
海外原爆・平和展の開催状況（令和４年１０月１５日現在） 

No. 年度 開催場所 開催期間 

1 7 
米国・ワシントンＤ．Ｃ． 
 アメリカン大学 

平成 7年7月8日 
～7月27日  

2 

8 

米国・ミズーリ州コロンビア市 
 スティーブン大学 

平成 8年8月20日 
～9月1日  

3 
イタリア・ウンブリア州ペルージア市 
ロッカ・パオリーナ 

平成 9年3月1日 
～3月31日  

4 
イタリア・ウンブリア州アッシジ市 
アッシジ市役所 

平成 9年3月1日 
～3月31日 

5 

9 

米国・ニューヨーク市 
 ニューヨーク市立大学 

平成 9年9月2日 
～10月9日  

6 
インド・ムンバイ市 
 ネールセンター 

平成10年1月30日 
～2月19日  

7 

10 

インド・ニューデリー市 
 国立科学センター 

平成10年4月10日 
～5月15日  

8 
イタリア・コモ市 
 サン・フランセスコ 

平成10年5月2日 
～5月29日  

9 
米国・マサチューセッツ州 
 タフツ大学アートギャラリー 

平成10年10月15日 
～平成11年1月3日  

10 

11 

英国・リーズ市 
 王立武器博物館 

平成11年8月14日 
～10月3日  

11 
カザフスタン・セミパラチンスク市 
 国立ニゾロフ美術館 

平成11年8月22日 
～9月12日  

12 
カザフスタン・アルマティー市 
 アルマティー市科学アカデミー 

平成11年9月5日 
～9月15日  

13 
スイス・ジュネーブ市 
 バッティマン・フォルスモトリス 

平成11年10月23日 
～10月31日  

14 

12 

米国・カリフォルニア州サンタバーバラ市 
 ウェストモント大学 

平成12年9月1日 
～9月29日  

15 
オーストリア・ウィーン市 
 ウィーン国際センター 

平成12年9月5日 
～10月30日  

16 
米国・テネシー州マーフリーズボロ市 
 中部テネシー州立大学 

平成12年10月7日 
～10月28日  

17 
ドイツ・ハノーバー市 
 ハノーバー市役所 

平成12年11月20日 
～12月8日  

18 

13 

ロシア・ボルゴグラード市 
 国立スターリングラード攻防戦パノラマ博物館 

平成13年9月8日 
～10月7日  

19 
米国・オハイオ州オーバリン市 
 ファイアーランド協会芸術ギャラリー 

平成13年9月9日 
～9月21日  

20 
ニュージーランド・クライストチャーチ市 
 カンタベリー博物館 

平成14年3月16日 
～4月21日  

21 

14 

ニュージーランド・ウェリントン市 
 マイケル・フォーラー・センター 

平成14年5月1日 
～5月12日  

22 
ニュージーランド・オークランド市 
 アオテア・センター 

平成14年9月24日 
～10月17日  



No. 年度 開催場所 開催期間 

23 14 
カナダ・オタワ市 
 ディーフェンバンカー・カナダ冷戦博物館 

平成14年11月21日 
～平成15年3月17日  

24 

15 

米国・アトランタ市 
 エモリー大学シャトンギャラリー 

平成15年9月15日 
～11月15日  

25 
英国・コベントリー市 
 ハーバート美術館・博物館 

平成15年10月3日 
～10月29日  

26 
英国・マンチェスター市 
 マンチェスター市庁舎 

平成16年2月3日 
～2月27日  

27 

16 

英国・リーズ市 
 メトロポリタン大学 

平成16年5月28日 
～6月18日  

28 
フランス・オバーニュ市 
 シャペル・デ・ペニタント・ヌワル 

平成16年9月14日 
～9月29日  

29 
フランス・ナント市 
エスパス・コスモポリス 

平成17年1月11日 
～2月27日  

30 
米国・コンプトン市 

 コンプトン・コミュニティ・カレッジ 
平成17年3月18日 

～4月22日  

31 

17 

米国・ニューヨーク市 
 国連本部１階ロビー等 

平成17年5月2日 
～5月27日  

32 
米国・セントポール市 
 セントポール市庁舎 

平成17年8月25日 
～9月15日  

33 
フランス・パリ市 

 パリ市役所展示ホール 
平成17年9月5日 

～10月4日  

34 

18 

カナダ・バンクーバー市 
 総合アトラクション施設 ストーリアム 

