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ヒロシマから
伝えたいこと
組 斉藤 穂香

平成三十年十月二十四日
広島市立美鈴が丘高等学校
新聞文芸部（四〇三演習室）

・ 年 生の 夏 休み
課題である読書体験記 。
提出 後は 国 語科 の 先生
方に よっ て 審査 が 行わ
れ、 優秀 な 作品 を コン

戦争は憎しみや欲望から始まるの

へインタビューをした。私が一番心に いくことが、私たちにはできる。
残っ
たのは「
広島へ来るまでは原爆を
落として戦争を終わらせたアメリカ ではないだろうか。そのような狭い視
は正しいことをしたと思っ
ていたけど 野を持つのではなく、国を超えて相

クー ルに 応 募す る のが
例年の流れだ。
コ ンク ー ルで は 「都
道府 県入 選 」が 編選
ばれ 、さ ら に優 良 賞と

組

て罪深いことだと考えるから書くの なくても原爆のすさまじさ、残虐さ はなく、異文化を学び認め合い、尊

かわいい犬の写真に惹かれ、この本を

である。」
冒頭の作者の言葉に私は を物語っ
ているのだと思っ
た。そして、 重することができれば未来の平和へつ 選んだ。

幸な命を作り出さない」
という言葉

護センター職員、瀧本伸生さんの「
不

「
引っ
越し先が動物が飼えないところ

といっ
た事実 だ。そしてそ の多 く が

によっ
て愛護センターに持ち込まれる

猫、このような子たちが飼い主の手

では 、 受賞 し た文 章 を
デー タ 化し 、 受賞 者 の
許可 を 得て 全 文を 今 回
掲載 し た。 ぜ ひ一 読 し
てもらいたい。

から去勢手術の重要性も知ること

た。確かに手術はお腹を切るし、入

ち人間に癒しを与えてくれ、人間と

私はこの本を読むのが嫌いだ。私た

るかわいい小さな命たちが人間の手

院のため猫たちには寂しい思いをさ

で殺されているのを信じたくないか

動物の絆や命の大切さを教えてくれ

私は英会話を習い始めた。英語な きなのだが、この本に関しては違っ
た。 の手術で約三つ～六つの望まない命

らだ。飼い主によっ
てセンターに持ち

せるかもしれない。しかしたっ
た一泊

した深く重い闇はいつまでも消えない る時、おいしいものを食べている時な

ど他の国の言葉や文化を勉強して 毎日私たちに癒やしを与えてくれる が救われるのなら絶対に手術をする

込まれても、それでも、処分機の中

私は同じ本を何度も読むことが好

どに感じる幸せは、肌の色が違い、言

べきだと私は思っ
ている。だから私は

ことを改めて感じた。

語が違っ
ても違いはないと知っ
た。その 異なる思考の人たちの架け橋になり

犬や猫が殺処分されているなんて考

中で私は、外国の方と話す楽しさ、 たいと考えたからだ。作品の最後にこ えるのが嫌でこの本を読むのは嫌い 犬猫を飼っ
ている人やこれから飼お

原爆投下から七十三年。今年も
広島は八月六日を迎えた。八時十

う書いてあっ
た。「
むごいのう、むごい なのだ。しかし、私はこれまでに何度

きてくれると信じている犬猫たちが

で二酸化炭素ガスを吸っ
て意識を失
のう、なひてこがあして別れにゃいけ

それからの私は積極的に色々なこ んのかいのう」
「
こよな別れが末代まで に出てくる「
ぼくたち、灰になるため

かわいそうでならないからだ。同じ

うまで飼い主が自分のことを迎えに

違う意見を知ることの大切さを学

とに挑戦している。書道部の活動で 二度とあっ
ちゃいけん、あんまりむご に生まれてきたわけじゃない」
という

たくさんの大切なことを教えてく

うとしている人たちには必ず去勢手

五分は毎朝やっ
てくる。しかし八月
は普段と全く違う姿を見せる。私は

はクイーンエリザベス号で来広される すぎるけえのう」

もこの本を読んでいる。それは文中

六日八時十五分、その日のヒロシマ んだ。
中学三年の時初めてその日を平和

「
大切なのはペットを『
飼う』
という行

れからも何度もこの本を読むだろ

とに腹が立つからだ。しかし私は、こ

言葉に、「
読まなければいけない」
とい らずっ
と心に残っ
ている文が一つある。 命なのにこんなにも生き方が違うこ

公園で迎えた。ピンと張りつめた空

為ではなくペットを『
幸せにしたい』
と

私がこの本を読んで毎回強く思う

二度とヒロシマ・
ナガサキを作らな う気持ちにさせられるからだ。

く活 動を した。希 望される文字 は いために、第二の被爆国を作らない

う。それは、伝えなければいけないと

気、厳粛な中始まる式典。圧倒的な 外国の方にしゃもじに筆で文字を書
悲しみを肌で感じて鳥肌が立っ
た。

「
平和」
や「
幸福」
などが多く世界中の ために、作者が言いたかっ
たことがこの ことは、この悲しい事実をたくさんの いう心」
という一文だ。私は中学一
以上、戦争による悲しみ、憎しみを

だ。そのためにはまず自分が犬や猫

月の白い子猫を病気で亡くした。病

売られている犬猫がいるのと同時に

歴史的な米朝首脳会談があっ
たに 増やしてはいけない。戦争は悲しみし の現状についてよく知るべきだと思い、 気は、まだ治療法が見つかっ
ていない 幸せを知らずに殺される犬猫がまだ

