
１ 
 

 

 

                        
令和元年令和元年令和元年令和元年のののの記念記念記念記念すべきすべきすべきすべき年年年年にににに    校長 村上 正志 

 令和元年の記念すべき年に、東広

島市立もみじ小学校・もみじ中学校

の校長として着任しました。十一年

ぶりの学校現場に復帰という「喜び」

はあったのですが、実は校長という

大役が務まるのかどうか、「不安」

を抱きながらのスタートでした。 

あれこれとやりたいこと、やらな

ければならないことを考え整理して

いる間に、様々な業務に埋もれてし

まい、周囲に迷惑をかけることも多々

ありましたが、教頭先生をはじめ周

囲の職員の支え協力によって、大過

なく学校を運営することができまし

た。  着任してから数ヶ月という短い期

間を振り返ってみると、その間私自

身が思い描いていた予想をはるかに

上回る、うれしい姿を見ることがで

きました。  その一つは、子どもたちに「学び

たい」という姿勢がみなぎっている       こと。学習及び部活動に取り組めば

取り組むほど喜びを顕わにし、時に

は悔し涙をみせるといった場面に出

会うこともありました。 
また、こうした子どもに対して、

職員が時間をかけて丁寧に対応し、

熱心に指導していること。 
さらに落ち着いた学習環境を求め

て、教室内外の環境整備に労を惜し

まず尽力している職員の姿がみられ

ることなど、その姿から学ぶ者と教

える者が、真摯に取り組む雰囲気が

醸成されていると感じました。 
広島学園に学校教育が導入されて

５年目を迎え、これまでの広島学園

との連携・協働による地道な取組が

結実していると実感でき、こうした

学校の一員として働けることに、本

当に感謝しなければならないと思っ

ています。 私は、この学校で学ぶすべての子

どもたちが、「この学校で学んでよ

かった」「この先生方に出会えてよ

かった」と言える、充実した学校生 活を送ってほしいとの願いをもって

います。加えて、少し欲張りかもし

れませんが、これからの社会で必要

とされる資質、変化をチャンスと捉

える前向きな姿勢を育んでほしいと

の願いをもっています。 
子どもたちが活躍する社会は、Ａ

Ｉの進展などによって現在とは全く

異なる社会に変化を遂げてしまう可

能性があると言われています。 
ただ、世の中の変化はこれまでも

常に起こっているものであり、子ど

もたちが「世の中の変化は起きて当

たり前」と捉えながら、覚悟を決め

て前向きに挑んでいく積極的な人間

に成長してほしいと思っています。 

また、こうした子どもたちの成長

を支えるためには、我々職員も変化

する社会に対応できる教養等を身に

つけねばならず、そのための十分な

時間を確保していく必要があると考

えています。 現在、国から働きかた改革の推進

に関して一層努力するよう学校現場

に求められていますが、幸いにも、

この学校では、子どもたちと向き合

う時間等はかなり確保できているよ

うに思います。 
こうした時間の活用については、

これからの本校の課題であり、子ど もたちが社会に出たときに困らない

ようにするために、我々職員が外の

社会とのコミュニケーションに努め

て必要な情報を獲得したり、新たな

ジャンルの書物に触れたりするなど、

職員自身が新たに学ぶ機会や時間を

つくり、その成果等を子どもたちに

還元してほしいと考えています。同

じ景色を見続けるのではなく、違う

景色を見ることで新たなアイディア

が生まれ、より充実した指導に繋が

っていくことを切に望んでいます。 

こうした状況をつくるためには自

らやらねばと思い、現在、意識して

様々なジャンルの本を手にしていま

す。 先日読んだ「心理学」に関する書

物の中に、次のような一文がありま

した。 「行動するたびに叱られ、褒めら

れて育った人間は、叱られるか褒め

られるかしないと行動しなくなる。

『よくできたね』とほめる必要はな

い。ただ、『ありがとう』と感謝を

伝えるだけでいい。感謝される喜び

を知れば、自ら進んで周囲に貢献し

ようとする人間になる」とのこと。 

この一文を読み「もしかすると子

どもへの指導に役立つのでは・・・」

と考え、自分の過去の出来事や経験
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を振り返り、この本を読み込んでい

