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原爆の絵

広島市立基町高等学校創造表現コースは美術を専門に学ぶコースとして平成11年に設置され

ました。本コースの生徒たちは、国際平和文化都市広島に学ぶ高校生として美術を学ぶ中で、

「平和」と「文化」について想いを馳せながら日々制作を行っています。

また広島平和記念資料館では、被爆体験証言者の記憶に残る被爆時の光景を若者が絵に描き、

当時の状況を伝える「次世代と描く原爆の絵」事業に平成16年度より取り組んでおり、本コース

では平成19年度より継続して、有志生徒が「原爆の絵」の制作ボランティアとして参加させて

いただいています。

この取り組みは、被爆者が高齢化するなか、被爆の実相を絵画として後世に残すこと、そして、

絵の制作を通して、高校生が被爆者の思いを受け継ぎ、平和の尊さについて考えることを目的

として行っているものですが、何度も打ち合わせを重ねながら制作される絵は、当時の惨状を克明

に描き出すものでありながら、証言者の記憶や思いに高校生が寄り添い、双方の気持ちを共に

伝えるものです。

生徒たちは証言者の被爆体験を聴き、想像を絶する光景をどう描くのか悩みながらも、資料を

集め、証言者と何度も打ち合わせを行い、１０ヶ月かけてこの「原爆の絵」を描きあげました。完成

した「原爆の絵」は平和記念資料館に寄贈され、それぞれの証言者が修学旅行生などに被

爆体験を話す際に、当時の状況をより深く理解してもらうために使われます。

「原爆の絵」とコメントから、被爆の実相と被爆体験証言者と生徒たちの平和への思いをご覧いた

だければ幸いです。

広島市立基町高等学校 普通科創造表現コース



次世代と描く原爆の絵

題名 被爆体験 
証言者 制作者・学年

水を求めて かさおか　 さだえ
笠岡　貞江

しもむかい　もえか
下向　萌加（3年） P.1

少しでも遠くへ かわさき　ひろあき
川崎　宏明

まるかわ　 ゆうせい
丸川　裕世（3年） P.2

4人が座り酒を飲んでいた石段

くにわけ　 よしのり
國分　良德　

かわさき

川﨑　あすか（2年） P.3

両手に瓶を持ち帰りながら見た原爆ドーム かわさき　 かなと
河﨑　奏斗（2年） P.4

爆風で崩れ落ちた広島城天守閣 かわもと　    はなび

河本　羽菜日（3年） P.5

黒焦げの焼死体が寄りかかっていた石灯籠 きっかわ　 はるね

吉川　春音（2年） P.6

闇市で生きる

しみず　　 ひろし
清水　弘士　

ごうばら　  あやの
郷原　綾乃（2年） P.7

原爆後遺症   たが　     ここね
多賀　心音（2年） P.8

合掌する母  はらだ　      まひる
原田　真日瑠（3年） P.9

火葬場と化した校庭

 やはた　　てるこ
八幡　照子

 おかべ      みはる
岡部　美遥（2年） P.10

みんなで死のう、みんな一緒よ！！ たけはら　  あきほ
武原　明歩（2年） P.11

正面から迫る負傷者たち ながおき　じゅん
長沖　純（2年） P.12

筵
むしろ

に巻かれた子どもの遺体を担ぐ男性  ふくだ　    はづき
福田　葉月（3年） P.13

負傷者であふれる教室 もりなが　  ことね
森永　琴音（3年） P.14

題名 ヒロシマ ピース ボランティア 制作者・学年

暗闇の中の真赤な太陽 　あらい　 さとる
荒井　覺

おかだ　      ゆり

岡田　友梨（2年） P.15

※被爆体験証言者 五十音順
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水を求めて

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

８月１４日、田舎に疎開するため焼け跡を歩いて行きました。途中、破裂した水道管から水が出っぱなしになっていました。水
を飲もうと近づいた時、貯水槽にもたれて亡くなった人が目に入り、怖くなり後ずさりしました。

