
 

Ⅳ 
私たちが考えたこと 

 
 企画展⽰「『被爆者の⽣きてきた歴史』展」では、被爆

者が被爆者としての⾃覚を固め、数多くの問いと向き合いな
がら、運動を進めてきたようすをみてきました。 

このプロジェクトは運動プロセスの歴史的解明を⽬的と
していますが、⼀⽅でプロジェクトの議論を進めるうちに、
原爆や被爆者に関わるいくつかの問いが浮かんできました。 

第Ⅳ章では、そうした問いについて考えたプロジェクトメ
ンバーの「⽣の声」をご覧ください。 



質問 1 原爆や被爆者については 
道徳と社会科のどちらで学ぶのがいいのか？ 

 
平和教育において原爆や被爆者が取り扱われるとき、「戦争は悲惨な結末を産むから

戦争してはならない」との「結論」が⽤意されていたように思います。平和教育が戦後
⽇本の平和意識の⼟台をつくってきたことは確かです。⼀⽅で私たちのプロジェクトは
被爆者運動を歴史学（社会科）で研究しました。原爆や被爆者を道徳で学ぶとはどうい
うことでしょうか？社会科で学ぶとはどういうことでしょうか？ 

 
私は｢社会科｣としても｢道徳｣としても学ぶ必要があると思います。｢社会科｣として学ぶ
必要がある理由は、｢あの⽇｣から現在までのプロセスを学ぶことで地続きであることを
認識し、理解が深まるためです。⼀⽅で｢道徳｣として学ぶ必要がある理由は、｢あの⽇｣
に⾮⼈道的な⾏動をとらざるを得なかった被爆者の⽅の気持ちに寄り添うことで、平和
の尊さを学ぶきっかけとなる可能性を秘めているためです。つまり、｢社会科｣や｢道徳｣
という様々なアプローチ⽅法で学ぶことで、様々な視点から⾒ることが可能になり、理
解が深まると思います。(1 年⽣・A)  
 
社会科で学ぶ必要があると思う。道徳として学ぶ場合、「戦争は良くない」などの⼤⼈
が求める答えを⾔わざるを得ない雰囲気があり、当時何があって⼈々がどのように⾏動
したのかというような歴史を学ぶことができないと思う。また、社会科で学ぶことで、
なぜ「戦争は良くない」のかをより深く考えることができると思う。（1 年⽣・B） 
 
「あの⽇」のみをピックアップして平和について考えるのなら道徳でもいいが、「あの
⽇」以降は社会科の学びが必要だと思う。「あの⽇」からいきなり「今」の被爆者像が
完成していないことを考えれば、そこまで被爆者が⾏動し続けた社会背景や歴史を理解
すること=地続きに⾒ることが必要だと思う。（3 年⽣・C） 
 
「戦争体験を継承する」ために、私たちは、「あの⽇」に落とされた原爆について何を
学び、伝えていくべきなのかと考えたとき、私は、社会科で学ぶのが良いと考えます。
被爆者運動、国家補償などを学ぶ社会科では、原爆と被爆者の姿をより⽴体的に学べる
と思ったからです。その実相は、運動によって明らかにされてきた⾯があります。運動
を通して、「あの⽇」の悲惨さを知り、原爆と被爆者について学ぶのがいいと思います。
(2 年⽣・D) 
 



「社会科」とは社会で必要な知識を⾝に着け、且つ未来を作っていくための考え⽅のヒ
ントを貰う科⽬であり、「道徳」とは社会的な倫理を学ぶ科⽬だと考える。それを前提
とすると、原爆や被爆者のことを「道徳」で学ぶのも悪くはないと思うが、ここで必要
なのは「あの⽇」から今までのプロセスを客観的に学び、考え、反省を未来に繋げてい
くことであり、それができるのは「社会科」だと思う。(2 年⽣・E) 
 
私たちは「戦争は⼆度としてはいけない」という結論だけを「道徳」の授業で学べばい
いのでしょうか。それでは「平和」を謳い続けた先⼈たちの努⼒が何処か薄っぺらいも
のになってしまうと感じるのは私だけでしょうか。右から左へ語り⼿たちの話を聞くだ
けではなく、⾃分なりに意⾒を持ち発⾔し、互いに戦争と今を対話することの重要性が
必要です。（1 年⽣・F） 
 