ますが、指導に至るまでにはまだま

だ時間がかかりそうです。 
今後こうした取り組みを、「いつ

まで続けるのですか？」との質問が

あった場合、「大丈夫です。続けま

す。」との回答だけでは私自身終わ

りそうにないため、今回いただいた

執筆の機会を機に次のことをこの書

面で誓い、結びとさせていただきま

す。 「 自ら学ぶ時間の確保に努め、常に

子どもたちの最善の利益を求めて、

焦らず、じっくり、着実に取り組み

ます。 」     ◆縮景園縮景園縮景園縮景園でのでのでのでの梅梅梅梅のののの実収穫行事実収穫行事実収穫行事実収穫行事 
 縮景園内の梅林で、県立広島中央

特別支援学校の児童・生徒が、梅の

実の収穫体験をします。広島学園の

児童・生徒は、収穫のサポートをす

る中で、特別支援学校の児童・生徒

さんと交流します。昼食後は、県立

美術館にて、手で触って鑑賞する作

品や常設の美術作品を鑑賞し、埋蔵

文化財の説明を聞きながら、埋蔵物

を手で触れる体験もしています。広 島平和ライオンズクラブさんが主宰

され、美味しいお弁当なども用意し

てもらっています。今年で三十八回

目となりました。 
平成二十七年四月より併設学校が

設立され、福祉体験として、福祉に

対する理解を深め、活動を通じて対

人関係能力の向上や思いやりの心の

伸長を図るとともに、自己有用感や

自己肯定感を高めることを目的とし

た事前学習を、総合的な学習時間に

取り入れてもらっています。東広島

市社会福祉協議会の協力も得て、視

覚障害者の方のお話を聞いたり、ア

イマスクをしてのブラインドウォー

ク体験をしています。また、園内の

梅の実収穫時に、学んだことを実際

に行ってみることで、サポートの時

に気を付けることを再確認すること

も、事前学習として計画して行って

います。  ●事前学習事前学習事前学習事前学習  ブラインドウォーク体験 中三 男子  

 ブラインドウォークでは、どう支

援してあげたら相手が分かりやすく、

安全に動けるのかが分かり、失敗は

したけれどコツを掴むことができま

した。園内の梅の実収穫では、狭い 所があったり、人が混雑している時

に、「カニさん歩き」というやり方

を試すと思ったより上手にできて、

色々工夫して収穫できました。「し

ゃがんで」と言われても、なんでし

ゃがむのか、どのくらいしゃがむの

かが分かりません。だから「木の枝

があるから、膝が直角になるくらい

までしゃがもう。」などと、丁寧に

教えてあげられるように頑張ります。 

         ●縮景園縮景園縮景園縮景園でのでのでのでの行事行事行事行事をををを終終終終えてえてえてえて 中三 男子  

 今日は、色々な体験をさせていた

だきました。バスの手配やお弁当の

準備をして頂いた広島平和ライオン

ズクラブのみなさん。沢山の梅の実

を採らせてもらった縮景園のみなさ

ん。実物を触って鑑賞するという滅

多にできない体験をさせていただい

た県立美術館のみなさんや埋蔵文化

財センターのみなさんなど、数えき れないほどの方々に支援してもらっ

ていることをとても感じました。実

際に触れてみて、教科書でしか見た

ことのなかった土器、石包丁、銅鏡

などが見れてとても嬉しかったです。

ザラザラ、サラサラ、色んな感触が

ありとても楽しかったです。また、

梅の実の収穫では、縮景園のみなさ

んが愛情をこめて育てて下さった大

きな梅の実をとることができ、とて

も嬉しかったです。二百四十キログ

ラム収穫できたと言われて驚きまし

た。梅ジュースにして、美味しくい

ただこうと思います。そして、お昼

のお弁当は、とても美味しかったで

す。僕たちは、とても楽しい一日を

過ごせました。その背景には、本当

にたくさんの支えがあったから、僕

たちが楽しく過ごせたのだと思いま

す。そのことへの感謝を決して忘れ

てはいけないと思うし、僕は広島学

園を出てからも人のために何かする、

人のために頑張れる人になりたいと

心から思いました。今日のたくさん

の支援の恩返しとしては、学んだこ

とをしっかりと生活に活かすことだ

と思います。それが、「やってよか

った」と、思ってもらえる唯一の方

法だと思います。そうやってたくさ

んの支援や期待を絶対に裏切らず、
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応えられる生活をしていきます。今

日は貴重な体験をさせてもらい、本

当にありがとうございました。 

     ●特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校のみなさんへのみなさんへのみなさんへのみなさんへ 中三 男子  

