
昭和女子大学第 28 回秋桜祭（2020 年 11 月 21 日～22 日） 

企画展示「『被爆者の生きてきた歴史』展」 

―完全版― 

戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト 

―被団協関連文書― 

本企画展⽰に関するご意⾒、ご感想を以下の URL もしくは QR コード

までお寄せ頂ければ幸いです。今後の活動の参考にいたします。

https://forms.gle/PsqQ455VLQpm8pmZA

※メールによるお問い合わせは sengosi@swu.ac.jp までお願いいたします。



ごあいさつ 
 

「戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト─被団協関連⽂書―」の研究
発表「被爆者の⽣きてきた歴史展」にお越しくださり、誠にありがとうご
ざいます。 

原爆被害者の⾼齢化が進み、原爆や被爆者運動の記憶を語れる⼈が急速
に減少するなか、被爆者運動の貴重な史料を保存することを⽬的として、
2011 年度にノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が設⽴されまし
た。歴史⽂化学科をはじめとする昭和⼥⼦⼤学の学⽣は、2013 年度から
同会に協⼒し、 ⽇本被団協（⽇本原⽔爆被害者団体協議会）関連⽂書の
保存活動に取り組んできました。そして 2018 年 5 ⽉、被団協関連⽂書の
歴史的分析を⽬的として、本プロジェクトが発⾜しました。プロジェクト
は 4 年計画でおこない、完成年度にあたる 2021 年度には本学内にある光
葉博物館にて企画展を開催することを予定しています。 

現在は、松⽥忍先⽣のご指導のもと、本学歴史⽂化学科の 1 年⽣から 3
年⽣と⼤学院⽣に加え、⽴正⼤学の学⽣、東京外国語⼤学の⼤学院⽣の、
14 名で活動を⾏っています。本年度も活動⽅針や展⽰内容を議論するミ
ーティングを 20 回以上重ね、本⽇の準備を進めて参りました。前期には
オンライン形式での論⽂や史料の輪読会、夏には史料整理会を⾏いました。
⼀昨年度の企画展⽰「被爆者に『なる』」、そして、昨年度の「被爆者の『発
⾒』」から継続した 3 年間の研究を通して得た私たちの気づきがご来場の
皆様に伝わり、皆様⾃⾝の気づきとなれば幸いでございます。 

最後に、本プロジェクトの協働団体である特定⾮営利活動法⼈ノーモ
ア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会、いつも温かく活動を⾒守りご助⾔
くださった栗原淑江様、研究にご協⼒くださった濱住治郎様、根本雅也様、
故岩佐幹三様、そして様々な形でご⽀援くださいました教職員の皆さまに
⼼からの感謝を申し上げ、ご挨拶といたします。 

 
戦後史史料を後世に伝えるプロジェクト メンバー⼀同 



プロジェクトのねらい 
―被爆者運動を歴史的に考える― 

 

現在までに⾄る被爆者運動の歩みに関する歴史研究はほとんど存在せず、唯⼀挙
げられるものは⽇本被団協⾃らが刊⾏した『⽇本被団協 50 年史』でした。お⼿本
となる歴史像がほとんど無いなかで、本プロジェクトは史料の検討を通じて、被爆
者運動の歴史的展開について 1 つずつ明らかにしてきました。 

私たちには、平和教育を受けるなかで戦争体験を聞き、感想⽂を書く経験があり
ます。戦争の記憶を受け継ぐ⼤事さを理解する⼀⽅で、感想⽂では「正しい発⾔」
をせねばならない緊張感を抱いていました。問いかけを許さない絶対的な雰囲気の
もとでは、私たちはただ平和を祈ることしかできないのです。 
 そんな祈りの世界に置かれた原爆や被爆者たちを、私たちの歴史学プロジェクト
では、問いと認識の世界に引きずり出そうとしています。このプロジェクトには、
まず議論があり、そして「⾯⽩さ」があります。現在まで 100 回以上にわたってお
こなってきたプロジェクトミーティングでは、史料の内容をお互いに報告し、史料
と史料をつなぎ合わせてきました。私たちが研究しているのは、「あの⽇」を経験
した被爆者たちがそれぞれの個⼈的な思考や選択を持ちより、組織としての協議や
決定を積み重ねながら運動を進めてきたプロセスです。 

