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令和２年度 被爆体験継承事業 企画展 

ヒロシマを受け継ぐ 

－若者たちの取組－ 
 

 

展示目録 

開催期間：令和２年７月４日（土）～９月６日（日） 
 

会場：広島市立中央図書館 ２階 展示ホール 
 

 

主催：広島市立中央図書館 
 

 

協力：広島平和記念資料館  
 

広島市立大学 東京大学大学院渡邉英徳研究室  
 

広島県立福山工業高等学校  
 

広島市立基町高等学校 広島市立広島商業高等学校 
 

広島市立広島工業高等学校 
 

進徳女子高等学校 ノートルダム清心中・高等学校 
 

広島なぎさ中学校・高等学校 



書     名 著者名 出版者 出版年 備考

被爆の実相

広島原爆戦災誌第１巻 広島市／編 広島市 1971

広島原爆戦災誌第２巻 広島市／編 広島市 1971

広島原爆戦災誌第３巻 広島市／編 広島市 1971

広島原爆戦災誌第４巻 広島市／編 広島市 1971

広島原爆戦災誌第５巻 広島市／編 広島市 1971

広島・長崎の原爆災害
広島市・長崎市原爆災害誌編集委員
会／編

岩波書店 1979

都市の復興 広島都市生活研究会／編 広島市企画調整局 1985

図説戦後広島市史 被爆５０年記念史編修研究会／編 広島市総務局公文書館 1996

広島市被爆７０年史 被爆７０年史編修研究会／編 広島市 2018

米軍機より撮影したきのこ雲 米軍／撮影 広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

被爆前の広島市全景（航空写真） 広島平和記念資料館／提供 - 写真パネル

被爆後の広島市全景（航空写真） 米軍／撮影 広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

爆心直下から広島県産業奨励館（原
爆ドーム）を望む

米軍／撮影 広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

広島県商工経済会望楼から 林　重男／撮影
広島平和記念資料館／提供、
Ａｒｉ　Ｂｅｓｅｒ／作成

1945 写真パネル

爆心地から廃墟を望む 米軍／撮影
広島平和記念資料館／提供、
Ａｒｉ　Ｂｅｓｅｒ／作成

1945 写真パネル

被爆者の思い

しまってはいけない記憶　１
国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
／編

国立広島原爆死没者追悼平
和祈念館

2015

しまってはいけない記憶　２
国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
／編

国立広島原爆死没者追悼平
和祈念館

2016

しまってはいけない記憶　３
国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
／編

国立広島原爆死没者追悼平
和祈念館

2016

被爆者　〔正〕 会田　法行／写真・文 ポプラ社 2005

９３歳の遺言 小井手　桂子／著 小井手学園 2019

私たちの心づもり 有田　健一／著 溪水社 2018

被爆者はなぜ待てないか 奥田　博子／著 慶應義塾大学出版会 2015
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書     名 著者名 出版者 出版年 備考