 僕は、特別支援学校のみなさんを

支援する時の目標を立てていました。 

それは、相手に安心してもらえるよ

うな声かけをすることです。今日、

初めて開会式の後に特別支援学校の

みなさんと自己紹介をしました。三

班みんなが元気に自己紹介をしたの

で、一気に緊張が吹き飛んで安心し

ました。ペアの子と一緒に梅の実を

とったり、ペアの子がカープを好き

だったので、たくさん問題を出して

もらったりしました。今日一日で、

野球のことをとても知ることができ

ました。また、ペアの子が僕の名前

を呼んでくれたり、積極的に話しか

けてくれて、とても嬉しかったです。

一時間十分ほどみんなで協力して、

二百四十キログラムもの梅の実を収

穫することができて嬉しかったです。  

実際に特別支援学校の方のサポー トをしてみると、気を付けることや

良かったことがたくさんありました。

今回の経験をこれからの生活だけで

なく、社会に出てからも、今回学ん

だ方法を使って積極的に支援してい

きたいです。今日は、僕たちと一緒

に梅の実を収穫してもらい、ありが

とうございました。そして、みなさ

んのおかげで、とても楽しい一日が

過ごせたことも感謝しています。 

ありがとうございました。 
    ◆地域地域地域地域のののの方方方方とのとのとのとの緑化活動緑化活動緑化活動緑化活動交流交流交流交流 

 総合的な学習の時間における環境

学習の一環として、地域の方との緑

化活動を通じてコミュニケーション

力を高め、協力して課題解決に取り

組む力を養うことを趣旨として、八

本松更生保護女性会の方々との花の

植え付け作業と、草抜きを一緒に行

いました。花を植え付けたプランタ

ーは、中庭に「令和」の文字で並べ

ました。     

◆地域地域地域地域一斉清掃活動一斉清掃活動一斉清掃活動一斉清掃活動 
 きれいな環境を自分たちの手で作

る体験および、地域の方とのコミュ

ニケーションを大切にする態度と気

持ちを養うことを目標に、地域の清

掃活動に参加しました。 中二 男子  

 地域一斉清掃に参加して、思った

ことや感じたことが二つあります。

一つ目は、たばこの吸い殻が多かっ

たことです。これは、おそらく車か

らポイ捨てされたものだと思います。

これを見て、僕は大人になってもポ

イ捨てをしないようにしていきたい

と思いました。そして二つ目は、ご

みを拾うことで、綺麗になってきた

と感じたことです。僕が拾ったごみ

は、ほんの少しかもしれないけれど、

ごみを拾うことを一人一人がするこ

とで、地域が綺麗になっていくんだ

なと思いました。そして、これから

も地域のために、色々なことをして

いきたいと思いました。とても良い

体験になりました。 
    ◆劇団劇団劇団劇団あらむあらむあらむあらむ公演公演公演公演『『『『フリーマーケッ

フリーマーケッ
フリーマーケッ
フリーマーケッ

トはトはトはトは旅旅旅旅をするをするをするをする』』』』をををを鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞してしてしてして 中三 女子   今日は、劇団あらむさんの「フリ

ーマッケとは旅する」の劇に招待い

ただき、ありがとうございました。

私は、この物語の題名を見た時にす

ごく興味が湧いてきました。劇が始

まって、初めは人のつながりが良く

分かりませんでしたが、途中からバ

ラバラだったものが一つに繋がって

いくのが分かってきました。私は、

これまで劇やミユージカルをあまり

見ることがなかったのですが、今日、

劇を実際に観て、「どういうことだ

ろう？」と思うことがたくさんあり

ましたが、分かってくるととても面

白かったし、とても感動しました。

バラバラだったものが一つになると

き、私は「人との出会いも同じなの

かな」と思いました。人は、世界中

にたくさんいます。そのバラバラな

人と人が出会えるのは、運命なので

はないかと思います。人は皆つなが

っているから出会えるし、バラバラ

だから一つになるのだろうと思いま

す。今日の観劇をとおして、私は一

つ一つの出会いを大切にしていきた

いと思いました。劇団あらむの皆さ

んと出会えたのも、招待してくださ

ったからです。人だけではなくて、

物や動植物、そして色んなものとの

出会いを大切にしていきます。今日
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は、本当にありがとうございました。 

       ◆ＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤとととと心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法のののの講習会講習会講習会講習会 