被爆者たちは原爆をめぐる多くの「なぜ」に向き合い、その「なぜ」を解き明か
そうと歩みを続けてきました。彼らの歴史をひもといていく本プロジェクトには、
史料を通じて被爆者たちと⼈間同⼠として向き合う、本質的な出会いの喜びが詰ま
っています。 



プロジェクト活動日誌 

2019年度  

2019年 

11月9日 

 ～10日 

 

秋桜祭 企画展示「被爆者の「発見」」 

 

11月11日 秋桜祭振り返り（2019年度第27回MT） 

11月18日 秋桜祭企画展示パネル原稿修正（第28回MT) 

11月25日 『被団協』紙上の活動報告記事準備（第29回MT) 

12月16日 2020年度研究方針検討開始（第32回MT) 

2020年 

1月6日 

 
2020年度研究方針案検討（第33回MT) 

1月20日 2020年度研究方針案検討（第33回MT) 

2月12日 2020年度研究方針案検討（第33回MT) 

2月14日 昭和リエゾンセンター主催プロジェクト発表会 

 

 

 

 

 

 

 

2月27日 第1回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

2月29日 第2回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

3月4日 第3回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

3月6日 第4回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

3月7日 第5回春の被団協関連文書整理会（＠愛宕整理室） 

 

 

 

 

 

 

3月19日 DVD「被爆者援護に関する法律制定（1994年）直後の被団協」

閲覧（第36回MT) 

  

2020年度  

4月5日 印出也美報告「被爆者援護に関する法律制定前後の『被団協』

新聞の論調」（第1回MT) 

4月21日 分析する史料の分担決定（第2回MT) 

5月17日 原実央報告「『「あの日」の証言』の分析」 

日高彩貴報告「『生活史調査事例分析表』の分析」 

古藤妃香瑠報告「『生活史調査事例分析表』の分析」 

印出也美報告「『被爆者の死』の分析」  （第3回MT) 

5月31日 原実央報告「石田忠『原爆と人間』の分析」（第4回MT) 

6月7日 直野章子『原爆体験と戦後日本』書評会 
 序章―吉村知華、1章―古藤妃香瑠、2章―日高彩貴 

 3章―印出也美            （第5回MT） 

6月14日 直野章子『原爆体験と戦後日本』書評会 

 4章―小松優菜、5章―原実央 
秋桜祭展示の方向性の検討        （第6回MT） 

6月21日 山西咲和さん（元長崎県高校生平和大使）インタビュー 

吉村知華報告「被爆者の主体化と戦後日本」（第7回MT) 

6月28日 古藤妃香瑠・秋本萌之加報告「慰霊祭アンケート分析」 

吉村知華報告「被爆者の主体化と戦後日本」（第8回MT) 

7月4日 印出也美・吉村知華報告「INMPオンライン会議パネル討論会

準備報告」（第9回MT） 

7月26日 根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』書評会（第10回MT) 
 序章の読み合わせ 

8月1日 第1回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

8月5日 第2回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

8月7日 第3回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

8月11日 根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』書評会（第11回MT) 
 1章―印出也美、2章―原実央、3章―小松優菜 

8月18日 根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』書評会（第12回MT) 
 5章―金澤千咲、6章―桑原美陽、7章―田中彩美花 

8月26日 根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』書評会（第13回MT) 
 4章―吉村知華、8章―森山霞、終章―森山霞 

