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はじめに 

 

 私の勤務する学校は、全日制 5 クラス普通科の高校である。1 年生から 3 年生まで英語

の授業はほぼ毎日あるが、英語を苦手とする生徒も多い。そんな生徒たちに向き合うと、

英語の授業で教えたいことはいったい何だろうと悩むことも多い。日本語とは違う音や構

造のおもしろさを伝える、文化の違いに興味をもつ、英語が使えるようになって表現でき

る楽しさを伝える。そんな風に英語の力をつけることはもちろん大事だが、それと同時に

扱う教材の題材がとても大事だと思うようになった。英語が苦手な生徒でも、題材が魅力

的ならば、その英語を理解しようと頑張ろうとする。Lucky Dragon はそんな魅力的な教

材だと思う。県教研でも教材の大切さが話し合われた。英語を学ぶことで、自分の知らな

かった世界を知り、自分の周りで起こっている時事に興味を持つ。さらに、英語を学ぶこ

とで物事を違う面から読み取ったり考えたりできるようになる。そんな教材を発掘してい

くことが、英語を教える教員にとっても大事だと考える。 

 

１ 教材について 

 

Lucky Dragon とは「第五福竜丸」の英語訳である。第五福竜丸は 1954 年 3 月 1 日に

焼津港を出港したマグロ漁船で、ビキニ環礁でのアメリカ軍の水爆実験に遭遇し、放射生

降下物、いわゆる死の灰を浴びた船である。この教材は、三友社の英語Ⅱの教科書 COSMOS 

ENGLISHⅡで取り上げられてきた。教科書では、第五福竜丸の視点から、事件のあらま

しと第五福竜丸記念館が作られるまでの過程が描かれている。その後、教科書は改訂され、

第五福竜丸の事件を知った高校生たちが英語で平和へのメッセージをつづり、世界へ発信

していく Message for Peace として取り上げられている。Message for Peace は静岡県島

田在住の先生の実践をもとに描かれている。２００５年 NPT（核拡散防止）条約再検討会

議に参加するにあたって、生徒たちのピースメッセージを現地で各国の人々に渡し、手紙

やビデオメッセージで返事をもらった実践である。       

私は、2 年前、第五福竜丸の乗組員であった大石又七さんの講演を聞く機会に恵まれた。

そのお話の中で驚いたのは、日本の原子力発電導入に第五福竜丸事件が関わっている、と

いう話である。「日本政府は第五福竜丸事件をわずかな見舞金で政治決着する代わりに、日

本が求めていた原子力技術をアメリカから導入してもらった。原子力の平和利用を大々的

に宣伝し、広島・長崎に次ぐ 3 度目の原水爆被災で世界的に高まった原水爆禁止の声を抑

えていった」というのである。 

 東日本大震災で原発の危険さともろさが露呈し、巨大地震の震源域に立つ浜岡原発を

抱える静岡県に住む私たちの間でも、原発問題は大きな論議になっている。さらに、第五

福竜丸の乗組員を苦しめた内部被ばくによる深刻な病気は、放射能汚染が問題になってい

る今、もっとも懸念される問題である。だからこそ、今この教材を学ぶ意義は大きいと思

う。しかし私が教える多くの生徒は、実は第五福竜丸についてほとんど知らない。自分た

ちの県で起こったことなのに。そこで、Lucky Dragon のことを知り、一市民として核問
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題や原発問題を考えるきっかけとし、さらに Peace Message の実践を通して、英語によっ

て自分の意見を世界に発信することが可能であるということを知ってもらいたいと思い、

この教材をプリントにまとめて学習した。 

 

２ プリントづくりとビジュアル教材（事前準備） 

 