孫たちへの証言第１０集 福山　琢磨／編 新風書房 1997

孫たちへの証言第１１集 福山　琢磨／編 新風書房 1998

若者の取組（広島）

青い空ヒロシマ　ぼくたち、わたしたち
にできること

ＨＰＳ国際ボランティア／企画 ＨＰＳ国際ボランティア 2016

ヒロシマの心 ＨＰＳ国際ボランティア／企画・構成 ＨＰＳ国際ボランティア 2018

ヒロシマの心　２ ＨＰＳ国際ボランティア／企画・構成 ＨＰＳ国際ボランティア 2019

戦争体験を「語り」・「継ぐ」 大石　学／監修 学研プラス 2018

学ぶこと、語ること、生きる希望と平
和な未来

沖村　民雄／著 平和文化 2010

Ｎｏ　Ｎｕｋｅｓ
『Ｎｏ　Ｎｕｋｅｓヒロシマ　ナガサキ
フクシマ』編集部／編

講談社 2015

証
広島市立高等女学校・広島市立舟
入高等学校同窓会／〔編〕

広島市立高等女学校・広島市
立舟入高等学校同窓会

2015

ＢＡＣＫ　ＴＯ　１９４５
広島女学院高等学校署名実行委
員会／制作

広島女学院中学高等学校 2018

若者の取組（長崎）

高校生一万人署名活動
高校生一万人署名活動実行委員
会／著

長崎新聞社 2003

高校生一万人署名活動２
高校生一万人署名活動実行委員
会／監修

長崎新聞社 2011

原爆の記憶を継承する実践 深谷　直弘／著 新曜社 2018

はばたく高校生平和大使
「はばたく高校生平和大使」刊行委
員会／監修

長崎新聞社 2014

今伝えたい被爆者の心
高校生１万人署名活動実行委員会
／監修

長崎新聞社 2009

ピース！ＰＥＡＣＥ！
高校生１万人署名活動実行委員会
／著

長崎新聞社 2005

高校生平和大使
高校生１万人署名活動実行委員会
／監修

長崎新聞社 2007

高校生平和大使にノーベル賞を
「高校生平和大使にノーベル賞を」
刊行委員会／編

長崎新聞社 2018
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書     名 著者名 出版者 出版年 備考

広島なぎさ中学校・高等学校

留学生ガイドパンフレット　２０１８．４
～２０１９．３

広島なぎさ中学校・高等学校／編
広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

〔2018〕

留学生ガイドワークシート２０１９年度
（英語版）

広島なぎさ中学校・高等学校／編
広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

2020

留学生ガイドワークシート２０１９年度
（日本語版）

広島なぎさ中学校・高等学校／編
広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

2020

ニュージランド中学留学生へのガイド
の様子　①

広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

写真パネル

ニュージランド中学留学生へのガイド
の様子　②

広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

写真パネル

タイ交換留学生へのガイドの様子　①
広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

写真パネル

タイ交換留学生へのガイドの様子　②
広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

写真パネル

アメリカ高校留学生へのガイドの様子
広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

写真パネル

ニュージランド高校留学生へのガイド
の様子　①

広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

写真パネル

ニュージランド高校留学生へのガイド
の様子　②

広島なぎさ中学校・高等学
校／提供

写真パネル

ノートルダム清心中・高等学校

ヒロシマPEACEＭＡＰ
ノートルダム清心高等学校　Ｐ-step
／編

ノートルダム清心中・高等学校
／提供

2019

碑巡りの様子（被爆した墓石）
ノートルダム清心中・高等学校
／提供

写真パネル

碑巡りの様子（動員学徒慰霊塔）
ノートルダム清心中・高等学校
／提供

写真パネル

碑巡りの様子（原爆ドーム）
ノートルダム清心中・高等学校
／提供

写真パネル

平和活動の提案（中・高校生ピースク
ラブとの交流）

ノートルダム清心中・高等学校
／提供

写真パネル

カトリック広島司教区平和記念行事
の青年プログラムに参加

ノートルダム清心中・高等学校
／提供

写真パネル

他校の平和活動の紹介（中・高校生
ピースクラブとの交流）

ノートルダム清心中・高等学校
／提供

写真パネル

進徳女子高等学校

追弔法要の様子　① 進徳女子高等学校／提供 写真パネル
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書     名 著者名 出版者 出版年 備考