9月7日 秋桜祭展示パネル構成案検討（第14回MT) 
 パネル構成案①（吉村知華案）検討 

 日高彩貴→「被爆者の記憶に残る死」を展示の軸にしたい！ 

9月10日 第4回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

9月12日 第5回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

9月16日 第6回夏の被団協文書整理会（＠愛宕整理室） 

9月19日 花田珠里報告「根本雅也『彼らは何を訴えるのか―被爆50年原

爆被害者調査（自由回答欄）報告書』を検討する」 

パネル構成案②（吉村知華案）検討 

展示の仮題を「被爆者の生きてきた歴史」展とする 

「展示の意義」に関するパネル案検討     （第15回MT) 

9月26日 2020年度新規加入メンバーの所感共有 

「展示の意義」に関するパネル案検討     （第16回MT) 

9月29日 「展示のねらい」「原爆被害との向き合い方、2つの道」「広

島聖地化年表」パネル検討          （第17回MT) 

10月4日 パネル構成案③検討（第18回MT) 

10月7日 パネル構成案④検討（第19回MT) 
桑原美陽報告「根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』再検討」 

                      （第19回MT)  

10月11日 パネル構成案⑤検討 

古藤妃香瑠・日高彩貴報告「「あの日」の死が運動の原動力」 

各章ミニパネル検討             （第20回MT) 

10月14日 パネル構成案⑥検討（→確定）（第21回MT) 

10月18日 パネル内容検討・校正 栗原淑江氏からの助言（第22回MT) 

10月21日 パネル内容検討・校正（第23回MT) 

10月25日 パネル内容検討・校正（第24回MT) 

10月28日 パネル内容検討・校正（第25回MT) 

10月29日 「被爆者運動の足跡に向き合う」シンポ企画MT（松田参加） 

10月31日 パネル内容検討・校正（第26回MT) 
 
 
 
 
 
 

11月1日 パネル内容検討・校正 →仮確定（第27回MT) 

11月8日 栗原淑江氏の助言をふまえ 

パネル内容の再検討（第28回MT) 

11月10日 4章構成案検討（第29回MT) 

11月11日 4章構成案検討（第30回MT) 

11月15日 4章構成案検討（第31回MT) 

11月17日 パネル最終確定作業（第32回MT) 

11月18日 パネル最終確定作業（第33回MT) 

11月21日 

 ～22日 

秋桜祭企画展示 

「被爆者の生きてきた歴史展」 

 

 

パネル構成をめぐる 

激しい議論の足跡 



「あの⽇」を考えること／「その後」を考えること 
 

 原爆との向き合い⽅は２つあると私たちは考えています。「あの⽇」を考える道
と、「その後」を含めて「あの⽇」を考える道です。 
 「あの⽇」キノコ雲の下で、⼈間が⼈間らしく存在できない地獄が展開したこと
は事実です。その地獄の体験・記憶を忘れぬよう、「継承」していくことは重要で
しょう。次のパネルに⽰した年表の右側をご覧下さい。広島市では「あの⽇」を保
存し、原爆の惨禍を語り継ぎ、広島を恒久平和・核廃絶の聖地として確⽴していく
⾏政を展開してきました。 

「あの⽇」の巨⼤な威⼒を前にしたとき、私たちは思考することを許されませ
ん。プロジェクトメンバーの⼀⼈は原爆や戦争被害に関する情報に触れるとき、
「神妙な顔をして静かな顔をして通り過ぎなければいけない。そこでは何かを発⾔
することは許されない雰囲気がする」といいました。 

戦後の広島が歩んだ道は、「あの⽇」を思い、静かに平和を祈る道であったとも
いえるでしょう。 
 ⼀⽅で、原爆に対して押し流されそうになりつつも⽴ちむかい、「原爆被害とは
何か」の問いに真正⾯から向き合ってきた⼈たちがいます。⾝を以て原爆を体験し
た被爆者たちです。原爆の「あの⽇」の情報は数多く存在します。それに対して、
被爆者たちの「その後」のことについて、私たちはあまりにも無知です。 
 次のパネルに⽰した年表の左側にある被爆者たちの「その後」の歩みは、原⽔爆
のある世の中を⽣きている私たちに対して、原⽔爆と向き合うときの⼼構えを教え
てくれる絶好の教材になるのではないでしょうか。 
 