事件のあらましを知るために、改定前の COSMOS ENGLISHⅡの英文を、生徒に読み

やすく書きなおした。絵本『忘れないで―第五福竜丸ものがたり』に沿ったストーリーで、

①マグロ漁に出港、②朝日のように見える水爆実験を目撃、③死の灰が降り注ぐ、④乗組

員たちの体調悪化、⑤焼津港への寄港と明らかになった被ばく、⑥夢の島に捨てられる第

五福竜丸、⑦記念館の建設、の 7 つの場面の説明文である。さらに、絵本『忘れないで―

第五福竜丸物語』から各場面に関連する場面をスキャナでとった画像を加え、ワークシー

トを作成した。（資料１）絵は黒板に貼るために、拡大カラーコピーしたものも用意した。 

Message for Peace は、教科書 COSMOS に載っている、世界からのメッセージの部分

を抜き出し、読み取りのプリントを作成した。（資料２） 

また映像資料として、NHK 現代史スクープドキュメント「原発導入のシナリオ」、

Message for Peace を実践した先生からいただいた 2005 年ワシントンと NY で高校生たち

のメッセージに答えている人々のインタビューが収録されている DVD を用意した。生徒

の興味や理解を深めるために、画像や映像の力は大きいと考える。 

 

３－１ 実際の授業（Lucky Dragon） 

 

 リーディングの授業で、3 年生の進学コース・習熟度別上位クラスの生徒を対象に授業

を行った。1 学期期末試験の前で、すでに試験範囲は終わっており、余裕があったため 3

時間を使って授業を行った。 

 

[1 時間目] 

授業の初めはまず、生徒にツナ缶を見せるところから。「なにそれ、先生の昼ごはん？」

と笑いが出たところで、生徒に最近の一番のニュースは何？と問いかける。すぐに「地震」

「原発」「放射能」という言葉が出てくる。そこで、「実はこのツナ缶と原発には大きなか

かわりがあるんだよ」と話をすすめる。新聞でもさかんに報道されていた、線量計を持っ

て放射線量を測る地域住民の記事もみせる。「なんで？」という疑問がでたところで、ツナ

缶の原料はマグロ、マグロといえば焼津、と話を進め、「今から約 60 年前に、今と同じよ

うに放射能が大きな問題となった事件が焼津であったんだよ」と、絵本「忘れないで第五

福竜丸」から拡大コピーした絵を黒板に順不同に貼っていく。水爆が爆発している場面を

見て「夕日？」、死の灰が降り注いでいる絵では「何で雪が降ってるの？」と疑問がいっぱ

い。そこでプリント（資料１）を配布。まずは、教師が英文を 1 回音読する。生徒は注を

見ながら聞き、ストーリーを想像する。その次に、黒板に貼った絵本の絵を見ながら、再
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度教師が音読をするのを聞く。今度は、ストーリーの流れを確認し、それぞれのパートは

どの絵の場面を説明している英文なのか、絵を見ながら英文を聞いて確認していく。グル

ープになって、まずは英文の記述と絵をマッチングさせる活動をする。全体で確認し、キ

ーワードとなる単語をいくつか確認する。最後に、英文の内容を年表形式でまとめていく

作業を行う。英文は 7 つのパートに分かれているので、各グループに、１つのパートを割

り振って明日内容を発表してもらうことを予告して、終了。 

 

【2 時間目】 

黒板に絵を貼りながら、生徒とともにストーリーの流れを確認していく。再度教師が英

文を音読し、各グループごとに内容がまとまっているか、確認する。英文のパート①から、

各グループごとに内容を発表し、他グループの生徒は年表に補足情報を書き込んでいく。

一通りストーリーがわかったところで、音読練習をし、終了。 

 

