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No. 書名 著者 分類

1 メディアは戦争にどうかかわってきたか  日露戦争から対テロ戦争まで                          木下 和寛／著 070

2 世界のお母さんマザー･テレサ  レンズの中に愛がみえた                                       小林 正典／著 198

3 マザー･テレサ  かぎりない愛の奉仕                                                         沖 守弘／作 198

4 マザー･テレサ愛のことば                                                                   いもと ようこ／絵 198

5 キング牧師ってどんな人?                                                                   田口 智子／画 198

6 ピカドン                                                                                  石川 保夫／英訳 210

7 太平洋戦争  少年版  5                                                                     山岡 荘八／ 著 210

8 むかし戦争がはじまった  一年生の絵日記                                                    山下 恵子／文　絵 210

9 戦争と人間のいのち                                                                        来栖 良夫／ 著 210

10 調べ学習日本の歴史  8  アジア太平洋戦争の研究                                             210

11 人物･遺産でさぐる日本の歴史  調べ学習に役立つ  15  第二次世界大戦と現代の日本             古川 清行／著 210

12 それでも､日本人は｢戦争｣を選んだ                                                           加藤 陽子／著 210

13 目でみる戦争とくらし百科  1  戦争への道                                                   早乙女 勝元／監修 210

14 目でみる戦争とくらし百科  2  父が､兄が戦場へ                                              早乙女 勝元／監修 210

15 目でみる戦争とくらし百科  3  うばわれた平和なくらし                                       早乙女 勝元／監修 210

16 目でみる戦争とくらし百科  4  空襲と空腹の日々                                             早乙女 勝元／監修 210

17 目でみる戦争とくらし百科  5  平和の中にのこる戦争                                         早乙女 勝元／監修 210

18 わたしたちのアジア･太平洋戦争  1  広がる日の丸の下で生きる                                西山 利佳／編 210

19 わたしたちのアジア･太平洋戦争  2  いのちが紙切れになった                                  西山 利佳／編 210

20 わたしたちのアジア･太平洋戦争  3  新しい道を選ぶ                                          西山 利佳／編 210

21 戦争とくらしの事典                                                                        210

22 わたしたちの戦争体験  1  戦場                                                             日本児童文芸家協会／著 210

23 わたしたちの戦争体験  2  家族                                                             日本児童文芸家協会／著 210

24 わたしたちの戦争体験  3  学校･遊び                                                        日本児童文芸家協会／著 210

25 わたしたちの戦争体験  4  疎開                                                             日本児童文芸家協会／著 210

26 わたしたちの戦争体験  5  空襲                                                             日本児童文芸家協会／著 210

27 わたしたちの戦争体験  6  沖縄                                                             日本児童文芸家協会／著 210

28 わたしたちの戦争体験  7  原爆                                                             日本児童文芸家協会／著 210

29 わたしたちの戦争体験  8  終戦                                                             日本児童文芸家協会／著 210

30 わたしたちの戦争体験  9  引揚                                                             日本児童文芸家協会／著 210

31 わたしたちの戦争体験  10  成長･発展                                                       日本児童文芸家協会／著 210

32 アジア･太平洋戦争                                                                         森 武麿／監修 210

33 あの日､広島と長崎で  写真物語                                                             平和博物館を創る会／編 210

34 いしぶみ  広島二中一年生全滅の記録                                                        広島テレビ放送／編 210

35 語りつぐ戦争体験  1  ぼくもわたしも梅の花                                                 日本子どもを守る会／編 210

36 語りつぐ戦争体験  2  生きとってよかった                                                   日本子どもを守る会／編 210

37 語りつぐ戦争体験  3  骨壼                                                                 日本子どもを守る会／編 210

38 語りつぐ戦争体験  4  ビルマのくず湯                                                       日本子どもを守る会／編 210

39 語りつぐ戦争体験  5  神の子たち                                                           日本子どもを守る会／編 210

40 語り伝える空襲  ビジュアルブック  第5巻  人類初の核攻撃                                   安斎 育郎／文 監修 210

41 聞いて下さい私たちの十六歳                                                                新世紀に戦争を語り継ぐ会／編 210

42 原爆の悲録  第5集  原爆と平和                                                             森田 幸男／著 210

43 原爆の悲録  第2集  長崎                                                                   森田 幸男／著 210

