
原爆による広島の荒廃につ
いて理解したか

広島の復興の歴史について
理解したか

平和の大切さについて理解
したか

「広島平和研修」アンケート集計結果
集計数：255 名分

2014年度

1.選択式回答（講義全体評価・理解度について）

2.感想、意見、要望等（人数の記述が無いコメントは各1名）

Ａ.理解した　Ｂ.理解出来なかった　Ｃ.その他（無回答）

Ａ：253名
Ｂ：2名
Ｃ：0名

Ａ：254名
Ｂ：0名
Ｃ：0名（無回答1）

Ａ：254名
Ｂ：0名
Ｃ：0名（無回答1）

原爆による広島の荒廃について理解したかに「B:理解出来なかった」と回答した2名のコメント
　・この見学旅行は非常に興味深い。また、私は多くの知識を得た。
　・私は日本語の解釈の仕方が分からなかった。（注：本コメントをした研修員はフランス語で研修を受けた研修員。
　　講義及びツアーはフランス語の通訳を介して実施しています。）

●悲しみに触れることができるツアーだった…9名
●講師の説明が非常に興味深かった…8名
●ガイドが非常に優秀だった…8名
●興味深いツアーだった…7名
●JICAに感謝したい…7名
●感銘を受けた…6名
●自分にとって歴史的なことで、はっきりと記憶に
　残るだろう…5名
●自国で平和学習の機会を持ちたい…3名
●再び広島を訪れたいと思った…3名
●このツアーに参加できてうれしかった…2名
●ツアーを企画してくれたJICAに感謝する…2名
●平和構築について学んだ・・・2名
●この難しい話題について素晴らしいプレゼンテー
　ションだった
●私に世界の平和を共有することを教えてくれた
●我々は、知識を得ただけでなく、幸せにも浸りました
●このツアーは私の予想を上回りました
●驚くべきツアーだった
●このツアーは、戦争の原因をよりよく理解するた
　めに継続されるべきだ
●日本を訪れる誰もがここを訪れるべきだ
●平和公園では平和を感じました。とても良い経験
　でした
●JICAが我々に自国で平和大使になってほしいとい
　う思いを理解した

●次回は参加者と一緒に昼食をとれるようにしてほしい
●可能であれば8月6日にも行ってみたい
●再びこのツアーに参加したい
●（東広島からの）移動時間が長かったので、移動　
　途中に休息があればよかった
●平和記念公園に多くの学生がいたのが、私にとっ
　て少し問題であった
●訪れるために十分な準備ができていなかった
●広島平和記念公園のこのスタディツアーは、絶対
　に必要なツアーである
●原子爆弾について知ることは心に触れる経験だった
●非常に分かりやすい展示で、第二次世界大戦中の
　広島への原爆の投下を理解できた
●音声ガイドツアーと資料館の展示によって感銘を
　受けた
●直接的に見るのとテレビや雑誌で見るのとは違った
●破壊の様子を映像で見るのはインパクトが強いも
　のであった
●戦争中に日本に対抗した同盟国を知った
●講義はとても明確だった
●原爆によって引き起こされた悲劇に関する全ての
　テーマが掘り下げられていた
●平和記念公園は訪れるべき重要な場所である
●この訪問で、高校で広島の歴史について学んだ事
　を実際に見る事ができた

学ぶことの多い（有益な、素晴らしい）ツアーだった…41名講義とツアー
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「広島平和研修」アンケート集計結果2014年度

