え方を身につけ、被爆の実相や平和

 の尊さを伝えることについて学習する。
 

■2コースに分かれての練習

今回は初の試みとして、

ク」を企画し、コースの検討、資料の作成

スのガイドは経験者メンバーから講習を受け、練習に励みました。

 ■全体練習

   メンバーは

ズな入場や整列

 

 

■日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

日 

８／８

（土）

８／９

（日）

自治体派遣の使節団

ピースボランティア

～8
青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

平和学習の進行や被爆建造物等のフィールドワーク案内などを行っています。

日 時 ①平成２７年５

③２０

１４：００～１７：００

場 所 長崎原爆資料館平和学習室・会議室、平和会館ホール、国立長崎

原爆死没者追悼平和祈念館、各フィールドワーク箇所

参加者 ①５１名、②３４名、③３８名、④４８名、⑤３４名

本番

■参加者内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年ピースフォーラムに向けて担当コースに分かれて進行内

容を決めていく。

平和学習に必要な知識や考え方を身につけ、被爆の実相や平和

の尊さを伝えることについて学習する。

コースに分かれての練習

今回は初の試みとして、

ク」を企画し、コースの検討、資料の作成

スのガイドは経験者メンバーから講習を受け、練習に励みました。

■全体練習 

メンバーは全国の青少年の受入れ、司会進行も担うため、スムー

ズな入場や整列など

        

 

 時 

８／８ 

（土） 

13:30 

14:45 ★被爆

15:10 

18:00 

８／９ 

（日） 

13:30 

15:30 

 

自治体派遣の使節団

ピースボランティア

合  計

8 月 
青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

平和学習の進行や被爆建造物等のフィールドワーク案内などを行っています。

①平成２７年５

③２０日（土）

１４：００～１７：００

長崎原爆資料館平和学習室・会議室、平和会館ホール、国立長崎

原爆死没者追悼平和祈念館、各フィールドワーク箇所

①５１名、②３４名、③３８名、④４８名、⑤３４名

本番 8・9

■参加者内訳 

 青少年ピースフォーラム

青少年ピースフォーラムに向けて担当コースに分かれて進行内

容を決めていく。 

平和学習に必要な知識や考え方を身につけ、被爆の実相や平和

の尊さを伝えることについて学習する。

コースに分かれての練習 

今回は初の試みとして、Aコース

ク」を企画し、コースの検討、資料の作成

スのガイドは経験者メンバーから講習を受け、練習に励みました。

全国の青少年の受入れ、司会進行も担うため、スムー

などを行うための工夫を考えました。

       

開会行事（開会宣言、市長挨拶、被爆体験講話）

★被爆 70 周年記念・ヒロナガ

Ａコース

紙芝居、こじんまりフィールドワーク

意見交換会

小学生

自治体派遣の使節団 ５５

ピースボランティア 

計 ５５

 
青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

平和学習の進行や被爆建造物等のフィールドワーク案内などを行っています。

①平成２７年５月２３日

日（土）、④７月

１４：００～１７：００

長崎原爆資料館平和学習室・会議室、平和会館ホール、国立長崎

原爆死没者追悼平和祈念館、各フィールドワーク箇所

①５１名、②３４名、③３８名、④４８名、⑤３４名

9 日 

青少年ピースフォーラム

青少年ピースフォーラムに向けて担当コースに分かれて進行内

平和学習に必要な知識や考え方を身につけ、被爆の実相や平和

の尊さを伝えることについて学習する。

 

コースで「こじんまりフィールドワー

ク」を企画し、コースの検討、資料の作成

スのガイドは経験者メンバーから講習を受け、練習に励みました。

全国の青少年の受入れ、司会進行も担うため、スムー

ための工夫を考えました。

          

（開会宣言、市長挨拶、被爆体験講話）

周年記念・ヒロナガ

Ａコース ＜平和会館ホール＞

紙芝居、こじんまりフィールドワーク

交 流 

Ａコース 

意見交換会 ＜平和会館ホール

小学生 中学生

５５ ３４１

 

５５ ３４１

青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

平和学習の進行や被爆建造物等のフィールドワーク案内などを行っています。

２３日(土)、②６月

７月１１日（土）

１４：００～１７：００ ※その他随時活動

長崎原爆資料館平和学習室・会議室、平和会館ホール、国立長崎

原爆死没者追悼平和祈念館、各フィールドワーク箇所

①５１名、②３４名、③３８名、④４８名、⑤３４名

 

※参加自治体もこれまでで最高の
- 4 - 

青少年ピースフォーラム

青少年ピースフォーラムに向けて担当コースに分かれて進行内

平和学習に必要な知識や考え方を身につけ、被爆の実相や平和

の尊さを伝えることについて学習する。 

「こじんまりフィールドワー

ク」を企画し、コースの検討、資料の作成等を行いました。

スのガイドは経験者メンバーから講習を受け、練習に励みました。

全国の青少年の受入れ、司会進行も担うため、スムー

ための工夫を考えました。

  青少

内

（開会宣言、市長挨拶、被爆体験講話）

周年記念・ヒロナガ presents

＜平和会館ホール＞ 

紙芝居、こじんまりフィールドワーク等 

 会 ＜長崎新聞文化ホール＞

 

平和会館ホール＞  

中学生 高校生 

３４１ ４１ 

３２ 

３４１ ７３ 

青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

平和学習の進行や被爆建造物等のフィールドワーク案内などを行っています。

６月６日（土）、

日（土）、⑤１８日（土）

※その他随時活動有

長崎原爆資料館平和学習室・会議室、平和会館ホール、国立長崎

原爆死没者追悼平和祈念館、各フィールドワーク箇所

①５１名、②３４名、③３８名、④４８名、⑤３４名

※参加自治体もこれまでで最高の

青少年ピースフォーラム

青少年ピースフォーラムに向けて担当コースに分かれて進行内

平和学習に必要な知識や考え方を身につけ、被爆の実相や平和

「こじんまりフィールドワー

を行いました。Bコー

スのガイドは経験者メンバーから講習を受け、練習に励みました。

全国の青少年の受入れ、司会進行も担うため、スムー

ための工夫を考えました。 

青少年ピースフォーラム

内 容 

（開会宣言、市長挨拶、被爆体験講話）＜平和会館ホール＞

presents ピースレンジャー☆

平和公園、浦上天主堂、山王神社ガイド

＜長崎新聞文化ホール＞  

  意見交換会

 大学生 社会人

 ２ 

 ３７ 

 ３９ 

青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

平和学習の進行や被爆建造物等のフィールドワーク案内などを行っています。

６日（土）、 

日（土） 

有 

長崎原爆資料館平和学習室・会議室、平和会館ホール、国立長崎

原爆死没者追悼平和祈念館、各フィールドワーク箇所 

①５１名、②３４名、③３８名、④４８名、⑤３４名 

※参加自治体もこれまでで最高の

青少年ピースフォーラム

青少年ピースフォーラムに向けて担当コースに分かれて進行内 

平和学習に必要な知識や考え方を身につけ、被爆の実相や平和 

「こじんまりフィールドワー 

コー 

スのガイドは経験者メンバーから講習を受け、練習に励みました。 

全国の青少年の受入れ、司会進行も担うため、スムー 

年ピースフォーラム

＜平和会館ホール＞

ピースレンジャー☆ 

Ｂコース

平和公園、浦上天主堂、山王神社ガイド

  19：30 終了

Ｂコース

意見交換会〈長崎ブリックホール国際会議場

社会人 引率者

４ １３１

１３ 

１７ １３１

青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

平和学習の進行や被爆建造物等のフィールドワーク案内などを行っています。 

長崎原爆資料館平和学習室・会議室、平和会館ホール、国立長崎

※参加自治体もこれまでで最高の 41 自治体

青少年ピースフォーラムに向けて

年ピースフォーラム

＜平和会館ホール＞ 

 ＜平和会館ホール＞

Ｂコース 

平和公園、浦上天主堂、山王神社ガイド

終了 

Ｂコース 

長崎ブリックホール国際会議場

引率者 合計 

１３１ ５７４

 ８２

１３１ ６５６

青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

 

自治体となりました。

（人）

に向けて

年ピースフォーラム

＜平和会館ホール＞ 

平和公園、浦上天主堂、山王神社ガイド 

長崎ブリックホール国際会議場〉 

 

５７４

８２

６５６

青少年ピースフォーラムは、毎年８月８、９日に、全国の自治体が派遣する平和使節団の青少年と

地元長崎の青少年が一緒に被爆の実相や平和の尊さを学習し、交流を深め、平和意識の高揚を図るこ

とを目的として実施しています。このフォーラムでは、青少年ピースボランティアが中心となって、

となりました。 

（人） 

に向けて 

年ピースフォーラム  



【感想：青少年ピースボランティア】

・初のフィールドワークは自分もその知識を持てるし、それを伝えることでより深まったので良かったで

・終わった後、引率の先生方によかったといわれたので、やってよかったと心から思った。

【感想：参加者】

・平和への取り組みがなくなったら…という質問では「戦争をもしかしたらしているかもしれない」

・みんな１人１人しっかりと考えをもっていて、熱心に話していたので、住む場所は違っても、み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【感想：青少年ピースボランティア】

初のフィールドワークは自分もその知識を持てるし、それを伝えることでより深まったので良かったで

す。子どもたちも、積極的に質問してくれたり、しっかり聞いてくれてうれしかったです。

・終わった後、引率の先生方によかったといわれたので、やってよかったと心から思った。

【感想：参加者】

・平和への取り組みがなくなったら…という質問では「戦争をもしかしたらしているかもしれない」

という意見も出て、それくらいこういう取組みが大切となってくるだろうと思った。

・みんな１人１人しっかりと考えをもっていて、熱心に話していたので、住む場所は違っても、み

んな平和に向き合っているということは同じなんだと思った。

■被爆体験講話

中村一俊

身は家の下敷きになるも辛うじて脱出したが、一足先に帰宅した母

はついに亡骸さえ見つからなかった体験をお聴きしました。

の質問タイムでは、全国の自治体からの多くの質問がありました。

Ａコース

■１日目：被爆の実相、紙芝居、フィールドワーク

紙芝居「ふりそでの少女」を各班で上演後、それに関連した「未
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■各中学校から約３５０

淵中学校と山里中学校の

■ピースボランティアは司会担当のほか、紙芝居「ふりそでの少女」

の上演や、県外研修の報告、世界
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【参加者の

・勉強になりました。ピースボランティアの意見交換の内容を詳しく知りたいと思いました。

・平和学習を通して、次の世代へ語り継

った私達

・毎年様々な学校や青年のボランティアの活動を聞くことができ若い人達が継承していることがわか

ります。（教員）
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・家族や周りの人達に積極的に戦争の悲しさなどを伝えていきたいです。