 体育の授業や放課後等で水泳指導

が始まる時期になることや、 
部活動も盛んになるので、 

救急蘇生法や応急手当に 
ついての知識と技術を習 

得するために、毎年、東 
広島消防署西分署職員の 

方を講師として招いて、 
心肺蘇生のやり方や 

ＡＥＤの使い方の体験 
をしています。 小六 男子   

 今日の講習で分かったことや知

ったことは、実際に教わったこと

をいざとなった時にどうするのか

ということです。やってみて分か

ったことは、㊀人が倒れていると

きには、まず周囲の確認をする。

㊁その次に、呼吸をしているかを

確かめる。㊂呼吸をしていない時

は、すぐに人に声をかけて助けを

求める。㊃人が来てくれたり、周 囲に人がいたら、ＡＥＤを持って

くることと、一一九番に電話をし

てもらうことを伝える。㊄救急車

が来るまで、心臓マッサージと人

工呼吸をする、ということです。

そのなかで、人に助けを求めるこ

とが大切だと思いました。日々の

生活で気を付けることは、今日学

んだことをしっかり覚えておくこ

とが大切で、いつどこで起きるか

わからないので、しっかり覚えて

おこうと思いました。 
 ◆第六十四回第六十四回第六十四回第六十四回中国少年野球大会

中国少年野球大会
中国少年野球大会
中国少年野球大会

    

    島根県の出雲ドームで、中国地区

の野球大会が開催され、島根県立わ

かたけ学園が、中国地区の代表とし

て全国大会に出場することになりま

した。広島学園チームは、二連覇と

はならず四位という結果でした。 

秋には、女子バレーボール大会と

中国地区の駅伝・マラソン大会があ

るので、応援をお願いします。 

    

   
中二 男子

    

    僕たちは、約六か月間野球をやっ

てきました。Ｆｏｒ

 ｔｈｅ

 ｔｅａ

ｍ（チームのために）という目標で、

色々と学んできました。初めの頃は、

僕はあまり野球が好きではなくて、

弱音を吐いたり、マイナス発言をし

たりして自分勝手な行動をしていた

ので、チームのために動けていませ

んでした。でも、大会が近付いてき

た時には野球が好きになり、少しず

つ目標に向かっていきました。最初

よりも、声もしっかりと出せるよう

になりました。成功もあったけど、

大失敗もしました。でも失敗から学

んで、中国大会を迎えました。大会

は、島根県の出雲ドームでありまし

た。大会会場に近づいたくらいから、

だんだんと緊張しました。一試合目

は、島根県のわかたけ学園とでした。

昨年の中国大会に参加した人から、

「去年、準優勝したチームだ」と聞

いて、さらに緊張が高まりました。

 

僕は、試合中にしっかりと声は出

 

せましたが、体が固まっていて、い

つも出来ていることができなくなっ

てしまうことがありました。少しで

もチームの雰囲気が変わると、相手

チームにどんどん点を取られてしま

うということを知りました。一試合 目は、〇対二十一で圧勝されてしま

いました。次の日は、僕は上手いと

思っていた岡山県の成徳学校との試

合と、このチームには勝てると思っ

ていた鳥取県の喜多原学園との二試

合をしました。成徳学園は、とても

上手いと思っていましたが、しっか

りと声を出して雰囲気を上げました。

それでも、勝つことはできませんで

した。悔しかったけど、少しスッキ

リした感じがしました。それは、前

回のわかたけ学園との試合みたいに

点差がなかったからです。〇対十一

でしたが、僕は頑張れたと思いまし

た。次の喜多原学園には、勝てると

いう気持ちしかしませんでしたが、

点を取られてしまい、雰囲気が下が

ってしまい、一点は取れたけど負け

てしまいました。とても悔しくて、

「ダメだったか」と思いました。で

も、その日のミーティングでは、「喜

多原学園には、勝てたと思う」とい

う話が出ましたが、やっぱり、全力

を出せたから勝てたとしたいので、

最終戦は絶対に勝つと、皆と心を一

つにしました。最終戦は、オープン

参加の山口県の育成学校が対戦相手

でした。皆も僕も、今までより全力

でプレイができました。でも僕は活

躍ができず、皆が頑張って満塁にし
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たけれどそれを繋ぐことができずに

負けて、悔しくて泣きました。悔し

い思いで大会は終わったけど、僕は

大会に参加できてよかったと思いま

した。それは、「諦めなけば、その

分の成果は出てくる」ということを

学べたからです。
 

この学んだことや悔しい
 

思いは、忘れずに生活に
 

活かそうと思います。
 

 ◆◆◆◆第一回進路講演会
第一回進路講演会
第一回進路講演会
第一回進路講演会    

「「「「運運運運もももも実力実力実力実力のうちのうちのうちのうち」」」」        
～～～～未来投資未来投資未来投資未来投資をををを考考考考えてえてえてえて行動行動行動行動するするするする～～～～    