【3 時間目】 

 各グループごと、音読の練習をする。自分たちが担当した英文のパートをクラスメート

の前で読む。絵本を読み聞かせるように、丁寧に読むように指導する。 

そのご当初の目的である、「第五福竜丸事件と原発の関連性」についての話題へ。NHK

「原発導入のシナリオ」の一部を見せて、第五福竜丸と原発導入には関連があったこと、

ビキニ水爆実験が明らかになった当時、世論は「核反対」に大きく傾いていたが、当時影

響力の強かった新聞やテレビを通して核の平和利用・原発の素晴らしさが説かれ、反核感

情を抑え込んだ事実があることを説明した。その上で、「原発のおかげで日本がこれほど発

展した」という考えがあるのも事実であることも踏まえ、自分は原発についてどう思うか

生徒に問いかけた。ドキュメンタリーは難しかったこともあり、すべての生徒がしっかり

見てくれた、というわけではなかったが、「この時代（冷戦時代）のことを最近、政経の授

業でやったから、こういう時代があったんだって、ほんとに実感しました」と言ってくる

生徒達もいた。（生徒感想は資料４）宿題として、福島の原発事故が外国では英語ではどの

ように報じられ、どんな影響があったのかを読み取るプリントを作成した（資料３）。新聞

を読まない生徒が多いため、放射性降下物を恐れる韓国の学校について、イタリアで行わ

れた原発の有無を問う国民投票などのニュースに、驚いた生徒もいた。 

この授業を通して、時代の流れや原発問題について、少しでも考えるきっかけを与えら

れる授業になったと信じたい。 

 

３－２ 実際の授業（Message for Peace） 

 

 Lucky Dragon と同じく 3 年生進学コースの生徒が対象だが、習熟度に分けているコー

スをひとつのクラスに戻して授業を行った。テスト後の短縮授業を 2 時間を使って行った。  
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【1 時間目】 

 まずは授業のテーマも何も言わず、生徒に Message for Peace の DVD を見せる。Native

の早い口調に「こんなのわからないよ」という声が上がるが、あきらめずに頑張って聞き

取れる言葉を探すように言い、いくつかのメッセージを聞く。聞いているうちに「あ、平

和だ！peace って聞こえた！」という声が上がればしめたもの。さらに、どこの都市かを

想像させ、NPT 条約再検討会議に伴って、各国の人々がニューヨークに集まり平和行進を

したことを説明する。Peace Message の活動に取り組んだのは静岡県の高校生たちである

こと、DVD はそのメッセージに答えた人々の声だということも紹介する。 

ワークシート（資料２）を配布し、まずは高校生たちのメッセージの内容を読み取り、

全体でも確認する。同校に勤務する英語の先生が実際に Peace Message を作る活動をされ

ており、それを借りて、生徒に読ませることもできた。 

 

【2 時間目】 

ワークシートの後半部分、各国の人々のメッセージの内容を読み取る。内容がわかった

ところで、再び DVD を視聴。聞き取れる言葉が少し増え、「あ、さっき読んだ言葉を言っ

てる」と反応する生徒も。この DVD は Peace Parade の雰囲気も伝える本当に素晴らしい

教材だと思う。（生徒感想は資料４） 

 

４ 更なる発展学習へ 

 

 Lucky Dragon は、読んで事実を知るだけでも素晴らしい教材だ。さらなる発展学習と

しては、ぜひ発信型の活動をさせたい。私自身は、実際に今回はできなかったが、先輩の

先生方の実践を紹介する。 

 (1)Peace Message を作る。「広島原爆」「長崎原爆」「第五福竜丸事件」「現代の戦争」「原

発」などグループごとにテーマを決め、関連する写真や絵を使い、説明や平和への願いを

A4～B4 の紙にまとめる。自ら発信するためには、そのことをよく知り、学ばなくてはな

らない。これを学習の目標にすると、生徒の学びはとても深まる。実際にどこかに送るこ

とができなくても、文集の形でまとめる事で、生徒は自己表現の成果を実感できる。英語

での presentation に挑戦するのもいいだろう。 

 (2)ALT にインタビューする。国や立場が違えば、平和に対する考え方が違うのは当たり

前。核や平和について外国の人々はどう思っているのか、質問をぶつけてみる。一番身近

なのは、学校にいる ALT。 

Do you learn about Hiroshima and Nagasaki in your high school? 

Did you know Daigo Fuku Ryu Maru before coming to Japan? 