●世界中の、特に中東の平和を願っています
●他の国々は広島から復興、平和を前進させる方法
　、戦争の影響を学ぶ必要がある
●将来的には戦争や紛争を防止する必要がある
●平和構築の重要性について強い印象を受けた
●平和はすべての人間にとってそれなしでは生きて
　いけない最も重要な事項であり、それなしに地球
　の発展はない。我々はすべての場面でそれを促進
　しなければならない
●私は常に帝国主義の力の被害者に寄り添っていき
　たいと願っている。将来にわたって世界平和を構
　築し、平和を愛する人々を育て続けてほしい
●私は日本人が原爆のことを忘れず、将来を見据え
　て平和的になっていくことを信じたい
●私の国でも広島平和公園のような平和を主導する
　組織が育ってほしいと願う
●私は広島の人々が平和のために取り組んでいるこ
　とを知らなかった。私の国では、平和教育を特別に
　行う場所がない。私は変えていかなければいけな
　いと思った
●原子爆弾の被害を知る事は、世界平和実現を目指
　し、人類歴史の中で二度と原子爆弾を使用しない
　心を育てる事になると思う
●日本人は復讐心を持たず、アメリカと一緒に行動
　している。このことは私に日本人が平和構築をど
　れだけ真剣に考えているかを教えてくれる
●世界平和を広め、主張していくために日本人がア
　メリカを許す許容性に触発された
●我々には、平和の遺産を受け継ぎ、学んだことを多
　くの人と共有し、訴え続けることが望まれている
●ガイドによりこの場で経験を伝えることを続けて
　もらいたい

●平和を維持していくことの重要性を思い出させて
　くれた。「ノーモア ・ ヒロシマ」は私の国に私がな
　すべきメッセージだ
●子どもたちのために平和な世界を作っていきたい
●悲しみを感じた。私は再度広島を訪れたい
●広島市民が経験した大きな悲劇を深く知る事によ
　って、私の心が大きく動かされた。遠く離れた国に
　住んでいる事から、日本国民の痛みを感じること
　はこれまでなかったが、今後は世界に平和を求め
　る日本人の思い・行動を理解し、尊敬し、共有する
●平和を築くことは私達全てに責任がある
●私達はインドの平和を作る
●爆撃した人たちは恥じているはずだ。思いやりを
　持って、この行為を非難し、今後決して爆撃を行う
　ことがないよう世界にお願いしたい
●私は、全世界で平和が形成されること願っている
●この訪問にはとても胸を打たれた。コメントを聞
　き、悲劇の跡を見ながら何度か涙がでそうになっ
　た。このような事は二度とあってはならない。私は
　世界平和のための大使である
●原爆の歴史と何よりも平和を育てる必要性を理解
　できた。平和教育は世界の総ての国において優先
　されなければならない
●平和は世界の全ての国家間の調和として成立する
●私は多くの人々が平和について取り組んでいるこ
　とを理解し、平和についての伝承を学んだ
●アフリカの若者に講演やビデオ、訪問を通して理
　解して欲しい
●爆弾を作らない事が必須である
●私達は世界中に平和を訴え続ける必要がある
●JICAは広島の経験を通じて世界平和を推進すべき
　である

世界平和に向けて、広島がその経験を発信することが重要…5名
より良い未来のために復讐は不要…4名

広島の経験が二度と起こらないことを願う…3名

平和への願い

原爆の非人道性
●原爆により9万人もの人が死んだことは非常に悲
　しいことだ
●原爆資料館でその写真などを見てとてもショック
　を受けた
●ツアーの間、1945年の8月5日に戻れればと思っ
　ていた。私は日本人の継続した痛みを感じ、気の毒
　に思った
●爆撃で多くの人が死んだことは人がすべきでない
　ことの一例だと思う
●平和記念公園への訪問は私に本当の原子爆弾の被
　害を見せてくれた。そして生物や環境に対する悪
　影響についても教えてくれた
●核はそこにあります。核は、犠牲者を苦しませる物である

