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おびただしい遺体
（８月７日早朝、住吉橋東詰）

被爆体験証言者　  飯田　國彦

74回生　　　　　 サンガー　梨里

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

原爆投下の８月６日午後から夕方、服は燃え、皮膚が剥がれて垂れ下がった沢山
の人々が住吉橋東詰へ集まってきました。ここは以前から避難場所に指定されて
いて、集まっていた人々は避難用の船を待っていたと思われます。３歳の僕は、
叔母の山本弘子（県女４年生、母の妹）に抱っこされてここへ辿り着きました。
この絵はその翌日、８月７日早朝の光景です。折角ここまで辿り着いた夥しい数
の人々が、並んで、顔が膨れて亡くなっていました。

生徒のコメント

今回の絵は、飯田さんだけでなく、この風景を見た飯田さんの叔母様の想いも背
負って描きました。数え切れないほどの人を描くのにとても苦労しましたが、飯田
さんをはじめとして、先生方や、同じ教室で制作していた仲間、原爆資料館の
スタッフの方にも助けてもらい、描き続けることができました。
飯田さんと２年にわたり、２枚の原爆の絵の制作を経て、私の平和に対する向き
合い方が変わり、自分にできることをより積極的に考えるようになりました。証言者
の方々が日々活動している様子を間近で見て、私たちがまだ高校生であるという
ことは平和活動の障害だとは思わなくなりました。私達が描いた原爆の絵を証言者
の皆さんが証言活動に使ってくださることで、世の中に戦争の悲惨さを発信できて
いるからです。
この２年間に原爆の絵を制作して学んだことは一生忘れないと思います。

被爆体験証言者のコメント

ローマ法王は広島へお出でになり、「戦争は人間の仕業です」というメッセージを
遺されました。（１９８１年ローマ法王ヨハネ・パウロ二世石碑・広島平和資料館）
そのお言葉の意味するところは、「被爆者は業火（自身の罪の炎）に焼かれたのでは
なく、罪によって地獄へ落とされたのでもない」ことを明言されたのです。ローマ法王
は「ここ広島には、戦争のもたらした惨事と苦しみが余りにも多く存在している」と
いうメッセージを遺されました。（教皇訪日公式記録・ヨハネ・パウロ二世 主婦の
友社 １９８１年）
仏教やキリスト教にも地獄があり、曼荼羅などにも地獄の描写がありますが、
どの地獄にも原爆のように悲惨な光景はひとつも描かれておりません。この付近
の爆風は１６０ｍ/秒、温度は１０００～２０００℃、放射線量は７０００ｍｓｖ
と言われており、地獄との違いは歴然です。
更に現在の原爆は広島原爆の数十倍の威力を持っており、地球そのものを死の
星にします。核兵器は廃絶しなければなりません。サンガー梨里さんには大変
ご苦労をおかけしました。感謝申し上げます。
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登校途中、アメリカ兵に出会った

被爆体験証言者　  笠岡　貞江

74回生　　　　　 田邊　萌奈美

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

当時私は女学校１年生でした。原爆で広島市内は焼野原になりましたが、
私の家は爆心地から３．５ｋｍの位置にあり火災を免れました。
戦争が終わり、８月１８日、友達から学校に行こうと誘われ、川沿いを
歩いて一軒茶屋付近から渡し舟で対岸に到着しました。舟から降りたところ
でアメリカ兵に遭遇し、目が合うと手招きをされて怖かったので、友人と
一緒に逃げました。

生徒のコメント

私は今回の制作を通して「終戦」という言葉について考えました。日本では
８月１５日が終戦記念日とされています。しかし、戦争は８月１５日以降
も人々の心を苦しませています。戦争で受けた傷は体にだけ
でなく、心にも残り続けるものであり、終戦を迎えたら消えるというもの
ではありません。
この絵には目に見える傷や死体は描かれていませんが、戦争が終わっても
なお心に残り続ける傷を負った方がいるということを、この絵を通して知って
ほしいと思います。

被爆体験証言者のコメント

コロナ禍の影響で、直接出会って作品の進みを見ることが難しい時は、絵
の写真をメールで送ってもらいました。描いてくださった生徒さんに様々な
苦労をおかけしました。ありがとうございました。 
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お母ちゃんを探して！

