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令和3年7月3日現在

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 〇

広島原爆戦災誌　第２巻 広島市／編 広島市 1971 〇

広島原爆戦災誌　第３巻 広島市／編 広島市 1971 〇

広島原爆戦災誌　第４巻 広島市／編 広島市 1971 〇

広島原爆戦災誌　第５巻 広島市／編 広島市 1971 〇

広島特報　昭和２０年８月７日／８月８日号 〔大佐古一郎ほか〕 1980

広島市被爆７０年史 被爆７０年史編修研究会／編 広島市 2018 〇

図説戦後広島市史 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 〇

広島原爆写真集
小松　健一／編
新藤　健一／編

勉誠出版 2015 〇

なみだのファインダ－ 松重　美人／著 ぎょうせい 2003 〇

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

爆心地から廃墟を望む
米軍／撮影
アリ・ビーザー／作成

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
アリ・ビーザー／作成

広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

被爆建物

広島の被爆建造物 被爆建造物を考える会／〔編〕 朝日新聞広島支局 1990 〇

ヒロシマの被爆建造物は語る 被爆建造物調査研究会／編 広島平和記念資料館 1996 〇

被爆建造物は語る 広島平和記念資料館／〔編〕 広島平和記念資料館 2008 〇

袋町付近から爆心地を望む 米軍／撮影 広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

島病院から東方の銀行街を見る 米軍／撮影 広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

本通り筋を望む 米軍／撮影 広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

被爆建物リスト一覧 広島市

被爆建物マップ ひろしま地図ナビ／地図データ提供

末尾に〇がある本は、広島市立図書館で貸出できます。
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令和3年7月3日現在

書     名 著者名 出版者 出版年 備考

中区の被爆建物①

原爆体験記 広島市民生局／〔編〕 広島平和協会 1950

宮武甫・松本榮一写真展 広島平和記念資料館／〔編〕 広島平和記念資料館 2006 〇

中国地域のよみがえる建築遺産 中国地方総合研究センター／編 中国地方総合研究センター 2013 〇

旧日本銀行広島支店 広島市市民局／〔編〕 広島市市民局

被爆建造物をたずねて
広島平和教育研究所／〔編〕
広島県原爆被爆教職員の会／編 広島平和教育研究所出版部 1991 〇

本川小学校平和資料館 広島市立本川小学校/〔編〕 〔広島市立本川小学校〕

創立百周年記念誌 本川小学校／編 広島市立本川小学校 1973

ヒロシマ－－壁に残された伝言 井上　恭介／著 集英社 2003 〇

福屋五十年史 福屋社史編集委員会／編　 福屋 1980 〇

広島城壊滅！ 広島市文化財団広島城／編 広島市文化財団広島城 2010 〇

中区の被爆建物②

原爆市長　〔復刻版〕 浜井　信三／著 シフトプロジェクト 2011 〇

被爆の遺言 広島原爆被災撮影者の会／編 広島原爆被災撮影者の会 1985 〇

原子雲の下に生きつづけて 第７集 全電通（広島）被爆者連絡協議会／〔編〕 全電通（広島）被爆者連絡協議会 1980

広島原爆誌 中国電気通信局／編 中国電気通信局 1955 〇

原爆をみつめる
飯島　宗一／編
相原　秀次／編

岩波書店 1981 〇

ヒロシマ日記 蜂谷　道彦／著 法政大学出版局 2015 〇

ヒロシマ散歩 植野　浩／著 汐文社 1997 〇

広島、１９４５ 南々社編集部／編・著 南々社 2012 〇

電車を走らせた女学生たち 広島電鉄／〔編〕 広島電鉄 2005 〇

終戦年の広島地方気象台 北　勲／著 気象庁 1971

日本銀行広島支店 米軍／撮影 広島平和記念資料館／提供 写真パネル

袋町国民学校 米軍戦略爆撃調査団／撮影 米国国立公文書館／提供 1945 写真パネル

末尾に〇がある本は、広島市立図書館で貸出できます。
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令和3年7月3日現在

