
日本の平和博物館

国際的に日本では、広島平和記念資料館と長崎の原爆資料館が良く知られて
いる。日本には数多くの平和博物館、平和資料館が存在しており、平和のための
博物館国際ネットワーク(International Network of Museums for Peace: 
INMP)の元代表のピーター・ヴァン・デン・デュンゲン博士は「日本は世界で平
和博物館運動がある唯一の国である」と指摘されたほどである。その背景には、
1980-90年代の反核平和運動による非核都市宣言の活動と関係があった。

平和博物館ではなく、「平和のための博物館」という言葉がよく使われている。
「平和に関連した博物館、美術館、センター、教育機関、図書館」はまとめて「平和
のための博物館」と呼ばれている。INMPによると、それは次のように定義され
ている。
「平和のための博物館」は、平和に関連した資料の収集、展示、活動を通して平

和の文化を促進するための非営利教育機関である。そこでは平和に貢献した個
人の人生や様々な組織の活動、平和運動や歴史的な出来事に関連した展示物を
使って、平和と非暴力について人々に知らせている。」

世界にどのような「平和のための博物館」があり、どのような活動をしている
のかは、INMPのウェブサイトにあるINMP通信（英文、日本語版）を読むと知る
ことができる。（http://tinyurl.com/INMPMuseumsForPeace/）通信は年に
4回発行され、日本語版は筆者を含めボランティアの方が和訳をしている。

日本の「平和のための博物館」については、「平和のための博物館・市民ネット
ワーク」通信「ミューズ」を読むと活動内容を知ることができる。（2つのウェブ
サイトから読むことができる。なお英語版のMuse Newsletterも発行してい
る。）
・ 東京大空襲戦災資料センター：http://www.tokyo-sensai.net/muse/

index.html　
・ 安斎科学・平和事務所：http://asap-anzai.com/　（最近発行された通信の掲

載）
日本各地には、歴史博物館、美術館、平和資料館、平和センターなど様々な施

設がある。そこでは学校だけでなく、地域で平和教育や平和活動を推進してい
る。2008年に京都の立命館大学国際平和ミュージアムで国際平和博物館会議
が開催され、『世界における平和のための博物館』というガイドブックを英語版
と日本語版（山辺昌彦、山根和代編集）で出版した。

以下の表は、東京大空襲戦災資料センター研究員の山辺昌彦氏が作成された
リストに、新しい情報を加筆したものである。
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都道府県 名称 設立年 公立民立
の別 公式ウェブサイト、住所、電話番号

広島県 広島平和記念資料館 1955 公立
http://hpmmuseum.jp/
〒730-0811 広島市中区中島町1-2
TEL 082-241-4004

長崎県 長崎原爆資料館 1955 公立
https://nagasakipeace.jp/
〒852-8117 長崎市平野町7番8号
TEL 095-844-1231

沖縄県 沖縄県平和祈念資料館 1975 公立
http://www.peace-museum.pref.okinawa.jp/
〒901-0333 沖縄県糸満市字摩文仁614-1
TEL 098-997-3844

東京都 第五福竜丸展示館 1976 公立
http://d5f.org/
〒136-0081 東京都江東区夢の島2-1-1 夢の島公園内
TEL 03-3521-8494

福岡県 兵士・庶民の戦争資料館 1979 民立 〒820-1101 福岡県鞍手郡小竹町大字御徳415-7
 TEL 09496-2-8565

宮城県 仙台市戦災復興記念館 1981 公立
http://www.city.sendai.jp/aoba-chiikishinko/aobaku/shokai/ku
nai/kinenkan/
〒980-0804 仙台市青葉区大町2-12-1
TEL 022-263-6931

兵庫県 神戸市戦災記念資料室 1981 公立 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通り5-1-1
TEL 078-682-9501

沖縄県 ヌチドゥタカラの家 1984 民立
https://www.iejima.org/document/2015011000183/
〒905-0502 沖縄県国頭郡伊江村字東江前2300-4
TEL 0980-49-3047

静岡県 浜松復興記念館 1988 公立
http://fukkoukinenkan.com/
〒430-0937 静岡県浜松市中区利町304-2
TEL 053-455-0815

広島県 大久野島毒ガス資料館 1988 公立
https://www.city.takehara.lg.jp/simin/sisetukannri/dokugasus
iryokan.html
〒 729-2311 広島県竹原市忠海町5491番地
TEL 0846-26-3036

京都府 舞鶴引揚記念館 1988 公立
https://m-hikiage-museum.jp/
〒625-0133 京都府舞鶴市字平1584番地 引揚記念公園内　
TEL 0773-68-0836

沖縄県 ひめゆり平和祈念資料館 1989 民立
http://www.himeyuri.or.jp/JP/top.html
〒901-0344 沖縄県糸満市字伊原671-1
TEL 098-997-2100

高知県 平和資料館・「草の家」 1989 民立
https://ha1.seikyou.ne.jp/home/Shigeo.Nishimori/
〒780-0861 高知市升形9-11
TEL 088-875-1275