被爆体験証言者 

笠岡　貞江

72回生 

下向　萌加

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

真っ黒に焼けた死体、爆風で吹き飛ばされ焼かれた瓦礫、
どれも今の時代の人々にとっては理解しにくいものばかりで
した。焼け爛れた皮膚や身体中にまとわりついたうじ虫など、
実際に見たことのない光景をどのように表現するかというこ
とが難しかったです。
この絵を通して、世界中の人々に原爆の悲惨さを伝えると同
時に、「平和」について考えるきっかけになってほしいと思い
ます。

原爆が投下された後７５年経過しているのに、当時のことは
鮮明に目の前に現れます。焼け跡の瓦礫、破裂した水道管、
生徒さんは話を聞いただけで、想像と感覚で表現して下さい
ました。難しかったと思います。有り難うございました。
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少しでも遠くへ

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

当時小学一年生だった川崎さんは、自宅で原爆の被害に遭われました。この絵は、原爆投下後間もなくして西の山へと避難し
始めた川崎さんとそのご家族が川土手から最初の橋（西大橋）へ到着した場面を描いています。
そこでは、三方向からの人の流れが合流しており、どの方向から来た人も、服がぼろぼろになっていたり、血や火傷で皮膚が赤
くなっていたりと、まるで原爆投下直後の広島の一種の縮図のように、その脅威を物語っています。

被爆体験証言者 

川崎　宏明

72回生 

丸川　裕世

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

川崎さんと初めてお会いした際に言われていた「絵は万国共
通の言語だと思う」という言葉に感銘を受けました。国内外
の一人でも多くの人に川崎さんの記憶の中の映像を想像し
てもらえるように、当時の橋と似たつくりをしている橋を取
材に行ったり、一人ひとりの人間の動きを撮影したりして、
写真で確認しながら制作しました。
また、今までの川崎さんの証言によって描かれた場面の中
間の場面を描かせていただいたので、先輩方の作品と並べ
て一つのお話として繋がるように、バランスにも気をつけま
した。

世界中に猛威を振るうコロナ禍の中、丸川君が力作を完成
させてくれました。ありがとう。彼と現地に行ったり、橋の構
造を見たりしましたが、「感」の良さ、理解の早さに驚くと同
時に大変助かりました。
絵は万国共通の言語です。この絵が世界中の人々に「核兵
器の恐ろしさ」「戦争の悲しさ」を伝えてくれることを望みま
す。
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平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

８月８日の夕方、原爆で奥さんを亡くした近所の人が、酒造店の焼け跡の酒樽から汲んできた酒を父と近所の人に「飲みましょ
う」と勧めた。４人は神社の石段に座り飲み始めたが、父ともう１人は少し飲んで味の違和感に気づき飲まなかった。酒が好
きな残りの２人は美味しいと飲んでいたが、夜中に下痢が止まらなくなり、翌９日、臨時救護所に収容され、２人ともその日の
うちに亡くなってしまった。
後から考えると、放射能を含んだ黒い雨が酒樽の中へ降り込んだのだと思った。酒を持ってきた人には３人の子どもがいたが、
両親とも亡くなったので子どもたちが可哀想だった。

この絵は、私がイメージしていた「原爆の絵」とは違い、一見、
ただ酒を酌み交わしているだけの場面のように見えます。し
かし、この絵の本当の怖さや恐ろしさは、この後に起こる出
来事を知って初めて分かります。死と隣り合わせだった國分
さんや、國分さんのお父さんの状況や、亡くなった方それぞ
れの心情を想像すると、胸が痛みます。
この作品が、絵を見た人が原爆の本当の恐ろしさや新たな
一面に気づくきっかけとなれば嬉しいです。私自身も、原爆
の絵の制作を通して学び、考えたことを、胸にとどめて生き
ていきたいです。

夕方、近所の人が、近くの酒造店の焼け跡の酒樽から汲ん
できた酒を、父や近所の人に「飲みましょう、飲みましょう」
と勧めましたが、父は飲みませんでした。飲んだ２人は、翌
９日、救護所に収容されましたが死亡しました。

