原爆先生の特別授業
NPO法人

原爆先生

この冊子は2020年度日本郵便年賀寄付金の助成を受けて製作しました

原爆先生の特別授業を
紹介します
日本に戦争はありません。
しかし、
いじめや虐待が頻発しています。
こんな時代だからこそ
子供たちが戦争や原爆の惨状を知ることで
いた

命の大切さや死傷の悼みを自分自身で考えることが大切です。
（以下
「特別授業」
という）
は
原爆先生の特別授業

東京都内小学校1,400校以上において
（90〜110分）
で実施する
2 校時
（アクティブラーニング）
の一助です。
能動的学習
（多数の中学校・高校でも実施しています）

特別授業は
子供たちが原爆を模擬体感し
科学的な知識を得て
自身で考え、自身で答えを出す
能動的学習の一助です
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実績

［グラフ 4］

原爆先生の特別授業は、
都内小学校1,400校で12万人の児童が受講しています（2020年3月時点）

④ 公私立別、小中高別比率
東京都内には1,300 校の小学校があります。
特別授業はのべ1,415校で実施し、
実施率は108％です。

［グラフ 1］

実施累計：1,415 校

① 年度別実施校数

⑤ 地区別比率

■ 固定校…… 毎年の実施日を
固定化している学校

■ 実施校正味数… 同一校が過去に複数回実施しても

■ 非固定校… 実施日を固定していない学校

1 校としてカウントする

※2019 年度の実績は Ｐ6「2019年度実績表」を
参照してください

［グラフ 5］は都内各区市での実施数と正味数を表して
います。例えば練馬区は、全小学校数は 65 校、正味校
は37 校（57％）、固定校は16 校（25％）
です。

［グラフ 5］

※詳細数値は Ｐ7「実施小学校集計表」を参照してください

［グラフ 2］

② リピート率
［グラフ2］
は特別授業のリピート回数を表します。
※詳細数値は Ｐ8「回数順学校名」を参照してください

⑥ 正味率推移
［グラフ 3］

都内小学校数：1,309 校

正味率… 同地区の実施校正味数 ÷ 地区内の小学校数 ×100

［グラフ 6］

③ 新規校と既存校
■ 新規校… 初めて実施した学校
■ 既存校… 2 回以上実施した学校
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［2019 年度特別授業実績表］2020.03.31現在

6

230校

［ 特別授業実施小学校集計表］2020.03.31現在
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［ 過去12年間・回数順（4回以上の学校名）］2019年度まで

［固定校一覧表］2020.03.31現在
回＝該当月の×回目の曜日を示す 「3木」であれば3回目の木曜日
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非日常の知識

後半

特別授業の内容

原爆の投下都市に広島が選ばれた経緯や、原爆を投

驚きと感動の 45 分

原爆先生は能動的学習の
材料提供を行います！
答えが無限にある課題に対して
子供たちはどう向き合うか？

下したＢ29 爆撃機エノラ・ゲイの軌跡、原爆の具体
的な威力と被爆地の状況などを客観的に解説します。
子供たちは、原爆に対して怖い・酷いという情緒的
なものだけでなく、歴史の背景、原爆の威力や原爆
の被害などを論理的に捉えます。
客観的事実の説明

特別授業では広島原爆の客観的事実をできるだけ多く説明します。その一部を紹介します。

エノラ・ゲイ

エノラ・ゲイと原爆の投下目標都市
1945 年、昭和 20 年 8 月 6 日午前 2 時過ぎ、グァム島の北方マリアナ諸島あ
る小さな島、テニアン島から約５トンもある原爆を積んだＢ２９爆撃機、エノラゲイと
２機の随伴機が飛び立ちました。目標は４千キロも彼方の日本。目的はもちろん
原爆の投下です。
原爆を投下しようとする都市は、第一候補が広島、第二候補が小倉、そして、第
三候補が長崎でした。