●子どもを含めた市民に起こった状況を考えると、
　感情もなく命を奪われ、ひどいことだと感じた
●原爆が人に与えた被害がとても印象に残りまし
　た。その痛みがどのようなものであったかを考え
　ると悲しいです
●原爆投下に人間性はないと感じた
●原爆によって引き起こされた人的被害の重大さ
　と、平和のための日本の迅速な反応に強い印象を
　受けた。遠くから来た自分でも涙が出る。私はいか
　にして過去を忘れ、前に進むかについて、一つのモ
　デルを国に持って帰る
●シリアスな内容のビデオを見た。学校で子供向け
　に配慮されたビデオがあれば良い
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●核兵器を所有している国に対して、その国のリー
　ダーがこの資料館を訪れるよう招待すべきだ…2名
●どうか広島の持つ核兵器のネガティブな影響や平和
　の記憶について、ビデオや他の方法で伝えてほしい
●世界で核廃絶を進めるために、基本的な手法とし
　て、広島の事例を活用すべきだと思う
●平和は、核兵器廃絶によって世界にもたらされる
　ものだ
●平和と核兵器の廃絶のための運動のために日本の
　人々がとった前向きな姿勢にとても感銘を受けた
●アメリカは原子爆弾で多くの日本人を殺した。二度
　と原子爆弾は使ってほしくない。世界平和を築こう !
●これ以上武器を作らない。なぜなら人類や地球に
　多大な被害を与えるからだ。原子力発電所も、代替
　エネルギーが見つかり次第止めるべきだ
●世界には核兵器や危険な武器が拡散している。こ
　うした危険な兵器を廃絶する世界的なムーブメン
　トが必要だ
●世界から核兵器を一掃するのは非常に深刻な問題だ
●核兵器は、一生抱えるような後遺症も残すので排
　除すべきだ。平和に生きること以上に大切な事は
　無い。平和実現のため、痛みを忘れず、あきらめず、
　勇気を持つことが幸福につながると思う
●我々は原子爆弾の影響を理解することができた。
　我々は核の不拡散を支援したい

●核の発展を阻止するためにはウラン濃縮を防ぐべきだ
●戦争は必要ではない。全ての人々は世界の戦争を
　拒否する
●核兵器無しで平和に暮らすことが大切
●爆撃や戦争では紛争を解決することはできない
●誰も戦争をしたくない。核兵器を持つから戦争が
　起こる
●このプログラムは核兵器廃絶への取り組みに気づ
　かせてくれた
●原爆の規模を理解する為に役立った。また、原子爆
　弾の影響について次世代により良い見本を示すこ
　とに役立っている
●原爆の残酷さにおののいた。全ての原爆保有国に
　制裁を課す事を提案したい
●戦争の悲惨な出来事を示して、平和文化を意識さ
　せるのは良いこと。ありがとうございます
●戦争を憎む。人間は、人類に大きな害を与えること
　をする。それは止めなければならない
●その残虐さを知っていたにも関わらず、とてもシ
　ョックな内容で、平和を伝えていく事、また、原子
　爆弾の根絶の必要性を実感した。この考えを貫く
　責任がある
●悲惨と悲嘆の印象。ウラニウムとプルトニウムは
　利用してはいけない

核・戦争廃絶

日本人が街を再建できたことが印象に残っている…5名復　興

●このツアーで、私に広島の再建のために日本人や
　日本政府がどのように取り組んできたかを見て知
　ることができた…2名
●日本人は、原爆投下後に非常に一生懸命働いた
●私は、すぐに復興を始めたことや子供に平和の重要
　性を教えることに関する日本政府の対応を評価する
●平和記念公園は初めて原爆が投下された場所だ
　が、現在の訪問者には何も悪い影響を与えていな
　い。そこは完全に再生されている
●広島は急速に再興された街の例だ
●都市の再構築といった決断さえあれば目標が達成
　できるということを気づかされた
●広島の復興プロセスの促進は、私たち自身の地域
　や国の開発に役立つ
●広島の復興とその歴史をさらに学ぶことに私達は
　非常に興味を持った