東京都 中野区
平和資料展示コーナー 1989 公立

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d022694.html
〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8-1 中野区役所４階
TEL 03-3389-1111

長崎県 少国民資料館 1990 民立 〒851-0251 長崎市田上3-17-47
TEL 095-823-3220

大阪府 大阪国際平和センター 1991 公立
http://www.peace-osaka.or.jp/
〒540-0002 大阪市中央区大阪城2-1
TEL 06-6947-7208

神奈川県 川崎市平和館 1992 公立
http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/21-21-0-0-0-0-0-0-0-0.html
〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町33-1
TEL 044-433-0171

京都府 立命館大学
国際平和ミュージアム 1992 民立

https://www.ritsumeikan-wp-museum.jp/
〒603-8577 京都市北区等持院北町56-1
TEL 075-465-8151

大阪府 吹田市平和祈念資料室 1992 公立
https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-shimin/jink
en/_70171.html
〒565-0862 大阪府吹田市津雲台1丁目2番1号（千里ニュータウンプラザ8階）
TEL 06-6873-7793

北海道 ノーモアヒバクシャ会館 1992 民立
https://twitter.com/dohidankyo
〒003-0029 札幌市白石区平和通17丁目北6-7
TEL 011-866-9545

埼玉県 埼玉県平和資料館 1993 公立
https://www.saitama-peacemuseum.jp/
〒355-0065 埼玉県東松山市岩殿241-113
TEL 0493-35-4111

静岡県 静岡平和資料センター 1993 民立
https://www.shizuoka-heiwa.jp/
〒420-0858 静岡市葵区伝馬町10-25
TEL 054-271-9004

徳島県 鳴門市ドイツ館 1993 公立
http://doitsukan.com/info/
〒779-0225 徳島県鳴門市大麻町桧字東山田55-2
TEL 088-689-0099
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都道府県 名称 設立年 公立民立
の別 公式ウェブサイト、住所、電話番号

大阪府 堺市立平和と人権資料館 1994 公立
http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/jinken/heiwajinkenshiryokan/
〒599-8273 大阪府堺市中区深井清水町1426　堺市教育文化センター内
TEL 072-270-8150

広島県 福山市人権平和資料館 1994 公立
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jinkenheiwa/
〒720-0061 広島県福山市丸之内一丁目1番1号
TEL 084-924-6789

香川県 高松市平和記念館 1995 公立
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotoriku
mi/jinken/keihatsu/heiwa/index.html
高松市松島町一丁目15番1号　たかまつミライエ5階
TEL 087-833-2211

岩手県 太平洋戦史館 1995 民立
http://ww2museum.jp/
〒029-4427 岩手県奥州市衣川陣場下41 
TEL 0197-52-3000

東京都 せたがや平和資料室 1995 公立
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/002/003/001/
d00141171.html
154-0001 東京都世田谷区池尻1丁目5番27号 世田谷公園内
TEL 03-3414-1530

青森県 青森空襲資料常設展示室 1995 公立

https://www.city.aomori.aomori.jp/somu/shiseijouhou/
aomorishi-matidukuri/heiwa/shiryokizo.html
〒 030-0813 青森市松原一丁目6-15 青森市教育委員会事務局中
央市民センター内
TEL 017-734-0163

長崎県 岡まさはる記念
長崎平和資料館 1995 民立

https://www.okakinen.jp/
〒850-0051 長崎市西坂町9ー4
TEL 095-820-5600

広島県 ホロコースト記念館 1995 民立
http://www.urban.ne.jp/home/hecjpn/
〒720-0004 広島県福山市御幸町中津原815
TEL 084-955-8001

北海道 朱鞠内笹の墓標展示館 1995 民立
https://www.facebook.com/sasanobohyomuseum/
〒074-0742 北海道雨竜郡幌加内町字朱鞠内
TEL 0165-38-2017

兵庫県 姫路市平和資料館 1996 公立
https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/category/1-9-1-4-0-0-0-0-0-0.html
兵庫県姫路市西延末475番地（手柄山中央公園内）
TEL 079-291-2525

福岡県 碓井平和祈念館 1996 公立
http://www.e-kama.net/area/%E7%A2%93%E4%BA%95%E5%
B9%B3%E5%92%8C%E7%A5%88%E5%BF%B5%E9%A4%A8/
〒820-0502 福岡県嘉麻市上臼井767番地
TEL 0948-57-3176

大分県 佐伯市平和祈念館やわらぎ 1997 公立
https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0032423/index.html
〒876-0811 大分県佐伯市鶴谷町3丁目3番12号
TEL 0972-22-5700

神奈川県 地球市民かながわプラザ 1998 公立
http://www.earthplaza.jp/ep/exhibits/peace.html
〒247-0007 横浜市栄区小菅ケ谷1-2-1
TEL 045-896-2121

岐阜県 杉原千畝記念館 2000 公立
http://www.sugihara-museum.jp/
〒505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津1071
TEL 0574-43-2460

兵庫県 戦没した船と海員の資料館 2000 民立
http://www.jsu.or.jp/siryo/
〒650-0024 神戸市中央区海岸通３-１-６ 全日本海員組合関西地方支部内
TEL 078-331-7588