広島平和記念資料館提供

原爆を投下する都市の選定条件

後日、エノラゲイの乗員の証言によりますと、エノラゲイは原爆の投下と同時に
急旋回しました。原爆の爆発に機体が巻き込まれないためです。
急旋回から２分後に、機体が壊れるかと思えるくらいの大きな衝撃を受けました。
衝撃波です。その衝撃波から３０秒後に、二回目の衝撃を受けました。一回目の
衝撃波は原爆が爆発した時のもの。２回目の衝撃波は？
眼下の広島市内を見た乗員は、広島の街は煮えたぎるアスファルトのようにグ
ツグツと泡を吹くように沸き立っていたそうで、その乗員は、想像を絶する原爆の
威力に戦慄し、震えが止まらなかったと証言しています。

原爆を投下する都市を選ぶ条件は、

エノラ・ゲイとは？
広島平和記念資料館提供

①直径５㎞を超える大きな都市であること
②原子爆弾の爆風によって効果的に破壊される平野であること
③原子爆弾を投下する日まで空襲がなかった都市であること

熱線の威力
原爆の爆発後に、直径２００ｍほどに膨れ上がった球体の中心温度は摂氏約
100 万℃、球体の外周温度は 7000℃
この球体から凄まじい熱さの熱線が照射され、爆心直下の島病院付近から半
径５００ｍの爆心地付近では、この熱線に照射されて３０００度前後の熱となりま
した。
人間などの動物がこの熱線に照射されますと、身体中の水分、それこそ内臓
に至るまでの水分が一瞬のうちに蒸発し・・・・・そして？

この３点が大きな条件でした。

選ばれた都市は？
アメリカのトルーマン大統領は目標設定委員会を開いて原爆を投下する都市を
選定しました。その委員会で最終的に広島、小倉、長崎の三都市になったのです
が、その他にも横浜や新潟、そして京都が候補都市になっていました。
これらの都市の中で、最も強く押された都市はどこなのか？

前半

原爆を模擬体感

衝撃波の威力
衝撃波の速度は、爆心直下で毎秒４４０ｍ、音速、音の速さは毎秒３４０ｍです
から、音速よりもはるかに速い速度です。ですから、周辺では、まず衝撃波が襲
い、その後に爆発音が聞こえることになります。
この衝撃波が爆風となって円状に広がって進み、あらゆる建物を吹き飛ばし崩
壊させます。

リトルボーイ
広島に落とされる原爆には「リトルボーイ」 日本語に直訳すると「小さな子」
または 「少年」 というニックネームが付けられていました。
リトルボーイの全長は３．１２ｍ、重量は約４トンもありました。

広島平和記念資料館提供

リトルボーイ落下の軌跡
昭和２０年８月６日、午前８時１５分、エノラ・ゲイは目標地点の４㎞ほど手前で
照準器に目標地点をとらえ、高度９６３２ｍからリトルボーイを投下しました。リトル
ボーイはエノラ・ゲイから完全に切り離され重力によって落下しました。

ハラハラ ドキドキ 緊張の 45 分

ある有名な漫画で、原子爆弾リトルボーイはパラシュートにぶら下がって落下し
た・・・という記載がありますが、これは間違いです。 その間違いの理由は？

投下目標地点

爆心地の有様と目撃者の証言
①爆心地ではほぼ真上に球体ができます。この球体から熱線や衝撃波が照射
されます。ですから爆心地では影ができません。
②目撃者の証言１・・・・爆心直下付近で、レンガで造られた倉庫の影で暑さを凌
いでいる人がいました。 その人は、目の前で手をつないで歩くおかあさんと子
供が白い光りに包まれて、一瞬で消え去るのを目撃 しました。消えた瞬間には
水蒸気のような白い煙が一瞬たなびいた、と証言されています。
③目撃者の証言２・・・・ビルの前の階段に腰掛け、会社が開くのを待っていた人
がいました。その人も一瞬 に消え去り、その人が腰掛けていたコンクリートの
階段にはその人をかたどった黒い影の沁みだけが残りました。