4人が座り酒を飲んでいた石段

被爆体験証言者 

國分　良德　

73回生 

川﨑　あすか
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両手に瓶を持ち帰りながら見た原爆ドーム

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

８月１０日、國分さんが叔母から、被爆死した母や叔母の生まれた家がどうなっているか確認してくるように頼まれて、そこへ行っ
た。その途中、２本のサイダー瓶を拾い、その後原爆ドームを見上げた時の姿。

被爆体験証言者 

國分　良德

73回生 

河﨑　奏斗

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

原爆の絵を制作したことで、戦争や原爆の悲惨さや恐ろしさ
をあらためて知りました。自分の絵が、國分さんが実際に見
られた風景を正確に再現できているかは分からないけれど、
國分さんの証言活動の役に立てれば良いなと思います。

家の瓶は、原爆により壊れたり溶けたりして無くなっていた
ので、食堂の空き地にあった木箱のケースの中に空のサイ
ダー瓶があったので、容器にするため２本持って帰りました。
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爆風で崩れ落ちた広島城天守閣

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

原爆投下後、國分さんが広島城を現在の県庁側から見ている様子。
広島城の天守閣は崩れ、周りの建物や木々は焼けてしまい、辺りが見渡せる。

被爆体験証言者 

國分　良德

72回生 

河本　羽菜日

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

最初、構図を決める時に、どの位置から広島城を見ている
かが分かっていても、同じ位置から見ても今は木々が生い
茂っていて、当時建物が崩れていた様子が想像しにくかっ
た。
当時の資料を探すのもかなり大変で、何枚もの写真資料を
照らし合わせて当時の情景を描いた。当時の被害の大きさ
がよく分かる場面だと、描いていて感じた。

広島城では、小学校１年生くらいから、お城の堀の蓮の花
を取ったり、トンボを捕まえたりしました。父と天守閣に登っ
た時、「兵隊が帽子を飛ばし、怪我はしなかったが屋根から
下まで落ちたことがあったので、用心せよ」と言われたことが
あった。
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黒焦げの焼死体が寄りかかっていた石灯籠

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

８月８日の午後、寺の横にあった神社の石灯籠に寄りかかっていた黒焦げ焼死体。近所の人は、花屋をしていた人に体形が似
ていると話していたが、死体処理の兵士が運んで行った。

被爆体験証言者 

國分　良德

73回生 

吉川　春音

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

自分が見たことのない光景を描くのはとても難しく、大変で
した。
また、この絵の制作を通して、原子爆弾の恐ろしさとあらた
めて知り、戦争は二度とあってはならない事だとあらためて
思いました。

碇神社の石灯籠の前の桜の木は、蝉を捕ったり、花見をし
たり、木登りをしたり、長い付き合いの木でした。この木の
下の石灯籠を背に寄りかかった焼死体がありました。近くで
花屋をしていた男の人に体形が似ていると話していました。
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闇市で生きる

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

清水さんが３歳の時、清水さんとお母さん、お兄さんの３人は、お父さんの亡くなられた後、現在の広島駅付近にある闇市で、
昼間は陶磁器などを売ってそのお金で食べものを手に入れて生活していました。
画面の中央には、夜、清水さんとお母さん、お兄さんが、２畳の狭い小屋の中で抱き合って眠っている様子を描き、周りには、
昼間の活気ある闇市の様子を描きました。

被爆体験証言者 

清水　弘士

73回生 

郷原　綾乃

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

私が原爆の絵の制作を通して感じたことは、昼間の様子と
夜の様子を一枚の絵で表現することの難しさです。どうすれ
ば絵を見ている人に絵の内容を伝えられるのかということ
を、制作の中で一番悩みました。
原爆について今までたくさんの話を聞くことはありましたが、
聞いた話を絵にして、これからの世代の人々に伝えるという
経験はなかなかできることではないので、良い経験となりま
した。この絵を見て、少しでも当時の様子が伝わればいいな
と思いました。

