
広島市立基町高等学校の生徒が制作した「原爆の絵」

複製画　貸出リスト

No. タイトル
作成年度
(平成）

制作者
（敬称略）

被爆体験証言
者

(敬称略）
作品

1 消えていった幼い姉妹・・・生きていてほしい 22 中須賀　愛美 新井　俊一郎 クリック

2 山陽道・松並木の下で出会った幽鬼の群・・・これが人間なのか！ 22 西家　奈津 新井　俊一郎 クリック

3 非常トラック（男性優先） 19 立川　侑子 池田　精子 クリック

4 うめつくされゆく川 19 原　望美 池田　精子 クリック

5 私が見た被爆直後の被爆者（福島川河川敷） 25 伊東　良隆 井口　健 クリック

6 翌朝の悲しみ 19 丸住　裕香 大林　芳典 クリック

7 父の遺骨を捧げ持っている少女 19 宮田　実来 大林　芳典 クリック

8 少年の思い 19 佐々木　成実 奥田　榮 クリック

9 八月六日の記憶～燃える電車を見つめて～ 19 濱田　奏衣 奥田　榮 クリック

10 待つ 19 久保　玲奈 笠岡　貞江 クリック

11 ヒロシマ～昇る魂～ 19 立川　奈緒 笠岡　貞江 クリック

12 被爆当日、初めて見た被爆者 22 向田　紗希 笠岡　貞江 クリック

13 港の船の間に浮き沈みする死体 22 西岡　優華 笠岡　貞江 クリック

14 ああ！幽霊だ！！ 24 髙山　愛季 笠岡　貞江 クリック

15 原爆投下後、初めて行った学校で 24 永井　攻 笠岡　貞江 クリック

16 本当に、おとうさん？ 26 小川　美波 笠岡　貞江 クリック

17 瓦礫の街 20 長通　恵 梶本　淑子 クリック

18 再会 20 三戸　奈津美 梶本　淑子 クリック

19 川 21 上田　桃子 梶本　淑子 クリック

20 這い出てみると 21 松島　有希 梶本　淑子 クリック

21 焼けた赤ん坊と母親 21 平野　弘美 梶本　淑子 クリック

22 被爆 19 加塩　紫莉 北川　建次 クリック

23 鶴見橋 19 𦚰　孝子 北川　建次 クリック

24 引き潮に呑まれゆく人々 22 北岡　京子 北川　建次 クリック

25 変わり果てた広島の繁華街、新天地 22 山中　亜美 北川　建次 クリック

26 新天地の惨状 25 神垣　優香 北川　建次 クリック

27 被爆楠と比治山に逃げ込む人々 25 中川　佳乃子 北川　建次 クリック

28 ８月６日の空 22 坂本　茜 國重　昌弘 クリック

29 枕木の火 22 三島　悠希 國重　昌弘 クリック

30 叫び、苦痛、そして怒り 22 野邑　遥香 國重　昌弘 クリック

31 重症者を運ぶトラック 26 宇都宮　未来 國重　昌弘 クリック

32 爆風で下敷きになり焼かれた軍人の骸骨（広島第一陸軍病院第一分院内） 26 竹本　茜 國分　良德 クリック

33 被爆して避難した河原での出来事 26 栩田　優希 國分　良德 クリック
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34 倒壊校舎からの脱出 23 花岡　美優 兒玉　光雄 クリック

35 忘れられない～あの眼 23 富田　彩友美 兒玉　光雄 クリック

36 プールサイドの惨劇 24 室星　理歩 兒玉　光雄 クリック

37 人間襤褸（らんる）の群れの中に 26 津村　果奈 兒玉　光雄 クリック

38 お母さん待って！ 26 山﨑　菜結 白石　多美子 クリック

39 焼却を待つ死体 20 原　望美 新宅　勝文 クリック

40 静（せい） 20 仲元　愛 新宅　勝文 クリック

41 立ったまま白骨になった死体 24 村井　華菜子 新宅　勝文 クリック

42 死体を積んだトラック 24 竹重　美里 新宅　勝文 クリック

43 おいしかったよお・・・ありがとう・・・。 25 岡本　実佳枝 新宅　勝文 クリック

44 被爆直後の大正橋附近の被災者 25 田中　晴気 田川　康介 クリック

45 先生の支え 21 楯田　みゆき 寺前　妙子 クリック

46 大八車 21 井上　茉美 寺前　妙子 クリック

47 被爆した電話交換手たち 21 蔵田　成美 寺前　妙子 クリック

48 朝一緒に遊んでいた友達の姿 19 西川　幸 寺本　貴司 クリック

49 背負われて逃げる途中で見た瓦礫の下の姿（記憶から消えず長い間夢に見た） 19 柴田　紗希 寺本　貴司 クリック

50 黒い雨の中 22 大中　もも 寺本　貴司 クリック

51 背負われて 22 児玉　紗世 寺本　貴司 クリック

52 比治山への道 19 前田　恵理子 長尾　ナツミ クリック

53 段原の講堂にて 19 三戸　奈津美 長尾　ナツミ クリック

54 後に生きる人たちへ 26 一ノ間　照美 長尾　ナツミ クリック

55 変わり果てた友人 19 松原　未羽 松原　美代子 クリック

56 ショックと怒りと悲しみと 19 東郷　佑紀 松原　美代子 クリック

57 そこにある命 20 榎　砂千可 松本　都美子 クリック

58 被爆した女学生達 23 西家　奈津 森田　節子 クリック

59 東照宮にて 23 前原　詩乃 森田　節子 クリック

60 橋を渡る時 23 嶋田　さくら 森田　節子 クリック

61 御幸橋 21 德永　美帆 渡邉　美代子 クリック

62 閃光 21 粟谷　果苗 渡邉　美代子 クリック

63 陸軍共済病院前の風景 21 秋元　はづき 渡邉　美代子 クリック
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