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私は原爆炸裂の瞬間、凄まじい閃光と避退するＢ２９を見た

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

山陽本線「八本松駅」で下り列車を待っていた中学1年生たちは、突然、彼方の広島方面の空が猛烈な閃光で輝き、頭上を轟音ととも
に超低空で飛び去るＢ２９の機影を目にした。それは、1945年8月6日の朝8時15分だった。ただ１発の原子爆弾でヒロシマが消え
去り、15万人近い市民が殺され、悪魔の放射線が人々を刺し貫いた「原子時代の幕開け」の瞬間を目撃したのだった。
（あの時期を表現するのに、多くの人が誤って電車と言う。当時の山陽本線は、未だ蒸気機関車が客車を牽引している時代だった、
ということが理解されて居ない証拠だ）

被爆体験証言者 
新井　俊一郎
74回生 
山田　紬生

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

被爆体験を聞くことで、新井さんの頭の中にある
記憶を私がもう一度構成し、新井さんの思いに
できるだけ近い作品にすることがとても難しかった
です。その中でも、光の表現や、頭上すれすれを
飛び去ったB29を描くのにとても苦労しました。
新井さんは当時の様子を熱心に語ってくださり、
８月６日に現実に起こったことの悲惨さを突き
付けられました。これが過去の出来事というだけ
でなく、今でも現実に起こりうることだと強く感じ
ました。

当時の私は１３歳の中学1年生だった。学校は広島高等師範学校附属中学校。敗戦
必至の状況のなか、広島市では空襲に備えて市内を横断する巨大な防火用空き地帯
を建設すべく、市内の中学校、女学校1～ 2年に動員令を発動し、連日、建物の疎開
作業に駆り立てていた。我が校の教官方は、炎天下の作業の危険性を逸早く察知し、
１９４５年７月２０日、英断をもって学校を挙げて食糧増産のため農村へ出動した。
農作業の成績優秀な生徒5人は、伝令として広島市内の母校本部へ報告書を伝達
すべく帰省が許された。それに選ばれた私は８月６日、八本松駅で列車到着を待って
いた。その駅の標高は地上５００メートルであり、８時１５分、広島上空６００メ―トル
で炸裂した原爆の閃光を、私は、ほぼ同じ標高から見た稀有な一人として、その瞬間
を証言し残したいと思った。しかも同地点で、原爆を投下したＢ２９エノラゲイ号と
思しき一機が、凄まじいプロペラ音と共に超低空で、１５０度の急旋回で避退する瞬間
も目撃していたことを付言しておきたい。
被爆時の閃光を描いた作品は少なく、然も地上高がほぼ同じ標高から見た閃光を描
くのは、原爆の絵として恐らく初の作品であろう。それだけに、高校2年生の山田紬生
さんの苦労と努力に対して、格別の敬意と感謝を捧げたい。
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皆、どこに消えたの？

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日午後、本通から見た原爆ドームです。炎や煙がもうもうと立ち上がる中、焼かれて亡くなったたくさんの人々
の遺体が見当たりません。しかし、地面の瓦礫をよく見ると、所々に人骨が混ざっているのが分かります。８月６日午前８時１５分
に投下された原子爆弾は、一瞬にして全ての木造建物を破壊して燃やし尽くし、電柱をなぎ倒して黒炭とし、数万の人々を
バラバラの白骨と炭の塊にして、瓦礫の下に埋め尽くすほどの力があったのです。

被爆体験証言者 
飯田　國彦
74回生 
サンガー　梨里

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

私ははじめて原爆の絵の制作に取り組みました。そこで
まず感じたのは、自分がどれほど８月６日について知らな
かったのかということです。広島に住んでいるため平和
学習はありましたが、今回の作品制作と証言者の方と
の話を通して、表面上のことだけしか分かっていなかった
ということに気が付きました。また、強い思いを持って
証言活動を続けている飯田さんの姿を見て、私も動き
出さなければと感じました。
自分ではない人のイメージを形にするのは思いの外
難しく、同じところを何度も何度も描き直すことも多く
ありました。ですが、他の人と共に一つの作品を作り
上げることは、これからの制作活動に活かせる貴重な
体験となりました。