被爆体験証言者　  切明　千枝子

75回生　　　　　 福本　悠那

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

原爆投下から一週間後、陸軍共済病院へ収容された叔父さんを探しに
行った時、一人の幼女がもんぺの裾を掴んで「お母ちゃんを探して！」と頼んで
きました。その女の子は名前も知らない子どもで、叔父さんを探さなければと
焦っていた切明さんは、「お母ちゃんを見たら、あなたがここにいると言って
あげるから離して」と嘘をつきました。それでようやく手を離してくれました。
次の日に気になって、またそこへ行きましたが、その子はいませんでした。

生徒のコメント

見たことのない風景を、証言者さんのお話や資料を元に描くのはとても
大変でした。生きているのか亡くなっているのか分からないような姿の人
たちに囲まれ、「お母ちゃんを探して」と必死に訴える幼女と、焦る切明さん
の表情を描くのが、とても難しかったのですが、最終的にはこの絵を見た
方に伝わるような絵になったのではないかと思います。

被爆体験証言者のコメント

スマホも無い当時、カメラはあっても報道関係者以外はフィルムが入手
できない時代でしたので、私の記憶だけによって、生徒さんに制作して
いただきました。私の思いや願いのこもった素晴らしい作品にして頂き
ありがたく思っています。被爆して亡くなった人への供養にもなったと感謝
の気持ちでいっぱいでございます。
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つまずいたのは炭化した幼児だった 描いた場面

はっきりした日時は覚えていませんが、原爆が投下された１か月後ぐらい
だったと思います。焼け跡に転がっていた、たくさんの被爆者のご遺体も
片付けられて、瓦礫だけが残っている状態でした。場所も町名は不明です
が、現在の大手町か鷹野橋電停付近です。炭化した幼児は瓦礫の一部だと
思われて片付けられなかったのでしょう。

生徒のコメント

「炭化した幼児」と聞いた時、まず「人が炭になる」ということを信じることが
難しく、戦時中の悲惨な状況を新しい形で知ることになりました。切明さん
と打ち合わせを重ねる中で、炭化した幼児の姿が少しずつ鮮明にイメージ
できるようになり、その幼児に出会った切明さんの合掌する背中が語る
もの悲しさを表現できるように描いてゆきました。

被爆体験証言者のコメント

スマホも無い当時、カメラはあっても報道関係者以外はフィルムが入手
できない時代でしたので、私の記憶だけによって生徒さんに制作して
いただきました。私の思いや願いのこもった素晴らしい作品にして頂き
ありがたく思っています。被爆して亡くなった人への供養にもなったと感謝
の気持ちでいっぱいでございます。

被爆体験証言者　  切明　千枝子

74回生　　　　　 山口

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）
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戦後の食糧難を乗り切る為に

被爆体験証言者　  瀧口　秀隆

74回生　　　　　 久保田　葉奈

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

当時、土があるところはどんなに狭いところでも野菜などを作っていました。
私の家にはそのような土地がなかったので、建物などが撤去された後に
残されたコンクリート基礎の上に、母が一斗缶に土を入れて天秤棒で前後
に担いで、何度も何度も土を運びました。重たくて天秤棒が肩に食い込み
痛かったと言っていました。僕も小さなバケツに土を入れて両手に持ち、
何度も運びました。

生徒のコメント

土がいっぱいに入ったバケツを実際に持ってみると、持っただけで大変で、
これを持って何度も往復するのはとてもしんどかっただろうと思いました。
瀧口さんとお母さんがどれだけ大変だったかが分かりました。
見たことのない風景や、経験したことがないことを絵に描くためには、一から
想像しないといけないので、思っていたより難しくて大変でした。

被爆体験証言者のコメント

戦後７７年、日本は戦争をしていません。その間にはいろいろな事件や
事故がありましたが、戦争はなく、食べるものがないということもなく、
欲しいものがあれば、とりあえずコンビニやスーパーマーケットに行けば
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を体験したという話を
聞いて、そのような状況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く中で、意見交換はメールや
電話、ＬＩＮＥなどを活用しました。コロナ禍の影響もあり、打合せもまま
ならない状況でしたが、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、絵の内容が変化して、証言者の思いが絵の中に再現されて
きました。
制作お疲れ様でした。ありがとうございました。
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爆風で吹き飛ばされて

生徒のコメント

この原爆の絵がより現実味を帯びるよう、たくさんの資料を参考にして描いたり、瀧口さんと
何度も打ち合わせを重ねることによって、当時の様子に近い状態を描けたと思います。絵を現実
に近づけるための調整作業がとても難しかったです。この場面の要である少年（瀧口さん）の
怪我の具合や表情が伝わるように描きました。
打合せの際には、瀧口さんに当時の様子や自身の経験などをたくさんお話していただきました。
原爆が投下された時代を生きていない私にとっては、その一つひとつがひどく現在と価値観
が異なるものでした。