可能ならば、ALT の友人にも答えを書いてもらう。帰国した ALT にメールで質問をして

みるのもいい。さまざまな国の人の答えが集まれば、素晴らしい教材になる。 
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５ まとめ＆参考文献 

 

 第五福竜丸について知っていたか、授業後に生徒に聞いたところ、わずか１人だけが「聞

いたことはあった」と答えた。第五福竜丸の事件を通して、情報の隠ぺいや事実とは異な

る知識を報道して国民に安心を与えるなど、３．１１の原発事故でも同じことが行われた

ことがよくわかる。当時、「原子力は絶対に安全だ」「放射性廃棄物はむしろ作物の生育を

よくする」など今となっては考えられないような宣伝で、世論が原発容認に変わったこと

を考えると、事実を知らないことの恐ろしさを実感する。この教材は読んだり見たりする

だけでも、生徒の心を揺さぶる。私たち教員がやるべきことは、事実を生徒に知らせ、考

えさせるきっかけを与えることだと思う。 

 

〈参考資料〉 

○『わすれないで―第五福竜丸ものがたり』 赤坂三好 文・絵  金の星社 

○『ビキニ事件の表と裏』大石又七著 かもがわ出版 

○『ここが家だ――ベン・シャーンの第五福竜丸』 

絵:ベン・シャーン 構成・文:アーサー・ビナード 

○『水爆ブラボー』 豊崎博光・安田和也著 草の根出版会 

○ DVD『原発導入のシナリオ』HNK 現代史スクープドキュメント 

○ DVD 『2005 NPT 行動での Messages for Peace の取り組み』（粕谷たか子 制作） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

the South Pacific 

Ocean 南太平洋 

crew members 乗組員 

 

the coral atoll of 

Bikini  ビキニ環礁 

dawn = sunrise 

資料１ 

2011 3rd-grade   Reading            HRNO     NAME 

Extra Reading: Lucky Dragon 

            【A】                     【B】 

 

 

 

 

 

 

 

    

【C】             【D】            【E】                            

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【F】                      【G】                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

①  I am the tuna fishing boat named Daigo Fuku-Ryu Maru, 

Lucky Dragon.  In January 1954, I sailed into the South Pacific 

Ocean with 23 crew members.  Hundreds of tuna were caught 

both day and night.           

②  Early on the morning of March, I was near the coral atoll of 

Bikini.  It was just before dawn, and the sea was quiet.  Then, 

suddenly, the western sky shined red.  It looked like the rising 

sun. 
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frightened = scared 

cabin 船室 

figure out = find, 

understand 

lick 舐める 

complain of 訴える 

nausea 吐き気 

serious condition 重

症 

Geiger counter ｶ ﾞ ｲ

ｶﾞｰｶｳﾝﾀ（ー放射線測定

器） 

piles of ～  

積み重なった～、大量

の 

radioactivity 放射能 

contaminate 汚染す

る 

bury 埋める 

Tsukiji Wholesale 

Fish Market  

築地魚卸売市場 

critical condition  

危篤 

pass away = die 

vanish 消える 

training ship 訓練船 

dump 捨てる 

Yume-no-Shima 

Island in Tokyo Bay 

東京湾夢の島（ゴミ処

理場） 

garbage ゴミ 

bomb 爆弾 

witness 目撃者 

harbor  港 

  "Oh, no!  That's not the sun!"  They were frightened.  After a 

while, snow-white ashes began to fall on their shoulders and bodies, 

and over the ship.  What happened ?   

③  A few hours passed.  The ashes kept falling down.  In the 

cabin the crew tried to figure out what the red sun and white ashes 

could mean.  Some even licked their lips to taste the ashes. 

④  The next day, the crew members complained of nausea and 

headaches.  In addition, their hair began falling out.  I had to hurry    

back to Japan.  I sailed for Yaizu as fast as I could.                             

⑤  Arriving at the port on March 14, all the crew went to Yaizu 

Hospital for a medical examination.  The next day, two crew 

members who were in serious condition were sent to a hospital in 

Tokyo.  Doctors and professors with a Geiger counter came on 

board and examined my body and the piles of tuna. "Grr-grrr, 

grr-grrr."  The counters made noise as they reacted to radioactivity. 

  The tuna was contaminated.  The news shocked all Japan.  The 

polluted tuna was buried at the Tsukiji Wholesale Fish Market in 

Tokyo. 