投下目標点は、広島の中心部に架かる・相生橋の上空です。
この相生橋は特徴があるＴ字型の橋で、大田川の支流が本川と元安川の二つ
に分かれる分岐点に位置し、この橋の形状と地形が目標として最適であったが
ゆえに、目標地点となりました。
エノラゲイを離れたリトルボーイは、約９千メートル落下し、投下目標の相生橋
から南東に２００メートル離れた島病院の上空６００メートルで爆発しました。

当時１７歳であった少年兵が、ヒロシマ

特別授業は、子供たちを壮絶な爆心地

の爆心地に人類として初めて足を踏み入

に模擬体感させます。この体感によって、

れ、被爆者を助け、原爆ドーム付近で

子供たちは様々な恐怖や悲哀、感動を

仲間と一緒に死体の収容や焼却作業を

身体全体で感じ取ります。模擬体感が

行なうノンフィクション物語です。

子供たちに興味を育みます。

爆心地の空気が膨張して・・・
爆心地の空気は、上空に７０００℃の球体、爆心直下でも３０００℃という物凄
い高熱に熱せられて空気は一気に膨張します。膨張するということは、爆心地の
空気は外へ外へと逃げていくわけです。ですから、爆心付近は一時、真空に近
い状態となります。空気がなくなるわけです。
その後、今度は周りの空気が一気に真空地帯に逆流してきます。空気は熱せ
られると軽くなります。ですから、爆心地付近では、物凄く強い上昇気流ができま
す。そしてできる有名なものは？

Ｐ14.15 を参照してください。

に
ち
た
子供 育みます
が
！
い
興味を
白

面

世の中には、1＋1＝2 のように正解がひとつのテーマと、戦争や平和、
いじめや虐待のように答えが無限にあるテーマがあります。
正解がひとつのテーマは解き方や正解を教えることができます。しか
し、答えが無限にあるテーマは教えることができません。ゆえに子供
たち自身で考え、子供たち自身で答えを出すことが必要です。
今後益々拡大されるＩＴ社会やグローバル社会の中で活躍できる人材
を育てるのが能動的学習（アクティブラーニング）です。

原爆先生の特別授業は能動的学習のための材料提供を行います。
物語の全容は次ページ「物語のマップ」を参照してください。この物語は、2008 年に池田眞徳
が出版した右図ノンフィクション小説「ヒロシマの九日間」
（文芸社刊）
より抜粋したものです。

小中高別の授業時間および対象学年
授業時間

小学校

90 分 ＋ 休憩 5 分

中高校

100〜110分 ＋ 休憩 5〜10 分

小学校

6 年生が対象。5 年生以下には行ないません。
学年単位で実施します。
単学級である場合を除き、クラス単位では原則として行いません。

中・高・
大・一般

学年単位でも学校単位でも可能。
但し、受講者合計が 500 名を超える場合は事前打ち合わせとします。

対象学年
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学校で準備が必要なもの
受講者の椅子

受講者全員に椅子が必須です。
（体育座りは厳禁です）

会場

厳冬期（12 〜 2 月）および猛暑期（7 〜９月）は空調設備がある会場
パソコン

※対応する講師は１名です
必要な機材

windows7 以上の OS でパワーポイントおよび動画再生ソフトが必要
※講師がパソコンを持参しますが、上記は代替機として準備します

PCプロジェクターとスクリーン

単学級の場合は大型テレビでも可能

マイクとスピーカー

会場が教室の場合でも必須

パソコンに接続する簡易スピーカー
講師の机と椅子
受講者のレジュメ

※原爆先生のホームページからダウンロード
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物語マップ

⑪ 八丁堀

⑭ 元安川［遺体の焼却］

義三たちの最終目的地点。ここには爆心地を

8 月 8 日早朝、本日から私たちは元安川での遺体収容と焼却作業です。

捜索するための指揮所が、廃墟となったデパー

土手付近で、かなり広い範囲にわたって瓦礫を取り除き、遺体の収容

トに設置されていました。

場所をつくります。その後、きつい勾配がある 10 メートルほどの土手を
降り、真っ赤になった遺体の一体一体を背中に担いで土手をよじ登り、

⑩ 紙屋町［人類が初めて見た爆心地］

収容場所に山積みにします。

紙屋町の交差点であったらしきところに来たとき
には、周りはただ瓦礫の原であり、灰色の世界
だけが続いています。何の色も無い、ただ灰色
だけの世界が延々と続いているのです。そして、
ところどころから細長い白い煙がいく筋も立ち