44 戦争を語りつぐ  女たちの証言                                                              早乙女 勝元／著 210

45 せんそうってなんだったの?  語りつぎお話絵本  1  生活                                      昭和の記憶／監修 210

46 せんそうってなんだったの?  語りつぎお話絵本  2  遊び                                      昭和の記憶／監修 210

47 せんそうってなんだったの?  語りつぎお話絵本  3  家族                                      昭和の記憶／監修 210

48 せんそうってなんだったの?  語りつぎお話絵本  4  学校                                      昭和の記憶／監修 210

49 せんそうってなんだったの?  語りつぎお話絵本  5  戦場                                      昭和の記憶／監修 210

50 せんそうってなんだったの?  語りつぎお話絵本  6  空襲                                      昭和の記憶／監修 210

51 せんそうってなんだったの?  語りつぎお話絵本  7  原爆･沖縄                                 昭和の記憶／監修 210

52 特攻隊員たちへの鎮魂歌(レクイエム)                                                        神坂 次郎／著 210

53 日本にも戦争があった  七三一部隊元少年隊員の告白                                          高柳 美知子／著 210

54 ノーモアヒロシマ･ナガサキ  原爆写真                                                       James Dorsey／訳 210

55 母と子でみる日本の空襲                                                                    土岐 島雄／編 210

※分類番号順に掲載しています。(ただし絵本のみタイトル順に掲載)
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56 ビジュアル版平和博物館･戦跡ガイド  1  広島平和記念資料館と戦跡めぐり                      本地 桃子／イラスト　文 210

57 ビジュアル版平和博物館･戦跡ガイド  2  長崎原爆資料館と戦跡めぐり                          本地 桃子／イラスト　文 210

58 ビジュアル版平和博物館･戦跡ガイド  3  沖縄県平和祈念資料館と戦跡めぐり                    本地 桃子／イラスト　文 210

59 むかし戦争があった                                                                        小田部 雄次／著 210

60 母と子でみる東京大空襲                                                                    早乙女 勝元／編 213

61 平和のたからもの  大きく育て､被爆くすの木の子どもたち!                                    寺田 志桜里／ぶん　え 219

62 ナガサキ消えたもう一つの｢原爆ドーム｣                                                      高瀬 毅／著 219

63 孫に語り伝える｢満州｣                                                                      坂本 竜彦／著 222

64 中国残留日本兵の記録                                                                      古川 万太郎／著 222

65 枯れ葉剤とガーちゃん                                                                      早乙女 勝元／ 著 223

66 戦争孤児のダーちゃん                                                                      早乙女 勝元／ 著 223

67 戦争孤児ロンくんの涙  さよなら､ぼくの国ベトナム                                           もりうち すみこ／訳 223

68 ナパーム弾とキムちゃん                                                                    早乙女 勝元／ 著 223

69 君はパレスチナを知っているか  パレスチナの100年                                           奈良本 英佑 著 228

70 ぼくがハッタ(ふくめん)をかぶった日  パレスチナのこどもたち                                川名 生十／イラスト　写真 228

71 教えて!イラクの戦争と今むかし  1  今イラクで起きていること!                               川名 生十／写真 228

72 教えて!イラクの戦争と今むかし  2  イラクの歴史                                            川名 生十／写真 228

73 教えて!イラクの戦争と今むかし  3  イスラム教とイラクの人びと                              川名 生十／写真 228

74 平和への夢  自爆攻撃にまきこまれた少女の日記                                              ランデルマン　真樹／訳 228

75 母と子でみるアウシュビッツ                                                                早乙女 勝元／編 234

76 歩いて見た太平洋戦争の島々                                                                吉田 裕／監修 270

77 平和にかける虹  人間･下中弥三郎                                                           山本 忠敬／画 289

78 もうひとつの『アンネの日記』                                                              さくま ゆみこ／訳 289

79 アンネ･フランクものがたり  かくれ家の少女                                                 高田 勲／絵 289

80 アンネ･フランクからあなたに  踏みにじられた少女の生命                                     平野 卿子／訳 289

81 デイゴの花かげ  盲目の先達･高橋福治                                                       山城 見信／絵 289

82 ぼくには故郷というものがない  カメラがみた戦後50年                                        石亀 泰郎／作 写真 289

83 永井隆  平和を祈り愛に生きた医師                                                          中井 俊已／著 289

