
映画名
上映時
間（分）

監督名 おもな出演者または原作者 製作年

長崎の鐘 94 大庭秀雄 若原雅夫・月丘夢路・滝沢修 1950

きけわだつみの声 109 関川秀雄 伊豆肇・原保美 1950

暁の脱走 谷口千吉 池部良・山口淑子 1950

原爆の子 90 新藤兼人 乙羽信子・宇野重吉 1952

ひめゆりの塔 130 今井正 津島恵子・香川京子 1952

真空地帯 128 山本薩夫 木村功・下元勉・西村晃 1952

雲流るる果てに 120 家城巳代治 鶴田浩二・木村功・山田五十鈴 1953

ひろしま 110 関川秀雄 月丘夢路・山田五十鈴・岡田英次 1953

ゴジラ 本多稲四郎 志村喬・河内桃子 1954

生きものの記録 105 黒澤明 三船敏郎・志村喬 1955

ビルマの竪琴 109 市川崑 安井昌二・三国連太郎 1956

純愛物語 133 今井正 江原真二郎・中原ひとみ 1957

千羽鶴 65 木村荘十二 菅井美智子・島田屯・三好久子 1958

私は貝になりたい 89 橋本忍 フランキー堺・新珠三千代 1959

人間の条件（六部作） 205  小林正樹 仲代達矢・新珠三千代 1959

第五福竜丸 110 新藤兼人 宇野重吉・乙羽信子 1959

渚にて スタンリー・クレイマー グレゴリー・ペック　エバ・ガードナー 1960

博士の異常な愛情 スタンリー・カブリック ピーター・セラーズ　ジョージ・Ｃ・スコット 1963

愛と死の記録 93 蔵原惟繕 吉永小百合・渡哲也 1966

魚が出てきた日 ミカエル・カコヤニス トム・コートネイ　キャンデイス・バーゲン 1967

ヒロシマの証人 110 斉村和彦 望月優子・高毬子・山本学 1968

沖縄 195 武田敦 佐々木愛・地井武男 1970

戦争と人間（三部作） 195 山本薩夫 北大路欣也・吉永小百合 1973

あ´声なき友 106 今井正 渥美清・倍賞千恵子・北村和夫 1972

海軍特別少年兵 127 今井正 地井武男・小川真由美 1972

軍旗はためく下に 96 深作欣二 丹波哲郎・左幸子 1972

猫は生きている 75 人形劇　島田開 原作・早乙女勝元 1975

はだしのゲン 107 山田典吾 三国連太郎・左幸子 1976

ふたりのイーダ 110 松山善三 倍賞千恵子・山口祟 1976

二つのハーモニカ 70 神山征二郎 南波広弘・殿山泰司・地井武男 1976

はだしのゲン涙の爆発 123 山田典吾 宮城まり子・市原悦子 1977

原子力潜水艦浮上せず デイビッド・グリーン チャールトン・ヘストン 1978

 被爆佒験・戦争佒験を継承できる映画
核兵器・核戦争の非人間性・おろかさを告発する映画一覧

147



映画名
上映時
間（分）

監督名 おもな出演者または原作者 製作年

東京大空襲ガラスのうさぎ 105 橘祐典 長門裕之・長山藍子・蝦名由紀子 1979

はだしのゲンＰＡＲＴⅡ 113 山田典吾 原田潤・丘さとみ・風吹ジュン 1978

チャイナ・シンドローム ジェーン・フオンダ　マイケル・ダグラス 1979

太陽の子てだのふあ 140 浦山桐郎 河原崎長一郎・大空真弓 1980

子どものころ戦争があった 100 齋藤貞郎 樫山文枝・梶芽衣子 1980

にんげんをかえせ 橘　祐典 　 1981

青葉学園物語 100  大沢豊 市毛良枝・鈴木瑞穂 1981

象のいない動物園 80 　前田康生 原作：福田三郎・土田由岐雄 1982

ひめゆりの塔（新作） 142  今井正 栗原小巻・古手川裕子 1982

冬のリトルボーイ 100 木之下晃明 丘さとみ・柳川昌和 1982

対馬丸―さようなら沖縄― 70 小林治 原作：大城立裕 1982

未知への飛行 シドニー・メルット ヘンリー・フオンダ　ダン・オハーリー 1982

はだしのゲン１ 85  真崎守 原作：中沢啓治 1983

この子を残して 128 木下恵介 加藤剛・十朱幸代 1983

せんせい 103 大沢豊 五十嵐めぐみ・齋藤とも子 1983

歴史・核狂乱の時代 116 羽仁進 被爆の記録を贈る会 1983

想い出のアン 118 吉田憲二 ニゴル・ハンフリー・大空真弓・二谷英明 1984

パパママバイバイ 70 設楽博 原作：早乙女勝元 1984

黒い雨にうたれて 95 白土武 原作：中沢啓治 1984

ザ・デイ・アフター ニコラス・メイヤー ジェイソン・ロバーズ　ジョン・リスゴー 1983

ボクちゃんの戦場 106 大沢豊 藤田弓子・山本ゆかり・前田吟 1985

ムッちゃんの詩 100 堀川弘通 磯崎明子・ナレーター岸田今日子 1985

夢千代日記 浦山桐郎 吉永小百合・北大路欣也 1985

走れリュウ 96 小松崎和男 江原真二郎・高木美保 1986

ビルマの竪琴 132 市川崑 中井貴一・石坂浩二 1986

はだしのゲン２ 86 平田敏夫 原作：中沢啓治 1986

風が吹くとき 85 ジミー・Ｔ・ムラカミ 声：森繁久彌・加藤治子 1987

ＳＯＳこちら地球 70 河野秋和 原作：エーリッヒ・ケストナー 1987

さくら隊散る 110 新藤兼人 古田将士・未来貴子・滝沢修 1988

ＴＯＭＯＲＲＯＷ=明日 105 黒木和雄 桃井かおり・南果歩 1988

甲斐犬ゴロー 78 前田庸生 原作：柚子象吉 1988

火の雨が降る 80 有原誠治 原作：福岡空襲を記録する会 1988

火垂るの墓 86 高畑勲 原作：野坂昭如 1988

白旗の少女　琉子 61 出崎哲 原作：新川明・儀間比呂志 1988
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映画名
上映時
間（分）