平成18年6月9日 
～6月30日  

35 
米国・ポートランド市 
 ポートランド州立大学 学生会館内 

平成18年11月2日 
～11月29日  

36 19 
米国・シカゴ市 
 デュポール大学 学生会館内 

平成19年10月15日 
～平成20年1月21日  

37 20 
ブラジル・サンパウロ市 
 サンパウロ州立移民記念館 

平成20年8月2日 
～9月7日  

38 21 
ロシア・オレンブルグ市 
 オレンブルグ国立大学 

平成21年10月14日 
～11月1日  

39 

22 

米国・ニューヨーク市 
 国連本部１階ロビー 

平成22年5月3日 
～6月22日  

40 
英国・ロンドン市 
 イベントホール「フレンズハウス」 

平成22年8月2日 
～8月12日  

41 23 
オーストラリア・ケアンズ市 
 タンクス芸術センター 

平成23年10月14日 
～11月16日  

42 

24 

オーストラリア・メルボルン市 
 ガスワークス・アーツ・パーク 

平成24年10月9日 
～10月28日  

43 
オーストラリア・アデレード市 
 ハイヤー・グラウンド 

平成24年11月3日 
～11月29日  

44 
オーストラリア・ブリスベン市 
 ブリスベン市立スクウェアライブラリー 

平成25年3月1日 
～4月30日 

45 25 
クロアチア・ザグレブ市 
 科学博物館 

平成25年9月10日 
～10月6日  
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46 25 
クロアチア・ビオグラード・ナ・モル市 

 郷土博物館 
平成25年10月10日 

    ～12月 6日 

47 

26 

スペイン・バルセロナ市 
 ボルン文化センター 

平成27年1月13日 
 ～2月8日 

48 
スペイン・グラノラーズ市 
 グラノラーズ博物館 

平成27年2月11日 
 ～3月8日 

49 

27 

米国・ニューヨーク市 
 国連本部１階ロビー 

平成27年4月23日 
～5月31日  

50 
米国・ワシントンＤ．Ｃ． 
 アメリカン大学 

平成27年6月13日 
～8月16日 

51 
米国・ボストン市 
 ボストン大学 

平成27年9月11日 
～10月18日 

52 28 
米国・シカゴ市 
 Japanese Culture Center（日本文化会館） 

平成28年10月1日 
    ～10月29日 

53 

29 

ハンガリー・ブダペスト市 
 岩の病院・核の避難所博物館 

平成29年6月1日 
～10月31日 

54 
モンテネグロ・コトル市 
 コトル文化センター 

平成29年11月15日 
～11月30日   

55 
ハンガリー・ブダペスト市 
 岩の病院・核の避難所博物館 

平成29年12月20日 
～平成30年8月31日 

56 

30 

フランス・カーン市 
 カーン記念館 

平成30年9月20日 
～10月31日 

57 
ベルギー・イーペル市 
 イーペル博物館 

平成30年11月9日 
     ～12月2日 

58 

31 

米国・ロチェスター市 
 ロチェスター・モンロー郡中央図書館 

令和元年9月12日 
    ～10月2日 

59 
米国・ロサンゼルス市 
 全米日系人博物館 

令和元年11月9日 
  ～令和2年3月1日 

60 

2 

米国・ホノルル市 
 戦艦ミズーリ記念館 

令和2年8月13日 
  ～令和3年2月27日 

61 
米国・ハワイ郡ヒロ町 
 ハワイ大学ヒロ校 

令和2年12月7日 
 ～令和3年2月27日 

62 

3 

オーストラリア・シドニー市 
 オーストラリア国立海洋博物館 

令和3年5月21日 
   ～8月29日 

63 
米国・ニューヨーク市 
 国連本部１階ロビー 

令和3年12月13日 
 ～令和4年1月12日 

64 4 
米国・ニューヨーク市 
 国連本部１階ロビー 

令和4年8月5日 
   ～9月2日 
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65 

4 

オーストラリア・キャンベラ 
 オーストラリア国立大学 

令和4年9月6日 
   ～11月30日 

66 
ポーランド・グダンスク市 
 グダンスク第二次世界大戦博物館 

令和4年10月14日 
～12月31日 

 

これまでに２０か国５６都市で開催 