・ピースボランティアと平和学習で話し合うことができ、とても良い経験になりました。同年代

の意見を聞いて、平和についてどう考え、どんな事ができるのかなどを知ることができました。

市内中学生が、

展させる機会として、平成１８年度から長崎市が実施しています。

■被爆の実相とピースボランティア活動の紹介

   目の見えにくい生徒さんにもわかるよう場面を詳しく述べた

り、音で核兵器の数を表したりの工夫を行いました。

 ■意見交換

  7/6
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 ■歌唱 

 盲学校からは愛唱歌「愛のうた」、ピースボランティアからは「千

羽鶴」の各エピソードを説明した後、一緒に歌いました
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■ピースボランティアは司会担当のほか、紙芝居「ふりそでの少女」

の上演や、県外研修の報告、世界

」とその作成過程を紹介しました。

・勉強になりました。ピースボランティアの意見交換の内容を詳しく知りたいと思いました。

・平和学習を通して、次の世代へ語り継

は戦争の恐ろしさやむごさを伝えていかなければならないと思いました。

・毎年様々な学校や青年のボランティアの活動を聞くことができ若い人達が継承していることがわか

２７年８月２０日（

平和会館ホール    

平成２７年７月１４日

長崎県立盲学校 

     ※長崎新聞の取材有、掲載されました

夏の活動 

【盲学校生徒の感想】 

・家族や周りの人達に積極的に戦争の悲しさなどを伝えていきたいです。

・ピースボランティアと平和学習で話し合うことができ、とても良い経験になりました。同年代

の意見を聞いて、平和についてどう考え、どんな事ができるのかなどを知ることができました。

市内中学生が、日頃取り組んでいる平和学習の成果発表などを行い、平和への取り組みを発

展させる機会として、平成１８年度から長崎市が実施しています。

■被爆の実相とピースボランティア活動の紹介

目の見えにくい生徒さんにもわかるよう場面を詳しく述べた

り、音で核兵器の数を表したりの工夫を行いました。

の事前訪問で当日に話したいテーマを決め、当日平和の考

え方や、若者が行う平和活動について意見交換しました。

盲学校からは愛唱歌「愛のうた」、ピースボランティアからは「千

羽鶴」の各エピソードを説明した後、一緒に歌いました

 盲学校との合同平和学習会
                   

【目的】・盲学校の生徒に、被爆の実相を伝える。

・青少年ピースボランティアの活動紹介や意見交換を通し、

同世代の若者の活動や考えていることなどを互いに共有

名の生徒、教員、保護者の方が集まり、片

校からの発表がありました。

■ピースボランティアは司会担当のほか、紙芝居「ふりそでの少女」

の上演や、県外研修の報告、世界こども平和会議に際し作成した

」とその作成過程を紹介しました。

・勉強になりました。ピースボランティアの意見交換の内容を詳しく知りたいと思いました。

・平和学習を通して、次の世代へ語り継いでいくことはとても大切だと思いました。長崎で生まれ育

は戦争の恐ろしさやむごさを伝えていかなければならないと思いました。

・毎年様々な学校や青年のボランティアの活動を聞くことができ若い人達が継承していることがわか

日（木）１３：００～１５：００

    参加者 

１４日(火) １４：１０～１５

※長崎新聞の取材有、掲載されました

・家族や周りの人達に積極的に戦争の悲しさなどを伝えていきたいです。

・ピースボランティアと平和学習で話し合うことができ、とても良い経験になりました。同年代

の意見を聞いて、平和についてどう考え、どんな事ができるのかなどを知ることができました。

日頃取り組んでいる平和学習の成果発表などを行い、平和への取り組みを発

展させる機会として、平成１８年度から長崎市が実施しています。

■被爆の実相とピースボランティア活動の紹介

目の見えにくい生徒さんにもわかるよう場面を詳しく述べた

り、音で核兵器の数を表したりの工夫を行いました。

の事前訪問で当日に話したいテーマを決め、当日平和の考

え方や、若者が行う平和活動について意見交換しました。

盲学校からは愛唱歌「愛のうた」、ピースボランティアからは「千

羽鶴」の各エピソードを説明した後、一緒に歌いました
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盲学校との合同平和学習会
                   （ピースボランティア発

【目的】・盲学校の生徒に、被爆の実相を伝える。 

・青少年ピースボランティアの活動紹介や意見交換を通し、

同世代の若者の活動や考えていることなどを互いに共有

   

名の生徒、教員、保護者の方が集まり、片

校からの発表がありました。

■ピースボランティアは司会担当のほか、紙芝居「ふりそでの少女」

こども平和会議に際し作成した

」とその作成過程を紹介しました。 

・勉強になりました。ピースボランティアの意見交換の内容を詳しく知りたいと思いました。

いでいくことはとても大切だと思いました。長崎で生まれ育

は戦争の恐ろしさやむごさを伝えていかなければならないと思いました。

・毎年様々な学校や青年のボランティアの活動を聞くことができ若い人達が継承していることがわか

１３：００～１５：００

参加者 ７名 

１４：１０～１５

※長崎新聞の取材有、掲載されました

・家族や周りの人達に積極的に戦争の悲しさなどを伝えていきたいです。

・ピースボランティアと平和学習で話し合うことができ、とても良い経験になりました。同年代

の意見を聞いて、平和についてどう考え、どんな事ができるのかなどを知ることができました。

日頃取り組んでいる平和学習の成果発表などを行い、平和への取り組みを発

展させる機会として、平成１８年度から長崎市が実施しています。

■被爆の実相とピースボランティア活動の紹介 
目の見えにくい生徒さんにもわかるよう場面を詳しく述べた

り、音で核兵器の数を表したりの工夫を行いました。

の事前訪問で当日に話したいテーマを決め、当日平和の考

え方や、若者が行う平和活動について意見交換しました。

盲学校からは愛唱歌「愛のうた」、ピースボランティアからは「千

羽鶴」の各エピソードを説明した後、一緒に歌いました

盲学校との合同平和学習会
（ピースボランティア発

・青少年ピースボランティアの活動紹介や意見交換を通し、

同世代の若者の活動や考えていることなどを互いに共有

   

名の生徒、教員、保護者の方が集まり、片

校からの発表がありました。 

■ピースボランティアは司会担当のほか、紙芝居「ふりそでの少女」

こども平和会議に際し作成した

・勉強になりました。ピースボランティアの意見交換の内容を詳しく知りたいと思いました。

いでいくことはとても大切だと思いました。長崎で生まれ育

は戦争の恐ろしさやむごさを伝えていかなければならないと思いました。

・毎年様々な学校や青年のボランティアの活動を聞くことができ若い人達が継承していることがわか

１３：００～１５：００

１４：１０～１５:１０ 

※長崎新聞の取材有、掲載されました

・家族や周りの人達に積極的に戦争の悲しさなどを伝えていきたいです。

・ピースボランティアと平和学習で話し合うことができ、とても良い経験になりました。同年代

の意見を聞いて、平和についてどう考え、どんな事ができるのかなどを知ることができました。

日頃取り組んでいる平和学習の成果発表などを行い、平和への取り組みを発

展させる機会として、平成１８年度から長崎市が実施しています。

目の見えにくい生徒さんにもわかるよう場面を詳しく述べた

り、音で核兵器の数を表したりの工夫を行いました。 

の事前訪問で当日に話したいテーマを決め、当日平和の考

え方や、若者が行う平和活動について意見交換しました。 

盲学校からは愛唱歌「愛のうた」、ピースボランティアからは「千

羽鶴」の各エピソードを説明した後、一緒に歌いました。 

盲学校との合同平和学習会
（ピースボランティア発

・青少年ピースボランティアの活動紹介や意見交換を通し、 

同世代の若者の活動や考えていることなどを互いに共有 

   平和学習発表会

名の生徒、教員、保護者の方が集まり、片

■ピースボランティアは司会担当のほか、紙芝居「ふりそでの少女」

こども平和会議に際し作成した

・勉強になりました。ピースボランティアの意見交換の内容を詳しく知りたいと思いました。

いでいくことはとても大切だと思いました。長崎で生まれ育

は戦争の恐ろしさやむごさを伝えていかなければならないと思いました。

・毎年様々な学校や青年のボランティアの活動を聞くことができ若い人達が継承していることがわか

１３：００～１５：００  

 

・家族や周りの人達に積極的に戦争の悲しさなどを伝えていきたいです。 

・ピースボランティアと平和学習で話し合うことができ、とても良い経験になりました。同年代

の意見を聞いて、平和についてどう考え、どんな事ができるのかなどを知ることができました。

日頃取り組んでいる平和学習の成果発表などを行い、平和への取り組みを発

展させる機会として、平成１８年度から長崎市が実施しています。 

目の見えにくい生徒さんにもわかるよう場面を詳しく述べた

の事前訪問で当日に話したいテーマを決め、当日平和の考

盲学校からは愛唱歌「愛のうた」、ピースボランティアからは「千

盲学校との合同平和学習会
（ピースボランティア発 新企画）

和学習発表会

・勉強になりました。ピースボランティアの意見交換の内容を詳しく知りたいと思いました。

いでいくことはとても大切だと思いました。長崎で生まれ育

は戦争の恐ろしさやむごさを伝えていかなければならないと思いました。 

・毎年様々な学校や青年のボランティアの活動を聞くことができ若い人達が継承していることがわか

 

・ピースボランティアと平和学習で話し合うことができ、とても良い経験になりました。同年代

の意見を聞いて、平和についてどう考え、どんな事ができるのかなどを知ることができました。

日頃取り組んでいる平和学習の成果発表などを行い、平和への取り組みを発

盲学校との合同平和学習会
新企画）

和学習発表会

・勉強になりました。ピースボランティアの意見交換の内容を詳しく知りたいと思いました。 

いでいくことはとても大切だと思いました。長崎で生まれ育

・毎年様々な学校や青年のボランティアの活動を聞くことができ若い人達が継承していることがわか

・ピースボランティアと平和学習で話し合うことができ、とても良い経験になりました。同年代

の意見を聞いて、平和についてどう考え、どんな事ができるのかなどを知ることができました。 

日頃取り組んでいる平和学習の成果発表などを行い、平和への取り組みを発

盲学校との合同平和学習会  
新企画） 

和学習発表会   

 

 



 

 

 

 

 

 

【目的】８月

    善点などを共有し、来年のピースフォーラムに活かす
 

■反省と改善策について（実際に出た

 

 

 

 

 

■フォーラム初試みであった

■学習会後に、ココウォーク茂里町のアレッタにて親睦会を開催

 

 

 

 

 

 

 