原爆で強いられたどん底生活。闇市で、親子三人がしがみ
つき、必死で生き抜いた様子を、難しい構図の絵で表現し
てもらいました。
戦争は、始めてしまったら終わりがないことを理解してもら
えたと思います。
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平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

原爆投下後の10年間、下痢と腹痛、全身倦怠、鼻血などの原爆後遺症に苦しんだ。眠っていて、知らない間に鼻から出血して
枕元が血だらけになった時は、何が起きたのかと自分でも驚いた。
原子爆弾が投下され、人も町も全て燃やされた。原爆投下から多くの年月が過ぎてもなお、人々の体に核の痕跡は残っている。
痛みを伴わない血は、まだ幼い清水さんを不安にさせた。

清水さんとの打合せを重ねる度に、私の原爆に関する知識
の乏しさを痛感していました。学校の平和学習だけでは知り
得ない、簡単には想像できないほどに悲惨な出来事だった
ことを、多くの人に知ってほしいです。
この絵を描くに当たって苦労したことは、清水さんの表情と、
感情の表現です。鼻血はいつまで出るのか、病気なのか、い
つか治るものなのか、生涯続くものなのか…といった不安
や、また出ている、また洗わないと、いつまで続くのか、といっ
た苛立ち。清水さんの心の中で渦巻く様々な感情を表現す
ることが難しかったです。

放射線が造血機能を破壊する原爆後遺症の体験。後々まで
も身体を苛む核の恐ろしさを受け止め、実感しながら描いて
もらえたと思います。

原爆後遺症

被爆体験証言者 

清水　弘士

73回生 

多賀　心音
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平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

１９４５年８月６日、清水さんのお父さんは職場から帰って来ず、翌朝、当時３歳の清水さんは、お母さんと一緒にお父さんを探
しに行きました。お父さんの職場があった場所は瓦礫の山になっていました。生存が確認された人の名前が、乾パンが入ってい
たらしい木箱に書かれていましたが、そこにお父さんの名前は無く、お母さんは「お父さんはもう死んでしまった」と思い、瓦礫
の前で合掌している様子。

私は今回、２回目の原爆の絵を描かせていただきました。今回証言を
していただいた清水さんは当時３歳。小さすぎて、当時のことはほとん
ど覚えておられませんでした。そんな中、私も清水さんもほぼ何も分か
らないところから絵の制作が始まりました。私も自分なりに資料を探し
て下書きを描いたり、清水さんも、お母さんが書かれた手記やお父さ
んの同僚が残した手記、絵の場所の当時の写真など参考になるものを
たくさん探してくださいました。
この絵は、当時清水さんが見られた光景を完全には再現できてはいま
せん。しかしこの絵は、正真正銘の清水さんとの共同制作による原爆
の絵です。当時の服装や瓦礫、翌朝の雰囲気、そして何よりもお母さ
んが静かに合掌されるその気持ちも感じ取っていただけたら幸いです。
今回の原爆の絵の制作の中で私が最も強く感じたことは、いつまで被
爆者の方の証言を直接聞けるか分からない、ということです。いつか、
広島と長崎に原子爆弾が投下されたこと、そこで何があったのかが誰
も分からなくなってしまう日が来てしまうのではないか。そんなことに
なってほしくはありません。私と清水さんでこの絵を残すこと、この絵
を見た人が、この絵の内容や広島での出来事を、人から人へと伝えて
いってくれることが、その一歩だと考えます。

あの時はどんな服装でどんな色だったのか。瓦礫はど
んな状態だったのだろう。背後の山並みは？ 写真や資
料を探して一緒に想像してもらいました。
そうして、あの時の、あの場所に立って描いてもらうこ
とができたと思います。

合掌する母

被爆体験証言者 

清水　弘士

72回生 

原田　真日瑠
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平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

