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独り息づく 1945,11 木野普見雄 長崎の被爆者

原子爆弾に寄せる譜 1946,6 山田耕筰

ヒロシマに寄する歌 49,8 エドモンド・ブランデン 山田耕筰　 イギリスの詩人

広島音頭 52,4 古賀政男

交響曲五番「ヒロシマ」 53、 大木正夫 2006年ＣＤ発売

カンタータ長崎 53 森脇憲三

原爆を許すまじ 54,7 浅田石二 木下航二

夏雲は何もいわねど 55,7 石本美由紀 上原げんと

ちちをかえせ 55,8 峠三吉 広島合唱団

千羽鶴にささげるレクイエム 58,8 米田栄作 山崎登

声高く 60,12 筑城由二 芥川也寸志

この声きけ 60,12 関忠亮 関忠亮 青年歌集第七編に収録

死んだ女の子 60 Ｎ・ヒクメット 木下航二

カンタータ人間をかえせ　第一部 61,12 峠三吉 大木正夫

カンタータ人間をかえせ　第二部 63,8 峠三吉 大木正夫

広島の犠牲者に捧げる哀歌 64,11 クシシトフ・ペンデレッキ ポーランドの作曲家

原子野 65 長崎うたごえセンター

雨になにをしたの 65,8 歌　九重佑三子

組曲　ひろしま 65,11 森脇憲三 持田勝穂

邦楽歌曲　広島の鐘 67,10 益田玲助 木戸全一

「ヒロシマのオルフェ」 1967 大江健三郎 芥川也寸志 歌劇

交響曲　炎の歌 70,3 土井大助 外山雄三 大阪労音20周年記念

日本のツルを折る娘 70,5 セラフイム・ツリコフ ソ連の作曲家

青い空は 70 小森香子 大西進

川面にひとつ 70 いずみたく

「原爆小景から」
　　第二部「日ノ暮レチカク」
　　第三部「夜」

71,3,31 林光 混声合唱曲

愛の歌―ヒロシマの子 73,2 深川宗俊 安達元彦 女声アンサンブル

ヒロシマ 73,8 ジョルジュ・ムスタキ 仏の歌手

碑（いしぶみ） 70,10 薄田純一郎 森脇憲三 男声合唱組曲 

八月のヒロシマ 70年代 中田喜直

祈りの曲第一　哀歌集 75,2 川崎優 被爆者・東京芸大講師

祈りの曲第二　悲歌 77,8

バラード「平和の街のために」 75,6 ハービー・ハンコック 米ジャズピアニスト

願い星、祈り星 75,7 詩川しぐれ 荒木明

音楽構成詩「にのしま」 76,6 源田えり 大西進

歌曲　慟哭 77,7 大平和子 尾上和彦 四ヶ国語に翻訳。

明日への伝言 77年末 いずみたく

「祈り - 原爆の死者のための鎮魂曲集」 79～89 早川正昭

川よとはに美しく 81,9 米田栄作 三枝成章 男声合唱組曲

ヒロシマー1949年8月6日に寄せて 81,11 ブランデン ホセ・テホン

きいてください 82,3 洲加本有衣子 池辺晋一郎

モノオペラ・ひろしま 寺原伸夫
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オペラ・おこりじぞう 1986 山口優子 尾崎敏之

新原爆小景 82,7 原民喜 林光

合唱曲　折鶴のとぶ日 83,11 浜名政昭

反核演歌　母のいのち 83,４
演歌歌手藤沢浩司がレコード
化

反核演歌　語り部の女 84,1

ヒロシマの有る国で 1985 山本さとし 山本さとし

交響曲第6番　HIROSIMA 85,10 団伊玖磨

あの星がぼく 86,3 名越操 ソプラノ独唱曲

オルガン組曲　ノーモアヒロシマ 86,9 オルガクチノタ

合唱組曲　石の焔 87,5 遠藤雅夫

核廃絶へのアピール 87,6 日本原水協 高田龍治

組曲　母の叫び 87,6 芝憲子 宮原豊

SOS・マイ・ラブ 87,7 ミホ・シボ

アポカリプス・ヒロシマム 87,7 ツリア・ムソンゴ

生命の樹、空へ 87,8 林光

合唱曲　おこりじぞう 88 山口勇子 高田龍治

一本の鉛筆 88,7 美空ひばり
第15回広島平和音楽
祭

合唱組曲いのちの賛歌―非核の町に 87 早乙女勝元 寺原伸夫

レクイエム・ヒロシマ 89,5 三木敬之 無伴奏チェロのための小品

世界の命―広島の心 89,7 原田東ミン 藤掛広幸

カンタータ　この灯を永遠に 92,6 山本達雄 安藤由布樹

ヒロシマの少女の折鶴 93,8 丌詳 丌詳
モンゴルの歌手オユンナさん
が紹介

広島の空 97,3 さだまさし さだまさし

折り鶴 1987 梅原司平 梅原司平

ピースウェーブ 1987 橋本のぶよ 松永勇次

広島のレクイエム 1995 大江光 95ヒロシマと音楽コンサート

「黒い雨の日広島」 1995 佐藤正二郎 95ヒロシマと音楽コンサート

「レクイエム『広島』 1995 糀場富美子 95ヒロシマと音楽コンサート

「慟哭」 1995 尾上和彦 95ヒロシマと音楽コンサート

「人間をかえせ」 1995 尾上和彦 95ヒロシマと音楽コンサート

「川を流れているような」 1995 林光 95ヒロシマと音楽コンサート

「雲に人間を殺させるな」 1995 外山雄三 95ヒロシマと音楽コンサート

「ヒロシマに捧げる即興曲」 1995 坂田明 95ヒロシマと音楽コンサート

「ＳＡＹＯＮＡＲＡ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」 1995 Ｄ・ラシアッティ 95ヒロシマと音楽コンサート

「炎“広島、長崎の灯を永遠に”」 1999 飯泉昌子 中山義徳 99ヒロシマと音楽コンサート

「Hiroshima」 1999 加藤登紀子 加藤登紀子 99ヒロシマと音楽コンサート

ねがい 2002 大洲中学三年有志 高田龍治

遥かなるクリスマス 2004 さだまさし さだまさし

いのちをかけて
        ～被爆者集団訴訟を支援して～

2006
武藤昌代
藤村記一郎

藤村記一郎

　　06,4,13現在
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