
書名 著者名 出版社 資料番号

210 ｼ 1
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナ
ガサキ

安斎　育郎 新日本出版社 0450285249

210 ｼ 2
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナ
ガサキ

安斎　育郎 新日本出版社 0450298863

210 ｼ 3
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナ
ガサキ

安斎　育郎 新日本出版社 0450298855

210 ｼ 5
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナ
ガサキ

安斎　育郎 新日本出版社 0450298839

210 ｼ 4
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナ
ガサキ

安斎　育郎 新日本出版社 0450298847

210 ﾀ 東京大空襲を忘れない 瀧井　宏臣 講談社 0450293557

210 ｼ 1 シリーズ戦争遺跡 汐文社 0450040154

210 ｼ 2 シリーズ戦争遺跡 汐文社 0450048720

210 ｼ 3 シリーズ戦争遺跡 汐文社 0450046062

210 ｼ 4 シリーズ戦争遺跡 汐文社 0450053140

210 ｼ 5 シリーズ戦争遺跡 汐文社 0450047001

210.7 ﾀ 命のうた 竹内　早希子 童心社 0460120524

217 ｻ ヒロシマ消えたかぞく 指田　和 ポプラ社 0460086843

227 ﾌ 友だちになれたら、きっと。 ガリト・フィンク 鈴木出版 0401026691

234 ﾌ 正義の声は消えない ラッセル・フリードマン 汐文社 0460013754

289 ﾕ 武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ 金の星社 0450289284

289 ﾌ アンネ・フランク キャロル・アン・リー 偕成社 0450293739

289 ｾ イレーナ・センドラー 平井　美帆 汐文社 0401045691

289 ﾐ ナビラとマララ 宮田　律 講談社 0450392043

289 ｽ 六千人の命を救え!外交官・杉原千畝白石　仁章 PHP研究所 0450261347

BS 302 ｱ 平和ってなんだろう 足立　力也 岩波書店 0450001049

302 ｵ 平和の種をまく 大塚　敦子 岩崎書店 0400986061

316 ﾛ なぜ、おきたのか? クライヴ・A.ロートン 岩崎書店 0400890500

BS 319 ﾉ ほんとうにあった戦争と平和の話 野上　暁 講談社 0450354870

319 ｻ ヒロシマのいのち 指田　和 文研出版 0460066232

YA 319 ｱ 13歳からの平和教室 浅井　基文 かもがわ出版 0450062033

319 ｼ 1 平和を考えよう 下郷　さとみ あかね書房 0450222729

請求記号



319 ｼ 2 平和を考えよう 下郷　さとみ あかね書房 0450222710

319 ｻ ヒロシマをのこす 佐藤　真澄 汐文社 0460039893

334 ｳ 十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた アンドレア・ウォーレン汐文社 0460102000

368 ｲ 1 今、世界はあぶないのか? ハナネ・カイ 評論社 0460008376

368 ｲ 2 今、世界はあぶないのか? ハナネ・カイ 評論社 0460008384

368 ｲ 6 今、世界はあぶないのか? ハナネ・カイ 評論社 0460131291

376 ｳ ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ ポプラ社 0450177700

916 ｲ 君たちには話そう いしい　ゆみ くもん出版 0450310946

916 ﾁ 子どもたちへ、今こそ伝える戦争 長　新太 講談社 0450311620

916 ｵ 奇跡のプレイボール 大社　充 金の星社 0450029620

916 ﾊ 零戦パイロットからの遺言 原田　要 講談社 0450371874

916 ﾔ 13歳の少女が見た沖縄戦 安田　未知子 WAVE出版 0450306997

916 ｳ 折り鶴は世界にはばたいた うみの　しほ PHP研究所 0400588445

YA 956 ｸ いのちは贈りもの フランシーヌ・クリストフ 岩崎書店 0460014372

E ｾ せんそうしない たにかわ　しゅんたろう講談社 0450312728

E ﾀﾞ だっこの木 宮川　ひろ 文溪堂 0450087878

E ｵ おしっこぼうや ウラジーミル・ラドゥンスキーセーラー出版 0400891200

E ﾊﾞ バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター 晶文社 0400969421

E ｵ おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ あすなろ書房 0450003260

E ｾ せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー 光村教育図書 0400883390

E ﾏ マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ ポプラ社 0460056755

E ｿ そらいろ男爵 ジル・ボム 主婦の友社 0450313579

E ﾜ 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 0460034389

E ﾍ へいわってどんなこと? 浜田　桂子 童心社 0450093494

E ﾏ マララとイクバル ジャネット・ウィンター 岩崎書店 0450297097

L E ﾀ たったひとりの戦い
アナイス・ヴォージュ
ラード

徳間書店 0400673301

E ﾋ ひろしまのピカ 丸木　俊 小峰書店 0400638994

E ﾎﾞ ぼくのこえがきこえますか 田島　征三 童心社 0450154494



E ﾔ 焼けあとのちかい 半藤　一利 大月書店 0460087510

E ﾜ わたしに手紙を書いて シンシア・グレイディ 評論社 0460121225

E ﾎﾞ ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川　義史 教育画劇 0400989553

E ｸ くつがいく 和歌山　静子 童心社 0450260504

F1 ﾅｽ5 那須正幹童話集 那須　正幹 ポプラ社 0450247190

F1 ﾆｼ4 戦争と平和のものがたり 西本　鶏介 ポプラ社 0450297640

F1 ｵﾁ 完司さんの戦争 越智　典子 偕成社 0460121557

BS F1 ﾀｶ チロヌップのきつね 高橋宏幸作 金の星社 0450159171

F1 ﾆｼ3 戦争と平和のものがたり 西本　鶏介 ポプラ社 0450297659

F1 ﾆｼ5 戦争と平和のものがたり 西本　鶏介 ポプラ社 0450297632

F1 ｶﾄﾞ 靴屋のタスケさん 角野　栄子 偕成社 0460064576

F1 ﾚｲ パンプキン! 令丈　ヒロ子 講談社 0450108384

F1 ﾆｼ1 戦争と平和のものがたり 西本　鶏介 ポプラ社 0450297675

F1 ﾄﾐ 盆まねき 富安　陽子 偕成社 0450106634

F1 ﾆｼ2 戦争と平和のものがたり 西本　鶏介 ポプラ社 0450297667

YA F1 ﾓﾘ マレスケの虹 森川　成美 小峰書店 0460103960

F2 ﾘｸ 戦火の三匹 ミーガン・リクス 徳間書店 0450330283

YA F2 ｵﾙ 砂のゲーム ウーリー・オルレブ 岩崎書店 0450293755

F2 ﾚﾋﾞ ハンナのかばん カレン・レビン ポプラ社 0400769468

BS F2 ﾘﾋ ぼくたちもそこにいた
ハンス・ペーター・リヒ
ター

岩波書店 0400858707

BS F2 ﾘﾋ あのころはフリードリヒがいた
ハンス・ペーター・リヒ
ター

岩波書店 0400765655

YA F2 ﾎﾞｲ 縞模様のパジャマの少年 ジョン・ボイン 岩波書店 0450009186

F2 ﾄﾞｶﾞ 隠れ家 シャロン・ドガー 岩崎書店 0450108376

F2 ﾌﾗ <天才フレディ>と幽霊の旅 シド・フライシュマン 徳間書店 0450090390

F2 ﾘｸ 子犬たちのあした ミーガン・リクス 徳間書店 0460057620