８月６日の午後です。爆心地から５００ｍの本通付近から原爆ドームへの
鳥瞰です。毎秒３００～４４０ｍの爆風と３０００～４０００℃の高温で、
全ての建物は破壊されて燃え尽き、人間を含む全生物はバラバラの白骨
と炭の塊になり、その上が瓦礫と炭で覆われました。その後遺骨の収集
が始まり慰霊碑に埋葬されましたが、全ての遺骨が収集されるはずも
なく、現在の広島市の中心部は、収集し残した遺骨の上に建設された街
である、といっても過言ではありません。
原爆孤児の私は、毎晩のように被爆場面を夢に見てＰＴＳＤに悩まされ、
被爆から６０年間、平和公園へ近寄ることすら出来ませんでした。
サンガー梨里さんに、「はだしのゲン」の中沢啓治さんが描けないと言わ
れた、原爆の本当の悲惨な場面を描いていただきました。誠に無理な、
酷なお願いをしてしまい、申し訳ありませんでした。核兵器禁止が中々
進まないのは、原爆の本当の悲惨さを知る人が少ないからだと思います。
この絵が少しでも核兵器禁止へのお役に立てますよう願って止みません。
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令和2（2020）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

爆心地から１km地点、雑魚場町で被爆した笠岡さんのお父さんは大河町の親戚の家に逃れていた。お兄さんがお父さんを
リヤカーに乗せて家に連れ帰ったのは８月７日早朝で、お父さんは８日の夜に亡くなった。
当時１２才の笠岡さんは、お兄さんと工面したお棺にお父さんの遺体を納め、港近くの広場で木切れを集めて火葬した。そ
の広場では他にも多くの人が火葬をしており、悪臭と煙が漂っていた。

私は、笠岡さんに火葬を行った際のことを伺った時、「疲れや
非現実感から涙などは出ず、無表情だった」と言われたこと
がとても印象に残っています。肉親が死んでも、それを悲しみ、
受け入れる時間すら与えられないのが戦争なのだと感じた
からです。そのためこの絵では、そうした戦争のもつ理不尽
さが伝わるよう、人の表情をあえてあまりつけずに描くこと
を意識しました。
この絵を見る時には、そうした部分に着目し、改めて戦争の
悲惨さについて考えてほしいと思います。

被爆し、大火傷を負って死亡した父親を、私と兄で港近くの
広場で火葬した様子です。薄暗い夕暮れにお棺を燃やす火
が絶えないよう、火の守りをしました。私が木切れをくべる
様子を描いてあります。
生徒さんは想像できない事ばかりで難しかったと思います。
何度も修正し、何回も色を重ねて日数をかけて完成したの
ですね。ありがとうございました。

兄妹で父親を火葬

被爆体験証言者 
笠岡　貞江　
74回生 
田邊　萌奈美
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地獄と化した広島の街

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６日の夕方１８時から１９時頃、広島駅の北に広がっている東練兵場に多くの人が逃げて来ている場面。大きな炎に飲み
込まれた広島の街からまだ、助けを求める人々が東練兵場に押し寄せてくる。辺りには負傷した人々があふれており、苦しみ
もがいている人、家族を探している人、放心状態で燃える街を呆然と眺めている人、倒れて動かなくなった人など様々である。
夕日に染まった空やこの場所からのシンボルである広島駅や中国新聞社、原爆ドームなどの建物が残っていたが、もはや
この業火の中でその姿を捉えることは難しい状況だった。

被爆体験証言者 
梶矢　文昭
74回生 
住𠮷　美春

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

最初は人物をこれほど目立たせて前に出すつもりはありま
せんでした。しかし、梶矢さんのお話を聞いているうちに、
幼い頃の梶矢さんに、被爆した人々の姿は強烈なインパクト
を与えたのだということをひしひしと感じ、やはり人物にも
焦点を当てるべきだと思い直しました。
私は、実際の火事や焼けただれた人を見たことがないので、
それがどのような光景なのかイメージすることに苦労しま
した。自分もこの場にいる一人だと思って、炎に飲み込ま
れる広島の街を見てみてください。実際にこの絵のような
光景を目にすることのない平和がこれからも続いてほしい
です。