被爆体験証言者のコメント

７７年前に起きた被爆の惨状、そして自身が幼少だったので記憶も定かでない状態もあって、
どのような伝え方をすれば平成生まれの生徒さんに理解してもらえるのだろうかと常に頭の隅
に置いていたのですが、今回はコロナ禍もあり対面での話ができにくい状況の中、ＬＩＮＥ
やメール等を使って意見交換しながら、美術指導の先生方の助言もあり、生徒さんなりに想像力
を発揮され、証言者の思いが絵の中に再現されてきました。
制作お疲れ様でした。ありがとうございました。

描いた場面

玄関の引き戸に手をかけて閉めようとしたその時、
強烈な閃光が走り、左腕から指先にかけて、もの
すごい痛みと熱さを感じたのですが、間なしに台風
並みの爆風が吹き、５歳前の私の小さな体は吹き
飛ばされて、台所にあった井戸に体と頭をぶつけ
て気を失ってしまいました。幸いにも井戸の高さが
８０ｃｍくらいあったので、倒壊した自宅の材木
などの下敷きにならずに済みました。

被爆体験証言者　  瀧口　秀隆

74回生　　　　　 寺西　栞理

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）
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生徒のコメント

最初は、原爆の絵の活動を通して貴重な経験ができたらいいなという思いや、原爆が投下
されてから何十年も時が経っているので、今の自分たちができることをしないと原爆のことを
伝えるのは段々難しくなってしまうのではないかと思い、制作を始めました。
証言者さんにお話を伺いながら制作していくうちに、小学生の時から平和学習をしてきたけれど、
原爆について知らないことがたくさんあって、自分は原爆について絵を描いて伝える立場で
ありながらも、学ばせていただくことが多くありました。
これからこの絵が、次の世代に、また原爆が投下されてどんなことが起こったのかをまだ知ら
ない人たちが、罪のない命が奪われることの悲惨さについて考えるきっかけになれたら嬉しい
です。

被爆体験証言者のコメント

市街地の焼け跡で奇跡的に見つかった遺体の頭蓋骨。悲しみと共に「見つかって良かった！」と
いう思いで迎え、皆で拝みました。
絵に描いて下さる方にはとても酷かなと途中で迷いましたが、見事に描き上げて下さいました。
あの優しかったおじさん（父の友人）の変わり果てた姿からは、無言のうちに迫り来るものを
感じます。永遠に残るでしょう。ありがとうございました。

描いた場面

原子爆弾が投下された７日後の８月１３日。私が家族
と避難していた親戚の家の仏壇の前に安置された、
父の親友の髑髏（しゃれこうべ）です。
市街地の火気や地面の熱気がおさまった８月９日から
毎日、父と母は親友の奥さんと共に、炎天下、シャベル
を担いで黒焦げの死体を跨ぎ、壊れた水道管から
溢れる水を飲みながら捜し回りました。辿り着いた
親友の職場で見つけた焼死体の腰の辺りに焦げた
印鑑ケースが見つかり、親友と判明しました。

父の友人の変わり果てた姿

被爆体験証言者　  八幡　照子

74回生　　　　　 大原　萌里

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）
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不気味な閃光

生徒のコメント

空全体が真っ白になるほどの強い光を経験したことがないので、それを表現するのがとても
難しかったです。
また、戦争や原爆を経験したことのない世代に原爆のことを伝えていくために、私たちが描いた
絵が少しでも役に立ってほしいと感じました。

被爆体験証言者のコメント

完成された絵を見て、あの閃光の一瞬が甦ってきてぞっとしました。本当に「ビャッ！」といった
不気味さをよく表して下さいました。あの後、すさまじい爆風が吹き抜けたようです。廊下の
ガラス戸の透明感や陰影も表現してくださって、崩れ去る前の我が家の姿がいとおしい。心から
感謝いたします。 

描いた場面

１９４５年８月６日午前８時１５分。広島市己斐
本町の自宅の裏庭。私が隣の家に行くために裏庭
に下り立った時です。突如、空に青白い閃光が走
りました。それは「ピカ―ッ！」ではなく、音にしたら
「ビャッ！」といった不気味な光。一瞬、空一面が
巨大な蛍光灯になったようでした。咄嗟に指で目と
鼻、耳を塞ぎ、地面に伏せようとして意識を失い
ました。