年表 「あの⽇」を語り継ぐ動きと「その後」⽣きてきた被爆者 
 

1945 年 8 ⽉ 6 ⽇広島、8 ⽉ 9 ⽇⻑崎に原爆投下 
1954 年 第五福⻯丸事件／1955 年 第⼀回原⽔禁世界⼤会（広島）／1956 年 第⼆回原⽔禁世界⼤会（⻑崎） 

 
 
 

原爆の「その後」を⽣きてきた被爆者運動のあゆみ 

1956 年 ⽇本被団協設⽴ 

1957 年 原爆医療法施⾏ 

 「原⼦爆弾被爆者の医療等に関する法律」施⾏ 

 被爆者健康⼿帳交付開始 

 

1966 年 ⽇本被団協『つるパンフ』発表 

 鶴のマークをつけたパンフレット『原爆被害の特質

と「被爆者援護法」の要求』は『つるパンフ』と呼

ばれた 

1973 年 ⽇本被団協「原爆被害者援護法案のための 

要求⾻⼦」発表 

1977 年 国際シンポジウム原爆被爆者実態調査 

1979 年 第 1 回原爆被爆者対策基本問題懇談会(基本懇) 

 

 

1980 年 12 ⽉ 基本懇答申 

 「原爆被爆者対策の基本理念及び基本的あり⽅につ

いて」を厚相に提出。 

 ⽇本被団協「声明」「⾒解」を発表し、基本懇を批判。 

1982 年 「死没者・遺族調査」開始 

1983 年 「被爆者要求調査」開始 

1984 年 「原爆被害者の基本要求」策定 

1985 年 ⽇本被団協「原爆被害者調査」を独⾃に実施 

1994 年 原⼦爆弾被爆者に対する援護に関する法律 

 ⽇本被団協が要求した国家補償の理念は否定され

た。 

聖地・広島において静かに「あの⽇」を語り継ぐ動き 

1955 年 4 ⽉ 広島市⻑選 保守派・渡辺忠雄当選 

1957 年 2 ⽉ 広島市原⽔協結成⼤会 

 渡辺忠雄広島市⻑が会⻑就任。半官半⺠組織に 

1950 年代後半〜 原⽔禁運動と学⽣運動により、 

平和公園が政治の場に。 

1960 年半ば 原爆ドーム保存の声が⾼まる 

 ⼈類への「警告」や「戒律」という意味を与えたと

し、広島市は原爆ドーム保存を決意。 

1964 年 ⼭⽥節男広島市⻑、平和公園「聖地化」提唱 

1968 年 7 ⽉ 広島市教委 学校教育に原爆を組込み 

 原爆の投下やそれがもたらした被害、被爆者の苦境

などについて、学校教育に組み⼊れることを表明し、

特別授業実施を念頭にして簡単な指針を作成。 

1970 年代 原爆被災資料ブーム。様々な資料発⾒ 

1970 年代 平和教育関係費を市予算に組込む 

1971 年 8 ⽉ 6 ⽇ 佐藤栄作⾸相、平和式典に参列 

 佐藤が献花を⾏おうとした時、若い⼥性が叫びなが

ら近寄った。⼥性の退場後、外から爆⽵⾳が響き渡

り若者達が公園に乱⼊。政争を避けて「静かな祈り」

を捧げるべきという声の⾼まりが広がる。 

1972 年  広島平和教育研究所設⽴ 

1980 年代以降 体験語りの活動が組織化 

1984 年  「ヒロシマを語る会」 
現在も被爆体験伝承者養成事業をおこなっている。 

参考資料：根本雅也『ヒロシマ・パラドクス』（勉誠出版、2018 年） 