  On August 31, Kuboyama-san, one of the crew, fell into critical 

condition.  On September 23, he passed away, leaving behind his 

wife and three young daughters.  The next month, I was sent to the 

Tokyo University of Fisheries.   

⑥  I had to wait for two years before the radioactivity vanished.  

Then, in July 1956, I started working as a training ship.  After 10 

years, they took out my engine and dumped me at Yume-no-Shima 

Island in Tokyo Bay.  I was old and tired, but still full of spirits.  

The next spring, I celebrated my twentieth birthday alone among the 

garbage.  Soon it was summer.  Then the fall came.  I was still 

there. 

⑦  It was lucky for me that some workers at the harbor found me.  

They wanted to preserve the former tuna-fishing ship Daigo 

Fukuryu-Maru, which was a victim of nuclear radioactivity.  Yes, I 

was a witness to the H-bomb test by the United States! 

  In 1976, the Memorial Museum for the Daigo Fukuryu-Maru was 

opened at Yume-no-Shima.  Since then, more than 100,000 people 

have visited the museum every year.  I am very happy to see a lot of 

people come to the Museum and make a wish for peace in front of me.  
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2011 3rd-grade   Reading            HRNO     NAME 

Extra Reading: Lucky Dragon 

☆内容を表にして、要約しましょう。 

絵 時を表す語 内容 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

☆Have you haerd of Lucky Dragon before?   Yes   /    No 

☆Extra Reading の感想を日本語または英語で書いてください。 
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資料２ 

HRNO       NAME 

3rd-grade Extra Reading     Peace message 

☆静岡県島田商業高校の生徒たちが平和への思いを Peace Message としてまとめ、それを

ある先生が NPT（核不拡散条約）再検討会議が行われた NY にもっていき、Peace Parade

に参加していた世界の人たちに渡しました。世界からのさまざまなメッセージを読んでみ

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆Message from a student in Shizuoka. 

 

☆Message from world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Japanese high school students wish for a world without nuclear weapons 

and war. WE LOVE PEACE!! 

I live in Yaizu, a fishing port town in Japan. Some people in my town suffered 

damage from the 1954 H-bomb test conducted by the United States. The tragedy 

should never be repeated. 

わからない単語を調べ、覚えましょう。 
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☆一言感想を… 

                                               

                                                                                                                             

                                            

I'm from France. I know that you live in a 

country which experienced two atomic 

bombings. And I'm very impressed that 

Japanese people are traveling around the 

world to deliver peace messages and demand 

the abolition of nuclear weapons. The 

French youth also support the same goal 

and want to work together for a nuke-free 

Ms. Tani spoke to a young girl in Central Park in 

New York: 

 "Excuse me, may I speak to you?  Where are you 

from?" 

 "I'm from Portland, Maine," said the girl. 

 "Why have you joined this parade?" 

 "I wanted to participate in this parade because I 

think it is a way to show my hope to the world.  And 

we have to learn from our past that violence is not 

the way." 

 A man who received one of the messages in front 

of the White House in Washington, D.C., spoke on 

video: 

 "I'm from Turkey originally.  There was a war 

going on there, too.  Iraq is pretty close to my 

country.  I wish there would never be any more 

wars.  We can do better things with technology 

instead of spending all the money on war and 

nuclear weapons. 

わからない単語を調べ、覚えましょう。 
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資料３ 

3rd-grade Reading   Extra Reading    NEWS 

☆何のニュースでしょう？内容を日本語でまとめましょう。（http://www.reuters.com より） 

Quake-hit Japan nuclear plant faces fresh threat 

FUKUSHIMA, Japan | Sat Mar 12, 2011 6:55pm EST  (Reuters) - Japan battled to contain a 

radiation leak at an earthquake-crippled nuclear plant on Sunday, but faced a fresh threat 

with the failure of the cooling system in a second reactor. 

Japan's TEPCO says radioactive water leaking into the sea at nuclear 

plant 

April 2 | Sat Apr 2, 2011 2:16am EDT  (Reuters) - The operator of Japan's stricken 

nuclear plant said on Saturday it had found radioactive water leaking into the sea from a 

cracked concrete pit at its No.2 reactor in Fukushima. 