84 シゲコ!  ヒロシマから海をわたって                                                         菅 聖子／著 289

85 じいちゃんは引き揚げ少年だった                                                            坂本 竜彦／著 289

86 アンネ･フランク  ｢隠れ家｣で日記を書き続けた少女                                           橘高 弓枝／訳 289

87 少女アンネ  その足跡                                                                      久米 穣／訳 289

88 悲劇の少女アンネ  ｢アンネの日記｣の筆者･感動の生涯                                         久米 穣／編訳 289

89 アンネ･フランク  1929-1945                                                                来住 道子／訳 289

90 アンネの伝記                                                                              畔上 司／訳 289

91 エディスの真実  ナチ占領下を生きぬいた少女                                                樋口 真理／訳 289

92 母と子でみるアンネ･フランク  隠れ家を守った人たち                                         早乙女 勝元／編 289

93 メンデ  奴隷にされた少女                                                                  真喜志 順子／訳 289

94 あなたのたいせつなものはなんですか?  …カンボジアより                                     山本 敏晴／写真　文 302

95 イラクに生きる  アイ･ラブ･イラク                                                          佐藤 好美／写真　文 302

96 ぼくの見た戦争  2003年イラク                                                              高橋 邦典／写真　文 302

97 ダイヤモンドより平和がほしい  子ども兵士･ムリアの告白                                     後藤 健二／著 302

98 戦争が終わっても  ぼくの出会ったリベリアの子どもたち                                      高橋 邦典／写真　文 302

99 あなたがもし奴隷だったら…                                                                片岡 しのぶ／訳 316

100 なぜ､おきたのか?  ホロコーストのはなし                                                    石岡 史子／訳 316

101 ハンナのかばん  アウシュビッツからのメッセージ                                            石岡 史子／訳 316

102 平和ナガサキ(中学2年生用)  中学校第2学年 平和学習資料集                                   長崎市 319

103 平和ナガサキ  小学校第5学年 平和学習資料集                                                長崎市 319

104 真実の紛争地帯  マスコミが伝えられない裏側を暴く                                          山路 徹 著 319

105 絵で読む広島の原爆  英語版                                                                田中 利幸／訳 319

106 人間が地雷をすてる日                                                                      柳瀬 房子／著 319

107 国際紛争の本  いつ･どこで･何がおきたか?  5  ヨーロッパ/アメリカの紛争                     大芝 亮／監修 319

108 国際社会のルール  1  平和な世界に生きる                                                   319

109 ぼくたち最後の子どもになりたくない                                                        田島 征三／著 319

110 世界はなぜ仲良くできないの?  暴力の連鎖を解くために                                       竹中 千春／著 319

111 国際理解に役立つ世界の紛争を考える  1  アラブ･イスラエル紛争                              319

112 国際紛争の本  いつ･どこで･何がおきたか?  2  アジアの紛争                                  大芝 亮／監修 319
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113 国際紛争の本  いつ･どこで･何がおきたか?  4  中部･南部アフリカの紛争                       大芝 亮／監修 319

114 はてな?なぜかしら?国際紛争                                                                池上 彰／監修 319

115 国際協力と平和を考える50話                                                                森 英樹／著 319

116 国際紛争の本  いつ･どこで･何がおきたか?  1  アジアの紛争                                  大芝 亮／監修 319

117 国際紛争の本  いつ･どこで･何がおきたか?  3  中東/北アフリカの紛争                         大芝 亮／監修 319

118 どこで?なぜ?一目でわかる世界紛争地図                                                      インターナショナル　ワークス／編 319

119 よくわかる世界の紛争大図解  第1巻  領土をめぐる争い                                       山坂 サダオ／イラスト 319

120 国際理解に役立つ世界の紛争を考える  2  国際連合                                           319

121 国際理解に役立つ世界の紛争を考える  3  旧ユーゴスラビア紛争                               319

122 国際理解に役立つ世界の紛争を考える  4  アパルトヘイト問題                                 319

123 国際理解に役立つ世界の紛争を考える  5  北アイルランド紛争                                 319

124 よくわかる世界の紛争大図解  第2巻  民族･宗教対立から起きた争い                            山坂 サダオ／イラスト 319

125 よくわかる世界の紛争大図解  第3巻  民族独立をめざす争い                                   山坂 サダオ／イラスト 319

126 はてな?なぜかしら?北朝鮮問題                                                              池上 彰／監修 319

