
 

 被爆 70 周年記念事業 広島・長崎連携事業 

 
企画展 

展示資料目録 

会期：平成 27 年 7 月 11 日㊏～8 月 30 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 長崎市立図書館 
 

資料協力：広島平和記念資料館 広島市公文書館 

     長崎市永井隆記念館 長崎原爆資料館 

     広島市立広島商業高等学校 長崎市立長崎商業高等学校  

 

 



書名 著者 出版社 出版年

被爆の実相

『広島原爆戦災誌　全五巻』 広島市／編 広島市 １９７１年

『図説戦後広島市史
被爆５０周年　街と暮らしの５０年』

被爆５０年記念史編修研究会／編 広島市企画総務局公文書館 ２００１年

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１巻
あの日、家族が消えた！－広島への原爆投下』 安斎　育郎／文・監修 新日本出版社 ２００４年

『ヒロシマを世界に　図録・広島平和記念資料
館』

広島平和記念資料館／編 広島平和記念資料館 １９９９年

『広島・長崎　原子爆弾の記録』
子どもたちに世界に！被爆の
記録を贈る会／編

子どもたちに世界に！被
爆の記録を贈る会

１９７８年

『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年

『長崎原爆戦災誌　全五巻』 長崎市／編 長崎国際文化会館 １９７７年～１９８３年

『ながさき原爆の記録』 長崎市原爆資料館／〔編〕 長崎市原爆資料館 ２０００年

『長崎原爆被爆５０年史』 長崎市原爆被爆対策部／編 長崎市原爆被爆対策部 １９９６年

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第２巻
天主堂も友達も消えた！－長崎への原爆投下』 安斎　育郎／文・監修 新日本出版社 ２００４年

「きのこ雲」 松田弘道　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

まちなみ（被爆前）

「浜町通り（被爆前）」 米軍　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「長崎駅（被爆前）」 米軍　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