己斐国民学校（現在の己斐小学校）の校庭でたくさんの遺体を火葬している場面。二人一組で担架を使って校庭に掘った溝に
遺体を放り込んでいる。　
真夏の熱気と燃え盛る炎に陽炎が立ち上り、黙々と作業する人々の姿が揺れている。吹き上る煙、異臭が立ち込めている。

証言者である八幡さんのお話や文章だけでその光景を思い
浮かべ、描きおこすことが一番苦労しました。
男女の判別すらつかないほどのひどい死体を見たことはもち
ろんなく、吹き上がる炎や煙も見たこともない状態で、でき
る限り八幡さんの記憶に正確な絵になるように試行錯誤を
重ねました。
この原爆の絵の制作を通して、平和であることのありがたさ
を知りました。八幡さんから聞く話も、当時の資料にある事
実も、すべて想像を絶するものでした。私は今まで戦争や原
爆の投下は遠い昔のことであり、ただ歴史の一部のように感
じていましたが、原爆の絵の制作に携わることでこの出来事
は現実に起きたことだと改めて実感しました。広島に生まれ
たものとして、これからもこのことを忘れずに次の世代へと
伝えていきたいと思います。

私自身の記憶にも、溝（実際には七筋の穴）に遺体を放り込
んでいたのが手前で、向こうの筋が燃え盛っていたのか、手
前の筋が燃え盛っていたのかはっきりしなくて、それを描く
のはどんなにか大変だったことでしょう。ごめんなさいね。
熱風に吹かれながら余りの衝撃で何の感情も起こらなかっ
たのを覚えています。
約２０００人と記録されている火葬された人たち。あなたの
絵から凄惨さや悲しみが呼び覚まされて泣きました。ありが
とうございました。

火葬場と化した校庭

被爆体験証言者 

八幡　照子

73回生 

岡部　美遥
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平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

己斐本町の自宅にて被爆。「みんなここに集まりなさい！」爆風に飛ばされ意識朦朧の中、母の叫び声を聞いた。家の中はひっく
り返り、もうもうとした土煙。ただならぬものを感じた母親は、サッと大きな掛け布団を家族の上に広げながら「みんなで死のう、
みんな一緒よ！」と悲壮な声できっぱりと言った。（第二、第三の大型爆弾が来たらとても助からないと思ったのだ。）
布団の中で肩を寄せ合ったあの時の家族のあたたかさ、子供心に感じた家族の絆を今も忘れない。

八幡さんは「この情景、母の言葉を一番に思い出す。」とおっ
しゃっていました。お話を伺う中で「みんなで死のう、みんな
一緒よ」という言葉は私の心にもとても強く残りました。次々
に爆弾が落ちてくるかもしれないという恐怖の中、家族を必死
に集めたお母様のお気持ちを想像すると言葉では言い表せな
いほど苦しくなります。お母様の悲しみ、恐怖、覚悟や必死さ
が表現できるように、精いっぱい描かせていただきました。
そして八幡さんが感じた、家族の絆、温かさも感じられるよう
にすることを常に意識しました。想像して描いていくことはとて
も難しかったですが、細部まで想像することで、より八幡さん
の記憶を理解できるように感じました。
八幡さんをはじめ、多くの方々の記憶を私たちが後世に必死
に伝えていきたいと思います。そしてこれからも「原爆の絵」を
より多くの方々に観ていただきたいと思います。

爆風で半壊になった家の中の状況を何度も熱心に質問して
くださり、一生懸命に描いてくださいました。

「みんなで死のう、みんな一緒よ！」と言った母の表情につい
ては説明が二転三転してごめんなさい。あの優しかった母の
どこにこんな強さがあったのかと思ったような悲壮感を描い
てくださって、ありがとうございました。
ずっしりとふんわりとした綿