オートリブ株式会社 広島事業所  

製造部 製造一課 久山リーダー様 

 東広島市マツダ会の御協力により、

構成企業の職員の方に講演 
していただきました。子ど 

も達は、働くことの意義や 
社会人になって必要なこと 

などのお話を聞き、自分が 
身に付けていく力について、 

真剣に考えていました。 中三 男子 

 今回の講演会で一番印象に残った

のは、「運があっても実力が無けれ

ば、後で苦労するのは自分」という

言葉でした。僕も受検が控えており、

志望している高校は、かなり難しい 高校です。たとえ運よく受かったと

しても、その先の高校生活で必ず苦

労する日が来ると思います。だから、

今の間にしっかりと自分の実力を磨

き、自問自答して自分を高めていき

たいです。また、コミュニケーショ

ン能力ということも印象に残りまし

た。生活の中で、そんなつもりはな

いのに、相手に嫌な印象を与えたり、

会話が成立しなかったりと、なかな

か上手くいきません。でも諦めずに

何度でもチャレンジして、関わるこ

との大切さと大変さを学んでいきた

いと思います。そして何事にも、ま

ずはやってみることが大切だと思い

ます。チャンスは自分で掴まないと、

なかなか手に入れることができない

と言われていました。自分からチャ

ンスを見つけて、自分で掴むように

努力していき自分を高めていきたい

です。僕も久山さんのように、どん

な時にも運だけに頼らず、一生懸命

努力して実力を磨き、その努力を自

分のものにしていきたいです。今日

は貴重な話を、本当にありがとうご

ざいました。 
  東広島東広島東広島東広島ＢＢＳＢＢＳＢＢＳＢＢＳ会会会会「「「「夏夏夏夏のおのおのおのお楽楽楽楽しみしみしみしみ会会会会」」」」

    

小六 男子
 

 今日は、ありがとうございました。 僕が一番心に残っているのは、最後

のクレープ作りです。美味しかった

けど、夕食が食べれるか心配でした。

チームでの自己紹介の時の「三十五

億」が、とても面白かったです。ゲ

ームも色々あって楽しかったです。

リレーも楽しく終えました。最初に

あったゲームでは、新聞紙のボール

を投げるのかと思っていたら、お神

輿に入れて点数を数えるものでビッ

クリしました。ボーリングでは、ス

トライクは取れなかったけれど、三

本倒せたので嬉しかったです。来年

も楽しみです。「耳を澄ませば」で

は、二つか三つ曲を当てれたので良

かったです。ほかにも学習ボランテ

ィアで顔見知りの人が三～四人ぐら

いいたので安心しました。ＢＢＳっ

て、テレビのことかなと思っていた

ので，最初はドキドキしました。今

日は、暑い中ありがとうございまし

た。今回、初めてのＢＢＳの行事で

した。ＢＢＳの方々は優しい人ばか

りだったし、楽しい事がいっぱいあ

ったので嬉しかったです。
 

今日は、ドキドキ、
 

わくわくでいっぱい
 

でした。暑い中、
 

どうもありがとう
 

ございました。
 

 夏夏夏夏のののの収穫祭収穫祭収穫祭収穫祭

    

（（（（更生更生更生更生保護女性会保護女性会保護女性会保護女性会とのとのとのとの交流交流交流交流））））

    

中一 男子

 

 先日は、収穫祭の時にカレー作り

を手伝ってくださってありがとうご

ざいました。僕がカレー作りで一番

印象に残っているのは、肉の切り方

を教えてもらったことです。肉って、

こうやって切るんだと初めて知りま

した。ナスの乱切りも勉強になりま

した。閉会式の時に、女性会の方か

ら「自分から積極的に手伝う人が多

かった。」と言われたけれど、僕は

積極的に手伝っていなかったと思っ

たので、今後の生活のなかで積極的

に手伝う努力をしていきます。家庭

科の調理実習や今後の生活のなかで、

収穫祭で自分が学んだことをしっか

りと活かしていきます。

 

また機会があれば、会い

 

に来てください。

 

  薬物乱用防止教室
薬物乱用防止教室
薬物乱用防止教室
薬物乱用防止教室

    中三 女子

 

本日はお忙しい中、私たちのために

講演してくださり、ありがとうござ

いました。私は、今日お話を聞くま

で、薬物は一般的に知られている覚

せい剤や大麻というような特別な物

だけだと思っていたけれど、普通に
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売られている薬だったり、病院で処

