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書名 著者名 出版社 分類 図書番号

【太平洋戦争】

テーマで調べるクローズアップ!日本の歴史　8 ポプラ社 210 ﾃ 0051228996

人物・遺産でさぐる日本の歴史　15 古川　清行 小峰書店 210.1 ﾌ 0060357877

写真でみる太平洋戦争とくらし・道具事典 宮部　精一 金の星社 210 ｼ 0004475170

歴史アルバム時代をきめた114のできごと PHP研究所 210 ｼﾞ 0002567079

語り伝えるアジア・太平洋戦争　第2巻 吉田　裕 新日本出版社 210.7 ﾖ 0050566924

読む日本の歴史　8 古川　清行 あすなろ書房 210.1 ﾌ 0060358594

調べ学習日本の歴史　8 ポプラ社 210.1 ｼ 0060358030

ガラスのうさぎ 高木　敏子 金の星社 F1 ﾀｶ 0031179853

【東京大空襲】

せんそうってなんだったの?　第二期5 田代　脩 学研教育出版 210 ｾ 0050970638

シリーズ戦争孤児　1 汐文社 210 ｼ 0051062673

シリーズ戦争遺跡　3 汐文社 210.6 ｼ 0050209475

東京大空襲を忘れない 瀧井　宏臣 講談社 210.7 ﾀ 0051177366

池上彰の現代史授業 昭和編　1 池上　彰 ミネルヴァ書房 210.7 ｲ 0051083835

語り伝えるアジア・太平洋戦争　第4巻 吉田　裕 新日本出版社 210.7 ﾖ 0050588415

語り伝える東京大空襲　第1～5巻 早乙女　勝元 新日本出版社 210.7 ｶ 0050359990他

語り伝える空襲　第1巻 安斎　育郎 新日本出版社 210.7 ｱ 0004310648

東京が燃えた日 早乙女　勝元 岩波書店 213.6 ｻ 0050234380

えほん東京のれきし 籾山　千代 岩崎書店 219 ﾓ 0002607816

さくらばし 3月10日 福田　庄助 草土文化 916 ﾌ 0001630841

戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原　重明 小学館 916 ﾋ 0051266019

絵本 東京大空襲 早乙女　勝元 理論社 916 ｻ 0001629720

赤ちゃんと母(ママ)の火の夜 早乙女　勝元 新日本出版社 916 ｻ 0060241961

せんそう　昭和20年3月10日東京大空襲のこと 塚本　千恵子 東京書籍 E ｾ 0050987966

七本の焼けイチョウ 日野　多香子 くもん出版 E ﾅ 0003321050

三月十日の朝 最上　一平 今人舎 E ｻ 0051224372

焼けあとのおにぎり うるしばら　ともよし 国土社 E ﾔ 0060614820

おなあちゃん 多田乃　なおこ 冨山房インターナショナル F1 ﾀﾀﾞ 0004398654

またあしたあそぼうね 山下　ますみ 新日本出版社 F1 ﾔﾏ 0060426307

ネーネ。 海老名　香葉子 くもん出版 F1 ｴﾋﾞ 0004233990

少年の日 太田　征宏 銀の鈴社 F1 ｵｵ 0051022099

■本が見つからない時は、お気軽に図書館の人におたずねください。

■貸出し中の時は予約サービスをご利用ください。

■このテーマに関連する本は、展示している場所以外にもあります。

分類等を参考にしてください。



書名 著者名 出版社 分類 図書番号

【原爆】

わたしたちの戦争体験　7 田代　脩 学研教育出版 210.7 ﾆ 0050167293

シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ　１～5 安斎　育郎 新日本出版社 210.7 ｼ 0051125166他

ノーモアヒロシマ・ナガサキ 黒古　一夫 日本図書センター 210.7 ﾉ 0060054554

ヒロシマあの時、原爆投下は止められた TBSテレビ「ヒロシマ」制作スタッフ 毎日新聞社 YA210.7 ﾋ 0004056350

ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド　１～3 佐藤　広基 汐文社 210.7 ｻ 0003669824他

平和を考える戦争遺物　5 汐文社 210.7 ﾍ 0051088499

平和学習に役立つ戦跡ガイド　1・2 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会 汐文社 210.7 ﾍ 0051062989他

絵で読む広島の原爆 那須　正幹 福音館書店 210.7 ﾅ 0002739420

こんなに恐ろしい核兵器　1・2 鈴木　達治郎 ゆまに書房 319 ｽ 0060412372他

ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 田口　ランディ 筑摩書房 YA210.7 ﾀ 0050530224