の清掃、犬の散歩やブラッシングなど 毎日名前を呼びながらなでたり好

動物愛護センターの施設見学や犬舎

人事だと思っ
ていては殺処分は無く

い主を待っ
ているということを、私た
と心への傷は戦争が終わっ
ても一生

せてくれた一冊だっ
た。そして「
普通」 アに参加した。ボランティアの内容は、 はとても辛かっ
た。でも残っ
た日々を
消えない。作品の中で美津恵が「
あん 実感しながら生きていきたい。明日

ならない。自分でこの悲しい事実を

幸せなものにしたいという思いから、 ちは絶対に忘れてはいけないのだ。他

し続ける。親しみのある広島弁で語

きなおやつをたくさんやっ
たりと、愛

に暮らせることのありがたさを日々

られているが、内容は原爆の深い闇

だっ
た。犬たちと触れ合うことのでき

知ろうとして、それを他の人に伝え

ときの広島では死ぬるんが自然で、 が来ることは当たり前ではない。広

分は無くなると私は信じている。だ

十五分─。「
あの日」
を広島で迎えて 分機を見た時はとても胸が苦しく

じゃ。そいじゃけぇ、うちが生きとる こにもないのだから。八月六日八時

とても悲しかっ
たけれど後悔はなかっ ようとすれば、いつの日か必ず殺処
んはおかしい。」
と言う。せっ
かく生き

前に現れたことによっ
て急に身近な 子の死があっ
たからこそ残りの二匹

この本にはたくさんの辛くて悲しい

ようにもなっ
た。

ものに感じられるようになっ
たからだ。 を今まで以上に幸せにしようと思う
このボランティアを通して私は保護
された動物の生活を知ると共に命

い主と一緒に暮らしてきた成犬や成

間もない子犬や子猫、または長年飼

を助けることの難しさをまなぶこと 事実が描かれている。まだ生まれて
ができた。
また、本の主人公の愛媛県動物愛

書名：『犬たちをおくる日』
著者：今西乃子
出版社：金の星社

けでほとんどが想像だっ
たものが目の たからだと私は思っ
ている。また、この しようと思う。

た。それはこの本から学んだ「
ペット

ことを避けてきた。怖い、知りたく

きたのか胸が苦しくなる。原爆は生
傷を残す。過去の過ちはとり消すこ

かしその一方で施設見学の際に処

ない、という気持ちが先立ち「
知る勇

みてほしい。「
あの日」
と同じ青空に なっ
た。今までに文字からの情報だ を幸せにしたい」
という気持ちがあっ からこそ私はこの本をずっ
と大切に

だろう。そんな私が変わっ
たのは中学
に参加したからだ。広島県内の中学

とは出来ない。しかし、今を生きる

三年の時「
伝えるヒロシマプロジェクト」 きて行く者からも光を奪い心に深い
生を代表して各国の駐日大使の方

に英語で平和メッセージをスピーチ 私たちに出来ることは、たくさんあ
することによっ
て良好な関係を築いて

した。私にとっ
て大きなチャレンジだっ るはずだ。前向きな気持ちで交流
た。何度も平和公園へ行き外国の方

書名：『父と暮らせば』
著者：井上ひさし
出版社：新潮社

の本を手に取ることは絶対になかっ
た 見て、辛く苦しい思いをして生きて 何を感じられるだろう。

気」
を持てなかっ
た。以前の私ならこ 残っ
たのに、どれだけ悲惨な場面を

私は広島に住んでいながら原爆の 生きのこるんが不自然なことやっ
たん 島の悲劇が繰り返されない保障はど る散歩や清掃はとても癒された。し 情をたくさん注いだ。亡くなっ
た時は

が投影されている。

なっ
て美津恵の前に現れ彼女を励ま 原爆が及ぼした何十年も続く身体

ける。父は娘が前に進めるよう幻と も関わらず核廃絶への道のりは遠い。 か生まないということを改めて感じさ 中学生の時に私は動物愛護ボランティ ものでどんどん弱っ
ていく姿を見るの いるということを、その犬猫全てが飼

ことへの罪悪感を抱き自分を責め続

主人公の美津恵は原爆で生き残っ
た と感じた。

に父と娘の会話で話が進んでいく。 人が同じことを願い、祈っ
ているのだ 言葉に集約されていると思う。これ 人に広めなければならないということ 年生の夏、二匹目に迎え入れた四ヶ 思うからだ。ペットショップで高額で

この本は原爆投下後の広島を舞台

れるこの本だが、初めて読んだ時か

術をすすめるようになっ
た。

思わずひるんでしまっ
た。原爆の落と 家族と過ごす時間や友達と話してい ながっ
ていくのではないだろうか。

本の影響もあり五ヶ月を過ぎた子

の保護猫を家族として迎え入れたが、 だから」
、「
言うことを聞かない」
、「
飽

ができた。私の家でも今までに三匹

され た 編 が 中央 選 考
会に送られる。
今 年 度は 、 本校 よ り
名 の 作品 が 入選 作 に
選ば れ た。 新 聞文 芸 部

嫌いな本が
教えてくれる
荒井 優
年

1

きた」
などの人間の勝手な都合によっ

年

2

て持ち込まれているのだそうだ。

原爆資料館などを見て、やっ
ぱりア 手を思いやる気持ちを持つことが大

5

私が初めてこの本を読んだのは小学

6
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切だと思う。自分の国が幸せで自分

1

1

「
あの地獄を知っ
ていながら、『
知らな メリカは間違っ
ていましたね。」
という

5

いふり』
をすることは、なににもまし 言葉だ。展示物は国を超えて言葉が 達が幸せならそれでいいと考えるので 校五年生の時だ。表紙にうつっ
ている 猫には迷わず去勢手術を受けさせ

2