８月６日も夕刻になって、炎上していた火の勢いも少し衰え
を見せ始め、避難していた人々も山を下り始めた。私も、
そこで出会った近所のおばさんと山を下り、東練兵場へと
向かった。東練兵場とは当時広島駅北側に広がっていた
兵たちの訓練場で、そこに被災者が逃れていた。うめく人
の声、「水を、水をくれぇ」という声が一面に広がっていた。
何とか動ける人は山すそ側に集まり、傷や火傷の痛みに
耐えながら、まだ炎上し続けている市街や目の前の「まるで
地獄のような状況」を呆然と見ていた。夕闇の迫る中、その
様を実によく描き出してくれた。似島や原爆ドームなどを
描き加えている着想にも感心している。
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８月６日、炎上していく広島の街

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６日の昼頃、逃げた先の二葉山の中腹から見た場面。そこは逃げてきたたくさんの被災者であふれていた。防空壕に入り
きれなかった人々は、防空壕の外側から広島の街を見下ろしている。広島の街は辺り一面が燃え、黒煙を巻き上げている。
それはまるで「火の海」のようだった。

被爆体験証言者 
梶矢　文昭
74回生 
寺西　栞理

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

今回私が描いた防空壕は、これまでの原爆の絵の中でも
珍しい構図だと思います。梶矢さんの被爆体験を伺い、その
お話を元に絵を描いていく作業はとても難しく、たくさんの
資料を活用しながら一カ所ずつ丁寧に描きました。「煙は
どれくらい昇っているのか」「人々はどのような様子で避難
していたのか」など考えながら描くことを意識しました。当時
の人々の様子を感じていただけたら幸いです。
この原爆の絵の取組みは、あと何年できるか分からないと
聞きました。原爆の恐ろしさ、酷さを絵で伝えるという貴重
な経験ができたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

二葉山の裏手に逃れていく被災者の流れに混じって懸命に
逃げた。少し開けたところに着いたが、そこはもう被災者で
あふれていて、わずかな地面と山に掘られた防空壕があった。
血を流している私を誰かが防空壕の中に連れていって治療
をしてくれたが、ヨードチンキをペタペタと塗ってもらうだけ
だった。
眼下に見える広島の街は炎と黒煙の中にあった。その山で
の状況と、炎上していく街の様子を良く描いてくれている。
山に逃れた被災者の様子について、真摯に追求してくれて
いる。
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白島河岸と被災者の流れ

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６日午前９時半頃、饒津神社前の避難者の列の様子。猿猴川には死者が流れ、川の向こう側の白島九軒町一帯が燃え始め、
避難者が雪崩のように河川敷へと逃げている。饒津神社側を逃げる人々も、被災した我が身の痛みと苦しみの中で、山の方へ、
戸坂や可部の方へと懸命に逃げていった。

被爆体験証言者 
梶矢　文昭
73回生 
吉田　向日葵

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

原爆の絵を制作する中で、被爆体験の詳細を聞き、被爆後
の悲しみや苦しみ、梶矢さんの想いに触れることができました。
また、この絵では多くの避難者を描く必要があったため、その
一人ひとりの動きや表情を表現することが大変でした。痛い
時、苦しい時の表情や、それぞれの人の状況や心情を想像
しながら描いていくことに苦労しました。
この経験を通して学んだことを次の世代に受け継いでいけたら
と思います。

倒壊した家屋の下敷きになって、何とか抜け出した私は、
目の前を長い長い列となって逃げている被災者の中に 
混じって懸命に逃げていった。饒津神社横の川に沿う道に
出た時、道のそばの家から炎が噴き出してきた。対岸の川
へ下る石段には、人が雪崩のようになって川原へと降りて
いた。川には何体も何体も浮き沈みしながら人が流れて
いた。私は怪我や火傷の被災者の中に混じって、逃げ遅れ
まい、と命がけでついて逃げた。
吉田さんは回を重ねるごとに迫真性を増していってくれた。
炎を上げ始めた町、懸命に逃げていく人々。よく描いて
くれた。
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炎上する 広島の街

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日午前１１時頃、爆心地の西方およそ３ｋｍの地点。６人の家族で避難した旭山神社境内から見下ろした広島の
街。右手の広島湾は今と変わらず波がキラキラと光り、鳥や動物たちが生き生きと生活していましたが、左手の市街地からは黒煙
が立ち上っていました。この黒煙の中は、痛みや苦しみで満ちており、多くの人々がこの煙の下で苦しみながら亡くなりました。