社会科です。なぜならば、原爆を歴史的⽂脈や被爆者を個々⼈の歴史を含めて包括的に
理解することが、現在と将来の平和の維持・実現のために⾃分の頭で能動的に考えると
いう、本質的な平和教育の基礎として重要と考えるためです。原爆投下をもたらした戦
争の経緯や、被爆者に対する政府の対応など、歴史を学ぶことでこそ、原爆の根本的な問
題の理解が可能であり、その理解は現在と将来の平和を考える上で必須であると考えま
す。（修⼠ 1 年⽣・G） 

  



質問 2 被爆者の原点とは？被爆者はなぜ運動するのか？ 
（第Ⅱ章―①〜③に関連して） 

 
被爆者たちは被爆直後から体験を語りだしたわけではなく、時間が経ってから証⾔し

始めます。「思い出したくない」と多くの⼈が語る⼀⽅で、彼らがつらい体験や思いを
語りだすのはなぜでしょうか？被爆者の背中を押したものは何だったのでしょうか？ 
 
被爆者の⼼の底には、｢あの⽇｣に亡くなった⽅々への罪悪感、無⼒感、罪責感があると
思います。被爆者のお話を伺ったとき、「⾃分の命に限りがあり、残された時間があま
りない」と仰っていました。 
そうした時に、｢あの⽇｣亡くなった⽅々の｢死｣に意味を与えることができたか、何をし
てあげたかということを考えはじめ、残された時間で今の⾃分に出来る精⼀杯のことを
しようと⾏動し始めるのではないでしょうか。そして、原爆被害者の願いである、未来
を⽣きる⼈々に⼆度と｢あの⽇｣の⾃分と同じ経験をさせてはいけない、平和の尊さ、を
訴えるため体験や思いを語るのではないかと思いました。(1 年⽣・A)  
 
いてもたっていられない思いが⾏動の基となっているのではないかと思う。その時経験
したことを誰かに伝えたいわけではないが、⼀⼈で抱えてもいられないのではないか。
パネルの中の、死が活動のモチベーションとなっているという話から考えたのは、他の
運動団体でもあるように、⼈とは違う経験をした⼈たちが集まり、それは経験していな
い⼈と共有するべきものと考える⾏動理念と同じではないかと私は思った。仲間意識と
⾃分の⼼と社会への発⾔のバランスで成り⽴っているのではないか。 
⼼の中で渦巻く感情の発露の⼀形態が被爆者運動だったのではないかと思う。原爆を経
験したという事実を抱えていられない。経験したことを受け⼊れるための⾏動が運動で
あり、⼰との戦いが運動へのモチベーションなのではないかと感じた。（2 年⽣・H） 
 
被爆者が⾃らの体験を語りだすきっかけは⼈によって異なると思います。史料整理会に
てアンケート調査で書かれた被爆者たちの⽣の⾔葉を⾒てきて、「被爆者たち」が最初
からいたのではなく、⼀⼈⼀⼈の⼈間の体験や決断が集まって、被爆者運動を動かす⼒
になったのだと思います。（1 年⽣・F） 
 
あの⽇の死を⾒過ごしたまま⽣きていくことはできない。もし⾒過ごしたまま⽣きたと
すれば⾃分のことを許せない、との気持ちが被爆者たちを突き動かしているのだと思い
ます。（修⼠ 1 年⽣・Ｉ） 



質問 3 「受忍論」について今何を思う？（第Ⅲ章―③に関連して） 
 

第Ⅲ章―③では「受忍論」を取り上げました。今回の展⽰をつくるなかで初めて「受
忍論」を知ったメンバーもいました。これは「過去のこと」や「終わったこと」でしょ
うか？現在を⽣きる私たちの⽬線で「受忍論」について何を思いますか？ 
 
「受忍論」は、未だに 2 つの意味で続いていると思います。 
1 つ⽬は戦争被害を「受忍せよ」との⽂字どおりの意味において。もう 1 つは戦争に限
らず、⾮常事態に際して責任を明確にせず、「皆等しく受忍

が ま ん
せよ」の論理で乗りきろう

とする⽇本社会の特質を⽰している意味において。コロナ禍の現在、「受忍」の論理は
⽇本社会の「強み」でもあり、「弱み」でもあると強く感じます。 
私は「受忍論」を最初に⾒たとき、これを⾔葉で明確にしたのはすごいなと基本懇側の
主張の激しさに驚いたのと同時に、同意はできないけど、でも「その理屈は分かる」と
納得してしまう部分がありました。 
「皆が⼤変な思いしているのだから、我慢する」というのはよく⾔えば空気を読む、悪
く⾔えば責任の在りかをはっきりさせないとも⾔えると思います。⽇本固有の「察する」