『シリーズ戦争　語りつごうヒロシマ・ナガサキ
１　天からふってきた悪魔』

安斎　育郎／文・監修 新日本出版社 ２０１４年

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第３巻
原爆はなぜおとされたのか？』

安斎　育郎／文・監修 新日本出版社 ２００４年

「御大典奉祝　廣島市大手通」 絵はがき

「廣島驛」 絵はがき

「広島縣物産共進會第一會場」 絵はがき

「（廣島名勝）新天地（新天座）」 絵はがき

「物産陳列舘」 絵はがき

「『廣島』　本通り」 絵はがき

壁面（南）復興

『広島の復興の歩み』
国際平和拠点ひろしま構想推
進連携事業実行委員会／編

国際平和拠点ひろしま構想推
進連携事業実行委員会 ２０１５年

『ヒロシマ平和都市法』 寺光　忠／著 中国新聞社 １９４９年

「広島平和記念都市建設法制定
６０周年記念郵便切手」

郵便局会社広島支社 ２００９年 　

1 



書名 著者 出版社 出版年

「広島平和記念都市建設記念郵便切手」 郵政省 １９４９年

「長崎国際文化都市建設記念郵便切手」 郵政省 １９４９年

「新都市　第４巻第８号」 都市計画協会／〔編〕 都市計画協会 １９５０年

『ひろしまの復興　　広島平和記念都市建
設法と復興の都市計画』

広島市都市整備局／〔編〕 広島市都市整備局 ２００９年

『平和都市法５０年の歩み！！
－理念を未来へ－』

広島市都市計画局／〔編〕 広島市都市計画局 １９９９年

『都市の復興　広島被爆４０年史』 広島都市生活研究会／編 広島市企画調整局 １９８５年

「建築文化　１９５５年８月」 彰国社 １９５５年

「長崎国際文化都市建設法案」
広島市公文書
館所蔵

「長崎国際宗教都市建設法」 　
広島市公文書
館所蔵

『註解　長崎国際文化都市建設法』 寺光　忠／著 佐世保時事通信社 １９４９年
広島市公文書
館所蔵

「建設中の平和記念資料館」 １９５１年
写真
広島市公文書館所蔵

「相生通の整地」 １９５２年
写真
広島市公文書館所蔵

「整備されつつある平和記念公園」 １９５２年
写真
広島市公文書館所蔵

「整備中の市街地風景（広島駅前広場）」 １９５２年
写真
広島市公文書館所蔵

「平和記念公園（原爆ドーム、原爆死没
者慰霊碑）」

１９５２年
写真
広島市公文書館所蔵

「整備中の市街地風景（広島駅前橋）」 １９５２年
写真
広島市公文書館所蔵

「整備中の市街地風景（比治山から百
メートル道路）」

１９５２年
写真
広島市公文書館所蔵

「原爆死没者慰霊碑」 １９５４年
写真
広島市公文書館所蔵

「公会堂」 １９５４年
写真
広島市公文書館所蔵

「平和記念館」 １９５４年
写真
広島市公文書館所蔵

「商工会議所から平和記念資料館を望む」 １９５４年
写真
広島市公文書館所蔵

「中国銀行屋上から紙屋町方面を望む」 １９５５年
写真
広島市公文書館所蔵

「平和記念公園から南方面」 １９５８年
写真
広島市公文書館所蔵

「平和記念公園から基町一帯」 １９７５年
写真
広島市公文書館所蔵

「広島商工会議所屋上から福屋方面を望む」 １９７７年
写真
広島市公文書館所蔵

「平和記念公園」 撮影年月日不明
写真
広島市公文書館所蔵

「平和公園」 １９９０年
写真
広島市公文書館所蔵
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書名 著者 出版社 出版年

式典

『平成１６～２５年度　広島・長崎市児童生徒
平和のつどい　感想文集』

広島市教育委員会　広島・長崎児
童生徒平和のつどい実行委員会

広島市教育委
員会提供

『平成２５年度　ひろしま子ども平和の集い 報告書』 広島平和文化センター／編 広島平和文化センター ２０１３年

『平成２６年度　ひろしま子ども平和の集い 報告書』 広島平和文化センター／編 広島平和文化センター ２０１４年

『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
長崎新聞社編集局報道部／著 長崎新聞社 ２００３年

『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年

『高校生平和大使　ビリョクだけどムリョクじゃない！』
高校生１万人署名活動実行委員会／監
修　高比良　由紀／〔文〕西川　操／〔画〕 長崎新聞社 ２００７年

『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年

『ピース！ＰＥＡＣＥ！　ＮＡＧＡＳＡＫＩから
世界へ飛び出す若者たち』

高校生１万人署名活動実行委員
会、長崎新聞社報道部／著

長崎新聞社 ２００５年

『核兵器と戦争のない２１世紀をめざす
高校生の平和アピール』

高校生平和ゼミナール
全国連絡センター／編

平和文化　 ２００３年

『平和記念像』 長崎県教職員組合／編 平和記念像建設協賛会 １９５５年

『ヒロシマ平和宣言集』 トーク出版 ２００８年

『広島・長崎の平和宣言　その歴史と課題』 鎌田　定夫／編著 平和文化 １９９３年

『平和冊子　Ｎｏ．８　平和記念式典の歩み』 宇吹　暁／著 広島平和文化センター １９９２年

『広島市原爆死没者慰霊式並びに平和
祈念式　昭和６１年（１９８６年）８月６日』

広島市／編 広島市 １９８６年

『広島市原爆死没者慰霊式並びに平和
祈念式　平成２３年（２０１１年）８月６日』

広島市／編 広島市 ２０１１年

『広島市原爆死没者慰霊式並びに平和
祈念式　平成２４年（２０１２年）８月６日』

広島市／編 広島市 ２０１２年

『シリーズ戦争　語りつごうヒロシマ・ナガサキ
５　　平和についてかんがえる』

安斎　育郎／文・監修 新日本出版社 ２０１５年

『平和宣言集（昭和二十三年～昭和六十年）』 長崎市／〔編〕 長崎市 １９８５年

『平和宣言集』 広島平和文化センター／編 広島平和文化センター　 １９６９年

「建築と社会　昭和２４年９月」 日本建築協会／〔編〕 日本建築協会 １９４９年

「原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式」 １９５２年
写真
広島市公文書館所蔵

「原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式」 １９５４年
写真
広島市公文書館所蔵

「原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式」 １９６５年
写真
広島市公文書館所蔵

「原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式」 １９６８年
写真
広島市公文書館所蔵

「原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式」 １９７５年
写真
広島市公文書館所蔵

「原爆死没者慰霊式ならびに平和記念式」 １９８４年
写真
広島市公文書館所蔵

「第３回平和祭ポスター」
広島市公文書
館所蔵

「「原爆の日に陳列館の上から」平和記念
式典」

明田弘司氏　撮影 １９５５年
写真
広島市公文書館所蔵
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書名 著者 出版社 出版年