追弔法要の様子　② 進徳女子高等学校／提供 写真パネル

慰霊碑めぐりの様子（平和記念公園）
①

進徳女子高等学校／提供 写真パネル

慰霊碑めぐりの様子（平和記念公園）
②

進徳女子高等学校／提供 写真パネル

慰霊碑めぐりの様子（平和記念公園）
③

進徳女子高等学校／提供 写真パネル

慰霊碑めぐりの様子（縮景園） 進徳女子高等学校／提供 写真パネル

広島県立福山工業高等学校

「VR爆心地」戦争体験者への聞き取
り①

広島県立福山工業高等学
校／提供

写真パネル

「VR爆心地」戦争体験者への聞き取
り②

広島県立福山工業高等学
校／提供

写真パネル

「VR爆心地」住民によるVR動画の確
認作業

広島県立福山工業高等学
校／提供

写真パネル

「VR爆心地」VR動画体験
広島県立福山工業高等学
校／提供

写真パネル

生徒による「VR爆心地」の内容紹介
広島県立福山工業高等学
校／提供

写真パネル

製作中の「VR爆心地」細工町や猿楽
町①

広島県立福山工業高等学
校／提供

画像パネル

製作中の「VR爆心地」細工町や猿楽
町②

広島県立福山工業高等学
校／提供

画像パネル

製作中の「VR爆心地」広島県産業奨
励館

広島県立福山工業高等学
校／提供

画像パネル

製作中の「VR爆心地」御幸橋
広島県立福山工業高等学
校／提供

画像パネル

広島市立広島商業高等学校

第１２回広島市商ピースデパートピー
スモニュメント①

広島市立広島商業高等学
校／提供

写真パネル

第１２回広島市商ピースデパートピー
スモニュメント②

広島市立広島商業高等学
校／提供

写真パネル

第１３回広島市商ピースデパートピー
スモニュメント①

広島市立広島商業高等学
校／提供

写真パネル

第１３回広島市商ピースデパートピー
スモニュメント②

広島市立広島商業高等学
校／提供

写真パネル
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書     名 著者名 出版者 出版年 備考

〔広島市立広島商業高等学校〕平和
カレンダー2017

広島市立広島商業高等学校／
〔編〕

広島市立広島商業高等学校 2016

広島市商ピースデパート紹介
広島市立広島商業高等学
校／提供

パネル

広島市商ピースデパートピースモ
ニュメント第１回～１１回総覧

広島市立広島商業高等学
校／提供

パネル

広島市商ピースデパート第１０回 広島市立広島商業高等学校／〔編〕 広島市立広島商業高等学校 2016

広島市商ピースデパート第１１回 広島市立広島商業高等学校／〔編〕 広島市立広島商業高等学校 2017

広島市商ピースデパート第１２回 広島市立広島商業高等学校／〔編〕 広島市立広島商業高等学校 2018

広島市商ピースデパート第１３回 広島市立広島商業高等学校／〔編〕 広島市立広島商業高等学校 2019

〔広島市立広島商業高等学校〕学校
要覧平成３１年度

広島市立広島商業高等学
校

2019

御霊への誓い
ＨＰＳ国際ボランティア〔ほか〕／
〔編〕

広島市立広島商業高等学
校／提供

2017

八月五日　２０１７年度コンクール作
品（台本）

黒瀬　貴之／作
広島市立広島商業高等学
校／提供

今夜、川のほとりで
２０１８年度コンクール作品（台本）

黒瀬　貴之／作
広島市立広島商業高等学
校／提供

青い月　２０１９年度コンクール作品
（台本）

黒瀬　貴之／作
広島市立広島商業高等学
校／提供

演劇部の活動の様子（「八月五日」）
広島市立広島商業高等学
校／提供

写真パネル

演劇部の活動の様子（「今夜、川の
ほとりで」）

広島市立広島商業高等学
校／提供

写真パネル

演劇部の活動の様子（「青い月」）
広島市立広島商業高等学
校／提供

写真パネル

広島市立広島工業高等学校

銅板折り鶴の制作風景①
広島市立広島工業高等学
校／提供

写真パネル

銅板折り鶴の制作風景②
広島市立広島工業高等学
校／提供

写真パネル

銅板折り鶴の制作工程
広島市立広島工業高等学校／制
作

広島市立広島工業高等学
校／提供
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書     名 著者名 出版者 出版年 備考