監督名 おもな出演者または原作者 製作年

千羽づる 96 神山征二郎 広瀬珠美・前田吟・倍賞千恵子 1989

花物語 95 堀川弘通 高橋恵子・石橋蓮司 1989

黒い雨 123 今村昌平 田中好子・北村和夫 1989

かんからさんしん 80 小林治 原作：嶋津与志 1989

まっ黒なおべんとう 49 出崎哲 原作：小玉辰春 1990

うしろの正面だあれ 90 有原誠治 原作：海老名香葉子 1990

キムの十字架 80 山田典吾 原作：和田登 1990

クロがいた夏 70 白土武 原作：中沢啓治 1990

夢 　 黒澤明 寺尾聡・倍賞美津子 1990

ビキニの海は忘れない　　 62 森康行 1990

北緯15゜のデユオ 105 根本順善 川谷拓三・阿部寿美子・烏丸せつこ 1991

八月の狂詩曲 98 黒澤明 村瀬幸子・リチャード・ギア 1991

戦争と青春 110 今井正 工藤夕貴・佐野圭亮 1991

ぞう列車がやってきた 80 加藤盟 原作：小出隆 1992

沈黙の戦艦 アンドリュー・デイビス ステイーブン・セガール 1992

月光の夏 111 神山征二郎 仲代達矢・田中実 1993

ベトナムのダーちゃん 95 後藤俊夫 ブーチイ・タイン・マイ・古谷一行 1993

ライヤンツーリーのうた 85 有原誠治 原作：たかしよいち 1993

蒼い記憶 満蒙開拓と少年た
ち

90 出崎哲 原作：「シリーズ戦争」編集委員会 1993

おばけ煙突のうた 40 大澤豊 原作：早乙女勝元 1993

お星さまのレール 80 平田敏夫 原作：小林千登勢 1993

つるにのって　とも子の冒険 27 有原誠治 原案：ミホ＝シボ 1993

星空のバイオリン 88 中山節夫 原作：和田登 1994

かっ飛ばせ！ドリーマーズ 86 兼森義則 原作：中沢啓治 1994

三たびの海峡 110 神山征二郎 三国連太郎・南野陽子 1995

ウインズ・オブ・ゴッド 100 奈良橋陽子 今井雅之 1995

夏少女 90 森川時久 桃井かおり・間寛平 1995

きけ、わだつみの声 130 出目昌伸 緒方直人・仲村トオル・織田裕二 1995

ひめゆりの塔 121 神山征二郎 沢口靖子・後藤久美子 1995

エイジアン・ブルー浮島丸サコン111 堀川弘通 藤本喜久子・増岡徹・隆大介 1995

人間の翼 135 岡本明久 東根作寿英・山口真有美・佐藤允 1995

ＧＡＭＡ月桃の花 110 大澤豊 朝霧舞・川平慈英 1996

チョッちゃん物語 80 ときたひろこ 原作：黒柳朝 1996

マヤの一生 75 神山征二郎 原作：椋鳩十 1996
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映画名
上映時
間（分）

監督名 おもな出演者または原作者 製作年

チンパオ陳宝的故事 94 中田新一 田村高広・岩崎ひろみ 1999

よっちゃんのビー玉 58 青木雄三 原作：児玉辰春 1999

ライフ・イズ・ビューテイフル ロベルト・ベニーニ ニコレッタ・ブラスキ 1999

シン・レッド・ライン テレンス・マリック ショーン・ペン　ジム・カビーゼル 1999

１３デイズ 145 ロジャー・ドナルドソン ケビン・コスナー　ブルース・グリーンウッド 2000

Ｋ―１９ キャスリン・ビグロー ハリソン・フォード　リーアム・ニーソン 2002

えっちゃんのせんそう 80 2002

戦場のピアニスト ロマン・ポランスキー エイドリアン・ブロデイ 2003

美しい夏キリシマ 　 黒木和雄 原田芳雄　柄本佑 2003

華氏　911 122 マイケル・ムーア Ｇ・Ｗ・ブッシュ　マイケル・ムーア 2004

父と暮らせば 99 黒木和雄 宮沢りえ・原田芳雄 2004

ザ・マッシュルーム・クラブ 短編ドキュメンタリー 2005

アンゼラスの鐘 80 有原誠治 为人公のモデルは医師秋月辰一郎 2005

早咲きの花 15 菅原浩志 原作：宗田理　为演：浅丘ルリ子 2006

紙屋悦子の青春 111 黒木和雄 原田知世・永瀬正敏 2006

二重被爆 60 青木亮 山口彊　語り：加藤登紀子 2006

出口のない海 121 佐々部清 市川海老蔵　伊勢谷友介　上野樹里　塩谷瞬2006

２００６年９月現在
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