【目的】ピ

施設を巡り、被爆の実相について多角的にとらえられるよう

になる
 

 ■調来助氏の手記を読む

遺構巡り出発前に、

氏の

うな状況であったかを具体的に想像しました。

  ■穴弘法寺にて、僧侶の方から当時の様子を聴講

      金毘羅山中腹からは

比較を行いました。

したお地蔵さんなどについて

 ■意見交換の練習

   今後のピースボランティア活動で行う継承方法を如何にするかを

テーマに

子作成や、ピー

などの意見が出ました。終了後は

っかり担えたかなどの評価も行いました。

日 時 

場 所 

・A コース

紙芝居の内容が小学生低学年には難しく、

学年に合わせた紙芝居が今後必要では。

・B コース
ペアとの練習不足を少しでも解消のために

は、連絡を取り合い、情報を共有する。

９月
日 時

場 所

参加者７名

８月８日・９日に開催された青少年ピースフォーラムの改

善点などを共有し、来年のピースフォーラムに活かす

■反省と改善策について（実際に出た

フォーラム初試みであった

■学習会後に、ココウォーク茂里町のアレッタにて親睦会を開催

【目的】ピースフォーラムまでに巡った場所以外の被爆遺構や関連

施設を巡り、被爆の実相について多角的にとらえられるよう

になる。 

調来助氏の手記を読む

遺構巡り出発前に、

氏の 8月 9日の手記を読み、

うな状況であったかを具体的に想像しました。

■穴弘法寺にて、僧侶の方から当時の様子を聴講

金毘羅山中腹からは

比較を行いました。

したお地蔵さんなどについて

■意見交換の練習 

後のピースボランティア活動で行う継承方法を如何にするかを

マに意見交換を行いました。まずは基本的な

子作成や、ピースボランティア

どの意見が出ました。終了後は

っかり担えたかなどの評価も行いました。

 平成２７年８月２９

 平和学習室

コース 

紙芝居の内容が小学生低学年には難しく、

学年に合わせた紙芝居が今後必要では。

コース 
ペアとの練習不足を少しでも解消のために

は、連絡を取り合い、情報を共有する。

９月 
時 平成２７年９月２６日（土）

所 平和学習室及び、穴弘法寺ほか

参加者７名     

８日・９日に開催された青少年ピースフォーラムの改

善点などを共有し、来年のピースフォーラムに活かす

■反省と改善策について（実際に出た

フォーラム初試みであった A コースのこじんまりフィールドワークを体験

■学習会後に、ココウォーク茂里町のアレッタにて親睦会を開催

 

ースフォーラムまでに巡った場所以外の被爆遺構や関連

施設を巡り、被爆の実相について多角的にとらえられるよう

調来助氏の手記を読む 

遺構巡り出発前に、原爆当時長崎医科大学での教授あった調来助

の手記を読み、

うな状況であったかを具体的に想像しました。

■穴弘法寺にて、僧侶の方から当時の様子を聴講

金毘羅山中腹からは「復興」した長崎の街を見、

比較を行いました。僧侶の縄田さんからは、原爆当日

したお地蔵さんなどについて

 

後のピースボランティア活動で行う継承方法を如何にするかを

意見交換を行いました。まずは基本的な

スボランティア

どの意見が出ました。終了後は

っかり担えたかなどの評価も行いました。

２７年８月２９日（

平和学習室      

紙芝居の内容が小学生低学年には難しく、

学年に合わせた紙芝居が今後必要では。

ペアとの練習不足を少しでも解消のために

は、連絡を取り合い、情報を共有する。

平成２７年９月２６日（土）

平和学習室及び、穴弘法寺ほか

     ※NHK 長崎の取材有、当日放映されました。

 ピースフォーラム振り返り

８日・９日に開催された青少年ピースフォーラムの改

善点などを共有し、来年のピースフォーラムに活かす

■反省と改善策について（実際に出た主な意見）

コースのこじんまりフィールドワークを体験

■学習会後に、ココウォーク茂里町のアレッタにて親睦会を開催

 被爆遺構

ースフォーラムまでに巡った場所以外の被爆遺構や関連

施設を巡り、被爆の実相について多角的にとらえられるよう

原爆当時長崎医科大学での教授あった調来助

の手記を読み、これから巡る場所が、かつてどのよ

うな状況であったかを具体的に想像しました。

■穴弘法寺にて、僧侶の方から当時の様子を聴講

「復興」した長崎の街を見、

僧侶の縄田さんからは、原爆当日

したお地蔵さんなどについて説明を受けました。

後のピースボランティア活動で行う継承方法を如何にするかを

意見交換を行いました。まずは基本的な

スボランティアの認知度をアップする

どの意見が出ました。終了後は全員が意見を言えたか、各役割をし

っかり担えたかなどの評価も行いました。

日（土）１０

      参加者 

紙芝居の内容が小学生低学年には難しく、

学年に合わせた紙芝居が今後必要では。 

ペアとの練習不足を少しでも解消のために

は、連絡を取り合い、情報を共有する。 

平成２７年９月２６日（土）１

平和学習室及び、穴弘法寺ほか

長崎の取材有、当日放映されました。
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ピースフォーラム振り返り

８日・９日に開催された青少年ピースフォーラムの改

善点などを共有し、来年のピースフォーラムに活かす

意見） 

コースのこじんまりフィールドワークを体験

■学習会後に、ココウォーク茂里町のアレッタにて親睦会を開催

被爆遺構

ースフォーラムまでに巡った場所以外の被爆遺構や関連

施設を巡り、被爆の実相について多角的にとらえられるよう

原爆当時長崎医科大学での教授あった調来助

これから巡る場所が、かつてどのよ

うな状況であったかを具体的に想像しました。 

■穴弘法寺にて、僧侶の方から当時の様子を聴講 

「復興」した長崎の街を見、

僧侶の縄田さんからは、原爆当日

説明を受けました。 

後のピースボランティア活動で行う継承方法を如何にするかを

意見交換を行いました。まずは基本的な事項

をアップする

全員が意見を言えたか、各役割をし

っかり担えたかなどの評価も行いました。 

１０:００～１１：３０

 １６名 

紙芝居の内容が小学生低学年には難しく、

 

ペアとの練習不足を少しでも解消のために

 

・交流会
  

・その他
  

１４：００～１６：４５

平和学習室及び、穴弘法寺ほか  

長崎の取材有、当日放映されました。

ピースフォーラム振り返り

８日・９日に開催された青少年ピースフォーラムの改

善点などを共有し、来年のピースフォーラムに活かす 

コースのこじんまりフィールドワークを体験

■学習会後に、ココウォーク茂里町のアレッタにて親睦会を開催 

被爆遺構巡り 

ースフォーラムまでに巡った場所以外の被爆遺構や関連

施設を巡り、被爆の実相について多角的にとらえられるよう

原爆当時長崎医科大学での教授あった調来助

これから巡る場所が、かつてどのよ

「復興」した長崎の街を見、被爆後の長崎と

僧侶の縄田さんからは、原爆当日の話や、被爆

 

後のピースボランティア活動で行う継承方法を如何にするかを

事項のみを載せた冊

をアップする動画を作成する

全員が意見を言えたか、各役割をし

００～１１：３０  

・交流会 
  出し物を行うのであれば、事前に作成してく

れている分、皆見るべきではないか。

・その他 
  誘導の人員配置に過不足があったため、実績

をもとにした改善策を講じる。

４：００～１６：４５

長崎の取材有、当日放映されました。

ピースフォーラム振り返り

８日・９日に開催された青少年ピースフォーラムの改 

コースのこじんまりフィールドワークを体験

 

 ～穴弘法寺へ～

ースフォーラムまでに巡った場所以外の被爆遺構や関連 

施設を巡り、被爆の実相について多角的にとらえられるよう 

原爆当時長崎医科大学での教授あった調来助 

これから巡る場所が、かつてどのよ 

被爆後の長崎と 

話や、被爆 

後のピースボランティア活動で行う継承方法を如何にするかを 

のみを載せた冊 

動画を作成する 

全員が意見を言えたか、各役割をし 

  

出し物を行うのであれば、事前に作成してく

れている分、皆見るべきではないか。

誘導の人員配置に過不足があったため、実績

をもとにした改善策を講じる。

４：００～１６：４５  

長崎の取材有、当日放映されました。 

ピースフォーラム振り返り

コースのこじんまりフィールドワークを体験 

～穴弘法寺へ～

出し物を行うのであれば、事前に作成してく

れている分、皆見るべきではないか。

誘導の人員配置に過不足があったため、実績

をもとにした改善策を講じる。 

ピースフォーラム振り返り

～穴弘法寺へ～

出し物を行うのであれば、事前に作成してく

れている分、皆見るべきではないか。 

誘導の人員配置に過不足があったため、実績

ピースフォーラム振り返り 

～穴弘法寺へ～ 

 

出し物を行うのであれば、事前に作成してく

誘導の人員配置に過不足があったため、実績



10

 

 

 

 

 

【目的】 

今年長崎で開催された

絶長崎連絡協議会（

座に、質疑者及び聴講者として参加し、核兵器廃絶に向けた運動

を多角的に知る。

 

 ■市民講座

講師の小沼通二（こぬまみちじ）氏による本会議の歴史や成果に

ついての解説

レクナサポーター

■意見交換の練習

   パグウォッシュ会議会

  紛争を解決するには」をテーマに

  対話す

まずは各国の中で、戦争などをなくしたいと考える人々を国連の平

和大使のように選出し、協議し、それらを国に持ち帰って行動して

もらうという意見が出ました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 

場 所 

参加者１３名

☆ピースボランティアから講師の方へ直接質疑応答！！

Ｑ．科学者の中でも価値観の違いはありますか

Ａ．もちろん

するのがパグウォッシュ

会議やワークショップも

Ｑ．核兵器の被害を被った長崎市民、また九州人としてどう行動すべきでしょうか

Ａ．(原発問題

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく

Ｑ．軍事産業に関わる人の倫理観を変えるには

Ａ．自分から周りの人一人一人に、核兵器などの使用でこ

伝えてい

10月  核兵器廃絶市民講座

 

今年長崎で開催された

絶長崎連絡協議会（

座に、質疑者及び聴講者として参加し、核兵器廃絶に向けた運動

を多角的に知る。 

市民講座 

講師の小沼通二（こぬまみちじ）氏による本会議の歴史や成果に

ついての解説があった後、

レクナサポーター

■意見交換の練習 

パグウォッシュ会議会

紛争を解決するには」をテーマに

対話する場がない、国益があるからなど

まずは各国の中で、戦争などをなくしたいと考える人々を国連の平

和大使のように選出し、協議し、それらを国に持ち帰って行動して

もらうという意見が出ました。

 平成２７年１０月１７日（土）１３：３０～

 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、平和学習室

参加者１３名 

☆ピースボランティアから講師の方へ直接質疑応答！！

Ｑ．科学者の中でも価値観の違いはありますか

Ａ．もちろん違いはある

するのがパグウォッシュ

会議やワークショップも

Ｑ．核兵器の被害を被った長崎市民、また九州人としてどう行動すべきでしょうか

原発問題も含めて

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく

Ｑ．軍事産業に関わる人の倫理観を変えるには

Ａ．自分から周りの人一人一人に、核兵器などの使用でこ

伝えていく事。消極的に思われるかもしれないが、一歩一歩やっていくしかありません

月 核兵器廃絶市民講座
第

 