世界平和記念聖堂の屋根材を使っ
た銅板折り鶴（２点）

広島市立広島工業高等学校／制
作

広島市立広島工業高等学
校／提供

平和を願う銅板千羽鶴
広島市立広島工業高等学校機械
科／制作

さまざまな取組（世代を超えて）

２１歳が見たフクシマとヒロシマ
神戸女学院大学石川康宏ゼミナー
ル／著

新日本出版社 2015

「被爆二世」を生きる 中村　尚樹／著 中央公論新社 2010

『原爆の子』をうけついで 『原爆の子』をうけつぐ会／編 本の泉社 2012

ひろしま２１世紀へのはがき 広島市市民局平和推進室／編 広島市市民局 1996

広島平和祈念卒業設計賞作品集　２
００９

広島平和祈念卒業設計賞実行委
員会／編集

総合資格 2009

広島平和祈念卒業設計賞作品集　２
０１９

広島平和祈念卒業設計賞実行委
員会／編集

総合資格 2019

青少年からのメッセージ平成１７年度 広島市教育委員会／〔編〕 広島市教育委員会 2005

学ぼうヒロシマ　高校生新聞
２０１９年

中国新聞社／編 中国新聞社 2019

カウンターの向こうの８月６日 冨恵　洋次郎／著 光文社 2017

ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい／著 偕成社 2018

このかなしき空は底ぬけの青 平田　周／著 書肆侃侃房 2015

ＡＩとカラー化した写真でよみがえる戦
前・戦争

庭田　杏珠／著，渡邉　英徳／著 光文社 2020

さまざまな取組（SDGs）

中国新聞号外　２０１７年１０月６日 中国新聞社／〔編〕 中国新聞社 2017

核兵器はなくせる 川崎　哲／著 岩波書店 2018

核兵器を禁止する 川崎　哲／著 岩波書店 2018

核兵器禁止条約を使いこなす 安斎　育郎／編著 かもがわ出版 2018
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書     名 著者名 出版者 出版年 備考