被爆体験証言者 
川崎　宏明
74回生 
三澤　仁実

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

原爆の絵を描く前まで、私は「原爆は昔の話だ」と、今とは切り離して考えていま
した。しかし、川崎さんと何度も会って話をしていくうちに、その考えは間違って
いたのだと気が付きました。
私はこの絵を、原爆投下前の地図を元にして描きました。描いている最中、
地図上に不思議に思った土地がありました。広島市内を横断するように、幅広く
長い、空白の土地がありました。私は初め、それは印刷ミスかなと思い、ここに
何があったのですかと川崎さんにお聞きしました。すると、その地図上の空白の
土地は、広島市内が空襲を受けた時に火災が広がらないように、建物を予め壊
しておく「建物疎開」をした跡なのだと教えてもらいました。
「建物疎開」の後には瓦や木材などの瓦礫が出るため、中学生がその後片付け
をします。８月６日も建物疎開の片付けをしていた多くの子どもたちが、爆心地
から８００ｍ以内の距離で被爆し、何千人も亡くなりました。その子たちが瓦礫
を片付け整備した土地が、今の平和大通りです。
原爆が落とされた日に起こったことは決して昔のことではありません。私たちの
日々の生活の下には、８月６日の夕ご飯に使うはずだったしゃもじや、夜寝る時
に使うはずだった布団、それを使うはずだった多くの人達、そしてこの多くの人達
が将来創っていくはずだった希望が眠っています。今、私たちが生きている時間
は多くの人たちが流した涙によって守られています。

原爆の絵の制作開始直後のある日の放課後、三澤
さんと私は旭山神社に出かけました。しかし、眼下
には高層ビルが立ち並び、広島湾はもちろん広島
市街地も十分に確認できませんでした。そのため
三澤さんは地図を参考に、広島湾の島々の位置や
輪郭を確認し、被爆直前の広島市街地を描き込み、
その上から黒煙を描き込むという、大変手間の
かかる作業の後、やっと完成したのがこの絵です。
三澤さんの熱心さには頭が下ります。コロナ禍の
中、黙々と絵筆を握って描いてくださって、本当に
ありがとう。 また、ご指導いただいた橋本先生、
福本先生にもお礼申し上げます。
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令和2（2020）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、旧陸軍被服支廠が臨時救護所となり、多くの負傷者が収容されていた様子。地元の学生や被爆を逃れた兵隊たち
が負傷者を運んでいた。建物の前では亡くなった人々が焼かれ、遺体の焦げる臭いが立ち込めていた。

この絵を描かせていただく前は旧陸軍被服支廠について
ほとんど知らなかったため、今回の制作の中で初めて知る
ことが多かったです。実際に近くでこの建物を観察すると、
その大きさや存在感に驚きました。様々な角度からスケッチ
してみましたが、その複雑な構造を理解することや、その
大きさをどのように表現するかということが難しかったです。
また、その凄惨な様子を、快晴の明るい青空の下でどう
表現しようかと苦労しました。

１９４５年８月６日、広島は一発の原爆によって火の海になり、
多くの方々が無惨な死を遂げました。あの日、被爆して
火傷や傷を負った市民たちが逃げ込んだのが、当時の陸軍
被服支廠の赤レンガ倉庫でした。その時の惨状は、写真が
残されているわけではありません。そこにいた私たちが記憶
しているのみです。それを今、生徒さんたちが絵として残し
て下さることになり、ありがたく思っています。闇から闇へ消
してしまってはならない事実を絵にしてくださって感謝して
います。

被爆した負傷者が逃げ込んだ旧陸軍被服支廠の倉庫

被爆体験証言者 
切明　千枝子
73回生 
岡田　友梨
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生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

全身火傷を負った下級生たちの皮膚の様子はもちろん、
その苦しさや悲しさ、羞恥心などがごちゃ混ぜになって混乱
した心情を、どのような表情で表現しようかと悩みました。
その下級生たちや、彼女たちの様子を見た切明さんを含む
生徒たちの気持ちはどれほどのものだったのだろうと考える
と、胸が苦しくなります。

１９４５年８月６日、広島は一発の原爆によって火の海になり、
多くの方々が無惨な死を遂げました。その時の惨状は、写真
が残されているわけではありません。そこにいた私たちが記憶
しているのみです。それを今、生徒さんたちが絵として残して
下さることになり、ありがたく思っています。闇から闇へ消して
しまってはならない事実を絵にしてくださって感謝しています。