原爆文学（広島）

『夏の花』 原　民喜／著 能楽書林 １９４９年

自筆草稿「死と愛と孤独」 原　民喜／著

『ヒロシマというとき』 栗原　貞子／著 三一書房 １９７６年

『黒い卵』 栗原　貞子／著 中国文化発行所 １９４６年

『さんげ　－原爆歌人正田篠枝の愛と
孤独－』

広島文学資料保全の会／編 社会思想社 １９９５年

『耳鳴り　－原爆歌人の手記－』 正田　篠枝／著 平凡社 １９６２年

『屍の街』 大田　洋子／著 中央公論社 １９４８年

『人間襤褸』 大田　洋子／著 河出書房 １９５１年

『原爆詩集』 峠三吉／著
新日本文学広島支部・
われらの詩の会

１９５１年

自筆草稿「絵本」 峠三吉／著

原爆文学（長崎）

『原爆句抄』 松尾　あつゆき／著 文化評論出版 １９７５年

『原子野　詩集』 福田　須磨子／著 現代社 １９５８年

『われなお生きてあり』 福田　須磨子／著 筑摩書房 １９６８年

『祭りの場』 林　京子／著 講談社 １９７５年

『ギヤマンビードロ』 林　京子／著 講談社 １９７８年

『わが星の道』 風木雲太郎／著 昭和堂 １９８５年
長崎市立図書
館所蔵

『ビードロの歌』 風木雲太郎／著 風社 １９６６年
長崎市立図書
館所蔵

『アスファルトに仔猫の耳』 山田　かん／著 炮氓社 １９７５年
長崎市立図書
館所蔵

『予感される闇　詩集』 山田　かん／著 草土詩社 １９８１年

手記集

『原爆体験記』 広島市民生局／〔編〕 広島平和協会 １９５０年 　

『原爆記　千代紙の小箱』 星野　春雄／著
広島女師高等師範学校物理
学教室原爆五周年刊行会

１９５０年

『電車内被爆者の証言』
広島電鉄電車内被爆者のつど
い係／〔編〕

広島電鉄電車内被爆者
のつどい係

１９８５年 　

『原爆の子　広島の少年少女のうったえ』 長田　新／編 岩波書店 １９５１年

『花の命は短かくて　原爆乙女の手記』 小島　順／〔編〕 共同出版社 １９５３年
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書名 著者 出版社 出版年

『木の葉のように焼かれて　第１集　被爆
婦人の手記』

新日本婦人の会広島支部／編
新日本婦人の会広島支
部

１９６４年

『星は見ている　全滅した広島一中一年
生父母の手記集』

秋田　正之／編 鱒書房 １９５４年

『天よりの大いなる声』 日本基督教青年会同盟／編 東京トリビューン社 １９４９年 　

『もういやだ　原爆の生きている証人たち　第１集』 長崎原爆青年乙女の会／編 あゆみ出版社 １９７０年

『原子雲の下に生きて　長崎の子供らの手記』 永井　隆／編 中央出版社 １９７７年

『長崎の証言　１９７０　〔第２集〕』 長崎の証言刊行委員会／編 あゆみ出版社 １９７０年

『雅子斃れず　長崎原子爆弾記』 石田　雅子／著 表現社 １９４９年

『爆心の丘にて　山里浜口地区原爆戦災
誌』

長崎市山里浜口地区原爆復元
の会／編

長崎の証言刊行委員会 １９７２年

『長崎　二十二人の原爆体験記録』 長崎文化連盟／編 時事通信社 １９４９年

『長崎精機原子爆弾記』
三菱重工業株式会社長崎精機
製作所／編

三菱重工業長崎精機製
作所

１９４９年

浦上天主堂

『ガイドブックながさき
原爆遺跡と戦跡をめぐる』

長崎平和研究所／編 新日本出版社 ２００９年

『ナガサキ　消えたもう一つの「原爆ドー
ム」』

高瀬　毅／著 平凡社 ２００９年

『長崎旧浦上天主堂　１９４５－５８』
高原　至／写真、横手　一彦／文
ブライアン・バークガフニ／英訳

岩波書店 ２０１０年

『浦上・揺れながら　被爆四十五年目に』 小柳　恵美子／著 葦書房 １９９０年

『ふるさとは一瞬に消えた
長崎・浦上町の被爆といま』

長崎県部落史研究所／編 解放出版社 １９９５年 　

『浦上物語』 市川　和広／著 叢文社 ２００５年

『傷壁　失われた原爆遺構旧浦上天主堂』 一瀬　比郎／著 長崎文献社 ２０１１年

「浦上天主堂」 林重男　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「浦上天主堂」 林重男　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「浦上天主堂」 池松経興　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「浦上天主堂」 池松経興　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「浦上天主堂」 池松経興　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「浦上天主堂」 池松経興　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「浦上天主堂」 石田寿　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵
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書名 著者 出版社 出版年