書     名 著者名 出版者 出版年 備考

相生橋 川原　四儀／撮影 広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

広島中央電話局西分局 米軍戦略爆撃調査団／撮影 米国国立公文書館／提供 1945 写真パネル

広島中央電話局西分局内部 米軍戦略爆撃調査団／撮影 米国国立公文書館／提供 1945 写真パネル

原爆ドーム

原爆ドーム１００年の記憶 広島平和記念資料館／編 広島平和文化センター平和記念資料館 2015 〇

廣島から広島
「廣島から広島ド－ムが見つめ続け
た街」展実行委員会／編
広島県立美術館／編

「廣島から広島ド－ムが見つめ続
けた街」展実行委員会

2010 〇

ユネスコ世界遺産原爆ドーム 中国新聞社／編 中国新聞社 1997 〇

爆心地 広島折鶴の会／編 広島折鶴の会 1967

原爆ドームと楮山ヒロ子 寺田　正弘／〔ほか〕著 原爆ドームと楮山ヒロ子の会 2019 〇

ドームは呼びかける 広島市／編 広島市 1968 〇

原爆ドーム世界遺産化への道
「原爆ドーム世界遺産化への
道」編集委員会／編・著

原爆ドームの世界遺産化をす
すめる会

1997 〇

中国新聞　令和３年５月１７日１１面 中国新聞社 2021

広島県産業奨励館（原爆ドーム）（被爆前） 広島平和記念資料館／提供
1915-
1945

写真パネル

広島県産業奨励館（原爆ドーム） 米軍／撮影 広島平和記念資料館／提供 1945 写真パネル

中国新聞セレクト　平成２７年１１月１８日５面 中国新聞社 2015 個人蔵

原爆ドーム 個人／撮影 写真パネル

南区の被爆建物

広島美奈美国風土記　No.１５
南区魅力発見委員会風土記編
さん部会

2013

吉祥山遍照寺多聞院 亀尾　融照／編著 多聞院 1997

あすのために あすのために編集委員会／編
広島県高等学校原爆被爆教職
員の会

2007 〇

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 〇

写真が明かす糧秣支廠の姿 広島市郷土資料館／編 広島市教育委員会 1999 〇

近代の「兵食」と宇品陸軍糧秣支廠 広島市郷土資料館／編 広島市教育委員会 2003 〇

末尾に〇がある本は、広島市立図書館で貸出できます。
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令和3年7月3日現在

書     名 著者名 出版者 出版年 備考

未来（あす）への伝言 尼崎市原爆被害者の会会員／著 尼崎市原爆被害者の会 1997

広島県の近代化遺産 広島県教育委員会事務局／編 広島県教育委員会 1998

頼山陽文徳殿 個人／撮影 写真パネル

愛宕踏切を渡るとその一帯の建物は見あたらず、浄
光寺の焼け残りの山門があるのみだった。

駒田　保／作 広島平和記念資料館／所蔵 画像パネル

宇品警察署（現・旧広島県港湾事務所） 個人／撮影 写真パネル

西福寺 個人／撮影 写真パネル

航空写真複写 広島市広報課／撮影 広島市公文書館／提供 1972 写真パネル

被服支廠で治療を受ける。翌朝大きな穴で遺体が火
葬されるのをただぼう然とながめた。

大西　比呂志／作 広島平和記念資料館／所蔵 画像パネル

広島陸軍兵器補給廠（現・広島大学医学部医学資料館） 個人／撮影 写真パネル

爆風に吹き飛んだスレート瓦やガラス片。頭から血を
流している人や毛布をかぶった人、逃げる人。

内藤　博巳／作 広島平和記念資料館／所蔵 画像パネル

旧広島陸軍被服支廠倉庫 アーキウォーク広島／製作 アーキウォーク広島 2017 〇

原爆詩集 峠　三吉／作 岩波書店 2016 〇

陸軍の三廠 広島市郷土資料館／編 広島市郷土資料館 2014 〇

赤レンガ倉庫は語り継ぐ 旧被服支廠の保全を願う懇談会／編 旧被服支廠の保全を願う懇談会 2020 〇

東区の被爆建物

ヒロシマを歩いてみよう　－二葉の里地域－ 生協ひろしま碑めぐりガイド／編 生協ひろしま 1999

広島の木に会いにいく 石田　優子／著 偕成社 2015 〇

二十年史
日本国有鉄道広島工場年史
編さん委員会／編

日本国有鉄道広島工場年史編
さん委員会

1964

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 〇

夏の花 原　民喜／著 晶文社 1970 〇

西部二部隊　被爆から敗戦まで
歩兵砲中隊の１０日間

網岡　清春／著 網岡清春 2010 〇

ヒロシマ散歩 植野　浩／著 汐文社 1997 〇

旧広島陸軍被服支廠（南区の被爆建物）

末尾に〇がある本は、広島市立図書館で貸出できます。
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令和3年7月3日現在