●今までにないような事が起こったが、広島はショ
　ックに打ち勝ち、もう一度立ち上がった
●どのように日本人が廃墟から復興してきたのかは
　印象に強く残った。とても勤勉である日本人は恐
　ろしい経験したが、国民が心と気持ちを合わせて
　挑戦した。平和の選択はとてもよい決定だ
●広島の歴史は、他の国々にとって、また特に私の国
　にとって、復興の基礎となるべきだ
●私は写真やガイドの人が語った困難な状況からの
　復興に感銘を受けた
●私にとって日本で記念館を訪問した後に経験した
　痛みは明確であった。都市を再建するために広島
　市民全てが一緒に働いたことは驚きであり、とて
　も素晴らしく美しい
●全ては可能なことであり、立ち直ることができる
　と理解した

3



「広島平和研修」アンケート集計結果

●広島の人々は、不死鳥のようによみがえっている。
　私が資料館にいる時、多くの人々が死に、苦しんで
　いたことを悲しむと同時に、都市の再建や平和に
　ついて語りついだ人々の力強さに驚きを感じた
●原爆の影響は日本人の心に鮮明に残っており、多
　くの人がそのことを知っている
●私は困難な中での日本人の人々の気持ちや感情を
　非常に誇りに思っています

●平和を愛する日本政府と国民に感謝したい
●日本人が世界中で示した平和のための献身と情熱
　とに関して学ぶことが出来て幸せだ
●日本人によって設立された平和の連帯は、協働で
　の取組がその達成のキーとなる
●日本国民はアフリカ諸国に、力と意思と祖国愛を
　持って立ち上がる希望を与えてくれる
●日本人、JICAの人々はとても親切

日本人・広島の人々
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3.加えて欲しかった事項（人数の記述が無いコメントは各1名）

●見学の時間を増やすべきだ…14名
●全て完璧なツアーだった…12名
●原爆に関するより詳細な情報の説明・資料の提供
　…9名
●日本人の来訪者について
●このエリアを訪れる観光客の動きの統計
●平和記念資料館で、より多くの時間があれば良か
　った。なぜならそこは驚くべき場所で、この悲劇を
　深く考えるのに役立つから
●広島の詳細な情報
●広島の歴史
●日本の木を育てる技術
●全体のエピソードのナレーション
●長崎についての情報

●女性や子供への原爆の影響
●教育において、原爆による障害などへの影響は１
　％と説明されていた事の詳細な内容
●被爆者は体験を伝えていくべきだ
●被爆者の話を聞きたい

●広島がとった復興への詳細と、平和と和解のプロ
　セス…12名 
●広島の復興のために費やされた費用
●日本の復興資金の調達方法
●被爆後の広島市の対応はどうだったか

●アメリカはなぜ広島に原子爆弾を投下したのか
　…4名
●アメリカと日本間の復興と和平の詳細（プロセス、
　役割等）…3名
●広島平和公園の目的を対外的にプロモーションし
　ているのか
●平和市長会議の初期参加都市メンバーについての
　明確な情報 
●国家間で平和について共有する努力の必要性
●アメリカ人は、広島で1945年に多くの無実の人々
　を失った事をどのように感じたか
●国際関係における日本の位置について
●アメリカに対してどのような懲罰があったのか
●再調停・紛争解決

全体について 平和構築、国際関係について

●核兵器廃絶について…2名
●核兵器廃絶に向けた日本の役割
●国が持っている原子爆弾の歴史、および世界的に原
　子爆弾を廃絶するために我々がとるべきアクション

原爆・核兵器に関して

●放射線の影響…2名
●広島における原爆の影響
●原爆の動物への影響
●原子力エネルギーを使うことの利益とリスク
●日本は核の危険性を知りながら核燃料を発電に使
　うのか
●日本の原子力発電所削減にむけた取り組み

環境への影響について

●長崎も訪れてみたい…2名　　●広島城…2名　　●より多くの場所を訪問する　●広島市の生活スタイル
●研修の前に広島の原爆についてテレビで見ておく機会があればよかった　　●学生と話をしてみたい

その他

被爆者について

復興政策／支援について

2014年度
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