今年長崎で開催されたパグウォッシュ会議に関連し、核兵器廃

絶長崎連絡協議会（PCU‐NC）主催で開催される核兵器廃絶市民講

座に、質疑者及び聴講者として参加し、核兵器廃絶に向けた運動

 

講師の小沼通二（こぬまみちじ）氏による本会議の歴史や成果に

があった後、講師と青少年ピースボランティア

レクナサポーター3名登壇し質疑応答などを行いました。

 

パグウォッシュ会議会理念でもある

紛争を解決するには」をテーマに

る場がない、国益があるからなど

まずは各国の中で、戦争などをなくしたいと考える人々を国連の平

和大使のように選出し、協議し、それらを国に持ち帰って行動して

もらうという意見が出ました。

平成２７年１０月１７日（土）１３：３０～

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、平和学習室

☆ピースボランティアから講師の方へ直接質疑応答！！

Ｑ．科学者の中でも価値観の違いはありますか

はあるが、それを前提としたうえで、プラスの方で手を結ぼうと

するのがパグウォッシュ会議の理念でも

会議やワークショップも行ってい

Ｑ．核兵器の被害を被った長崎市民、また九州人としてどう行動すべきでしょうか

も含めて)経験した人が語り継ぐ事が大事。

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく

Ｑ．軍事産業に関わる人の倫理観を変えるには

Ａ．自分から周りの人一人一人に、核兵器などの使用でこ

く事。消極的に思われるかもしれないが、一歩一歩やっていくしかありません

核兵器廃絶市民講座
第 4 回「パグウォッシュ会議長崎

 

パグウォッシュ会議に関連し、核兵器廃

）主催で開催される核兵器廃絶市民講

座に、質疑者及び聴講者として参加し、核兵器廃絶に向けた運動

講師の小沼通二（こぬまみちじ）氏による本会議の歴史や成果に

講師と青少年ピースボランティア

壇し質疑応答などを行いました。

理念でもある「対話で核兵器廃絶や戦争・

紛争を解決するには」をテーマに段階を踏んで

る場がない、国益があるからなど対話を阻む理由を考えた後、

まずは各国の中で、戦争などをなくしたいと考える人々を国連の平

和大使のように選出し、協議し、それらを国に持ち帰って行動して

もらうという意見が出ました。 

平成２７年１０月１７日（土）１３：３０～

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、平和学習室

☆ピースボランティアから講師の方へ直接質疑応答！！

Ｑ．科学者の中でも価値観の違いはありますか

が、それを前提としたうえで、プラスの方で手を結ぼうと

会議の理念でもあります

行っています。 

Ｑ．核兵器の被害を被った長崎市民、また九州人としてどう行動すべきでしょうか

経験した人が語り継ぐ事が大事。

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく

Ｑ．軍事産業に関わる人の倫理観を変えるには

Ａ．自分から周りの人一人一人に、核兵器などの使用でこ

く事。消極的に思われるかもしれないが、一歩一歩やっていくしかありません

- 8 - 

核兵器廃絶市民講座
「パグウォッシュ会議長崎

パグウォッシュ会議に関連し、核兵器廃

）主催で開催される核兵器廃絶市民講

座に、質疑者及び聴講者として参加し、核兵器廃絶に向けた運動

講師の小沼通二（こぬまみちじ）氏による本会議の歴史や成果に

講師と青少年ピースボランティア

壇し質疑応答などを行いました。

「対話で核兵器廃絶や戦争・

段階を踏んで、話し合いました。

対話を阻む理由を考えた後、

まずは各国の中で、戦争などをなくしたいと考える人々を国連の平

和大使のように選出し、協議し、それらを国に持ち帰って行動して

平成２７年１０月１７日（土）１３：３０～

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、平和学習室

☆ピースボランティアから講師の方へ直接質疑応答！！

Ｑ．科学者の中でも価値観の違いはありますか 

が、それを前提としたうえで、プラスの方で手を結ぼうと

あります。また、地域同士での小さい

 

Ｑ．核兵器の被害を被った長崎市民、また九州人としてどう行動すべきでしょうか

経験した人が語り継ぐ事が大事。

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく

Ｑ．軍事産業に関わる人の倫理観を変えるには 

Ａ．自分から周りの人一人一人に、核兵器などの使用でこ

く事。消極的に思われるかもしれないが、一歩一歩やっていくしかありません

核兵器廃絶市民講座への参加と聴講
「パグウォッシュ会議長崎

パグウォッシュ会議に関連し、核兵器廃

）主催で開催される核兵器廃絶市民講

座に、質疑者及び聴講者として参加し、核兵器廃絶に向けた運動

講師の小沼通二（こぬまみちじ）氏による本会議の歴史や成果に

講師と青少年ピースボランティア 4名、

壇し質疑応答などを行いました。（下記掲載

「対話で核兵器廃絶や戦争・

、話し合いました。

対話を阻む理由を考えた後、

まずは各国の中で、戦争などをなくしたいと考える人々を国連の平

和大使のように選出し、協議し、それらを国に持ち帰って行動して

平成２７年１０月１７日（土）１３：３０～１１：２０

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館、平和学習室 

☆ピースボランティアから講師の方へ直接質疑応答！！ 

が、それを前提としたうえで、プラスの方で手を結ぼうと

また、地域同士での小さい

Ｑ．核兵器の被害を被った長崎市民、また九州人としてどう行動すべきでしょうか

経験した人が語り継ぐ事が大事。全国の人と原爆に対する意識に温度差は当然あ

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく

Ａ．自分から周りの人一人一人に、核兵器などの使用でこのようなことが起こる

く事。消極的に思われるかもしれないが、一歩一歩やっていくしかありません

への参加と聴講
「パグウォッシュ会議長崎大会を控えて－若者と語る」

パグウォッシュ会議に関連し、核兵器廃 

）主催で開催される核兵器廃絶市民講 

座に、質疑者及び聴講者として参加し、核兵器廃絶に向けた運動 

講師の小沼通二（こぬまみちじ）氏による本会議の歴史や成果に 

名、 

下記掲載） 

「対話で核兵器廃絶や戦争・ 

、話し合いました。 

対話を阻む理由を考えた後、 

まずは各国の中で、戦争などをなくしたいと考える人々を国連の平 

和大使のように選出し、協議し、それらを国に持ち帰って行動して 

：２０ 

が、それを前提としたうえで、プラスの方で手を結ぼうと

また、地域同士での小さい

Ｑ．核兵器の被害を被った長崎市民、また九州人としてどう行動すべきでしょうか

全国の人と原爆に対する意識に温度差は当然あ

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく

ことが起こる

く事。消極的に思われるかもしれないが、一歩一歩やっていくしかありません

■パグウォッシュ会議とは

 

かけをきっかけに、科学者

が核兵器廃絶を目指して行

われる会議。これまでの成

果が評価され、

ーベル賞を受賞。

月

れました。

への参加と聴講
大会を控えて－若者と語る」

が、それを前提としたうえで、プラスの方で手を結ぼうと 

また、地域同士での小さい 

Ｑ．核兵器の被害を被った長崎市民、また九州人としてどう行動すべきでしょうか 

全国の人と原爆に対する意識に温度差は当然あ

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく

ことが起こるのだと、機会あるごとに

く事。消極的に思われるかもしれないが、一歩一歩やっていくしかありません

■パグウォッシュ会議とは

 アインシュタインの呼び

かけをきっかけに、科学者

が核兵器廃絶を目指して行

われる会議。これまでの成

果が評価され、

ーベル賞を受賞。

月1～5日に長崎大会が行わ

れました。 

への参加と聴講
大会を控えて－若者と語る」

全国の人と原爆に対する意識に温度差は当然あ

りますが、探ると自分たちにも関わりがあり、長崎だけの話でないことを丁寧に話していく。 

と、機会あるごとに

く事。消極的に思われるかもしれないが、一歩一歩やっていくしかありません。 

■パグウォッシュ会議とは

アインシュタインの呼び

かけをきっかけに、科学者

が核兵器廃絶を目指して行

われる会議。これまでの成

果が評価され、1995 年にノ

ーベル賞を受賞。2015 年

日に長崎大会が行わ

への参加と聴講 
大会を控えて－若者と語る」 

全国の人と原爆に対する意識に温度差は当然あ

と、機会あるごとに

■パグウォッシュ会議とは 

アインシュタインの呼び

かけをきっかけに、科学者

が核兵器廃絶を目指して行

われる会議。これまでの成

年にノ

年 11

日に長崎大会が行わ



■各自帰国

にしてもらうための内容

を書き出していきました。

First

 

 

 

 

 

 

 

■平和公園の平和祈念像前に集まった約

寄りまでの参加者は、国道コースと天主堂コースに分かれ、原爆落

下中心地まで行進しました。

 

 

 

 

■風船へメッセージくくりと配布

   被爆

平和のメッセージ入りの短冊をくくりつけ、参加した子どもたちへ配

布しました。

■ゼッケン、飲み物の配布

■世界平和祈念

  市民大行進の後に開催されたこの表彰式では、受付や写真撮影など

を行いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 

場 所 

参加者 

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

平和について考え、軍縮を進めるための期間です。

この期間中、長崎市では

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。

各自帰国後も使える冊子

にしてもらうための内容

を書き出していきました。

First Step

平和公園の平和祈念像前に集まった約

寄りまでの参加者は、国道コースと天主堂コースに分かれ、原爆落

下中心地まで行進しました。

■風船へメッセージくくりと配布

被爆 70 周年を記念して開催されたバルーンリリース用の風船に、

平和のメッセージ入りの短冊をくくりつけ、参加した子どもたちへ配

布しました。 

ゼッケン、飲み物の配布

■世界平和祈念ポスター・標語展表彰式のボランティア

市民大行進の後に開催されたこの表彰式では、受付や写真撮影など

を行いました。 

 平成２７年１０月２４日（土）

 平和公園・原爆落下中心地

 ２３名 

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

平和について考え、軍縮を進めるための期間です。

この期間中、長崎市では

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。

使える冊子

にしてもらうための内容

を書き出していきました。

Step  

平和公園の平和祈念像前に集まった約

寄りまでの参加者は、国道コースと天主堂コースに分かれ、原爆落

下中心地まで行進しました。

■風船へメッセージくくりと配布

周年を記念して開催されたバルーンリリース用の風船に、

平和のメッセージ入りの短冊をくくりつけ、参加した子どもたちへ配

ゼッケン、飲み物の配布 

ポスター・標語展表彰式のボランティア

市民大行進の後に開催されたこの表彰式では、受付や写真撮影など

平成２７年１０月２４日（土）

平和公園・原爆落下中心地

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

平和について考え、軍縮を進めるための期間です。

この期間中、長崎市では

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。

  