⽂化が⾔葉で公になったわけなので、⽇本⼈として
、、、、、、

理解できてしまう部分があるやもし
れません。 
その納得してしまう、どこか理解できてしまうところこそ、「受忍論」が未だに私たち
の考え⽅の根底に根付いている証なのではないかと考えます。（修⼠ 1 年⽣・Ｉ） 
  
2018 年に𠮷⽥⼀⼈さんにインタビューをしたとき、「受忍論はまだ続いている」とおっ
しゃっていた。過去に出された「受忍論」ではあるが、被爆者のみならず、今を⽣きる
私たちの問題でもあるのだと、その時に感じた。コロナ禍での対策も似たようなものを
感じ、「受忍論」のみならず考え⽅の根本が続いているような感覚がする。（3 年⽣・C） 
 
「戦争だから、仕⽅のないことだ」の⼀⾔で全てを曖昧に隠してしまう「受忍」論の考
え⽅は、核兵器による深刻な被害の現状を本当に理解しているのかと不安になります。 
私は「核廃絶運動」と「国家政策・国家補償」と「戦争を繰り返さないこと」この３つ
を切り離さずに考えることが重要であると考えます。その中で今⽇において受忍論は、
この３点のバランスを揺るがすだけでなく、被爆者たちへ思考の余地を許さずに「受忍」
という協⼒体制を謳い、被爆者としての在り⽅を⼀⽅的に押し付けている印象を受けま
した。核兵器廃絶に踏み切れていない現在、被爆者たちへ受忍論を強要し、今も尚被爆
者たちの⼼を深く傷つけているのではないでしょうか。（1 年⽣・F） 



 
私は、このプロジェクトに関わって初めて「受忍」という⾔葉を知りました。ですが、
今の社会でもその意識は根付いていると感じています。もとの⽂では、「およそ戦争と
いうその国の存亡をかけての⾮常事態においては……受忍しなければならない」とあり
ますが、その根底には皆が同じように⾟いのだから我慢しろ、という意識が垣間⾒える
と思います。 
今の⽇本社会でも同じように、みんな頑張っているのだから我慢しよう、という意識が
⾒えると感じます。みな⾔葉にせずとも、⼀⼈我慢の輪から外れた者がいれば、⽩い⽬
で⾒るような連帯感。それは「受忍」をするのにうってつけのものではないでしょうか。 
「受忍」という⾔葉が今知られておらずとも、その論理は⽇本に深く影響を及ぼしたの
では、と思います。（1 年⽣・Ｊ） 
 
  



質問 4 被爆者とのインタビューや史料整理を通して 
⽣の声に触れて思うこと 

 
私たちのプロジェクトの１番の醍醐味は⽣の史料を扱えることです。インタビュー調

査の⾁声や、被爆者運動史料に残る被爆者たちの「⽣の声」に触れて何を感じましたか？ 
 
資料整理に⾏った時に、びっしりと強い思いが書かれたアンケートや、思い出したくな
いとだけ書かれ、空欄だらけのアンケートなどを⾒ました。戦争がもたらした悲しみを
後世に伝えようとする強い意志を感じるものもあれば、空欄だらけのアンケートからは
⽂字に表しきれない思いがあるのだと感じました。（1 年⽣・B） 
 
史料を読む前やインタビューの前は、被爆者=特別な存在だと思っていたが、史料を読
み、被爆者の話を聞くと、私たちと何も変わらない⼀個⼈なのだと感じた。被爆者は被
爆した事実だけに注⽬すれば私たちとは違うが、その⼈の⼈⽣を⾒れば、家族がいて、
友達がいて、就職活動をして、⼦供が⽣まれて…と、今の私たちと変わらないのだと気
がついた。史料を読むときも被爆者と話すときも研究対象としていることはもちろんだ
が、被爆者の⼈⽣から学べることは多いと感じることもある。（3 年⽣・C） 
 
想いです。体験としてその状況が書かれていたり、話していただいたりしましたが、そ
こには必ず被爆者⼀⼈ひとりの想いがありました。それは、⽬（⽂章）には⾒えない罪
意識や平和への祈りなど様々ですが、完全に同じ思いをしている⼈は誰⼀⼈いませんで
した。被爆者といっても、その前に⼈なのだと感じます。(2 年⽣・D) 
 