B 原爆ドーム

昇っていました。

広島平和記念資料館提供

八丁堀であったろうと思われる地点に到着した
私たちは、早速遺体の捜索を開始しました。し
かし、瓦礫だけの世界を、どこをどう探しても
人間の遺体などは見つかるはずもありません。

C 原爆資料館

広島平和記念資料館提供

広島平和記念資料館提供

⑧ 千田町

みなみまち

③ 皆実町

② 宇品西二丁目（寺跡）

原爆が爆発した後、義三たちはすぐに広島城

ピカッ
！

にある物資倉庫にトラックで向かうが、被爆者

突然強烈な閃光に目が眩みました。カメラのフラッシュのよう

この地は一面が火災現場でした。義三たちは 6
日夜、この地で消火作業にあたります。

の群れに遭遇し前進できなくなります。やむなく

な白い光とも……それとも赤い光とも……その瞬間あたり一

この地でＵターンして宇品桟橋に向かいました。

帯はなんの物音もしない静寂に包まれました。
何も見えません。目の前がただ真っ赤になります。その後１秒
とも経たない時間でしたでしょうか、火傷をするような灼熱が
身体全体に押し寄せ、強
烈に、押さえ付けられるよ
うにして吹っ飛ばされました。
重油が満杯に入っていたド