Some South Korean schools close over radioactive rain concerns 

(Reuters) - Concerns about radiation fallout from Japan's nuclear disaster prompted some 

schools in South Korea to shut on Thursday as rain fell over most of the country, but the 

nuclear safety agency played down immediate health risks. 

Chubu decides to halt operations at Hamaoka nuclear plant 

NAGOYA/TOKYO, Japan | Mon May 9, 2011 4:00pm EDT  

 (Reuters) - Japanese power firm Chubu Electric on Monday agreed to shut a nuclear 

plant until it can be better defended against the type of massive tsunami that in March 

triggered the worst atomic crisis in 25 years. 

TOKYO | Sat Jun 11, 2011 7:17pm EDT  

 (Reuters) - Thousands of anti-nuclear protesters 

marched in Japan on Saturday, three months after 

an earthquake and tsunami triggered the worst 

nuclear disaster in 25 years, urging the government 

to cut reliance on atomic power. 

Italy nuclear power probably dead after referendum 

 (Reuters) - Prospects for nuclear power in Italy appear to have disappeared due to the 

probable result of a referendum, meaning the country must focus on developing 

renewable energy, Prime Minister Silvio Berlusconi said. 
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資料４ 

【生徒感想抜粋】（Lucky Dragon） 

・今回の話を読むのは初めてでした。ですが、今の日本の状態と同じ状態のことの物語だ

ったので、とても興味深い内容でした。昔の知恵も学びつつ、今の状態から速く脱出でき

ることを望みたいです。 

・この授業で初めてこの出来事があったんだと知りました。この人たちはただ漁に出てい

ただけなのに、こんな残酷なことになってしまうなんて、核兵器はとても恐ろしいことを

実感しました。二度とこんなことがあってはならないと思いました。・東北の地震のことも

あるし、今回の福竜丸のお話を知って、改めて原爆って怖いなって思った。それに、こん

なに日本はたくさん被爆の事件が多いのに、原子力に頼らなきゃ、こんなに経済が発展し

なかったって考えると、なんか矛盾してるっていうか、不思議です。目に見えないものほ

ど怖いなぁ。 

・I was shocked because I didn't know Daigo Fukuryu Maru. 焼津でこんな大事件があ

ったなんて知らなかった。２度とこのようなことが起こらないように、国際的に核の管理

を徹底すべきだと思う。 

・偶然に被爆しただなんて、やっぱり核兵器は良くないものだと思った。何も悪いことを

していないのに、政府はちゃんと対応したほうがいいと思う。アメリカとも友好関係のた

めにもちゃんと謝ってほしい。うやむやは良くないと思う。大人になったら、第五福竜丸

の記念館に行ってみたいと思った。 

・何も関係ない人たちが巻き込まれてかわいそうだと思った。原発について騒がれている

今、人ごとではないと思った。この出来事を過去の出来事として終わらせるのではなく、

平和のために、未来に伝えて行かなければならない一つだと思った。 

・原子力発電は、日本の世論を操作した結果だったのではないかと感じた。一人の男が TV

と新聞の情報を操作していたし、財界では多額のお金が動いていたと思う。しかし、代替

エネルギーを考えると、悩まざるをえないと思う。 

・テストが終わった後、第五福竜丸について、お母さんと話し合った。結論は…世界の人

を信じて新しいエネルギーを開発して、原子力を使わなようにしたい。 

・放射能の怖さを改めて知った。核の実験や原子力発電はあまり行ってほしくないと思っ

た。人々に与える放射能の被害はとても怖いものばかりで、もし自分が被曝したら、と考

えるだけでもとてもいやな気持ちになった。放射能による被害がこれから先に一つでも少

なくなればいいと思った。 

・This incident is very scary.  どの国も少なからず爆弾を持っていると思うと恐ろし

いし、武力で身を守ろうなんて時代は特に終わっていいはずなのに、爆破実験をしている

なんておかしいと思った。 

・I heard of the Lucky Dragon story for the first time.  I didn't know the story before. 