原爆被害者があの⽇のことをどう思っているのか、今何を思って過ごしているのかなど
が被爆者⾃⾝の⾔葉で書いてあったので、とても⼼に響きました。（1 年⽣・Ｋ） 
 
「終わらない」ということを感じた。 
被爆者運動とか、その⽅の⾟さとかではなく、「それでも⼈⽣は続いて⾏く」という意
味合いで、終らない。 
歴史は地続きで､私達も歴史の⼀部だとか、そういうこと以前に、誰かの⼈⽣の中で起
こったことで、あの⽇やあの⽇に関わることだけで、⼈は⽣きていないのだと感じた。
（2 年⽣・H） 
 
 



「我が⼦を守るために多くの⼦供を⾒捨てました。⻤の⽬にも涙といいますが、涙も出
ない私は⻤ですらありませんでした。」 
初めて史料整理会に参加した時に栗原さんを通して聞いた、ある被爆者の⾔葉です。原
爆は無感情にならざるを得ないこの状況＝地獄をつくりだしたという衝撃的な事実は、
何も知らなかった私の⼼に深く突き刺さり今も尚離れません。全てを理解することはで
きなくとも、史料や被爆者の経験を聞くことで、あの⽇の出来事と対話し理解を深める
必要があると感じました。（1 年⽣・F） 
 
  



質問 5 「継承」とは何か？ 
 

被爆体験の「継承」、戦争体験の「継承」、ことばとしては良く語られますが、⼀⽅で
何を継承するのかは不明確なように思います。「継承」について考えて⾒ました。 
 
平和が崩れた時に起こる戦争、原爆など⼈間が創ったモノが⼈間を滅ぼす恐ろしさ、そ
して⾮⼈間的な⾏動をとらさざるを得ない状況に追いやられた⼈間の姿を伝えていく
必要があると思います。また、この経験を⼈々が乗り越え、⽴ち上がり、平和な世の中
を創っていくプロセスも伝えていく必要があると思います。つまり、ひとつの時期など
⼀部分にスポットを当てるのではなく、全体にスポットを当て伝える必要があると思い
ます。(1 年⽣・A)  
 
原爆を考える時に、⼈びとが「やられた」歴史だけを「継承」するのは違うと思う。今
回のプロジェクトにあたっては、原爆ではなく、⼈々の⾏動を学んだ。「あの⽇」に何
が起きたかだけでなく、「あの⽇」に⼈々がどのように⾏動し、それから現在に⾄るま
で⼈々がどのような⾏動をしてきたのか、原爆と向き合ってきた⼈間の姿を学んだ。「原
爆の歴史」ではなく、原爆と⽴ちむかった⼈々の⾏動を歴史として「継承」していきた
い。（1 年⽣・B） 
 
原爆と被爆者について、「継承」するのは事実だけではいけないと思います。プロジェ
クトでの研究を通して、被爆者の想いを知り、これも「継承」していくべきだと思いま
した。(2 年⽣・D)  
 
私は「継承」するという感覚を持ったことがありません。 
その上で被爆者運動史に関わり考えることは、「継承」は通り⼀辺倒に何かモノを受け
渡すというよりかは、感情を渡すことなのではないかということです。継承といわれ、
すぐに思いつくのは広島の被爆体験の継承のための語りですが、その中では原爆を受け
て⾃分がどう感じたか？をよく語っている印象があります。 
そう考えると、私は「継承」はとても難しいことだと感じます。感情を渡すということ
は、⾃分の⼼の⼀部分をつまびらかにするということで、とても⾟いことです。また、
受け取り⼿側も、実体験なしに感情を受け取るのですからどこまでも不完全なままでし
ょう。しかし、不完全なものでも「継承」せねばならぬと感じられているものこそ被爆
体験なのだろうと思います。（1 年⽣・Ｊ） 
 



継承するものは⽴場によって異なると思う。被爆者運動のような内側の団体と私たちの
在り⽅は違うから継承は変わってくる。プロジェクトの中で何を継承するかが何となく
分かっている。⼀つの価値観を捨て去って歴史として向き合うことが私たちがするべき
継承の根幹ではないか。いろんな意味で⽬をそらさない。情報として知るだけではなく、
向き合って考え続けなければならない。歴史学としてやるのが何より⼤事。（2 年⽣・
H） 
 
 

 