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

８月６日原爆投下直後に、被爆した比治山橋東詰から女子専門学校に戻った切明さんは、学校の中で割れた窓ガラスなどを
片付ける作業をしていました。昼近くになって、建物疎開の後片付けのために広島市中心部で被爆した下級生たちが帰って
きました。彼女たちは、誰か判別ができないほどに顔が腫れあがり、髪の毛がチリチリに焼けていました。皮膚が剥け、手の指
や足首からは真っ黒になった皮膚を引きずっていました。

全身火傷で学校へ戻ってくる下級生たち

被爆体験証言者 
切明　千枝子
73回生 
岡田　友梨
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令和2（2020）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

原爆が投下された８月６日に、女子専門高等学校の物理化学教室にて、建物疎開作業中に被爆した女学生を物理化学教室の
机の上に寝かせ、薬や新しい油が貴重なために手に入らなかったため、使い古しの油を生徒たちの体に塗っている様子。

原爆の絵を制作するに当たって、実際に見たことも体験した
こともないことを描くのは初めてで、本当に上手くいくのか
不安でたまりませんでした。
描いている中で、原爆の悲惨さを改めて痛感し、この絵を
描くことによって、今後この絵を見る人たちに当時の惨状を
知っていただき、平和の大切さを訴えることができれば
いいなと思います。

私の母校、県立広島第二高等女学校の下級生が建物疎開の
後片付けに動員されて、広島市役所の裏の街で被爆。全身
大火傷で、何人かは宇品町の学校へ戻って来ました。物理
化学実験室の机をベッドにして、そこに寝かせて介護をしま
したが、苦しみ、もがきながら全員亡くなりました。

物理化学室で被爆女生徒を手当てする様子

被爆体験証言者 
切明　千枝子
73回生 
　岡　優
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令和2（2020）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

１９３７年（昭和１２年）当時小学２年生だった切明さんは、日中戦争のため出征する兵士たちを宇品港（現：広島港）へ、手作り
の国旗を持って見送りに行った。人ごみの中、兵士を見送っていた切明さんは、突然誰かに頭を触られた。驚いて顔を上げると、
目の前に軍服を来た叔父がいた。その後、叔父と会うことは二度となかった。

多くの人を画面の中に収めること、一人ひとりの人物の表情
を描くことが大変だった。切明さんの叔父さんはあの一瞬の
間に一生分の愛情を切明さんに注いだのだろうと思いながら
描いた。

１９３７年７月７日、日本と、当時支那と呼んでいた中国との
戦争が始まり、広島の宇品港から多くの兵士が中国大陸の
戦場に出征してゆきました。私の叔父もその一人でした。たま
たま宇品港へ出征兵士を見送りに行った時、叔父がその隊列
の中にいて、私を見つけて頭をなでてくれたのです。忘れ難い
思い出です。叔父は帰っては来ませんでした。

出征兵士の見送りと別れ

被爆体験証言者 
切明　千枝子
73回生 
原田　華
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「無念残念」と軍刀を握っていた将校

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日原爆投下後（午前８時１５分）の約２０分ほど後、二葉山と饒津神社を望む太田川の河原。
兵隊さんが朝の体操をしていた時に原爆が投下され、その後続 と々全身に火傷を負った人が数多く集まり倒れ伏していく中、
将校さんが日本刀を突いて立ち続けた場面。
体操の際、部下の兵士も含め上半身裸だったため、半身に大火傷を負っているのにも関わらず、部下の「上官殿、座ってください。
座ってください。」という呼びかけに「俺はこれでいいのだ！」と言い張った。
部隊の上に立つ者としての意地と責任を帯びたその行動に國分さんは感動を覚えたという。

被爆体験証言者 
國分　良德　
73回生 
大槻　拓真

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

将校さんの威厳ある立ち居振る舞いを表現するのは難しく、
そのため、國分さんにこれで良いと言っていただけた時は
嬉しかったです。
原爆投下直後の場面の再現という、非常に貴重な経験を
させていただき、とても有り難い気持ちでいっぱいです。
この絵を見て、原爆や平和について感じていただければ幸い
です。

高校生と共に、これまでに何度か「原爆の絵」を制作しました
が、９２歳になり最後の「原爆の絵」の制作と思い参加しま
した。
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令和2（2020）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