わた
の布団（羊毛や羽毛布団ではな

い）の質感の説明不足で始めはかくれんぼのようになりまし
たが、完成した作品を観て当時のひっ迫感が思い出されて
泣きました。ありがとうございました。

みんなで死のう、みんな一緒よ！！

被爆体験証言者 

八幡　照子

73回生 

武原　明歩
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正面から迫る負傷者たち

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

避難した山手で大雨（黒い雨）に遭い、父親が河原に布団を運んでくれている己斐橋のたもとに、家族と引き返した。
市内から己斐橋を渡ってどんどん避難してくる負傷者に逆行しながら必死に歩いた。髪は逆立ち、服は剥ぎ取られ、焼けただれ
た体を引きずって、への字に曲げた両腕の指先にはめくれた皮膚がボロ雑巾のように垂れ下がっていた。
まるで幽霊のような行列が正面から迫ってきた。

被爆体験証言者 

八幡　照子　

73回生 

長沖　純

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

実際に見たことのない光景を描くのはとても難しかったで
す。その負傷者がどの方向から熱線を浴びたのかによって、
服の破れ方や怪我の箇所が変わってくるので、当時の負傷
者の写真や原爆の絵本に載っている姿を参考にしました。
また傷の深刻さや服の破れ方、歩き方が様々な人を描くの
で、友人たちに色々な姿勢をとってもらい撮影し、その写真
を資料にしながら規則的な絵にならないように試行錯誤を
繰り返しました。
原爆の絵を描く上で、色々な資料を見なければならず、中に
は目を当て難いものもありました。しかしそういった資料に
目を向けることで、原爆についての理解や考えが深まりまし
た。

服は焼け焦げ、剥ぎ取られ、むき出した体は大火傷を負い、
めくれ、汚れた皮膚が指先に垂れて下がって…と言葉で表
現するものを描くのはどんなにか難しかったでしょう。かろう
じて服を着ている人は逃げてくる姿も異なっているし全体的
に「わぁーっ」と幽霊の行列が迫ってくるような印象をよく描
いてくださいました。
大混乱の中、逃げよう！生きよう！と殺気立ったざわめきをど
う伝えたらいいのか難しかったです。
熱心に質問してくださり、描き直してくださってありがとうご
ざいました。
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平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

８月７日または８日の夕方、己斐の紅葉谷に架かる小さな橋の上で、当時８歳であった八幡さんは近所の男の子と一緒に遊んで
いた。筵に巻いたものを担いで通る男性が来たので、避けて立っていた。
通り過ぎた男性の後ろ姿を何気なく見上げた時、筵の間から紫色になった６〜７歳の子供の足が覗いていた。隣にいた男の子
から「あれは山に（遺体を）焼きに行くんよ」と聞き、衝撃を受けた。

遺体を担いでいる男性と筵に巻かれた遺体は、具体的な証
言から描くことができても、周りの風景や、人の服装、色味
など、はっきりとはわからないものを描くことがとても難し
かったです。
証言者の八幡さんに描き進めた絵を見ていただくことで、さ
らに思い出され場面の詳細を話してくださったこともありま
した。八幡さんと直接話し合って絵を作り上げていくことで、
よりリアリティのあるものに仕上げられるのだと思いました。
資料や当時の写真はもちろん、八幡さんの証言がないと当
時の情景を忠実に絵におこせないのだと実感しました。
この活動を通して原爆のことについて改めて考えることがで
き、知ることができたので、私から次世代へこのような惨劇
があったことを伝えていけたら良いと思います。

筵に巻かれていたものの間から覗いていた子どもの足は強
烈な印象で、背景やそのほかは私にとって慣れ親しんだ場
面でした。ところが世代の違い、環境の違いなどがあって言
葉だけで描いていただくことは、とても大変なことが分かり
ました。筵の説明、橋の大きさ、色、材質、古さ、辺りの景色、
男性や男の子は丸刈りで、ズボンは今風の細身ではなく、女
の子の髪は後頭部を短く刈り上げ…とても熱心に質問して
くださり、驚きと悲しみの場面に仕上げてくださってありが
とうございました。周りの風景は、夏の生い茂った木々など
当時の情景を再現して描いてくださって感激しました。