広島平和記念資料館提供

ラム缶が幸運にも陰となっ
て、私たち 9 名の殆どは無
傷でありましたが、2、3 名

九日後、江田島に帰還することになった義三た

の兵隊が頭や顔から血を流

ちは、御幸橋の手前で男の子に呼び止められ

していました。

江田島

ます。焼け跡のなかで 17・8 歳くらいの女性が

義三たちは命令を遂行する

足の痛みをこらえていました。

ため、2 台のトラックに分

① 陸軍幸ノ浦基地跡

広島平和記念資料館提供

⑮ 御幸橋手前

ながれかわ

⑫ 流川（ 防火用水）
義三たちは瓦礫の原を捜索した。瓦礫に埋も
れた防火用水の桶の中には、目を疑う恐ろしい
ものが沈んでいました。

乗して広島中心部に向け

陸軍船舶特別幹部候補生の訓練施設があっ

て出発しました。

た船舶司令部第十教育隊幸ノ浦基地の跡地。

広島平和記念資料館提供

広島平和記念資料館提供

① 主人公は17 歳の少年兵
昭和 19 年、主人公の義三は 17

は部下 8 名と共に上陸用舟艇に

歳で陸軍船 舶特別幹部候補生

乗船して瀬戸内海を越え、広島

（特幹兵）に入隊し、昭和 20 年 7

市の南方にある宇品西二丁目の

月に広島県の江田島にある第十

陸軍倉庫に上陸しました。目的

教育隊に配属されました。当時

地は広島城付近にある物資倉庫

④ 宇品桟橋（宇品港）

の義三は上等兵で、第二班の班

です。義三たち 9 名は広場に積

いったん江田島に戻った義三は、その日の夕刻、

広島平和記念資料館提供

部下を引き連れて再び宇品桟橋に上陸し、徒

長で 8 名の部下をもっていました。 み重ねられたドラム缶にもたれて
昭和 20 年 8 月 6 日の早朝、軍

軍用トラックの到着を待っていま

需物資調達の命令を受けた義三

した。

歩で爆心地に向かいました。この宇品港は、原
爆投下後から負傷者の救援所になっていました。

12

13
広島平和記念資料館提供

客観的事実の説明
熱線の威力

エノラ・ゲイ

特別授業では広島原爆の客観的事実を数多く説明します。

後日、エノラゲイの乗員の証言によりますと、エノラゲイ
は原爆の投下と同時に急旋回しました。原爆の爆発に機体

この球体から凄まじい熱さの熱線が照射され、爆心直下

が巻き込まれないためです。
急旋回から 2 分後に、機体が壊れるかと思えるくらいの
大きな衝撃を受けました。衝撃波です。その衝撃波から 30

エノラ・ゲイと原爆の投下目標都市
1945 年、昭和 20 年 8月6 日午前 2 時過ぎ、グァム島の北

原爆を投下する都市の選定条件
原爆を投下する都市を選ぶ条件は、

方マリアナ諸島ある小さな島、テニアン島から約 4 トンもあ

①直径 5 ㎞を超える大きな都市であること

る原爆を積んだＢ29 爆撃機、エノラゲイと 2 機の随伴機が

②原子爆弾の爆風によって効果的に破壊される

飛び立ちました。目標は 4 千キロも彼方の日本。目的はもち

平野であること

ろん原爆の投下です。

③原子爆弾を投下する日ま

眼下の広島市内を見た乗員

体中の水分、それこそ内臓

は、広島の街は煮えたぎるアス

に至るまでの水分が一瞬の

ファルトのようにグツグツと泡

うちに蒸発し……そして？

を吹くように沸き立っていたそ

ます。エノラ・ゲイとは？

した。

第三候補が長崎でした。

人 間などの動 物がこの
熱線に照射されますと、身

が止まらなかったと証言してい

この 3 点が大きな条件で

第二候補が小倉、そして、

爆が爆発した時のもの。2 回目の衝撃波は？

線に照射されて 3000 度前後の熱となりました。

る原爆の威力に戦慄し、震え

ること

都市は、第一候補が広島、

秒後に、二回目の衝撃を受けました。一回目の衝撃波は原

の島病院付近から半径 500ｍの爆心地付近では、この熱

うで、その乗員は、想像を絶す

で空襲がなかった都市であ

原爆を投下しようとする

原爆の爆発後に、直径 200ｍほどに膨れ上がった球体の
中心温度は摂氏約 100 万℃、球体の外周温度は 7000℃

広島平和記念資料館提供

広島平和記念資料館提供

衝撃波の威力
選ばれた都市は？

リトルボーイ

爆心地の有様と目撃者の証言

衝撃波の速度は、爆心直下で毎秒 440ｍ、音速、音の

①爆心地ではほぼ真上に球体ができます。この球体から熱

速さは毎秒 340ｍですから、音速よりもはるかに速い速度

線や衝撃波が照射されます。ですから爆心地では影ができ

です。ですから、周辺では、まず衝撃波が襲い、その後に

ません。

アメリカのトルーマン大統領は目標設定委員会を開いて原

広島に落とされる原爆には「リトルボーイ」日本語に直訳

爆を投下する都市を選定しました。その委員会で最終的に

すると「小さな子」または「少年」というニックネームが付け

爆発音が聞こえることにな

②目撃者の証言 1……爆心直下付近で、レンガで造られた倉

広島、小倉、長崎の三都市になったのですが、その他にも横