た世界各国のこどもたちへ贈られた平和発信用冊子。青少年ピースボ

ランティアと長崎大学のレクナサポーターが共同で約半年をかけ、制

作しました。

を書き出していきました。 

Second

■被爆の実相、核兵器の現状、

未来に向かっての

かれ頁作成を進めました。

市民大行進のボランティア

平和公園の平和祈念像前に集まった約 3,000

寄りまでの参加者は、国道コースと天主堂コースに分かれ、原爆落

下中心地まで行進しました。 

■風船へメッセージくくりと配布 

周年を記念して開催されたバルーンリリース用の風船に、

平和のメッセージ入りの短冊をくくりつけ、参加した子どもたちへ配

ポスター・標語展表彰式のボランティア

市民大行進の後に開催されたこの表彰式では、受付や写真撮影など

平成２７年１０月２４日（土） 

平和公園・原爆落下中心地 他 

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

平和について考え、軍縮を進めるための期間です。

市民の自主的な参加のもとに、原爆で犠牲になられた方を追

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。

2015 年 8 月

た世界各国のこどもたちへ贈られた平和発信用冊子。青少年ピースボ

ランティアと長崎大学のレクナサポーターが共同で約半年をかけ、制

作しました。

Second Step

■被爆の実相、核兵器の現状、

未来に向かっての 3 班に分

かれ頁作成を進めました。

★原爆資料館ホームページにてダウンロードも可能です★
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原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念

市民大行進のボランティア

3,000 人のこどもからお年

寄りまでの参加者は、国道コースと天主堂コースに分かれ、原爆落

周年を記念して開催されたバルーンリリース用の風船に、

平和のメッセージ入りの短冊をくくりつけ、参加した子どもたちへ配

ポスター・標語展表彰式のボランティア

市民大行進の後に開催されたこの表彰式では、受付や写真撮影など

 ８：３０～１２：００

 

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

平和について考え、軍縮を進めるための期間です。 

市民の自主的な参加のもとに、原爆で犠牲になられた方を追

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。

月 5～6 日に開催された「世界こども平和会議」に参加し

た世界各国のこどもたちへ贈られた平和発信用冊子。青少年ピースボ

ランティアと長崎大学のレクナサポーターが共同で約半年をかけ、制

作しました。 

Step  

■被爆の実相、核兵器の現状、

班に分

かれ頁作成を進めました。 

■冊子のデザイン校正を

Third

★原爆資料館ホームページにてダウンロードも可能です★

原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念

市民大行進のボランティア

人のこどもからお年

寄りまでの参加者は、国道コースと天主堂コースに分かれ、原爆落

周年を記念して開催されたバルーンリリース用の風船に、

平和のメッセージ入りの短冊をくくりつけ、参加した子どもたちへ配

ポスター・標語展表彰式のボランティア 

市民大行進の後に開催されたこの表彰式では、受付や写真撮影など

８：３０～１２：００

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

 

市民の自主的な参加のもとに、原爆で犠牲になられた方を追

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。

日に開催された「世界こども平和会議」に参加し

た世界各国のこどもたちへ贈られた平和発信用冊子。青少年ピースボ

ランティアと長崎大学のレクナサポーターが共同で約半年をかけ、制

■冊子のデザイン校正を

行い、翻訳を依頼しま

した。 

Third Step

★原爆資料館ホームページにてダウンロードも可能です★

原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念

市民大行進のボランティア

人のこどもからお年 

寄りまでの参加者は、国道コースと天主堂コースに分かれ、原爆落 

周年を記念して開催されたバルーンリリース用の風船に、 

平和のメッセージ入りの短冊をくくりつけ、参加した子どもたちへ配 

市民大行進の後に開催されたこの表彰式では、受付や写真撮影など 

８：３０～１２：００ 

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

市民の自主的な参加のもとに、原爆で犠牲になられた方を追

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。

日に開催された「世界こども平和会議」に参加し

た世界各国のこどもたちへ贈られた平和発信用冊子。青少年ピースボ

ランティアと長崎大学のレクナサポーターが共同で約半年をかけ、制

■冊子のデザイン校正を

行い、翻訳を依頼しま

Step  
★原爆資料館ホームページにてダウンロードも可能です★

原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念

市民大行進のボランティア

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

市民の自主的な参加のもとに、原爆で犠牲になられた方を追

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。

日に開催された「世界こども平和会議」に参加し

た世界各国のこどもたちへ贈られた平和発信用冊子。青少年ピースボ

ランティアと長崎大学のレクナサポーターが共同で約半年をかけ、制

  ついに完成

★原爆資料館ホームページにてダウンロードも可能です★

原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念

市民大行進のボランティア

国連が創設された１０月２４日からの一週間「国連軍縮週間」は、世界の人々が改めて戦争や

市民の自主的な参加のもとに、原爆で犠牲になられた方を追

悼し、世界に強く平和を訴えます。この市民大行進は、昭和４７年から実施しています。 

日に開催された「世界こども平和会議」に参加し

た世界各国のこどもたちへ贈られた平和発信用冊子。青少年ピースボ

ランティアと長崎大学のレクナサポーターが共同で約半年をかけ、制

ついに完成!!

★原爆資料館ホームページにてダウンロードも可能です★ 

原爆犠牲者慰霊・世界平和祈念 

市民大行進のボランティア 

日に開催された「世界こども平和会議」に参加し

た世界各国のこどもたちへ贈られた平和発信用冊子。青少年ピースボ

ランティアと長崎大学のレクナサポーターが共同で約半年をかけ、制

!!  
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・親子で読み聞かせ

 

・商業複合施設でワークショップ

・遠隔地とのスカイプ交流

 

                   

 

 

 

 

 

 

【目的】 

・紙芝居等作品を通して、対象者に応じて分かりやすく伝える

 言葉遣いや工夫を学ぶ。

・平和活動の先輩でもあるピースバトン・ナガサキ

 知ることにより、ピースボランティアの今後の活動に活かす。

 

■ピースバトン

   調仁美氏より

りました。その後、明るいタッチで描くことで子どもたちが学びや

すくしたことなど、紙芝居に込めた思いも同時にお聴きしました。

  

■講師質疑応答

   「若者にできる平和活動とは何か」との質問

だけで大人が行うよりも有効的な場合があり、活動時期にホットな

話題を取りあげた内容でいいのではという回答を頂きました。

も積極的な質問がありました。

  

■伝達手段を考えるグループワーク

   ピースボランティア側も対象者に合った伝達手段を考えた企画を

考えました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月

日 時 

場 所 

参加者 

講 師 

・親子で読み聞かせ

紙芝居や漫画を使い、親も巻き込んだ学習を行い、

 らも話し合

・商業複合施設でワークショップ

休日で訪れた際に

や作品の設置などを行う。

・遠隔地とのスカイプ交流

ピースフォーラム以外でも、交流の場を設け相互の情報交換

 
                   

 

紙芝居等作品を通して、対象者に応じて分かりやすく伝える

言葉遣いや工夫を学ぶ。

平和活動の先輩でもあるピースバトン・ナガサキ

知ることにより、ピースボランティアの今後の活動に活かす。

ピースバトン・ナガサキによる実演を交えた

調仁美氏より、

りました。その後、明るいタッチで描くことで子どもたちが学びや

すくしたことなど、紙芝居に込めた思いも同時にお聴きしました。

質疑応答 

「若者にできる平和活動とは何か」との質問

だけで大人が行うよりも有効的な場合があり、活動時期にホットな

話題を取りあげた内容でいいのではという回答を頂きました。

も積極的な質問がありました。

伝達手段を考えるグループワーク

ピースボランティア側も対象者に合った伝達手段を考えた企画を

考えました。3班に分かれて考えた結果は、次のとおり。

月 

 平成２７年１１月１４日（土）１４：００～１６：００

 平和学習室

 １０名 

 ピースバトン・ナガサキ

・親子で読み聞かせ 

紙芝居や漫画を使い、親も巻き込んだ学習を行い、

らも話し合う機会としてもらう。

・商業複合施設でワークショップ

休日で訪れた際に気軽に参加

の設置などを行う。

・遠隔地とのスカイプ交流

フォーラム以外でも、交流の場を設け相互の情報交換

 ピースバトン・ナガサキとの交流
                   

紙芝居等作品を通して、対象者に応じて分かりやすく伝える

言葉遣いや工夫を学ぶ。 

平和活動の先輩でもあるピースバトン・ナガサキ

知ることにより、ピースボランティアの今後の活動に活かす。

・ナガサキによる実演を交えた

、本団体が制作した紙芝居「嘉代子桜」の実演があ

りました。その後、明るいタッチで描くことで子どもたちが学びや

すくしたことなど、紙芝居に込めた思いも同時にお聴きしました。

「若者にできる平和活動とは何か」との質問

だけで大人が行うよりも有効的な場合があり、活動時期にホットな

話題を取りあげた内容でいいのではという回答を頂きました。

も積極的な質問がありました。

伝達手段を考えるグループワーク

ピースボランティア側も対象者に合った伝達手段を考えた企画を

班に分かれて考えた結果は、次のとおり。

平成２７年１１月１４日（土）１４：００～１６：００

平和学習室 

ピースバトン・ナガサキ

紙芝居や漫画を使い、親も巻き込んだ学習を行い、

う機会としてもらう。

・商業複合施設でワークショップ 

気軽に参加してもらい

の設置などを行う。 

・遠隔地とのスカイプ交流 

フォーラム以外でも、交流の場を設け相互の情報交換

ピースバトン・ナガサキとの交流
                    

紙芝居等作品を通して、対象者に応じて分かりやすく伝える

 

平和活動の先輩でもあるピースバトン・ナガサキ

知ることにより、ピースボランティアの今後の活動に活かす。

・ナガサキによる実演を交えた

本団体が制作した紙芝居「嘉代子桜」の実演があ

りました。その後、明るいタッチで描くことで子どもたちが学びや

すくしたことなど、紙芝居に込めた思いも同時にお聴きしました。

「若者にできる平和活動とは何か」との質問

だけで大人が行うよりも有効的な場合があり、活動時期にホットな

話題を取りあげた内容でいいのではという回答を頂きました。

も積極的な質問がありました。 

伝達手段を考えるグループワーク 

ピースボランティア側も対象者に合った伝達手段を考えた企画を

班に分かれて考えた結果は、次のとおり。

平成２７年１１月１４日（土）１４：００～１６：００

ピースバトン・ナガサキ 調仁美代表、松田斉副代表

紙芝居や漫画を使い、親も巻き込んだ学習を行い、

う機会としてもらう。 

 

してもらい、

フォーラム以外でも、交流の場を設け相互の情報交換
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ピースバトン・ナガサキとの交流
                      