福島県 アウシュビッツ平和博物館 2000 民立
http://am-j.or.jp/
〒961-0835 福島県白河市白坂三輪台245
TEL 0248-28-2108

福井県 ゆきのした史料館 2001 民立
ゆきのした文化協会
〒910-0851 福井市米松２丁目11-13
TEL 0776-52-2169

東京都 高麗博物館 2001 民立
https://kouraihakubutsukan.org/
〒169-0072 東京都新宿区大久保1-12-1 第二韓国広場ビル7階
TEL 03-5272-3510

東京都 東京大空襲・戦災
資料センター 2002 民立

https://tokyo-sensai.net/
〒136-0073 東京都江東区北砂1丁目5-4
TEL 03-5857-5631

岩手県 北上平和記念展示館 2002 公立
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki/bun
ka_sports/bunkashisetsu/heiwakinen/11160.html
〒024-0334 岩手県北上市和賀町藤根14地割147-3
TEL 0197-73-5876

岐阜県 岐阜市平和資料室 2002 公立
https://gakuen.gifu-net.ed.jp/~contents/tyu_shyakai/jinbutu/
sensou/siryousitu.htm
〒500-8856 岐阜市橋本町1-10-23 ハートフルスクエアーＧ（2F）
TEL 058-268-1050
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都道府県 名称 設立年 公立民立
の別 公式ウェブサイト、住所、電話番号

兵庫県 西宮市平和資料館 2002 公立
https://www.nishi.or.jp/bunka/heiwahenotorikumi/heiwashiry
okan/heiwashiryokan.html
〒662-0944 兵庫県西宮市川添町15－26 西宮市教育文化センター1階
TEL 0798-33-2086

広島県 国立広島原爆死没者
追悼平和祈念館 2002 国立

https://www.hiro-tsuitokinenkan.go.jp/index.php
〒730-0811 広島市中区中島町1番6号（広島平和記念公園内）
TEL 082-543-6271

新潟県 長岡戦災資料館 2003 公立

https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate12/sensai/sir
youkan.html
〒940-0061 新潟県長岡市城内町2-6-17
TEL 0258-36-3269

長野県 松代大本営平和祈念館 2003 民立
http://matushiro.la.coocan.jp/
〒381-1231 長野市松代町松代1461番地
TEL 026-214-1557

長崎県 国立長崎原爆死没者
追悼平和祈念館 2003 国立

https://www.peace-nagasaki.go.jp/
〒852-8117 長崎市平野町7番8号
TEL 095-814-0055

長崎県 ナガサキピースミュージアム 2003 民立
http://www.nagasakips.com/
〒850-0921 長崎市松が枝町7-15
TEL 095-818-4247

沖縄県 対島丸記念館 2004 国立
http://tsushimamaru.or.jp/
〒900-0031 那覇市若狭1-25-37
TEL 098-941-3515

岡山県 岡山空襲展示室 2005 公立

http://www.city.okayama.jp/okayama-city-museum/sen
sai/sensai_index.html
〒700-0024 岡山市北区駅元町15-1
TEL 086-898-3000

東京都 女たちの戦争と平和資料館 2005 民立
https://wam-peace.org/
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18 AVACOビル2F
TEL 03-3202-4633

東京都 わだつみのこえ記念館 2006 民立
http://www.wadatsuminokoe.org/
〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目29-13 赤門アビタシオン1階
TEL 03-3815-8571

埼玉県 中帰連平和記念館 2006 民立
https://npo-chuukiren.jimdofree.com/
〒350-1175 埼玉県川越市笠幡1948-6
TEL 049-236-4711

愛知県 戦争と平和の資料館　
ピースあいち 2007 民立

http://www.peace-aichi.com/
〒465-0091 名古屋市名東区よもぎ台2-820
TEL 052-602-4222

山梨県 山梨平和ミュージアム 2007 民立
http://ypm-japan.jp/
〒400-0862 甲府市朝気1-1-30
TEL 055-235-5659

茨城県 水戸市平和記念館 2009 公立

https://www.city.mito.lg.jp/001373/heiwa/heiwa/
p004960.html
〒310-0011 水戸市三の丸1-4-19
TEL 029-291-3846

神奈川県 明治大学平和教育
登戸研究所資料館 2010 民立

https://www.meiji.ac.jp/noborito/index.html
〒214-8571 川崎市多摩区東三田１丁目１－１
TEL 044-934-7993

長野県 満蒙開拓平和記念館 2013 民立
https://www.manmoukinenkan.com/
〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場711-10
TEL 0265-43-5580

沖縄県 不屈館 2013 民立
http://senaga-kamejiro.com/about.html
〒900-0031 那覇市若狭2丁目21-5
TEL 098-943-8374

秋田県 花岡平和記念館 2015 民立 〒017-0005 秋田県大館市花岡町前田88-1
TEL 0186-46-2630

北海道 矢臼別平和資料館 2019 民立
http://www.yausubetu.com/
〒088-2577 北海道野付郡別海町矢臼別41-2
TEL 0153-77-2120
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