おわりに ―光葉博物館の特別展にむけて― 
2020 年度企画展⽰「被爆者の⽣きてきた歴史」展はいかがでしたでしょうか。 
プロジェクトが発⾜して以来、私たちプロジェクトメンバーは、特に運動と学問との距

離感の確保に気を配ってきました。主張したい結論につながる証拠だけを集めてきて歴史
像を組み⽴てることは、歴史学を学ぶ学⽣として、最もやってはならないことだと私たち
は考えています。第Ⅰ章から第Ⅲ章までは、歴史的事実と歴史像を提⽰することによっ
て、みなさまに考える材料を提供することに努めました。 

⼀⽅で、今年度の企画の新機軸である「第Ⅳ章 私たちが考えたこと」では私たちが
「⽣⾝の⼈間として考えたこと」を提⽰しました。お読み頂けると、被爆者問題に対する
スタンスも、メンバー間で差があることをご理解頂けたかと思っています。 

でも「それでいい」むしろ「それがいい」と思っています。考える材料を共有しなが
ら、それぞれの価値観を鍛えていくことこそが、歴史学の営みだと思います。 

歴史的な問題でもあり現代の問題でもある被爆者運動の歴史を知ることが、みなさまが
今後の社会のあり⽅について考えていく際の⼿掛かりになれば幸いです。 

さて 2021 年度は、「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト―被団協関連⽂書―」の完
成年度にあたります。活動の集⼤成として、2021 年秋に昭和⼥⼦⼤学光葉博物館でおこな
う「被爆者運動展」（仮称）の準備がすでにスタートしています。 

「被爆者運動展」（仮称）では被爆者運動に関する実物史料も多数展⽰する予定です。3
年間の研究成果を踏まえて、より分かりやすく、より学びが深い展⽰になるように準備し
て参ります。時期が参りましたらご案内を差し上げます。多くの皆様に⾜をお運びいただ
けることを⼼より楽しみにいたしております。 

最後になりますが、2020 年 9 ⽉岩佐幹三さんが 91 歳で逝去されました。被爆者運動を
牽引していらした岩佐さんと、第三者として運動の歴史的分析に取り組む私たちとでは歴
史の捉え⽅が異なるところもありましたが、それでもなお岩佐さんと共有できる歴史を描
くことが私たちの研究のモチベーションでした。2 度のインタビューでは、70 歳の年齢差
がある私たちとの議論にも正⾯から向き合って頂き、厳しく優しく温かく励ましていただ
きました。この場を借り、感謝の⾔葉をお伝えし、ご冥福を⼼からお祈り申し上げます。 

戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト メンバー⼀同 



プロジェクトに参加して 〜〜メンバーの寄せ書き〜〜 
 

｢あの⽇｣だけでなく、｢あの⽇｣から現在までのプロセ
スを学びました。⻑崎出⾝のため、今までは被爆者の
⽅の⽣の声を聞く機会が多くあり、｢あの⽇｣は地獄の
ような悲惨な状況であったという認識で「あの⽇」の
みにスポットが当たっていました。しかし、被爆者の
⽅が現在も抱えている罪悪感などが運動へ駆り⽴てた
という「その後」のことを知ることができました。そ
のため、物事の全体を多⾓的に⾒ることで新たな学び
が⽣まれ、楽しさを知ることができました。 

（歴史⽂化学科 1 年 ⽥中彩美花） 
 
プロジェクトに参加するまでは、平和教育や原爆につ
いての話は神妙な顔で背筋を伸ばして聞かなければな
らない堅苦しさが好きではありませんでした。プロジ
ェクトでは、当時何があったのかを学び、⾃分の考え
を⾃由に議論できて⾯⽩いと思いました。 

（歴史⽂化学科 1 年 原実央） 
 
コロナ禍で思うように調査ができないこともありまし
たが、1 つのものを完成させることができ、⾃信がつい
たように感じます。来年度は博物館での展⽰を予定し
ているので、今までの研究を洗練させて、多くの⽅に
⾒ていただけるように頑張りたいです。 

（歴史⽂化学科 3 年 印出也美） 
 
2 年⽬となるプロジェクトは、リモートながらも密度
の濃い⽇々でした。新メンバーの考えに触れて、⾃分
の実⼒不⾜を感じたこともありましたが、仲間たちと
議論を重ねて互いを励まし合い、乗り越えられました。
今回私は、被爆者の「死」の姿をみました。証⾔から、
被爆者⼀⼈ひとりの想いを感じていただければ幸いで
す。 