紙芝居等作品を通して、対象者に応じて分かりやすく伝える

平和活動の先輩でもあるピースバトン・ナガサキ

知ることにより、ピースボランティアの今後の活動に活かす。

・ナガサキによる実演を交えた活動紹介

本団体が制作した紙芝居「嘉代子桜」の実演があ

りました。その後、明るいタッチで描くことで子どもたちが学びや

すくしたことなど、紙芝居に込めた思いも同時にお聴きしました。

「若者にできる平和活動とは何か」との質問に、若者が活動する

だけで大人が行うよりも有効的な場合があり、活動時期にホットな

話題を取りあげた内容でいいのではという回答を頂きました。

ピースボランティア側も対象者に合った伝達手段を考えた企画を

班に分かれて考えた結果は、次のとおり。

平成２７年１１月１４日（土）１４：００～１６：００

調仁美代表、松田斉副代表

紙芝居や漫画を使い、親も巻き込んだ学習を行い、

、原爆に関する知識紹介

フォーラム以外でも、交流の場を設け相互の情報交換

ピースバトン・ナガサキとの交流
  先輩に色々聞いてみよう

紙芝居等作品を通して、対象者に応じて分かりやすく伝える

平和活動の先輩でもあるピースバトン・ナガサキ継承活動を

知ることにより、ピースボランティアの今後の活動に活かす。

活動紹介 

本団体が制作した紙芝居「嘉代子桜」の実演があ

りました。その後、明るいタッチで描くことで子どもたちが学びや

すくしたことなど、紙芝居に込めた思いも同時にお聴きしました。

に、若者が活動する

だけで大人が行うよりも有効的な場合があり、活動時期にホットな

話題を取りあげた内容でいいのではという回答を頂きました。他に

ピースボランティア側も対象者に合った伝達手段を考えた企画を

班に分かれて考えた結果は、次のとおり。 

平成２７年１１月１４日（土）１４：００～１６：００

調仁美代表、松田斉副代表 

紙芝居や漫画を使い、親も巻き込んだ学習を行い、家に帰ってか

原爆に関する知識紹介

フォーラム以外でも、交流の場を設け相互の情報交換を

ピースバトン・ナガサキとの交流
先輩に色々聞いてみよう

紙芝居等作品を通して、対象者に応じて分かりやすく伝える 

継承活動を 

知ることにより、ピースボランティアの今後の活動に活かす。 

本団体が制作した紙芝居「嘉代子桜」の実演があ 

りました。その後、明るいタッチで描くことで子どもたちが学びや 

すくしたことなど、紙芝居に込めた思いも同時にお聴きしました。 

に、若者が活動する 

だけで大人が行うよりも有効的な場合があり、活動時期にホットな 

他に 

ピースボランティア側も対象者に合った伝達手段を考えた企画を 

平成２７年１１月１４日（土）１４：００～１６：００ 

 

■ピースバトン・ナガサキとは
 平和について楽しく学ぶ学

習を目指した団体。子どもから

大人まで、市民それぞれの対象

に合った紙芝居や朗読などの

出前講座を行っています。

家に帰ってか 

原爆に関する知識紹介 

を行う。

ピースバトン・ナガサキとの交流
先輩に色々聞いてみよう

■ピースバトン・ナガサキとは
平和について楽しく学ぶ学

習を目指した団体。子どもから

大人まで、市民それぞれの対象

に合った紙芝居や朗読などの

出前講座を行っています。

ピースバトン・ナガサキとの交流
先輩に色々聞いてみよう♪

■ピースバトン・ナガサキとは 
平和について楽しく学ぶ学

習を目指した団体。子どもから

大人まで、市民それぞれの対象

に合った紙芝居や朗読などの

出前講座を行っています。 

ピースバトン・ナガサキとの交流 
♪ 

 
平和について楽しく学ぶ学

習を目指した団体。子どもから

大人まで、市民それぞれの対象

に合った紙芝居や朗読などの
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■ピースボランティアの最近の平和発信に向けた活動紹介

  ピースフォーラムや学童クラブとの平和学習で、積極的に発信を

行っていることを発表しました。

■盲学校生徒と

  7 月に新たに行った同年代への平和

アが当時の内容を、

■家族証言活動をされている方々の講話や座談会を聴講

 森田孝子氏による「書」を用いた被爆体験の継承講話と、

沖縄、広島で継承活動を行っている方

し合った座談会を聴講しました。

 

 劇団
 

  

 

 

 

【目的】“伝わる”ガイドや意見交換のために必要な能力（コミュニケー

ション能力

 

■講師による演劇ワークショッププログラム

 ジェスチャーのみで行うしりとりや、椅子に座り誰かを待っている様

子を演じている人が、誰を待っているのか推測するプログラムを行い、

コミュニケーションは「伝わらない」ことを前提に、言葉に限らない情

報の受取り方などを学びました。

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 

場 所 

講 師 

12 月

日 時 平成２７年１２

場 所 長崎原爆資料館ホール

【参加者の感想】

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

うに努力したい。

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

かしい気持ちを捨て伝えたいと思います。

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところ

役立てたいと思います。

 

 被爆

■ピースボランティアの最近の平和発信に向けた活動紹介

ピースフォーラムや学童クラブとの平和学習で、積極的に発信を

行っていることを発表しました。

盲学校生徒との合同平和学習報告

月に新たに行った同年代への平和

当時の内容を、

家族証言活動をされている方々の講話や座談会を聴講

森田孝子氏による「書」を用いた被爆体験の継承講話と、

沖縄、広島で継承活動を行っている方

し合った座談会を聴講しました。

劇団フーズカンパニーによる

“伝わる”ガイドや意見交換のために必要な能力（コミュニケー

ション能力など）を身に付け、今後の平和発信に

講師による演劇ワークショッププログラム

ジェスチャーのみで行うしりとりや、椅子に座り誰かを待っている様

子を演じている人が、誰を待っているのか推測するプログラムを行い、

コミュニケーションは「伝わらない」ことを前提に、言葉に限らない情

報の受取り方などを学びました。

 平成２７年１２

 長崎原爆資料館

 劇団 F’s（フーズ）カンパニー

福田修志

月 

平成２７年１２

長崎原爆資料館ホール

【参加者の感想】 

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

うに努力したい。 

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

かしい気持ちを捨て伝えたいと思います。

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところ

役立てたいと思います。

被爆 70

■ピースボランティアの最近の平和発信に向けた活動紹介

ピースフォーラムや学童クラブとの平和学習で、積極的に発信を

行っていることを発表しました。

合同平和学習報告

月に新たに行った同年代への平和

当時の内容を、盲学校生徒さんが

家族証言活動をされている方々の講話や座談会を聴講

森田孝子氏による「書」を用いた被爆体験の継承講話と、

沖縄、広島で継承活動を行っている方

し合った座談会を聴講しました。

フーズカンパニーによる

“伝わる”ガイドや意見交換のために必要な能力（コミュニケー

など）を身に付け、今後の平和発信に

講師による演劇ワークショッププログラム

ジェスチャーのみで行うしりとりや、椅子に座り誰かを待っている様

子を演じている人が、誰を待っているのか推測するプログラムを行い、

コミュニケーションは「伝わらない」ことを前提に、言葉に限らない情

報の受取り方などを学びました。

平成２７年１２月２３

長崎原爆資料館 会議室

（フーズ）カンパニー

福田修志代表、アシスタントの方

※長崎新聞、読売新聞、

平成２７年１２月２０（

長崎原爆資料館ホール   

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

 

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

かしい気持ちを捨て伝えたいと思います。

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところ

役立てたいと思います。 

 語り継ぐ家族の被爆体験（

70 周年記念

■ピースボランティアの最近の平和発信に向けた活動紹介

ピースフォーラムや学童クラブとの平和学習で、積極的に発信を

行っていることを発表しました。 

合同平和学習報告と、「愛のうた」歌唱

月に新たに行った同年代への平和発信として、

盲学校生徒さんが感想を述べました。

家族証言活動をされている方々の講話や座談会を聴講

森田孝子氏による「書」を用いた被爆体験の継承講話と、

沖縄、広島で継承活動を行っている方たちによる

し合った座談会を聴講しました。 

フーズカンパニーによる

“伝わる”ガイドや意見交換のために必要な能力（コミュニケー

など）を身に付け、今後の平和発信に

講師による演劇ワークショッププログラム

ジェスチャーのみで行うしりとりや、椅子に座り誰かを待っている様

子を演じている人が、誰を待っているのか推測するプログラムを行い、

コミュニケーションは「伝わらない」ことを前提に、言葉に限らない情

報の受取り方などを学びました。 

２３日（水・祝

会議室   参加者

（フーズ）カンパニー 

、アシスタントの方

※長崎新聞、読売新聞、

（日）１３：００～１５：００

   参加者

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

かしい気持ちを捨て伝えたいと思います。

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところ
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語り継ぐ家族の被爆体験（

周年記念

■ピースボランティアの最近の平和発信に向けた活動紹介

ピースフォーラムや学童クラブとの平和学習で、積極的に発信を

、「愛のうた」歌唱

発信として、ピースボ

感想を述べました。

家族証言活動をされている方々の講話や座談会を聴講

森田孝子氏による「書」を用いた被爆体験の継承講話と、

たちによる、今後の継承を話

フーズカンパニーによる

“伝わる”ガイドや意見交換のために必要な能力（コミュニケー

など）を身に付け、今後の平和発信に

講師による演劇ワークショッププログラム 

ジェスチャーのみで行うしりとりや、椅子に座り誰かを待っている様

子を演じている人が、誰を待っているのか推測するプログラムを行い、

コミュニケーションは「伝わらない」ことを前提に、言葉に限らない情

水・祝）１３：００～１６：００

参加者 １３

  

、アシスタントの方 2 名

※長崎新聞、読売新聞、NIB、NHK

１３：００～１５：００

参加者 １４名 

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

かしい気持ちを捨て伝えたいと思います。 

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところ

語り継ぐ家族の被爆体験（

周年記念フォーラムへの

■ピースボランティアの最近の平和発信に向けた活動紹介 

ピースフォーラムや学童クラブとの平和学習で、積極的に発信を

、「愛のうた」歌唱 

ピースボランティ

感想を述べました。 

家族証言活動をされている方々の講話や座談会を聴講 

森田孝子氏による「書」を用いた被爆体験の継承講話と、長崎、

、今後の継承を話

フーズカンパニーによる演劇

“伝わる”ガイドや意見交換のために必要な能力（コミュニケー

など）を身に付け、今後の平和発信に活かす。

ジェスチャーのみで行うしりとりや、椅子に座り誰かを待っている様

子を演じている人が、誰を待っているのか推測するプログラムを行い、

コミュニケーションは「伝わらない」ことを前提に、言葉に限らない情

１３：００～１６：００

１３名 

名 

NHK の取材有。

１３：００～１５：００ 

 