原爆投下後日、中区白島九軒町京橋川付近（今の白潮公園あたり）の河原での火葬の様子です。1ｍほど掘られた土の中で
２５０名ほどの死体が２人ずつ火葬されました。周りには兵士がいて薪をくべています。その様子を見ているのが、國分さんと
國分さんのお父さんです。

私は白島町の河原で火葬が行われている場面を描きました。
白島町では約２５０名もの死体が火葬されたそうですが、他
の場所でも火葬が行われていたことを考えると、原爆による
死者数の多さをより実感させられました。原爆投下後、死者
たちがどのように火葬されたのかを知る人はそんなに多く
ないと思います。國分さんの証言と私の絵で、少しでも多く
の人にそれを知ってもらえたら嬉しいです。

高校生と共に、これまでに何度か「原爆の絵」を制作しました
が、９２歳になり最後の「原爆の絵」の制作と思い参加しま
した。

約２５０名の死体が焼かれた場所

被爆体験証言者 
國分　良德
74回生 
島田　浬緒
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被爆火傷した妹を介抱する姉

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

当時女学校２年生だった國分さんの妹は、爆心地から９００ｍの場所で被爆しました。原爆投下から２日後の８日になって、
爆心地から３．７ｋｍ離れた町に住んでいる人から「妹は自宅に避難しているが、全身火傷をしている」との知らせを受けた姉が
そこまで出向き、介抱している様子です。

被爆体験証言者 
國分　良德
74回生 
藤本　透子

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

私が描いた場面は、國分さんが実際に体験されたものでは
なく、國分さんのお姉さんが体験されたものだったので、
お互い分からない部分が多く、白黒の写真や数少ない資料
を元に想像で補っていく作業が大変でした。
原爆の絵の制作では、「原爆による死者は○人だった」「放射線
の影響は爆心地から半径○ｋｍに及んだ」などと、被害の
規模の大きさに焦点が当てられていた、今までに私が受けて
きた平和学習とは違い、「一人」の人間が見た「ひとつ」の場
面に焦点が当てられていたので、その悲惨さがよりリアルに
伝わってきて、この出来事を繰り返してはならないと改めて
感じました。

高校生と共に、これまでに何度か「原爆の絵」を制作しました
が、９２歳になり最後の「原爆の絵」の制作と思い参加しま
した。
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令和2（2020）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

この絵は原子爆弾が投下されてから三日後の8月9日夕方頃、瀧口さん一家が福山市松永にある母方の実家へ避難するため
にリヤカーを使って広島駅まで向かっている光景です。
当時4歳だった瀧口さんは左腕に大火傷と左頬とかかとに軽い火傷を負っていました。お母さんは背中に大火傷を負い、
ふくらはぎからかかとにかけても火傷をしていました。妹さんも頭に火傷をしていました。お母さんの兄と父方の叔母の夫が
救援に来てくれ、リヤカーに瀧口さんとお母さんが乗り、当時は貴重だった鍋釡なども載せてリヤカーの前後を押してくれ
ました。妹さんは甥のお嫁さんに抱かれてリヤカーのそばを歩いています。

原爆投下から少し時間が経った場面であった
ため、瓦礫や街がどれくらい片付いているのか、
通行人はどれくらいいたのか想像がつきにく
かったですが、何度も描き直し、当時の状況
をリアルに表現できるよう頑張りました。
実際に証言者さんのお話を聞くことで、今まで
自分が持っていた知識よりも、より原爆に対して
恐ろしさを感じ、また、絵の制作という形で証言
活動に関わることができ、伝えていくことの
難しさを知ることができました。

１９４５年８月６日、一発の原爆により、広島は熱線、爆風で広大な面積が
一瞬にして焼き尽くされました。また、目には見えない放射能により人々の
身体は蝕まれました。そして戦後７６年間、日本は戦争をしていません。
今後も戦争のない日本であることを強く深く望んでいます。
戦争はなく、衣食等、欲しいものがあればコンビニ、スーパー、デパートに
行けば手に入る。このような時代に育った生徒さんが、戦中に生まれ、
戦後も物資がない時代を過ごし、被爆による苦しい生活など、体験した話
とか状況などをどのように理解して表現できるのか不安がありました。
少ない資料を参考にしながら話を進めていきました。意見交換はネットや
ＬＩＮＥなど活用し、時には学校に行き制作途中の絵を見ながら思いを活発
に交わしました。そして美術の先生による指導も 相まって最大限想像力を
発揮され、絵の内容がリアルになってくるにしたがって、証言者の思いが絵
の中に再現されてきたのです。
避難する私達は茜色に染まる空に生きる希望を見出したのでした。