127 ｢新しい戦争｣を知るための60のQ&A                                                           立山 良司／著 319

128 はてな?なぜかしら?イスラム･中東問題                                                       池上 彰／監修 319

129 アフガン戦争の真実  米ソ冷戦下の小国の悲劇                                                金 成浩／著 319

130 ｢イラク戦争｣検証と展望                                                                    藤原 帰一／編 319

131 広島長崎修学旅行案内  原爆の跡をたずねる                                                  松元 寛／著 319

132 あたらしい戦争ってなんだろう?                                                             山中 典子／共著 319

133 戦争なんて､もうやめて  戦禍の子どもたちと自画像で握手                                     日本国際ボランティアセンター／編 319

134 被爆者  60年目のことば                                                                    会田 法行／写真　文 319

135 原爆の絵  Drawings by survivors                                                           NHK広島放送局／編 319

136 13歳からの平和教室                                                                        浅井 基文／著 319

137 戦争と紛争                                                                                池上 彰／日本語版監修 319

138 語り伝えるヒロシマ･ナガサキ  ビジュアルブック  第1巻  あの日､家族が消えた!                安斎 育郎／文 監修 319

139 海をわたる被爆ピアノ                                                                      矢川 光則／著 319

140 平和と戦争の絵本  3  戦争はなぜくり返される                                               319

141 平和と戦争の絵本  4  非暴力で平和をもとめる人たち                                         319

142 平和と戦争の絵本  5  わたしたちは平和をめざす                                             319

143 平和と戦争の絵本  6  憲法で平和を考える                                                   319

144 語り伝えるヒロシマ･ナガサキ  ビジュアルブック  第3巻  原爆はなぜ落とされたのか?           安斎 育郎／文 監修 319

145 戦争を知るための平和学入門                                                                高柳 先男／著 319

146 走れ!やすほ にっぽん縦断地雷教室                                                          ピースボート／編 319

147 暴力の世界地図                                                                            藤田 千枝／編 319

148 語り伝えるヒロシマ･ナガサキ  ビジュアルブック  第2巻  天主堂も友達も消えた!               安斎 育郎／文 監修 319

149 語り伝えるヒロシマ･ナガサキ  ビジュアルブック  第5巻  平和をひろげよう                    安斎 育郎／文 監修 319

150 平和へ                                                                                    田沼 武能／写真 319

151 平和へのアクション101+2  戦争やテロのない世界の実現に向けて                               松井 和夫／監訳 319

152 核兵器はいらない!  知っておきたい基礎知識                                                 沢田 昭二／著 319

153 さよなら紛争  武装解除人が見た世界の現実                                                  伊勢崎 賢治／著 319

154 15歳のナガサキ原爆                                                                        渡辺 浩／著 319

155 平和と戦争の絵本  1  人はなぜ争うの?                                                      319

156 平和と戦争の絵本  2  平和ってなに?                                                        319

157 語り伝えるヒロシマ･ナガサキ  ビジュアルブック  第4巻  あの日を忘れない                    安斎 育郎／文 監修 319

158 戦場の現在(いま)  戦闘地域の最前線をゆく                                                  加藤 健二郎／著 319

159 長崎修学旅行ハンドブック  学び･調べ･考えよう                                              平和　国際教育研究会／編 319

160 大地に地雷はにあわない  対人地雷禁止をうったえるクリス･ムーンと子どもたち                 宮崎 耕平／絵 319

161 絵で読む広島の原爆                                                                        西村 繁男／絵 319

162 シマが基地になった日  沖縄伊江島二度めの戦争                                              真鍋 和子／著 319

163 シリーズ憲法9条  第1巻  9条を知っていますか                                               歴史教育者協議会／編 323

164 シリーズ憲法9条  第2巻  平和を求めた人びと                                                歴史教育者協議会／編 323

165 シリーズ憲法9条  第3巻  世界の中の9条                                                     歴史教育者協議会／編 323

166 平和･環境･歴史を考える国境の本  わかりやすい地図と写真で考えよう!  1  国境のひみつをさぐろう 池上 彰／監修 329

167 平和･環境･歴史を考える国境の本  わかりやすい地図と写真で考えよう!  2  日本の国境          池上 彰／監修 329

168 平和･環境･歴史を考える国境の本  わかりやすい地図と写真で考えよう!  4  ヨーロッパ･アフリカ･南北アメリカの国境 池上 彰／監修 329

169 平和･環境･歴史を考える国境の本  わかりやすい地図と写真で考えよう!  5  国境が消える!?      池上 彰／監修 329
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170 写真絵本国境なき医師団  1  国境なき医師団とは                                             山本 耕二／編 329