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところ

語り継ぐ家族の被爆体験（家族証言

フォーラムへの

ピースフォーラムや学童クラブとの平和学習で、積極的に発信を 

ンティ 

長崎、 

、今後の継承を話 

演劇ワークショップ

“伝わる”ガイドや意見交換のために必要な能力（コミュニケー 

。 

ジェスチャーのみで行うしりとりや、椅子に座り誰かを待っている様 

子を演じている人が、誰を待っているのか推測するプログラムを行い、 

コミュニケーションは「伝わらない」ことを前提に、言葉に限らない情 

１３：００～１６：００ 

の取材有。 

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところ

「家族証言」

 被爆者の想いを、その家

族や知人が引き継ぐ活動を

支援するもので、平成

度より開始しました。

家族証言）推進

フォーラムへの

ワークショップ

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところ

「家族証言」推進

被爆者の想いを、その家

族や知人が引き継ぐ活動を

支援するもので、平成

度より開始しました。

）推進事業

フォーラムへの出演

ワークショップ

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

の大切さが分かりました。ピースボランティア以外へも活用できると思うので、いろいろなところで

推進事業とは

被爆者の想いを、その家

族や知人が引き継ぐ活動を

支援するもので、平成 26 年

度より開始しました。 

事業 

出演 

ワークショップ 

・人とコミュニケーションをとることのむずかしさを再認識し、うまくコミュニケーションが取れるよ

・当たり前にしていたことにもちゃんと意味があることを知りました。言葉の力ってすごいと改めて思

いました。たった二時間半だったですが、前より自分の表現の仕方がうまくなったと思います。恥ず

・まず、楽しかった！身体を使うので、わかりやすかったです。伝えること、受けとることへの気持ち

で

事業とは 

被爆者の想いを、その家

族や知人が引き継ぐ活動を

年



・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的】 

事前学習と事前訪問を踏まえた上で、学童クラブの児童たちに

被爆の実相について伝える。
 

【1月 23 日

■中心メンバーによる

■学童クラブにて、レクリエーションと紙芝居上演

 じゃんけん列車で仲を深めた後、紙芝居「ひろちゃんとの約束」

を読み

【1月 30 日

 ■山王神社ガイド経験者からの講習

 ■当日の役割分担決め、準備

   

 

 

 

 

 

■バス停まで

■平和教室

 プルトニウムの大きさ

ナガサキ

意し出題

 

 

 

 

 

 

 

 

■事前訪問・準備

日 時 

場 所 

参加者 
 

■ガイド練習

日 時 

場 所 

参加者 

１・

■本番学習会

日 時 

場 所 

参加者 

【あじさいクラブの感想】

・クスノキは、原子爆弾を受けても、長い年を生きたことを聞いておどろいた。

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

にもなりました。

【ピースボランティアの感想】

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

のあったら面白いね。話聞いてくれるかもね。

面白くもありました。またこういった機会があれば、挑戦していきたいです。

             

 

事前学習と事前訪問を踏まえた上で、学童クラブの児童たちに

被爆の実相について伝える。

日】 

中心メンバーによる

学童クラブにて、レクリエーションと紙芝居上演

じゃんけん列車で仲を深めた後、紙芝居「ひろちゃんとの約束」

み、それに関連したクイズ

日】 

■山王神社ガイド経験者からの講習

■当日の役割分担決め、準備

バス停までお迎え後

■平和教室（実相発表、

プルトニウムの大きさ

ナガサキから学んだ

意し出題。正解数が多かった

■事前訪問・準備 

 平成２８年１

 長崎原爆資料館平和学習室、学童保育あじさいクラブ

 １３名 

ガイド練習 

 平成２８年１

 長崎原爆資料館会議室

 １９名（この日不参加のメンバーは別日に練習）

・２月

■本番学習会 

 平成２８年２

 山王神社(二の鳥居とクスノキ

 ２２名・あじさいクラブ

【あじさいクラブの感想】

・クスノキは、原子爆弾を受けても、長い年を生きたことを聞いておどろいた。

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

にもなりました。 

【ピースボランティアの感想】

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

のあったら面白いね。話聞いてくれるかもね。

面白くもありました。またこういった機会があれば、挑戦していきたいです。

              ～学童保育あじさいクラブとの平和学習を成功させよう！～

事前学習と事前訪問を踏まえた上で、学童クラブの児童たちに

被爆の実相について伝える。 

中心メンバーによる事前訪問前の

学童クラブにて、レクリエーションと紙芝居上演

じゃんけん列車で仲を深めた後、紙芝居「ひろちゃんとの約束」

関連したクイズ

■山王神社ガイド経験者からの講習

■当日の役割分担決め、準備 

お迎え後、3班に分かれて

（実相発表、2択クイズ、

プルトニウムの大きさはどっち

学んだ手法を活かし、オレンジとゴムボール

正解数が多かった子に

 

平成２８年１月２３日（

長崎原爆資料館平和学習室、学童保育あじさいクラブ

平成２８年１月３０日（

長崎原爆資料館会議室

（この日不参加のメンバーは別日に練習）

２月

平成２８年２月１３日（

二の鳥居とクスノキ

・あじさいクラブ

【あじさいクラブの感想】 

・クスノキは、原子爆弾を受けても、長い年を生きたことを聞いておどろいた。

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

【ピースボランティアの感想】 

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

のあったら面白いね。話聞いてくれるかもね。

面白くもありました。またこういった機会があれば、挑戦していきたいです。

 
～学童保育あじさいクラブとの平和学習を成功させよう！～

事前学習と事前訪問を踏まえた上で、学童クラブの児童たちに

 

事前訪問前の最終確認

学童クラブにて、レクリエーションと紙芝居上演

じゃんけん列車で仲を深めた後、紙芝居「ひろちゃんとの約束」

関連したクイズを出題しました。

■山王神社ガイド経験者からの講習と練習

 

班に分かれて山王神社

択クイズ、BB 弾パフォーマンス）

はどっちクイズでは、

を活かし、オレンジとゴムボール

子には、手作りのメダルを授与しました。

日（土）１３：００～１６：００

長崎原爆資料館平和学習室、学童保育あじさいクラブ

日（土）１４：００～１５：４０

長崎原爆資料館会議室 

（この日不参加のメンバーは別日に練習）

日（土）１４：００～１６：００

二の鳥居とクスノキ)、長崎原爆資料館会議室

・あじさいクラブ １７名、引率

・クスノキは、原子爆弾を受けても、長い年を生きたことを聞いておどろいた。

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

 

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

のあったら面白いね。話聞いてくれるかもね。

面白くもありました。またこういった機会があれば、挑戦していきたいです。
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 学童ク
～学童保育あじさいクラブとの平和学習を成功させよう！～

事前学習と事前訪問を踏まえた上で、学童クラブの児童たちに

最終確認、出発！

学童クラブにて、レクリエーションと紙芝居上演 

じゃんけん列車で仲を深めた後、紙芝居「ひろちゃんとの約束」

出題しました。 

と練習 

山王神社をガイド

弾パフォーマンス）

クイズでは、11 月のピースバトン・

を活かし、オレンジとゴムボール

手作りのメダルを授与しました。

１３：００～１６：００

長崎原爆資料館平和学習室、学童保育あじさいクラブ

１４：００～１５：４０

（この日不参加のメンバーは別日に練習）

１４：００～１６：００

、長崎原爆資料館会議室

１７名、引率 ３名

・クスノキは、原子爆弾を受けても、長い年を生きたことを聞いておどろいた。

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

のあったら面白いね。話聞いてくれるかもね。と、新しいことを作りだしたりするのが、難しくもあり、

面白くもありました。またこういった機会があれば、挑戦していきたいです。

学童クラブへの平和学習
～学童保育あじさいクラブとの平和学習を成功させよう！～

事前学習と事前訪問を踏まえた上で、学童クラブの児童たちに

、出発！ 

 

じゃんけん列車で仲を深めた後、紙芝居「ひろちゃんとの約束」

ガイド 

弾パフォーマンス） 

月のピースバトン・

を活かし、オレンジとゴムボールを実際に用

手作りのメダルを授与しました。

１３：００～１６：００ 

長崎原爆資料館平和学習室、学童保育あじさいクラブ 

１４：００～１５：４０ 

（この日不参加のメンバーは別日に練習） 

１４：００～１６：００ 

、長崎原爆資料館会議室

３名 

・クスノキは、原子爆弾を受けても、長い年を生きたことを聞いておどろいた。

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

、新しいことを作りだしたりするのが、難しくもあり、

面白くもありました。またこういった機会があれば、挑戦していきたいです。

ブへの平和学習
～学童保育あじさいクラブとの平和学習を成功させよう！～

事前学習と事前訪問を踏まえた上で、学童クラブの児童たちに 

じゃんけん列車で仲を深めた後、紙芝居「ひろちゃんとの約束」 

月のピースバトン・ 

を実際に用 

手作りのメダルを授与しました。 

 

 

 

 

、長崎原爆資料館会議室 

・クスノキは、原子爆弾を受けても、長い年を生きたことを聞いておどろいた。

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

、新しいことを作りだしたりするのが、難しくもあり、

面白くもありました。またこういった機会があれば、挑戦していきたいです。

ブへの平和学習
～学童保育あじさいクラブとの平和学習を成功させよう！～

・クスノキは、原子爆弾を受けても、長い年を生きたことを聞いておどろいた。 

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

、新しいことを作りだしたりするのが、難しくもあり、

面白くもありました。またこういった機会があれば、挑戦していきたいです。 

ブへの平和学習
～学童保育あじさいクラブとの平和学習を成功させよう！～ 

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

、新しいことを作りだしたりするのが、難しくもあり、

ブへの平和学習 

 

・今日は、とってもおもしろかったよ。でも、メダルをもらえなかったのが悔しかったです。でも、勉強

・私は初めて、話し合いから準備、本番の流れに携わってみて、とてもいい経験ができました。こういう

、新しいことを作りだしたりするのが、難しくもあり、



 

※手記展示会

に

 

  

 

 

 

【目的】 

・ピースボランティアのうち、県外派遣研修

 して、各地

のメンバーは

・１年を振り返るとともに、

ベーションを高める。

 

  ■県外派遣研修報告会発表、聴講

    研修員は、鹿児島の特攻、沖縄戦、広島原爆について、各訪問

   先や戦災との関わりを紹介や、研修員がそこで学んだことを発表

しました。

  ■派遣研修員の企画による手記展示会（※）観覧

  ■スライドを使った

 ■来年度のピースフォーラムの課題と解決策を考える

   今年度の課題の内、学年差

  の平和学習方法の工夫について話し合いました。事前アンケート

の段階で意見交換のテーマを複数の中から選ばせるなどの意見が

あり、また小学生用と中学生以上用をつくるなど、配布資料にも

配慮をするという意見が出ました。

  

  

 

↓広報用チラシ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月

日 時 

場 所 

参加者 

※手記展示会 

について 

 

・ピースボランティアのうち、県外派遣研修

、各地で学んだことの報告及び企画展示会を実施させ、他

メンバーは各地の戦災を知るきっかけづくりを行う。

１年を振り返るとともに、

ベーションを高める。

 