広島市立大学

肖像Ｎｏ．３ 松村　卓志／制作 広島市立大学／提供 2005
複製
画像パネル

肖像Ｎｏ．４ 松村　卓志／制作 広島市立大学／提供 2005
複製
画像パネル

肖像Ｎｏ．１５ 寺林　武洋／制作 広島市立大学／提供 2005
複製
画像パネル

肖像Ｎｏ．２７ 大畑　稔浩／制作 広島市立大学／提供 2005
複製
画像パネル

肖像Ｎｏ．３８ 今井　良枝／制作 広島市立大学／提供 2006
複製
画像パネル

肖像Ｎｏ．７８ 中野　明久／制作 広島市立大学／提供 2008
複製
画像パネル

肖像Ｎｏ．９４ 大矢　英雄／制作 広島市立大学／提供 2008
複製
画像パネル

平和美術展　第１２回　光の肖像展
１・２

広島市立大学／〔編〕 はつかいち美術ギャラリー 2008

「光の肖像」展２００８
広島市立大学芸術学部美術学科油絵専攻内「光
の肖像」展実行委員会／〔編〕 〔広島市立大学芸術学部〕 2008

「光の肖像」展 広島市立大学／編 キングストン大学 2010

広島市立大学開学２０周年記念シンポジ
ウム「ヒロシマの記憶を未来へ」

広島市立大学開学２０周年記念全学合同シンポ
ジウム・ワーキンググループ／編 広島市立大学 2015

「光の肖像」展２０１７
広島市立大学芸術学部油絵専攻
／〔編〕

広島市立大学芸術学部油
絵専攻

2017

「光の肖像」制作風景① 広島市立大学／提供 写真パネル

「光の肖像」制作風景② 広島市立大学／提供 写真パネル

「光の肖像」制作風景③ 広島市立大学／提供 写真パネル

広島市立基町高等学校

死んだ我が子を背負う若いお母さん 津村　果奈／制作
広島平和記念資料館／所
蔵

2016
複製
画像パネル

くちびるの潰れた友達 奥野　天葵／制作
広島平和記念資料館／所
蔵

2017
複製
画像パネル

閃光 小川　美波／制作
広島平和記念資料館／所
蔵

2016
複製
画像パネル

忘れられない～あの目 富田　葵天／制作
広島平和記念資料館／所
蔵

2012
複製
画像パネル

流れ着いた棺代わりの木箱 猿田　起之／制作
広島平和記念資料館／所
蔵

2019
複製
画像パネル

「原爆の絵」制作風景
広島市立基町高等学校／
提供

写真パネル

小さな一つずつ 谷口　真穂／制作
広島市立基町高等学校／
提供

2015
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書     名 著者名 出版者 出版年 備考

繋ぐ 一ノ間　照美／制作
広島市立基町高等学校／
提供

2015

「平和の鉛筆画」制作風景①
広島市立基町高等学校／
提供

写真パネル

「平和の鉛筆画」制作風景②
広島市立基町高等学校／
提供

写真パネル

平和へのメッセージ　２０１４ 広島市立基町高等学校／編
広島市立基町高等学校／
提供

2014

平和へのメッセージ　２０１６ 広島市立基町高等学校／編
広島市立基町高等学校／
提供

2017

平和へのメッセージ　２０１７ 広島市立基町高等学校／編
広島市立基町高等学校／
提供

2018

ボクのわすれられない夏 白水　咲／作・絵、水中　蘭／作・絵
広島市立基町高等学校／
提供

2020

命の水 岡崎　未雨／文、平井　麻縁／絵
広島市立基町高等学校／
提供

2020

ケイコの８月６日 横山　栞央／文、前濱　穂乃香／絵
広島市立基町高等学校／
提供

2020

広島　愛の川 歌詞カード 加藤　登紀子／歌，中沢　啓治／作詞 ユニバーサルミュージック 2014

八月の夕凪 上田　由美子／著 コールサック社 2009

ふたりのキャンバス ＮＨＫ広島／〔編〕 〔ＮＨＫ広島〕 〔2017〕

被爆者　続 会田　法行／写真・文 ポプラ社 2015

平和のバトン 弓狩　匡純／著 くもん出版 2019

次世代と描く原爆の絵平成１９～２９
年度

基町高等学校／〔編〕 基町高等学校 2018

Ａｔｏｍｉｃ　Ｂｏｍｂ　Ｄｒａｗｉｎｇｓ２００７
～２０１７

基町高等学校／編 基町高等学校 2018

戦前の本通り
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

画像パネル

夜の産業奨励館
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

画像パネル

慈仙寺の盆燈籠売り
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

画像パネル

濵井理髪館
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

画像パネル

旅館「割烹吉川」の端午の節句
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

画像パネル

無得幼稚園のお遊戯会
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

画像パネル

「記憶の解凍」庭田杏珠×渡邉英徳
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夏の団らん
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

画像パネル

呉から見たきのこ雲
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

画像パネル

映像のリピート再生

「記憶の解凍」映像作品 庭田杏珠×山浦徹也／制作
東京大学大学院渡邉英徳
研究室／提供

映像

「ＶＲ爆心地」のデモ映像
広島県立福山工業高等学校計算
技術研究部／制作

広島県立福山工業高等学
校／提供

映像

少女の祈り（いのり）
広島市立基町高等学校創造表現
コース／制作

広島市立基町高等学校／
提供

2018 映像

広島 愛の川
広島市立基町高等学校創造表現
コース／制作

広島市立基町高等学校／
提供

2019 映像

広島市立広島商業高等学校演劇部
『八月五日』（部分）

広島市立広島商業高等学校演劇
部

広島市立広島商業高等学
校／提供

2017 映像

広島市立広島商業高等学校演劇部『今
夜、川のほとりで』（部分）

広島市立広島商業高等学校演劇
部

広島市立広島商業高等学
校／提供

2018 映像

広島市立広島商業高等学校演劇部
『青い月』（部分）

広島市立広島商業高等学校演劇
部

広島市立広島商業高等学
校／提供

2019 映像
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