
第４回ひろしまジュニア国際フォーラムでの行動宣言の内容（要約） 

Contents of the 4
th
 Hiroshima Junior International Forum’s Action Plan (Summary) 

 

 

 広島で学んだことを SNSに投稿し，学校の友達や親類などにシェアする。 

Share what they learned in Hiroshima with school friends and relatives, as well as 

through social media.  

 

 学校で発表する。年 2回平和に関するワークショップを実施する。 

Do presentations at school, as well as create a biannual peace workshop. 

 

 本や新聞などで，核兵器，被爆者や世界情勢についてもっと勉強し，友達と議論する。 

Study nuclear weapons, atomic bomb victims and the global state of affairs through 

resources such as books or the newspaper, and discuss it with friends.  

 

 核兵器利用による環境破壊や生物への影響について研究し論文を発表する。 

Research the environmental damage and impact on living creatures that nuclear 

weapons usage has caused, and present their findings. 

 

 毎日ウイークリーなどの新聞，テレビやラジオなどに，広島での経験について発信し

てもらうよう依頼する。 

Ask for news outlets such as weekly newspapers, television or radio shows, to talk 

about the Hiroshima Junior Forum participants’ experiences in Hiroshima 

 

 地域において，ラジオを通じて核廃絶について住民の意識を高めるための啓発活動を

行うクラブを設立する。 

Create a club that leads educational activities on the radio in order to raise local 

awareness of nuclear abolition. 

 

 政治家に対しても，問題解決に向けて行動するよう働きかける。 

Encourage politicians to make actions towards conflict resolution. 

 

 8 月 6 日と 9 日に，各学校において，原爆についての記念行事として，折鶴や広島や

長崎の歴史について知るためのイベントを実施。 

Implement memorial events on August 6th and 9th to memorialize the anniversary of 

the atomic bombings, which would spread knowledge of the history of paper cranes, 

Hiroshima and Nagasaki. 

 

 毎週，学校において世界情勢に関するプレゼンテーションを行う。 

At school, have a weekly presentation on the world’s state of affairs. 

  



 第 2 次世界大戦や原爆，大量殺戮，その他非人道的事件を題材にした絵画展示会を実

施する。 

Establish an exhibit of paintings with WWII, the atomic bombings, and other inhumane 

incidents as its theme. 

 

 各学校で読書クラブを設立，自由に発言できる環境を確保する。 

Create a reading club in schools, with an ensured environment of free and open 

speech. 

 

 学校で，各クラスが平和構築に取り組む国の取組について，発表するイベントを実施。 

Establish an event where in schools, each class would learn about and then present 

on a particular country’s initiatives for peace. 

 

 寛容な心で人と接する。外国人や老人にも。 

Approach everyone with an open mind, including foreigners and the elderly. 

 

 模擬国連，ヨーロッパユースフォーラム，ひろしまジュニア国際フォーラムなどの国

際会議に積極的に参加する。 

Proactively participate in international conferences such as the model UN, the Europe 

Youth Forum, and the Hiroshima Junior Forum.  

 

 募金などにより，核廃絶に取り組む個人や団体（ICANやピースデポなど）を支援する。

街頭での募金活動にも参加する。 

Support individuals and organizations (such as ICAN and Peace Depot) through 

efforts such as fundraising. In addition, participate in street-side fundraising efforts.  

 

 フォーラムで学んだことをもとに企画書を作成，問題解決に協力してもらえる大手企

業を探す。 

Create a written plan from what they learned at the forum, and look for large 

corporations willing to cooperate in conflict resolution.  

 

 街頭での署名活動の実施。 

Establish street-side signature collecting campaigns. 

 

 SDG について，食物を無駄にしない，プラスティックごみの削減などに各自が取り組

む。 

Do individual part in helping reach the SDGs, such as not wasting food, and reducing 

plastic waste.  

 

 図書館に原爆に関する図書（はだしのゲンなど）を購入するように促す 

Encourage libraries to purchase books related to the atomic bombings (such as 

Barefoot Gen). 