171 写真絵本国境なき医師団  2  戦争で傷ついた人びと                                           山本 耕二／編 329

172 写真絵本国境なき医師団  4  病気や飢えとたたかう                                           山本 耕二／編 329

173 写真絵本国境なき医師団  5  すべての人に医療を                                             山本 耕二／編 329

174 国際人道法戦争にもルールがある                                                            小池 政行／著 329

175 地球を救う仕事  14歳になったら考える  1  平和な世界をつくりたい                           くさば よしみ／編著 333

176 トパーズの日記  日系アメリカ人強制収容所の子どもたち                                      竹下 千花子／訳 334

177 21世紀の平和を考えるシリーズ  4  飢餓                                                     大貫 美佐子／監修 360

178 21世紀の平和を考えるシリーズ  5  エイズ                                                   大貫 美佐子／監修 360

179 21世紀の平和を考えるシリーズ  6  貧困                                                     大貫 美佐子／監修 360

180 現代の世界と日本を知ろう  イン･ザ･ニュース  1  テロリズム                                 久保田 陽子／訳 文 360

181 花岡一九四五年･夏  強制連行された耿諄の記録                                               貝原 浩／画 366

182 枯葉剤の村の子どもたち  ヴェトナム･パコ族の子どものくらし                                 高岩 震／写真 367

183 子ども兵士  銃をもたされる子どもたち                                                      アムネスティ　インターナショナル日本／編著 367

184 みなおなじ地球の子  祖国は難民キャンプ                                                    溜池 玲子／訳 369

185 ｢未来｣をください  世界の難民の子らに､希望の光を                                           本間 浩／監修 369

186 わたしの夢､わたしの人びとの苦しみ  難民キャンプのこどもたち                               子供地球基金中部事務局／編 369

187 地雷の村で｢寺子屋｣づくり  カンボジアひとりNGO･栗本英世の挑戦                              今関 信子／著 372

188 一年生のとき戦争が始まった  われら国民学校奮戦記                                          熊谷 元一／絵　写真 376

189 超｢戦争論｣  下                                                                            田近 伸和／聞き手 391

190 超｢戦争論｣  上                                                                            田近 伸和／聞き手 391

191 少年が救った提督の名誉  原爆運搬艦インディアナポリスの悲劇                                羽生 真／訳 391

192 スターリングラード  運命の攻囲戦1942-1943                                                 堀 たほ子／訳 391

193 戦争請負会社                                                                              山崎 淳／訳 392

194 いまこそ知りたい自衛隊のしくみ                                                            加藤 健二郎／著 392

195 日本の進路を問う  21世紀日本の課題安全保障                                                NHK「21世紀日本の課題安全保障」プロジェクト／編 392

196 戦争中毒  アメリカが軍国主義を脱け出せない本当の理由                                      きくち ゆみ／監訳 392

197 有事法制のすべて  戦争国家への道                                                          自由法曹団／編 393

198 臆病者と呼ばれても  良心的兵役拒否者たちの戦い                                            天川 佳代子／訳 393

199 ルポ軍事基地と闘う住民たち  日本･海外の現場から                                           松元 剛／ ほか著 395

200 わたしの見たかわいそうなゾウ  平和を考える                                                澤田 喜子／著 480

201 ちょうちょ地雷  ある戦場外科医の回想                                                      荒瀬 ゆみこ／訳 498

202 あなたが世界を変える日  12歳の少女が環境サミットで語った伝説のスピーチ                    ナマケモノ倶楽部／編　訳 519

203 原子力のことがわかる本  原子爆弾から原子力発電まで                                        舘野 淳／監修 539

204 生きていたい!  チェルノブイリの子どもたちの叫び                                           チェルノブイリ子ども基金／編 543

205 原発事故はなぜくりかえすのか                                                              高木 仁三郎／著 543

206 アレクセイと泉のはなし                                                                    本橋 成一／写真と文 543

207 伝承･戦艦大和  上                                                                         原 勝洋／編 556

208 伝承･戦艦大和  下                                                                         原 勝洋／編 556