ひろしまのピカ　 丸木　俊 小峰書店 210.7 ﾏ 0001651417

ヒロシマをのこす 佐藤　真澄 汐文社 319 ｻ 0060338023

戦争体験を「語り」・「継ぐ」 大石　学 学研プラス 319 ｾ 0060440381

被爆者　60年目のことば 会田　法行 ポプラ社 319 ｱ 0003829966

被爆者　続　70年目の出会い 会田　法行 ポプラ社 319 ｱ 0051250508

15歳のナガサキ原爆 渡辺　浩 岩波書店 916 ﾜ 0003459663

もうひとつのヒロシマ 仲里　三津治 講談社 916 ﾅ 0004348632

ゲンバクとよばれた少年 中村　由一 講談社 916 ﾅ 0060329073

ナガサキ-1945年8月9日 長崎総合科学大学平和文化研究所 岩波書店 916 ﾅ 0002786701

平和の芽 横山　秀夫 講談社 916 ﾖ 0002783400

いのりの石 こやま　峰子 フレーベル館 E ｲ 0051226840

ヒロシマのおとうさん 高橋昭博 汐文社 E ｴ 0001980121

ヒロシマのいのちの水 指田　和 文研出版 E ﾋ 0050027885

ヒロシマ消えたかぞく 指田　和 ポプラ社 E ﾋ 0060497507

おこりじぞう 山口　勇子 新日本出版社 F1 ﾔﾏ 0001707197

原爆の火の長い旅 山口　勇子 新日本出版社 F1 ﾔﾏ 0002289880

『もうひとつのヒロシマ』

仲里 三津治/著 講談社
『少年の日』

太田 征宏/著 銀の鈴社

『読む日本の歴史8』

古川 清行/著 あすなろ書房



書名 著者名 出版社 分類 図書番号

【現代の紛争】  

未来につながるまなびば 子ども大学 こどもくらぶ フレーベル館 002 ﾐ 0060665154

現代用語の基礎知識学習版 現代用語検定協会 自由国民社 031 ｹﾞ 0060653654

14歳からのパレスチナ問題 奈良本　英佑 合同出版 YA227 ﾅ 0060086954

Q&Aで知る中東・イスラーム　1～5巻 偕成社 302 ｷ 0031181608他

アフガニスタン勇気と笑顔 内堀　たけし 国土社 302 ｳ 0003617062

君とまた、あの場所へ 安田　菜津紀 新潮社 YA302 ﾔ 0060430663

ルワンダの祈り 後藤　健二 汐文社 316 ｺﾞ 0004565517

国際化の時代に生きるためのQ&A　１ 創元社 316 ｺ 0060379871

21世紀の紛争　第1～5巻 吉岡　攻 岩崎書店 319 ﾆ 0050629682他

「戦争」と「平和」をあらわす世界の言葉 稲葉　茂勝 今人舎 319 ｲ 0060178760

これから戦場に向かいます 山本　美香 ポプラ社 319 ﾔ 0060033756

なぜ世界には戦争があるんだろう。どうして人はあらそうの? ミリアム・ルヴォー・ダロンヌ 岩崎書店 319 ﾙ 0050401468

世界の人びとに聞いた100通りの平和　1～4 伊勢崎　賢治 かもがわ出版 319 ｾ 0051289873他

内戦の地に生きる 橋本　昇 岩波書店 319 ﾊ 0060456213

子どもに伝えるイラク戦争 石井　竜也 小学館 319 ｲ 0051264296

戦争するってどんなこと? C.ダグラス・ラミス 平凡社 319 ﾗ 0051050247

戦争を取材する 山本　美香 講談社 319 ﾔ 0050443254

戦争を止めたい 豊田　直巳 岩波書店 319 ﾄ 0004408479

領土を考える　3 かもがわ出版 329 ﾘ 0050799708

アフガニスタンの未来をささえる 石原　陽一郎 岩波書店 333 ｱ 0004408460

ようこそ、難民! 今泉　みね子 合同出版 YA334 ｲ 0060541923

池上彰が解説したい!国民・移民・難民　1～3巻 稲葉　茂勝 筑摩書房 334 ｲ 0060417603他

持続可能な地球のために-いま、世界の子どもたちは　第１・2巻 新日本出版社 367 ﾓ 0060326582他

今、世界はあぶないのか? ハナネ・カイ 評論社 YA368 ｲ 0060430789

私はどこで生きていけばいいの? ローズマリー・マカーニー 西村書店 368 ﾏ 0060326309

戦場カメラマン渡部陽一が見た世界　1 渡部　陽一 くもん出版 384 ﾜ 0051164496

なんみんってよばないで。 ケイト・ミルナー 合同出版 E ﾅ 0060544224

ジャーニー国境をこえて フランチェスカ・サンナ きじとら出版 E ｼﾞ 0060414609

駅のピアノ 稲葉　茂勝 今人舎 E ｴ 0060684288

令和3年度 戦争と平和に関する展示図書「戦争を知ろう」ブックリスト
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