方されている薬でも、使い方を間違

えると、それも薬物乱用になること

を知りました。そして薬物乱用の基

準として、その薬を使う上でのルー

ルというのが、薬によって決まって

いるけど、そのルールを自分で変え

て、自分のルールを作ってしまうこ

とが薬物乱用につながることが分か

りました。「このくらいなら」「ち

ょっとくらい」という考え方や思い

が、大きな落とし穴だと思いました。

これから、自分の人生を守るために

も、きちんとルールを守り、正しい

使い方で安全な薬を使って生活して

いきたいです。

 

   読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ

    

中三男子

 

 今日は、読み聞かせボランティア

に来ていただいて、ありがとうござ

 

いました。朝川先生は絵本作家とい

うことでしたが、僕は知っていまし

た。東広島に絵本作家の方がいるら

しいと、少し前に耳にしたことがあ

りました。だから、お目にかかれて

奇遇だなと思いました。

 

今日は、一時間以上にわたって十

二冊も絵本を読んでいただけました が、その中で心に残った本は、「は

いチーズ」です。昔は、チーズを肉

屋で売っていることに驚きましたし、

登場人物も僕とよく似ていました。

特に、「人がやっているから、自分

もやりたい」や、「みんな持ってい

るから、自分も持ちたい」と、周り

に影響されやすいところです。だか

ら、この本を通じて、周囲や流行に

影響されず、自分に似合うものを探

そうと思います。今日は、ありがと

うございました。
 

     そうめんそうめんそうめんそうめん流流流流しししし
    中二 女子

 

 私は、二回目のそうめん流しでし

た。去年も参加していたため大体の

流れが分かっていたので、去年より

もスムーズに取り組むことができま

した。竹の器作りでは、のこぎりを

使って作業だったので大変でしたが、

やっていく中でコツをつかめたこと

もあり、一回目よりも二回目の方が

綺麗に切ることができました。その

後、サンドペーパーを使って表面を

磨いていく中では、使いやすさを考

えて丁寧に磨くことができました。 これらの準備段階をとおして、私は

物を自分の手で作り、そして作った

物を自分で使うというのは楽しいこ

とだなと感じました。そして、実際

にそうめん流しをしていくと、そう

めんが取れたり取れなかったりして

とても楽しかったです。また、この

ようなそうめん流しは皆でやるから

楽しいのかとも思いました。もし一

人でやったとしても、あまり楽しく

ないと思ったからです。それに一人

では、今日のような準備はできませ

ん。だから、先生方や準備と片付け

をして下さった方にしっかり感謝の

思いを持とうと思います。今後の生

活でも、今日の

 

ように協力していこうと思います。

 

     八月六日八月六日八月六日八月六日    広島原爆広島原爆広島原爆広島原爆のののの日日日日
    

中二 男子

 
㈠ 広島平和記念式典とＤＶＤを見て

 
今年までに三十一万人の人が亡く

なっているのを初めて知り、被爆者

の平均年齢が八十二歳を越えていて、

どんどん被爆体験の話ができる人が

少なくなっていることを知って、被

爆体験の話を聞いた人が八月六日の 話をしないといけなくなるのかなと

思いました。

 

 

㈡ 平和学習で学んだこと

 

僕たちは平和な時代に生まれ、戦争

の恐ろしさを知らないけれど、いつ

戦争が起きてもおかしくない今の時

代、僕たちは人とののしり合ったり

してしまうと、また戦争が始まるか

もしれないから、これからの生活で

は人のことを思いやることをしてい

きます。     退職職員退職職員退職職員退職職員     広島学園 ・退職 猪原弘恵副園長 
    宗近靖子主幹 

     《《《《ホームページホームページホームページホームページ》》》》    
広島県広島県広島県広島県のホームページの
のホームページの
のホームページの
のホームページの中中中中にににに、、、、

「「「「県立広島学園県立広島学園県立広島学園県立広島学園」」」」のページがあり
のページがあり
のページがあり
のページがあり

ますますますます。。。。支援者支援者支援者支援者のののの方方方方とのとのとのとの交流交流交流交流やややや学園学園学園学園
のののの行事行事行事行事のののの様子様子様子様子などをなどをなどをなどを掲載掲載掲載掲載していましていましていましていま

すのですのですのですので、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、ごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    
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.lg.jp/sisi/hiroshimagakuen/

.lg.jp/sisi/hiroshimagakuen/
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