被爆体験証言者　  八幡　照子

75回生　　　　　 香川　凪

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）
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描いた場面

８月９日、避難所となっていた己斐国民学校の校門の近くに机が出され、
白い葉書大の紙袋が並べられていました。学校の救護所に怪我の治療に
来ていた私は、食べるものも無くお腹がペコペコでした。「お菓子配ってる！」
と思って飛んで行きましたが、行ってみてがっかりしました。袋の中身は骨
だったのです。校庭で焼かれた遺骨を、家族を捜しに来た肉親がせめてもの
供養にと持ち帰っていたことを後になって聞きました。

生徒のコメント

過去の原爆の絵で、炎や火傷が描かれたものは見たことがありましたが、
遺骨が配られている絵は見たことがなく、写真も見つけることができなかった
ので、当時の様子を想像するのに苦労しました。
また、絵を見ただけでは紙袋に骨が入っているとは分からないので、捜しに
来た肉親の仕草や表情を描き直して悲しみを表現しようとしました。

被爆体験証言者のコメント

食べるものもなくお腹がペコペコだった私。飛んで行ってみて袋の中身が
骨だったのでがっかりした私。そんな私の話から、捜しに来た肉親の悲しみ、
引き渡す人の戸惑いと共感の溢れた後ろ姿を描いてくださいました。描いて
下さった方の感性、絵の力のすばらしさに感動しました。

お骨が入った紙袋

被爆体験証言者　  八幡　照子

74回生　　　　　 川畠　芽衣

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）
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被爆体験証言者　  山本　定男

75回生　　　　　 伊藤　早利

令和3（2021）年度制作　油彩画（F15号）

描いた場面

原爆投下から２、３日後、東練兵場には救護テントがたくさん張られ、多く
の被爆者が収容されていた。そのテントの一つで、背中の上から下まで
大火傷を負った若い女性が裸のまま立って、看護婦さんに「亜鉛華」という
白い薬を塗ってもらっている場面。

生徒のコメント

証言があったとしても、見た事のないものを描くのはとても難しくて、
証言者さんの頭の中のイメージ通りに作品を仕上げる事にとても苦労しま
した。私の描いた原爆の絵を見て、同じ高校生の人たちやその他多くの方
たちが、戦争が自分と関わりのあるものと感じてくれたら良いなと思います。

被爆体験証言者のコメント

伊藤さん、初めは背景の沢山の救護テントがあることも描いて欲しいなど
と惑わせてしまいました。それに「右手がない」「刷毛がない」など細かい
注文にも懸命に取り組んで頂き立派に仕上がりました。本当に有り難う
ございました。私の被爆後の東練兵場の様子を伝える貴重な原爆の絵
です。この原爆の絵が多くの人に戦争の残酷さと平和の尊さを伝える大きな
力となってくれることを願っております。

東練兵場に設けられた救護テントで目にした
若い娘さん
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描いた場面

被爆２、３日後、東練兵場の西側の水路の側の道端で、体がゴム風船の
ように膨らんで亡くなった兵隊さんが並べられていた。その兵隊さんたち
は上半身が焼かれてパンパンに膨れていたが手足はそれほど膨れておら
ず、軍服のズボンとゲートルは焼けて破れてはいなかった。
その様子を、当時中学２年生であった山本さんが、近くの草むらから眺めて
いる。

生徒のコメント

山本さんのお話しから、その光景を想像して絵にすることに特に苦労しま
した。見る人たちに山本さんの伝えたい光景が具体的に分かりやすく伝わる
ように、先生に助言をいただきながら制作しました。
資料が少なく、兵隊さんの様子が想像しにくくて、何回も修正したり描き
直したりしました。兵隊さんの体がゴム風船のように膨らんでいる様子や、
死体の酷さが伝わるように頑張りました。
この絵を通して見た人たちが、「平和」、この当たり前の日常をより大切にし
次の世代へつなげていこうという思いを持ってほしいと思います。

被爆体験証言者のコメント

日高さん、「もっと体を膨らませて」とか「道端に寄せて」とか、細かい注文
に、その都度描き直して頂き申し訳ないことをしました。でも本当によく
頑張って頂き立派に仕上がりました。有り難うございました。私の被爆後の
東練兵場の様子を伝える貴重な原爆の絵です。この原爆の絵が多くの人に
戦争の残酷さと平和の尊さを伝える大きな力となってくれることを願って
おります。
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東練兵場近くの道端で亡くなっている兵隊さん