（歴史⽂化学科 2 年 ⽇⾼彩貴） 
 
私はこのプロジェクトに参加してから 1 か⽉しか経っ
ていないのですが、議論の中で⾊んな新しい知識や考
えに触れ、良い刺激を沢⼭受けています。同時に⾃分
が原爆や被爆者について、本当に何も知らなかったの
だということも実感したので、これから皆さんに追い
つけるように頑張ろうと思いました。 

（歴史⽂化学科 2 年 佐藤恭） 

⼀⾔で⾔えば、楽しかったに尽きます。 
史料を読み、多くの⼈とさまざま意⾒を交換し新たな
歴史を発⾒していくのは、初めての体験でした。まさ
しく歴史学の楽しさだと思います。 

（⽴正⼤学⽂学部史学科 1 年 秋本萌乃加） 
 
今年の活動はコロナ禍の影響を受け、主に Zoom を
利⽤したミーティングを⾏いました。逆に学外の学
⽣さんとも交流しやすく、話題の幅が広がりました。
また私は議論中、⼈の意⾒に同調してばかりだった
ので、どんどん意⾒を発⾔する事のできる 1 年⽣の
後輩が新たに加わったことで、⾃分もしっかりしな
くてはいけないと思うようになりました。特に今年
は、直野章⼦⽒の論⽂とこのプロジェクトの研究と
の共鳴があり、さらに研究が深まりました。最終⽬標
である光葉博物館の展⽰に向けて更にアップデート
していきます。今年の秋桜祭はその通過点として納
得の⾏く発表展⽰が出来たと思います。 

（歴史⽂化学科 2 年 古藤妃⾹瑠） 
 
実際に被爆者の⽅が書いた様々な筆跡の調査⽤紙な
どの⽣の史料との対⾯や、被爆者の⽅からの聞き取
り調査を通じて、被爆者の⽅を「被爆者」としての側
⾯だけではなく、⼀⼈ひとり多様な個⼈として知る
ことができたことが⼤きな学びです。活動で関わら
せていただいた⽅々との貴重なご縁にも感謝してい
ます。 

（東京外国語⼤学⼤学院修⼠ 1 年 花⽥珠⾥） 
 
今までは原爆は 8 ⽉ 6 ⽇、9 ⽇の出来事だと思って⽣
きてきたけれど、原爆被害者やその周りの⼈たちにと
ってはあの⽇で終わりではなく、今も続いていること
がこのプロジェクトに参加してわかりました。これか
らもプロジェクトを通じて原爆のあの⽇について考え
を深められたらと思っています。 

（歴史⽂化学科 1 年 ⾦澤千咲） 
 
 
 
 
 



以前までは原爆被害とは全くの無縁な⽇々を送ってお
り、このプロジェクトに参加した理由も些細な好奇⼼
からでした。しかし短期間ながらも活動を通して、被
爆者運動に関して学び考え仲間と議論しあうことで、
現実との対話のあり⽅をより深めることが出来、本当
に⾊濃い時間を経験させていただきました。私は「偉
いね」と褒められるためにこのプロジェクトで学ぶの
ではなく、「あの⽇」とその後を研究することで得られ
る⾃⾝の学びの糧を求め、これからも⽇々励んでいき
たいと思います。 

（歴史⽂化学科 1 年 桑原美陽） 
 
最近プロジェクトに参加したので、私がやった事はパ
ネルについて感想をいう程度のことです。プロジェク
トメンバーは、どのようにしたら皆に伝わるようなパ
ネルが作成できるかなど、⾃分たちが研究してきたこ
とに真剣に向き合っていました。次回からは、私もメ
ンバーの⼀員として貢献できるように頑張りたいです。 

（歴史⽂化学科 1 年 郡司知英⾥） 
 
まず学問の寛容さを学んだ。原爆や被爆者はとても感
情的というか、価値観の在り⽅のように思っていたが、
それにも歴史があり、理論に学べることを知った。そ
して、⾃分が何も考えていなかったことに気付いた。
「戦争は悪い」「原爆はあってはならない」と⾔われた
まま飲み込んで、⾃分の意⾒など持ったことがなかっ
た。⾃分が教えられた価値観が、何故？どうして？と
考え、崩れていき、呆然としたが、わくわくした。 
最後に、事実を⾒つめて、⾃分で考える⼤変さと楽し
さを知った。学問は楽しいと実感した。⾃分とは異な
る⼈の意⾒を聴くことの出来る喜びを知った。 
学⽣の間だけでなく、これからの⼈⽣に必要なことを
学べたと感じている。 