209 1つの爆弾10の人生                                                                         高田 愛／訳 559

210 核兵器事典                                                                                小都 元／著 559

211 核兵器のしくみ                                                                            山田 克哉／著 559

212 イラク湾岸戦争の子どもたち  劣化ウラン弾は何をもたらしたか                                森住 卓／写真　文 559

213 死の海をゆく  第五福竜丸物語                                                              長谷川 潮／著 559

214 パパママバイバイ                                                                          鈴木 たくま／画 687

215 戦争とテレビ                                                                              渡辺 将人／訳 699

216 原爆の絵HIROSHIMA                                                                         720

217 原爆の図  描かれた<記憶>､語られた<絵画>                                                   小沢 節子／著 721

218 ガス室に消えた画家  ヌスバウムへの旅                                                      大内田 わこ／ 著 723

219 はだしのゲン  第1巻                                                                       中沢 啓治／作 726

220 はだしのゲン  第2巻                                                                       中沢 啓治／作 726

221 はだしのゲン  第3巻                                                                       中沢 啓治／作 726

222 はだしのゲン  第4巻                                                                       中沢 啓治／作 726

223 はだしのゲン  第5巻                                                                       中沢 啓治／作 726

224 はだしのゲン  第6巻                                                                       中沢 啓治／作 726

225 はだしのゲン  第7巻                                                                       中沢 啓治／作 726

226 はだしのゲン  第8巻                                                                       中沢 啓治／作 726
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227 はだしのゲン  第9巻                                                                       中沢 啓治／作 726

228 はだしのゲン  第10巻                                                                      中沢 啓治／作 726

229 きれいな絵なんかなかった  こどもの日々､戦争の日々                                         小島 希里／訳 726

230 戦争をくぐりぬけたおさるのジョージ  作者レイ夫妻の長い旅                                  福本 友美子／訳 726

231 あの日のことをかきました  ニューヨークとアフガニスタン絵でつたえる子どもたちの心          エクトル　シエラ／著 726

232 ちいさな瞳の証言者                                                                        グリーンピース出版会／訳　編 726

233 おにいちゃん､死んじゃった  イラクの子どもたちとせんそう                                   谷川 俊太郎／詩 726

234 シリーズ映画で考える  3  映画で考える戦争                                                 奥田 継夫／著 726

235 子どもの写真で見る世界のあいさつことば  平和を考える3600秒                                こどもくらぶ／編 804

236 戦争                                                                                      ミハイル　ショーロホフ／ ほか 著 908

237 原爆児童文学を読む                                                                        水田 九八二郎／著 909

238 空になった少年  詩を愛した被爆二世の祈り                                                  長 新太／画 911

239 まっかな花  子どもの詩でつづる戦争と平和                                                  青木 健真／絵 911

240 世界中の息子たちへ                                                                        高橋 邦典／写真 911

241 ゲンinヒロシマ  物語｢はだしのゲン｣                                                        木島 恭／脚本　詞 912

242 原子野の汽笛                                                                              榎田 八郎／画 913

243 げんさん                                                                                  上野 紀子／絵 913

244 あなたへ  1945年ヒロシマ･8月6日のない日記                                                 鈴木 義治／絵 913

245 たま子の戦争                                                                              日野 多津子／絵 913

246 ヒロシマの歌                                                                              遠藤 てるよ／画 913

247 広島の姉妹                                                                                岩淵 慶造／絵 913

248 見えないほうがよかった                                                                    村上 新一郎／絵 913

249 水とコウリャンの団子  さよさんの太平洋戦争                                                上田 逸子／絵 913

250 いのちの石                                                                                渡部 秀美／著 913

251 タイムトラベル  さまよえる少年兵                                                          鴇田 幹／絵 913

252 春を待つ子どもたち                                                                        安藤 由紀／絵 913

253 アオギリよ芽をだせ  被爆した広島の木                                                      遠藤 てるよ／絵 913

254 戦争をみた大きな木                                                                        具志堅 青鳥／絵 913

255 友情  天皇陛下と少年たちの戦争                                                            高橋 克雄／著 913

256 悲しすぎる夏                                                                              和田 春奈／絵 913

257 ヒロシマの火                                                                              四国 五郎／え 913

258 きのこのおどり                                                                            箕田 源二郎／え 913