筵
むしろ

に巻かれた子どもの遺体を担ぐ男性

被爆体験証言者 

八幡　照子

72回生 

福田　葉月
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負傷者であふれる教室

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

８月９日、八幡さんの額の傷の治療のため、父親に連れられ己斐国民学校の救護所に行った。通い慣れた校門を入ると、悲鳴
ともうめき声ともつかない騒めきで、ごった返していた。父親が受付の長い行列に並んでくれている間、教室に行ってみた。
木造の教室には、大火傷を負った人たちがぎっしり横たわったり、座り込んだりしていた。みんな顔が火脹れで目が開いていな
かった。

被爆体験証言者 

八幡　照子

72回生 

森永　琴音

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

木造の教室も、大火傷を負った人も見たことがなかったの
で資料をもとにしながら、頭の中で描いていくのが難しかっ
たです。人について「もっとたくさん人がいた」「もっと真っ赤
だった」というご指摘を何度もいただき、自分が思っている
以上に凄惨な状況だったのだと思い知らされました。
原爆の絵を描くことで、今まではどこか昔話のように感じて
いた原爆を実際に起きたことなのだという実感を持ってより
深く考えることができました。　

森永さんの素描の時点で、大勢の人の姿が蘇ってきました。
人形ではなく、そこには傷ついた人の身体がそれぞれリアル
に描かれていて、さすがだと思いました。
火傷で赤く爛れた人、顔が火脹れで目が開いていない、焼
かれた服の胸に白い名札が見える（残っている）人と、記憶
のままに伝えてもそれを表現するのは大変だったでしょう。
熱心にしっかり受け止めてくださってありがとうございまし
た。
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暗闇の中の真赤な太陽

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

当時、大河国民学校の５年生だった荒井さんは、８月６日の朝、比治山橋東詰で祖母と建物疎開で家屋の廃材を拾い集めてい
た。その時、上空から聞き慣れたＢ２９の爆音が聞こえ、強烈な閃光が走るとともに地響きを感じ、記憶が途切れた。
原爆炸裂の爆風で飛ばされて気絶し、意識が回復した時に最初に目に入ったのが暗黒の中の真赤な丸い物体、それが太陽で
あった。子供心に地獄に来たと思い、すすやちりで真っ黒になった瓦礫の街の中で、大勢の人が逃げ惑う人の声と足音が聞こ
えたのでその方に恐る恐る這って行くと、そこにはさっきまで使っていた大八車があった。

ヒロシマ ピース ボランティア

荒井　覺

73回生 

岡田　友梨

平成31（2019）年度制作　油彩画（F15号）

最初に荒井さんと打ち合わせをした時は、私に原爆につい
ての知識がほとんどなく、「大八車」や「ゲートル」とった言葉
も、原爆の絵の制作をする上で初めて知りました。広島で
育った一人として、少しは原爆について知っていると思って
いましたが、実際には何も知ってはいなかったのだと感じさ
せられました。
晴れた明るい朝が一瞬にして暗闇に変わってしまったという
事実が信じられず、自分の知らないことを絵にすることはと
ても難しかったです。瓦礫や逃げ惑う人々の様子なども、ど
う描けばよいのか戸惑いましたが、写真資料や荒井さんの
証言を元に、私なりに解釈して描きました。
原爆の絵の制作を通して、本当に原爆は恐ろしいものだと感
じています。今回の制作で学んだことを、戦争を経験してい
ない方々に伝え、平和の尊さを多くの人に感じていただきた
いです。

戦争も原爆も知らない自分の孫の様な学生さんに、どんな
風に描いて頂くかの説明が大変でした。例えば真っ暗で暗
闇の中に赤い太陽と云っても想像が付かないので深い濃霧
で霧が黒い濃霧のようだと想像をしていただきました。火傷
もその時には痛くも無く自分ながら気が付いていなかった
し、傷を見ていなかったので、どんな様に描いて頂くか迷い
ました。
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