被爆３日目 リヤカーで広島駅まで避難する

被爆体験証言者 
瀧口　秀隆
73回生 
古川　七海
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母の背中 大火傷にウジ虫が動く

描いた場面

生徒のコメント

８月６日に白島北町で被爆し、その３日後にリヤカーで広島駅まで行き広島駅から山陽本線（蒸気機関車）で母の実家である
松永に到着しました。 母は原爆の熱線で首筋から背中にかけてと、ふくらはぎから足首までを大火傷をしていました。
実家のお婆ちゃんが母の背中を見て「まるで魚のはらわた（腸）を割ったような感じだ」と言っていたそうです。その背中を腐った
肉と勘違いしたのか、ハエが卵を産み付け、成長しウジ虫になる。 ウジがわくとそれが背中の火傷の上で動くので、強いかゆ
みを感じた母が（ウジを）「取ってくれ」と訴えると、祖母やその場にいた親族たちがウジ虫を割ばしでつまんで取ってくれました。

被爆体験証言者 
瀧口　秀隆
74回生 
山下　聡美

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

瀧口さんがおっしゃった火傷の様子は、私が今までに
見たことも聞いたこともないようなひどさで、当時の火傷
の写真などを見てもきちんと理解することができず、まして
その傷の上にウジがわく様子など、そのようなことが起こる
ことすら想像することができませんでした。
しかし実際にそれを絵にしていく中で、自分の身体にハエ
がたかる辛さや惨めさ、虚しさを実感しました。それと
同時に、そのようなことが過去、実際に起きたのだという
こと、何か行動を起こさなければ、これと同じようなこと
が、またはこれよりも悲惨なことが起こるのかもしれない
のだということの恐怖を強く感じ、絶対に核兵器を使用
することは許されず、無くしていかなければならないのだ
ということを改めて強く思いました。

被爆体験証言者のコメント
１９４５年８月６日、一発の原爆により、広島は熱線、爆風で広大な面積
が一瞬にして焼き尽くされました。また、目には見えない放射能により
人々の身体は蝕まれました。そして戦後７６年間、日本は戦争をして
いません。今後も戦争のない日本であることを強く深く望んでいます。
戦争はなく、衣食等、欲しいものがあればコンビニ、スーパー、デパート
に行けば手に入る。このような時代に育った生徒さんが、戦中に生まれ、
戦後も物資がない時代を過ごし、被爆による苦しい生活など、体験した
話とか状況などをどのように理解して表現できるのか不安がありました。
少ない資料を参考にしながら話を進めていきました。意見交換はネット
やＬＩＮＥなど活用し、時には学校に行き制作途中の絵を見ながら思い
を活発に交わしました。そして美術の先生による指導も 相まって最大限
想像力を発揮され、絵の内容がリアルになってくるにしたがって、証言者
の思いが絵の中に再現されてきたのです。
背中のウジ虫を取る祖母は泣きながらつまんでいたそうです。



17

令和2（2020）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

家の前のバス通りを、屋根のない三輪トラックが荷台に負傷者を乗せて広島駅方面に向かっている場面です。荷台には血と埃
にまみれた負傷者が積まれ、息絶えているのか分からない人も見受けられました。トラックが路上の障害物を乗り越える度、
荷台の負傷者も一緒にバウンドしていました。右下でその様子を見ているのが私です。

トラックが路上の瓦礫を踏む度に荷台の負傷者も一緒に
バウンドしていたという話が印象的だったので、動きを表現
することのできない絵の中で、その状況を表現するのが難し
かったです。トラックが簡単には通れないほどの量の瓦礫を
道に描き、実際に自分たちがポーズをとって撮影した写真を
見ながら、人々が力なく横たわり、あるいは座っている様子
を描くことでそれを表そうとしました。
自分が経験していないことを描いてみることで、当時の状況
は、お話を聞いて想像したものよりももっと悲惨で恐ろし
かったということが、山瀬さんからの指摘を受ける中で分かって
きて、絵が伝える力の強さを実感しました。