（歴史⽂化学科 2 年 森⼭霞） 
 
⼈の記憶や経験が歴史になっていく過程を間近で⾒る
ことができました。正直なところ、原爆とは教科書の
中の 1 つの出来事でしかなく、遠いものだと感じてい
ました。しかし実際の史料や⽣のお声を聞き、理解を
深めるうちに歴史、もとい原爆の出来事は今の私と地
続きになっているのだと思いました。 

（歴史⽂化学科 1 年 ⼩松優菜） 
 

これまでの積み重ねがあっての今年の展⽰、いかがで
したでしょうか？学年を越えて同じ場、同じ時間を共
有し、⼀緒に議論したり、悩んだり、相談したりと、今
まで⼤事にしてきたものがなかなか難しくなって⼀時
期はどうなるかと思いましたが、週に⼀度必ずオンラ
インで集まって議論を続けてこられたのはとても嬉し
かったし、経験値としても⼤きかったと思います。つ
いに光葉博物館での展⽰内容をリアルに⾒据えるとこ
ろまできたので、より⼀層研究に⼒を⼊れたいと思い
ます！ぜひ、来年度もご覧ください！ 

（昭和⼥⼦⼤学⼤学院修⼠ 1 年 吉村知華） 
 



プロジェクトをサポートして 
1977 年の国際シンポジウムにおける⽣活史調査の基本テーマは、〈原爆〉は

⼈間に対して何をなしたか、⼈間は〈原爆〉に対して何をなすべきか、という
２つの問いにおかれました。それはどちらも⾃明のことではなく、被爆者の個
⼈史においても、被爆者運動においても探究されつづけてきたテーマです。⼈
間が⽣きるうえで、前者（科学的な営み）と後者（思想的な営み）は分かちが
たく結びついています。みなさんの PJ はそれらを包括して歴史学的に解明し
ようとするものですが、同時にそれは、被爆者運動が社会に提起してきた問題
が何であり、それに私たちがどのように向きあえばよいのかを考え合う、すぐ
れて実践的な意味をもっているとも⾔えるでしょう。原爆被害への国家補償を
阻んできた壁が戦争被害「受忍」政策にあり、それが現在にまでつづく「地続
き」の課題であることに気づいた PJ が、最終年度に向けどのように進展して
いくのか、ますます楽しみになってきました。 

 ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 栗原淑江 
 
プロジェクトを⽴ち上げたときには、被爆者運動について無知であった私たち

ですが、①丁寧な史料解読、②論⽂の輪読、③運動関係者へのインタビューなど
を踏まえた徹底的な議論を通じて、3 年間、研究を深めてきました。2018 年度
には被爆者の主体形成について、2019 年度には被爆者調査の意義についての研
究成果をあげ、今年度ようやく被爆者運動の全体像を⽰す展⽰報告をできるま
でに⾄りました。これまでプロジェクトに参加した学⽣はのべ 31 名に達してい
ます。真摯に研究に取り組んだ、全ての学⽣の努⼒と研鑽を⼼から讃えます。 

プロジェクトのメンバーたちは他の課外活動も活発におこなっており、ミーテ
ィングの⽇程調整には例年苦⼼してきました。しかしコロナ状況下でオンライ
ン会議に習熟したことが思わぬところでブレイクスルーとなりました。今年度
は、コロナ以前にはおよそ考えられなかった時間帯（⽔曜⽇・⽇曜⽇の 19 時〜）
にオンラインミーティングをおこない、学部 1 年⽣から⼤学院⽣まで学年に関
係なく、深夜まで活発な議論を重ねました。 

いよいよ来年は光葉博物館展⽰！悔いの残らぬよう精⼀杯研究しよう！！ 

昭和⼥⼦⼤学⼈間⽂化学部歴史⽂化学科 准教授 松⽥忍 



 

最後までお読み頂き、ありがとうございました。 

本企画展⽰に関するご意⾒、ご感想を以下の URL もしくは QR コード 

までお寄せ頂ければ幸いです。今後の活動の参考にいたします。 

https://forms.gle/PsqQ455VLQpm8pmZA 

※メールによるお問い合わせは sengosi@swu.ac.jp までお願いいたします。 

 