られていました。

ります。

庫の影で暑さを凌いでいる人がいました。その人は、目の

浜や新潟、そして京都が候

リトルボーイの 全 長 は

この衝撃波が爆風となっ

前で手をつないで歩くおかあさんと子供が白い光りに包まれ

補都市になっていました。

3.12ｍ、重量は約 4 トンも

て円状に広がって進み、あ

て、一瞬で消え去るのを目撃しました。消えた瞬間には水

ありました。

らゆる建物を吹き飛ばし崩

蒸気のような白い煙が一瞬たなびいた、と証言されています。

壊させます。

③目撃者の証言 2 ……ビルの前の階段に腰掛け、会社が開

これらの都市の中で、最
も強く押された都市はどこ
なのか？

くのを待っていた人がいま
した。その人も一瞬に消え
去り、その人 が 腰 掛けて
いたコンクリートの階段に

広島平和記念資料館提供

爆心地の空気が膨張して…
原爆（リトルボーイ）落下の軌跡

3000℃という物凄い高熱に熱せられて空気は一気に膨張し
ます。膨張するということは、爆心地の空気は外へ外へと

標地点の 4 ㎞ほど手前で照準器に目標地点をとらえ、高度

この相生橋は特徴があるＴ字型の橋で、大田川の支流が

逃げていくわけです。ですから、爆心付近は一時、真空に

9632ｍからリトルボーイを投下しました。リトルボーイはエ

本川と元安川の二つに分かれる分岐点に位置し、この橋の

ノラ・ゲイから完全に切り離され重力によって落下しました。

形状と地形が目標として最適であったがゆえに、目標地点と

ある有名な漫画で、原子

なりました。

影の沁みだけが残りました。

爆心地の空気は、上空に 7000℃の球体、爆心直下でも

投下目標点は、広島の中心部に架かる・相生橋の上空です。

昭和 20 年 8 月 6 日、午前 8 時 15 分、エノラ・ゲイは目
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投下目標地点

はその人をかたどった黒い

広島平和記念資料館提供

近い状態となります。空気がなくなるわけです。
その後、今度は周りの空気が一気に真空地帯に逆流して
きます。空気は熱せられる

爆弾リトルボーイはパラシ

エノラゲイを離れたリトルボー

ュートにぶら下がって落下

イは、約 9 千メートル落下し、投

爆 心地 付近では、物 凄く

した…という記載がありま

下目標の相生橋から南東に 200

強い上昇気流ができます。

すが、これは間違いです。

メートル 離 れた 島 病 院 の上 空

そしてできる 有 名なもの

その間違いの理由は？

600 メートルで爆発しました。

は？

と軽くなります。ですから、
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能動的学習の展開
子供たちの答えが重要ではなく、
子供たち自身で考え、
子供たち自身の答えを出す、
そんな機会と経験が大切です！

考える機会と
経験が大切

成

長

自分の考えや答えを変化させる子

考える機会と
訓練のはじまり
広島・長崎の
歴史を予習

能動的学習
能動的学習は、IT 社会やグロー
バル社会のなかで活躍できる人
材を育てる機会です。

予

習

1945年に広島や長崎で何があっ

供がいます。また、自分の考えや

たのか？ その概略の歴史と背景

答えを押し通す子供もいます。大

を前もって学習します。

切なことは答えの正否ではなく、
考えて答えを導く機会と経験です。

意見や考えを
ぶつけ合う

原爆の世界を
体感する

論

模擬体感

各自のプレゼンの後、みんなで討

原爆という非日常の世界を模擬

論します。自分への質問、相手への

体感します。子供たちは模擬体

質問の機会と体験と共に、さまざ

感によって原爆の惨状と恐怖を五

まな考えにふれることになります。

感で感じ取ります。

プレゼン
自分自身が感じた疑問、答えをみ

感想文

んなの前でプレゼンします。自分
で考え、自分で答えを出し、自分
で発表する体験の場です。また、
他人のプレゼンを聞いて様々な比
較をします。

客観的知識
※

子供たちは特別授業を受講後、
すぐに感想を書きます。特別授業

子 供たちは原 爆に対して怖い、
酷い、悲しい等の情緒的なもの
だけでなく、科学的・客観的な知
識を得、さらに興味を抱きます。

の振り返りだけでなく、特別授業に
よって自分自身が感じた疑問、そ

原
爆
先生

︶
参考

習︵
学

考え
る
た
め
の
材
料
提
供

な
々
の様
校で
各学

討

して様々な答え（結論）
を表します。
※
「原爆先生の特別授業」を受講した子供たちの
感想文（約 5 万名分）は、
原爆先生のホームページで紹介しています。
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自分の答えを発表し、
他人の答えを知る機会