書     名 著者名 出版者 出版年 備考

原爆体験記 広島市役所／編 広島市 1966 〇

上流川町の中国新聞社から北東方向を望む 米軍戦略爆撃調査団／撮影 米軍国立公文書館／提供 写真パネル

東照宮前に避難した多くの人々 友田　マサエ／作 広島平和記念資料館／所蔵 画像パネル

広島国前寺(絵葉書）
広島□〇堂／発行
広島市公文書館／提供

明治期 画像パネル

〔二葉山裾の国前寺〕 濱田　義雄／作 広島平和記念資料館／所蔵 画像パネル

覚法寺 個人／撮影 写真パネル

不動院 個人／撮影 写真パネル

狐瓜木神社 個人／撮影 写真パネル

西区・安佐南区の被爆建物

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 〇

被爆７０年・西区の被爆樹・被爆遺跡・被爆
建物

西区被爆フィールドワークの会／〔編〕 西区被爆フィールドワークの会 2015 〇

旭山神社 個人／撮影 写真パネル

創 橋本　和美／編集 歴清社 2008

次世代へのメッセージ 広島市ひと・まちネットワーク／〔編〕 広島市ひと・まちネットワーク 2006 〇

原爆地獄 河勝　重美／〔ほか〕編集 コールサック社 2015 〇

ペドロ・アルペ　一イエズス会士の霊的な旅
ペドロ・アルペ／著
ジャン・クロード・ディーチ／〔著〕
緒形　隆之／訳

教友社 2015 〇

久永金紙押紙工場 米軍戦略爆撃調査団／撮影 米軍国立公文書館／提供 写真パネル

久永金紙押紙工場（現・歴清社倉庫） 個人／撮影 写真パネル

己斐調整場送水ポンプ室 個人／撮影 写真パネル

海蔵寺 個人／撮影 写真パネル

西楽寺 個人／撮影 写真パネル

日本麻紡績(株)給水塔（現・浜田樹苗園給水塔） 個人／撮影 写真パネル

長束神社 個人／撮影 写真パネル

被災者をリヤカーにのせ救護所へ向かう外人２人 下村　儀三／作 広島平和記念資料館／所蔵 画像パネル

末尾に〇がある本は、広島市立図書館で貸出できます。
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令和3年7月3日現在

書     名 著者名 出版者 出版年 備考

長崎の被爆建物

原爆遺構長崎の記憶　新版 長崎の原爆遺構を記録する会／編 海鳥社 2005 〇

被爆 江成　常夫／著 小学館 2019 ○

復元！被爆直前の長崎 布袋　厚／著 長崎文献社 2020 ○

原爆の記憶を継承する実践 深谷　直弘／著 新曜社 2018 〇

記憶の解凍

データを紡いで社会につなぐ 渡邉　英徳／著 講談社 2013 〇

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 〇

ヒロシマ消えたかぞく
指田　和／著
鈴木　六郎／写真

ポプラ社 2019 〇

播磨屋町の「鈴木美髪院」 庭田　杏珠／カラー化
鈴木　六郎／撮影
鈴木　恒昭／写真提供

写真パネル

広島県産業奨励館の庭園にて 庭田　杏珠／カラー化
鈴木　六郎／撮影
鈴木　恒昭／写真提供

写真パネル

広島県産業奨励館の噴水にて 庭田　杏珠／カラー化
鈴木　六郎／撮影
鈴木　恒昭／写真提供

写真パネル

広島県産業奨励館前の雁木と「白き舟」 庭田　杏珠／カラー化
鈴木　六郎／撮影
鈴木　恒昭／写真提供

写真パネル

元安橋の欄干から「釣りを見る人」 庭田　杏珠／カラー化
鈴木　六郎／撮影
鈴木　恒昭／写真提供

写真パネル

被爆建物継承の取組

被爆建物等の保存・継承についての報告書
被爆建物等継承方策検討委
員会／〔編〕

平和記念資料館 1992 〇

平和記念施設保存・整備方針
広島市市民局国際平和推進
部／〔編〕

広島市市民局 2006 〇

ヒロシマの「もの言わぬ証人」たち 広島市市民局 2018 〇

平和関連の展示施設等、被爆建物、被爆樹木
等見学マップ　〔改訂版〕

広島市市民局 2017

ヒロシマをさがそう
山下　和也／著
井手　三千男／著
叶　真幹／著

西田書店 2006 〇

被爆建物は今 藤登　弘郎／著 藤登弘郎 2010 〇

原爆遺跡を詠む
広島県歌人協会「原爆遺跡を
詠む会」／〔編〕

広島県歌人協会 2007 〇

被爆４５年広島の声なき証言者たち 福島　明博／著 日本機関紙出版センター 1990 〇

あの日　ここで
池上　利秋／撮影
楠　忠之／〔ほか〕編

原爆遺跡保存運動懇談会 2002 〇

末尾に〇がある本は、広島市立図書館で貸出できます。
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令和3年7月3日現在

書     名 著者名 出版者 出版年 備考

ヒロシマ・モニュメント　Ⅱ 土田　ヒロミ／著 冬青社 1995 〇

建物　Building 土田　ヒロミ／写真 土田　ヒロミ／提供 写真パネル

映像のリピート再生

記憶の解凍
カラー化写真で時を刻み、息づきはじめるヒロシマ

庭田杏珠×山浦徹也 映像

ヒロシマ・アーカイブ 東京大学大学院　渡邉英徳研究室 映像

旧広島陸軍被服支廠の三次元データ動画 広島県土地家屋調査士会／提供 映像

原爆ドーム動画
広島市都市整備局緑化推進部
公園整備課／提供

映像

江波山気象館みどころガイド～たてもの編
No.２被爆の痕跡

広島市江波山気象館／提供 映像

末尾に〇がある本は、広島市立図書館で貸出できます。
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