私の不確かな指示で迷われた部分が多く、描くのが難しかっ
たのではないかと反省しています。川畠さんは、最初、三輪
トラックの時代考証のため、交通博物館に足を運び、写真
を撮ってきてくださり、原爆の絵に取り組まれる真摯な態度
に感銘を受けました。
コロナ禍のため後半はメールを使ったオンラインで、絵を見
ながら電話で打合せを進めました。ずいぶんと難しかった
ことでしょう。説明が難しかったです。迷惑をかけました。
本当にありがとうございました。

三輪トラックで運ばれる負傷者

被爆体験証言者 
山瀬　潤子
74回生 
川畠　芽衣
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負傷者が行列になって比治山からゆっくりと降りてくる

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

負傷者が比治山から降りてくる行列を麓（ふもと）から見た状況です。左側は雑木林、右側は絶壁の山道で、２～３人が横になって
通れるくらいの舗装されていない山道でした。危険な坂道を、肩を寄せ合ったり、膝や尻を地につけて座ったままで降りてくる人、
棒切れを支えにして降りてくる人、皆、髪を振り乱し、血と埃にまみれ、破れた服をまとって、ゆっくり、ゆっくり、ぞろり、ぞろり
と降りてくる状況でした。

被爆体験証言者 
山瀬　潤子
74回生 
神谷　陽香

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

最初は証言者の山瀬さんの記憶と私が思っていた状況の
イメージが上手く噛み合わなくて、とても苦労しました。絵
にするために、描いてある人たちと同じポーズをして写真を
撮り、どのような人たちがどんな風に負傷したのかをより
理解できるようにしました。また原爆資料館に行き、当時の
写真を見ましたが、やはり原子爆弾が落ちた日の細かな
状況が分かる写真は非常に少なく、想像するだけでは足り
ないと痛感し、代々先輩方が描いてこられた作品や、映画を
参考にして、山瀬さんの記憶に近くなるように努力しました。
戦争に対しての恐さや痛みをこの絵で表現できていたら嬉し
いです。

私の最初の状況説明が上手くできていなくて、見たこともない
場面を想像して描かれるのは大変難しかったことでしょう。
クラスメイトに協力を依頼されて、学校の階段で、山道の坂
と負傷者の状況を再現されました。「山道の東側はどちら
ですか？」「何時頃でしたか？」という神谷さんの電話の向こう
での質問に、光と影を重要視されていることに気づき、大変
さが伝わりました。残念ながら私の記憶はあいまいで、２、
３回山道を降りてくる負傷者を見ましたが、時間がはっきり
しません。山道を、色々写真を撮ってきて見せて下さり、
苦労が分かります。
コロナ禍で、後半はオンラインでの打合せでしたが、変更を
簡単に出したりして申し訳なく思っています。ご苦労様でした。
ありがとうございました。
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赤黒く焼けた死体

描いた場面

生徒のコメント 被爆体験証言者のコメント

原子爆弾の熱線の影響で重度の火傷を負い、全身が赤黒く膨れ、横たわるようにして亡くなっている場面です。若山さんは、
広島に原爆が投下された８月６日の３日後、８月９日の午前７時頃、寺町付近でこの光景を目撃されました。

被爆体験証言者 
若山　登美子
73回生 
桒原　太一

令和2（2020）年度制作　油彩画（F15号）

僕が原爆の絵を描くにあたって実感したのは、記憶を具現化
することの難しさです。証言者さんが体験されたことを想像
だけで描いていくのは思っていた以上に難しく、ヒントとなる
資料を探すことにもとても苦労しました。
また今回の原爆の絵の取組みでは、新型コロナウイルス
の影響により、若山さんと直接会って打合せをすることが
難しく、思い通りに進めることができませんでした。ですが、
原爆の絵の制作に参加させていただいたことはとても有り
難く、また多くのことを学ぶことができ、貴重な体験となりま
した。

私の心の底にしまっている悲惨な思いを絵に描いていただき、
ありがとうございました。大好きだった父を亡くした悲しみ、
その後７６年経ちますが、私の成長に従い悲しみも大きくなる
感じでした。でも今は、「私の悲しみを解って下さった人がいる」
と思い、ほっとしています。
この度、不思議にすらすらと語れたのは、桒原太一君の素直
で優しい心に私の心が開き、話ができました。桒原太一君、
ありがとうございました。感謝いたします。
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