自分自身の
答えを表す

非日常の
客観的知識を得る
17

提

言

日本に戦争はありません。ところが、いじめや虐待が頻発しています。こんな時代だからこそ、子供たちが戦争

NPO法人の概要

や原爆の実態を知ることで、命の大切さや死傷の悼みを自分自身で考えることが大切です。
しかし、戦争や原爆、いじめや虐待等には無数の答えがあるため、教える・伝える・理解させる、という従来

［名

称］特定非営利活動法人原爆先生

［代

表］池田眞徳（いけだ・まさのり）

型の指導方法では押し付けになり、かえって子供たちの反発を招くことが懸念されます。
これら戦争や原爆等の指導は、学校にとって今後益々重要な課題となりますが、その実践は日を追うごとに困難
となっていることも現実です。

1951 年

大阪府出身

法政大学法学部卒

数社の I T 会社経営を経て 2008 年より原爆先生の特別授業を始める。

本冊子で紹介しました原爆先生の特別授業（以下「特別授業」という）は、東京都内の小学校および全国の中

2009 年に NPO 法人原爆先生を設立し理事長に就任。

高校で多数の実績を示しています。特別授業は、受講者を原爆の惨状に模擬体感させ、原爆の科学的な知識

現在までに 1,400 校で講師を務める。

を得て、自身で考え自身で答えを出す、いわゆる能動的学習（アクティブラーニング）を行うための材料提供という

著書「よくわかる勤務割表の書き方」
「ヒロシマの九日間」

位置付けです。この位置付けが多数の学校から評価を得ました。

「原爆先生がやってきた」
「7000℃の少年」

これらの実績は上意下達のトップダウン方式ではなく、点を設け、点が線となり、やがて面となるボトムアップ方
式で構築しました。
学校および先生方は、当該材料提供によって受講者を能動的学習に導きます。それは、受講者に教えるとか

［設

［連絡先］〒202-0014

Ｅメール：ikeda@hiroshima9.com

専門家が協業して行う学習であり、受講者は原爆や戦争の惨状を結果的に知ることになります。

便利さを追求する社会であればあるほど、子供たちは命の大切さや他人への思いやりを真剣に考えることが重要
であることは言うまでもありません。

西東京市富士町 4-13-25-1105

電話：042-430-4986 FAX：042-427-3009

指導するというのではなく、受講者が自身で考える環境を整えることです。つまり、材料提供の専門家と教育の

再記しますが、わが国では「いじめ」や虐待が頻発して重要な社会問題となっています。現代のように自由や

立］2009 年 3 月 12 日（創業 2008年）

［ホームページ］http://www.hiroshima9.com/
［役

原爆先生

検索

員］

1＋1＝2 に代表される正解があるテーマは正解や解き方を教えることができます。しかし、戦争や原爆、いじめ
や虐待等のヒューマンテーマは、人間の数だけ答えがあるため正解を教えることができません。能動的学習を求
める理由はここにあります。
学校は、知識集積型の教育と人間形成を行う能動的学習の双方ができる唯一の教育現場です。情報化社会
やグローバル化に適した人材の育成は知識集積型の教育だけでは困難であると言われています。つまり、能動的
学習の強化こそが日本の将来を担う人材育成の重要な鍵になるはずです。
本プログラムの活用によって、地方独自、学校独自、教師独自の能動的学習の技術とノウハウが確立され、
世界に羽ばたく人材が数多く誕生することを期待いたします。

池田眞徳（いけだ・まさのり）

羽生章洋（はぶ・あきひろ） 山川貞信（やまかわ・さだのぶ）

特別授業のご検討をお願い申し上げます。
特定非営利活動法人原爆先生
理事長 池田眞徳
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イラストレーション：可世木恭子

デザイン：大坪千草
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特定非営利活動法人 原爆先生

www.hiroshima9.com