I thought this story was very scary.  I think it necessary that everyone know the 

story.  This story is not only a Japanese problem but also an international problem. 

・僕は初めてこの話を聞きました。僕はアメリカが好きだけど、この話を聞いて、日本は

もっと強く反論すべきだったと思います。Lucky Dragon の話をもっといろいろな人に知

ってもらわなくちゃいけないと思った。 

・原子力というのはやはり本当に恐ろしいものだと思った。爆破実験が平然と行われてい

たと言うことが本当に信じられない。福島の原子力発電所のこともあり、原子力について

よく考える必要があると思う。原子力のおかげでいろいろなものが発達したこともまた事

実なのだから。 
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【生徒感想抜粋】（Peace message） 

・国や年代が違っても、平和を願っていることがわかった。日本に原爆が落ちたことを知

っている人がいて、日本を想ってくれていてうれしかった。昔の外国人もそう思ってくれ

たらよかったのに… 

・ただ英語を勉強しているだけでなくて、人に伝えることができて、すごいと思った。世

界中の人が平和を望んでいるんだから、戦争や兵器はなくなったほうがいい。 

・英語で世界に発信していくこともできるんだなって思った。世界中の人が核のない平和

な世界を望んでいるんだなと思った。                          

・私が歴史を学ぶのは、過去をいかして未来につないでいくか考えるためなんだと再度実

感しました。私も平和になってほしいので何かできればいいと思った。 

・平和のことを考えることは大事だと感じた。その考えたことを発信する手段として英語

を勉強することに楽しみがあるということで、なるほど、と思った。いろいろな国の人が

集まって意見を言い合えるというのはいいなと思った。 

・この授業で始めてこういう活動があったのを知った。それに、パレードをするほどみん

な世界中の人が過去を学び、平和を望んでいるんだって、すごいと思った。人の力ってス

ゴイ！ 

・世界の人々も戦争を反対していて、二度と繰り返すべきではないと思っていてくれて本

当にすごいと思いました。原子爆弾がなくなればいいと思った。 

・日本人だけでなく、ほかの国の人々も核の廃止を願っているとわかった。私も核はなく

なってほしいと思っているので、このパレードはとても良いと思った。いつか本当に世界

から核がなくなってほしいと思う。 

・国や人種が違っても、原爆の恐怖や平和を願う気持は、原爆を落とした国も落とされた

国も一緒なんだと思った。 

・自分と同じ歳の人が、こうやって平和を願い世界中に発信していると知って、とてもび

っくりした。 

・核兵器をなくすために、こんな運動をしていることを知らなかった。世界中の核兵器や

戦争がなくなればいいと思った。 

・自ら海外へ行って、核兵器の恐ろしさなどを伝えるその行動力がすごいと思った。 

・いろんな国の人が、いろんな想いを持って、核兵器や戦争がなくなるように願っている

ことを知った。たくさんの人が望んでいるのだから、なくなってしまえばいいのになあと

思った。 

・ほかの国の人々も原爆について考え、行動することはすごいことだと思う。広島と長崎

に原子爆弾が落ちたことは忘れてはいけないし、忘れることはないと思う。世界中の問題

になっている核兵器について、もう一度考え直した方がいいと思った。 

・日本だけでなくて、世界中の人々も戦争に反対していることを知ってうれしかった。外

国の人も日本人も同じ気持ちなんだなと思った。 

・日本の他にも、平和に対する考え方があることを知ることができた。核兵器がよくない

ことはわかる。こういうパレードが行われることで、いろいろな人に知られることはいい

ことだと思った。 

・世界の人々は日本の原爆をどう受け止めているのか、前から気になっていました。だけ

ど、核兵器に関するパレードをしたり、署名をしたりして、原爆のことを考えているのは

日本人だけではないんだとわかって、心を打たれました。 

・世界中の人々が核兵器の廃絶を願っているのだなと思った。もっと安全な形で平和的に

核兵器を管理してほしい。 

・核兵器や戦争に使うお金を、もっといいことをするためのテクノロジーに使えばいいと

いう意見は、立派な理想だと思った。 