新興善国民学校

『原子爆弾』 仁科記念財団／編 光風社 １９７３年

『閃光の影で  原爆被爆者救護赤十字看
護婦の手記』

日本赤十字社長崎県支部／〔編〕
日本赤十字社長崎県支
部

１９８０年

『長崎の証言  第７集』 長崎の証言刊行委員会／編 長崎の証言刊行委員会 １９７５年

『長崎原爆救護の記録』 太田　剛夫／編 原田義道 １９８８年
長崎市立図書
館所蔵

「新興善国民学校救護所」 桝屋富一　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「新興善国民学校救護所」 桝屋富一　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「新興善国民学校救護所」 桝屋富一　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「新興善国民学校救護所」 桝屋富一　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「新興善国民学校救護所」 桝屋富一　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「新興善国民学校救護所」 桝屋富一　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

永井隆

自筆画「浦上天主堂」 永井　隆／画
長崎市永井隆
記念館所蔵

自筆画「茅乃と紙風船」 永井　隆／画
長崎市永井隆
記念館所蔵

『ロザリオの鎖』 永井　隆／著 ロマンス社 １９４８年
長崎市永井隆
記念館所蔵

『乙女峠』 永井　隆／著 中央出版社 １９５３年
長崎市永井隆
記念館所蔵

自筆私信「喜多様宛」 永井　隆／著
長崎市永井隆
記念館所蔵

自筆原稿「水瓜」 永井　隆／著
長崎市永井隆
記念館所蔵

『この子を残して』 永井　隆／著 大日本雄弁会講談社 １９４８年
長崎市永井隆
記念館所蔵

自筆原稿「伸びよ」 永井　隆／著
長崎市永井隆
記念館所蔵

『いとし子よ』 永井　隆／著 大日本雄弁会講談社 １９４９年
長崎市永井隆
記念館所蔵

自筆書「如己愛人」 永井　隆／書
長崎市永井隆
記念館所蔵

自筆原稿「原子野録音」 永井　隆／著
長崎市永井隆
記念館所蔵

自筆画「白百合」 永井　隆／画
長崎市永井隆
記念館所蔵

「原子野を歩く博士」
写真
長崎市永井隆記念
館所蔵

「うちらの本箱」
写真
長崎市永井隆記念
館所蔵

「親子3人笑顔で団らん」
写真
長崎市永井隆記念
館所蔵

「父子（マリア像）」
写真
長崎市永井隆記念
館所蔵
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「広島・長崎平和文化都市提携調印式」 １９７５年
写真
広島市公文書館所蔵

アオギリ

『被爆アオギリ物語
そばにいるよ　いっしょにあるいていこう』 グループアオギリ／制作

コミュニティルネッサンス
研究所

２０１４年

『アオギリのねがい　被爆アオギリ二世物語』
『被爆アオギリ二世』の絵本を
つくる会／作・画

広島平和教育研究所 ２００３年

『アオギリよ芽をだせ　被爆した広島の
木』

大川　悦生／作
遠藤　てるよ／絵

新日本出版社 １９９２年

「アオギリのうた」 広島市 広島市 ２００１年 CD

『被爆樹マップ　東の散歩道コース』 「緑」の伝言プロジェクト／〔編〕 「緑」の伝言プロジェクト 〔２０１１年〕

『生き続ける被爆樹木　あの日から７０
年』

藤登　弘郎／著 藤登弘郎 ２０１４年

クスノキ

『被爆クスノキの追憶
人々に生きる力をくれた大樹の物語』

渡部　富重／文・絵 風詠社（発行）、星雲社（発売） ２０１４年

『くすの木と少年』 大平　数子、石川　逸子／著 ヒロシマ・ナガサキを考える会 １９８５年

「ＨＵＭＡＮ」 福山　雅治／作詞・作曲 ユニバーサルミュージック ２０１４年 CD

『朝日新聞　教育特集　２０１５　知る原爆』 朝日新聞社 ２０１５年

「山王神社」 林重男　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「山王神社」 林重男　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

「山王神社」 石田寿　撮影
写真
長崎原爆資料館所蔵

広島市立広島商業
高等学校提供

「広島平和の鐘」
広島市立広島商業
高等学校提供

「長崎平和の鐘」
広島市立広島商業
高等学校提供

広島市立広島商業
高等学校提供

「ハローキティクリアファイル」
広島市立広島商業
高等学校提供

「明日への希望」（ＣＤ）
広島市立広島商業
高等学校提供

長崎市立長崎商業
高等学校提供

長崎市立長崎商業
高等学校提供

長崎市立長崎商業
高等学校提供

「伝えていく」（放送部制作テレビドキュメント番組）

広島市立広島商業高等学校・長崎市立長崎商業高等学校

「広島市立広島商業高等学校と長崎市立長崎商業高等学校のあゆみ」（パネル）

「広島市立広島商業高等学校・長崎市立長崎商業高等学校共同平和宣言」

「ひかり　～始まりの教室～」（演劇部上演台本）

「あのひかりをわすれない」（放送部制作テレビドキュメント番組）
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