■県外派遣研修報告会発表、聴講

研修員は、鹿児島の特攻、沖縄戦、広島原爆について、各訪問

先や戦災との関わりを紹介や、研修員がそこで学んだことを発表

しました。 

■派遣研修員の企画による手記展示会（※）観覧

スライドを使った

来年度のピースフォーラムの課題と解決策を考える

今年度の課題の内、学年差

平和学習方法の工夫について話し合いました。事前アンケート

の段階で意見交換のテーマを複数の中から選ばせるなどの意見が

あり、また小学生用と中学生以上用をつくるなど、配布資料にも

配慮をするという意見が出ました。

↓広報用チラシ 

３月 

 平成２８年３月

 長崎原爆資料館平和学習室及び、会議室

 ２３名 

 

県外派遣研修報告

・ピースボランティアのうち、県外派遣研修

で学んだことの報告及び企画展示会を実施させ、他

各地の戦災を知るきっかけづくりを行う。

１年を振り返るとともに、来年度の活動課題を取り上げ

ベーションを高める。 

 

■県外派遣研修報告会発表、聴講

研修員は、鹿児島の特攻、沖縄戦、広島原爆について、各訪問

先や戦災との関わりを紹介や、研修員がそこで学んだことを発表

■派遣研修員の企画による手記展示会（※）観覧

スライドを使った 1年間の活動の振り返り

来年度のピースフォーラムの課題と解決策を考える

今年度の課題の内、学年差

平和学習方法の工夫について話し合いました。事前アンケート

の段階で意見交換のテーマを複数の中から選ばせるなどの意見が

あり、また小学生用と中学生以上用をつくるなど、配布資料にも

配慮をするという意見が出ました。

年３月１２日（

長崎原爆資料館平和学習室及び、会議室

県外研修に派遣されたピースボランティアの企画による展示会。展示の内

容、レイアウト、資料準備、練習などの企画立案を

は県内外からの来場者があり、アンケートには命の大切さを考えるようにな

ったという感想や、他の場所でも行ってほしいとの意見がありました。

 そして、再び

オンにて、手記や、研修先の写真・パンフレットの展示を行いました。ここ

でも、資料館に来館された多くの方が展示会に訪れていました。

 

   

県外派遣研修報告

・ピースボランティアのうち、県外派遣研修

で学んだことの報告及び企画展示会を実施させ、他

各地の戦災を知るきっかけづくりを行う。

来年度の活動課題を取り上げ

 

■県外派遣研修報告会発表、聴講 

研修員は、鹿児島の特攻、沖縄戦、広島原爆について、各訪問

先や戦災との関わりを紹介や、研修員がそこで学んだことを発表

■派遣研修員の企画による手記展示会（※）観覧

年間の活動の振り返り

来年度のピースフォーラムの課題と解決策を考える

今年度の課題の内、学年差がある中での紙芝居や意見交換など

平和学習方法の工夫について話し合いました。事前アンケート

の段階で意見交換のテーマを複数の中から選ばせるなどの意見が

あり、また小学生用と中学生以上用をつくるなど、配布資料にも

配慮をするという意見が出ました。 

日（土）１４：００～１７：００

長崎原爆資料館平和学習室及び、会議室

県外研修に派遣されたピースボランティアの企画による展示会。展示の内

容、レイアウト、資料準備、練習などの企画立案を

は県内外からの来場者があり、アンケートには命の大切さを考えるようにな

ったという感想や、他の場所でも行ってほしいとの意見がありました。

そして、再び 3

オンにて、手記や、研修先の写真・パンフレットの展示を行いました。ここ

でも、資料館に来館された多くの方が展示会に訪れていました。

展示会・報告会の様子
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    1
県外派遣研修報告・展示

・ピースボランティアのうち、県外派遣研修の研修員は発信者と

で学んだことの報告及び企画展示会を実施させ、他

各地の戦災を知るきっかけづくりを行う。

来年度の活動課題を取り上げ

 

研修員は、鹿児島の特攻、沖縄戦、広島原爆について、各訪問

先や戦災との関わりを紹介や、研修員がそこで学んだことを発表

■派遣研修員の企画による手記展示会（※）観覧 

年間の活動の振り返り 

来年度のピースフォーラムの課題と解決策を考える

がある中での紙芝居や意見交換など

平和学習方法の工夫について話し合いました。事前アンケート

の段階で意見交換のテーマを複数の中から選ばせるなどの意見が

あり、また小学生用と中学生以上用をつくるなど、配布資料にも

１４：００～１７：００

長崎原爆資料館平和学習室及び、会議室 

県外研修に派遣されたピースボランティアの企画による展示会。展示の内

容、レイアウト、資料準備、練習などの企画立案を

は県内外からの来場者があり、アンケートには命の大切さを考えるようにな

ったという感想や、他の場所でも行ってほしいとの意見がありました。

3 月 23～29 日の

オンにて、手記や、研修先の写真・パンフレットの展示を行いました。ここ

でも、資料館に来館された多くの方が展示会に訪れていました。

報告会の様子 

1 年を振り返って
・展示会

の研修員は発信者と

で学んだことの報告及び企画展示会を実施させ、他

各地の戦災を知るきっかけづくりを行う。 

来年度の活動課題を取り上げ、モチ

 

研修員は、鹿児島の特攻、沖縄戦、広島原爆について、各訪問

先や戦災との関わりを紹介や、研修員がそこで学んだことを発表

来年度のピースフォーラムの課題と解決策を考える 

がある中での紙芝居や意見交換など

平和学習方法の工夫について話し合いました。事前アンケート

の段階で意見交換のテーマを複数の中から選ばせるなどの意見が

あり、また小学生用と中学生以上用をつくるなど、配布資料にも

１４：００～１７：００

県外研修に派遣されたピースボランティアの企画による展示会。展示の内

容、レイアウト、資料準備、練習などの企画立案を

は県内外からの来場者があり、アンケートには命の大切さを考えるようにな

ったという感想や、他の場所でも行ってほしいとの意見がありました。

日の 1 週間、原爆資料館地下

オンにて、手記や、研修先の写真・パンフレットの展示を行いました。ここ

でも、資料館に来館された多くの方が展示会に訪れていました。

 

年を振り返って
会&新しい年に向かって

の研修員は発信者と 

で学んだことの報告及び企画展示会を実施させ、他 

モチ 

 

研修員は、鹿児島の特攻、沖縄戦、広島原爆について、各訪問 

先や戦災との関わりを紹介や、研修員がそこで学んだことを発表 

がある中での紙芝居や意見交換など 

平和学習方法の工夫について話し合いました。事前アンケート 

の段階で意見交換のテーマを複数の中から選ばせるなどの意見が 

あり、また小学生用と中学生以上用をつくるなど、配布資料にも 

県外研修に派遣されたピースボランティアの企画による展示会。展示の内

容、レイアウト、資料準備、練習などの企画立案を 1

は県内外からの来場者があり、アンケートには命の大切さを考えるようにな

ったという感想や、他の場所でも行ってほしいとの意見がありました。

週間、原爆資料館地下

オンにて、手記や、研修先の写真・パンフレットの展示を行いました。ここ

でも、資料館に来館された多くの方が展示会に訪れていました。

円形パビリオンでの展示

年を振り返って
新しい年に向かって

  

県外研修に派遣されたピースボランティアの企画による展示会。展示の内

1から行いました。当日

は県内外からの来場者があり、アンケートには命の大切さを考えるようにな

ったという感想や、他の場所でも行ってほしいとの意見がありました。

週間、原爆資料館地下 2 階の円形パビリ

オンにて、手記や、研修先の写真・パンフレットの展示を行いました。ここ

でも、資料館に来館された多くの方が展示会に訪れていました。

円形パビリオンでの展示

年を振り返って
新しい年に向かって

県外研修に派遣されたピースボランティアの企画による展示会。展示の内

から行いました。当日

は県内外からの来場者があり、アンケートには命の大切さを考えるようにな

ったという感想や、他の場所でも行ってほしいとの意見がありました。 

階の円形パビリ

オンにて、手記や、研修先の写真・パンフレットの展示を行いました。ここ

でも、資料館に来館された多くの方が展示会に訪れていました。 

円形パビリオンでの展示 

年を振り返って 
新しい年に向かって 

県外研修に派遣されたピースボランティアの企画による展示会。展示の内

から行いました。当日

は県内外からの来場者があり、アンケートには命の大切さを考えるようにな

階の円形パビリ

オンにて、手記や、研修先の写真・パンフレットの展示を行いました。ここ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 月 14

今年度も、複数の学習会で、新聞、テレビの報道に取り上げられました！

今回はそのうちの新聞記事の一部を紹介します☆

平成 27 年 7月

14 日実施 県立盲学校との合同平和学習

☆
今年度も、複数の学習会で、新聞、テレビの報道に取り上げられました！

今回はそのうちの新聞記事の一部を紹介します☆

月 21 日 長崎新聞

県立盲学校との合同平和学習

活動広まっています
今年度も、複数の学習会で、新聞、テレビの報道に取り上げられました！

今回はそのうちの新聞記事の一部を紹介します☆

長崎新聞 

県立盲学校との合同平和学習 
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まっています
今年度も、複数の学習会で、新聞、テレビの報道に取り上げられました！

今回はそのうちの新聞記事の一部を紹介します☆

 

8 月

まっています★ 
今年度も、複数の学習会で、新聞、テレビの報道に取り上げられました！

今回はそのうちの新聞記事の一部を紹介します☆ 

平成 27 年

月 8・9日実施 

 
今年度も、複数の学習会で、新聞、テレビの報道に取り上げられました！

8 月 9 日 長崎新聞

 青少年ピースフォーラム

今年度も、複数の学習会で、新聞、テレビの報道に取り上げられました！ 

長崎新聞 

青少年ピースフォーラム  



 

 

 

 

 

 

平成２７年度

 

平成２７年度

発 行 長崎市

所在地 〒

電話番号    

ファックス番号

FaceBook
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平成２７年度 青少年ピースボランティア

長崎市 被爆継承課

〒852-8117 

    ０９５（８４４）３９１３

ファックス番号  ０９５（８４６）５１７０

FaceBook 長崎平和・原爆はこちらから！→

青少年ピースボランティア

被爆継承課 平和学習係

 長崎市平野町７番８号

０９５（８４４）３９１３

０９５（８４６）５１７０

長崎平和・原爆はこちらから！→

青少年ピースボランティア

平和学習係 

長崎市平野町７番８号

０９５（８４４）３９１３

０９５（８４６）５１７０

長崎平和・原爆はこちらから！→

青少年ピースボランティア 報告書

長崎市平野町７番８号 長崎原爆資料館内

０９５（８４４）３９１３ 

０９５（８４６）５１７０ 

長崎平和・原爆はこちらから！→ 

報告書 

長崎原爆資料館内 