259 チロヌップのきつね  アニメ版                                                              高橋 宏幸／原作 913

260 おこりじぞう                                                                              四国 五郎／え 913

261 八月がくるたびに                                                                          篠原 勝之／絵 913

262 蛍になった富由ちゃん                                                                      加藤 春代／著 913

263 原爆の火の長い旅                                                                          山口 勇子／著 913

264 ガラスのうさぎ                                                                            武部 本一郎／画 913

265 おかあさんの木                                                                            箕田 源二郎／絵 913

266 さとうきび畑の唄                                                                          遊川 和彦／著 913

267 家も学校も焼けてしまった  ある学童疎開ものがたり                                          こさか しげる／絵 913

268 一つの花                                                                                  伊勢 英子／絵 913

269 まっ黒なおべんとう                                                                        北島 新平／絵 913

270 ガラスのうさぎ                                                                            武部 本一郎／画 913

271 ナガサキのおばあちゃん                                                                    吉田 隆／絵 913

272 戦場の草ぼっち                                                                            石倉 欣二／絵 913

273 火垂るの墓                                                                                野坂 昭如／著 913

274 火の雨がふる  長編アニメーション映画｢火の雨がふる｣より                                    913

275 もうひとつのヒロシマ  秀男と千穂の似島物語                                                仲里 三津治／著 913

276 金のひしゃく  北斗七星になった孤児たち                                                    増田 昭一／絵　文 913

277 あやと青い目の人形  ナガサキで被爆した少女の物語                                          黒崎 晴生／写真 913

278 一九四一黄色い蝶                                                                          山中 冬児／絵 913

279 えっちゃんのせんそう                                                                      狩野 ふきこ／絵 913

280 夏の花たち  ヒロシマの献水者宇根利枝物語                                                  鈴木 ゆき江／著 913

281 汽笛                                                                                      石倉 欣二／絵 913

読み物
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282 あの戦争のなかにぼくもいた                                                                石浜 みかる／著 913

283 おかあちゃんごめんね                                                                      福田 庄助／画 913

284 地雷をふんだ象モタラ  モタラとローンムの物語                                              はしもと けんじ／絵 913

285 よっちゃんのビー玉                                                                        北島 新平／絵 913

286 ウミガメと少年                                                                            早川 敦子／英訳 913

287 ヒロシマ､八月､炎の鎮魂歌(レクイエム)                                                      永田 治子／絵 913

288 こすもすベーカリー物語                                                                    松本 春野／絵 913

289 ぼくと兄の日章旗  兄から学んだこと                                                        中野 孝次／著 914

290 悪魔の兵器･地雷  地雷の中に生きるカンボジアの子どもたち                                   小林 正典／写真 916

291 折り鶴は世界にはばたいた  平和への祈り･折り鶴をめぐる人びとの物語                         高田 三郎／絵 916

292 犬やねこが消えた  戦争で命をうばわれた動物たちの物語                                      ミヤハラ ヨウコ／絵 916

293 マザー･テレサへの旅  ボランティアってだれのため?                                          寮 美千子／文　写真 916

294 きけわだつみのこえ  日本戦没学生の手記                                                    日本戦没学生記念会／編 916

295 赤い夕日の満州で  少年の日の引揚手記                                                      ちば てつや／さしえマンガ 916

296 おじいさんのたからもの  たったひとりの<平和博物館>ものがたり                              こさか しげる／絵 916

297 つばさのかけら  特攻に散った海軍予備学生の青春                                            吉田 純／絵 916

298 ぼくの戦争  原爆は､そら豆がこげるにおい                                                   加茂 礼子／絵 916

299 ナガサキに翔ぶ  ふりそでの少女像をつくった中学生たち                                      山脇 あさ子／著 916

300 私は13歳だった  一少女の戦後史                                                            樋口 恵子／著 916

301 悲しいお家のお地蔵さま  一発の爆弾で散った一ッ木の子どもたち                              平井 美帆／絵 916

302 先生おさきにさようなら                                                                    遠藤 てるよ／絵 916

303 原爆の少女たち  CDブック                                                                  森下 峯子／編著 916

304 平和の芽  語りつぐ原爆･沼田鈴子ものがたり                                                 横山 秀夫／著 916

305 死なないで!  1945年真岡郵便局｢九人の乙女｣                                                 大宮 健嗣／絵 916

306 ぼくとチェルノブイリのこどもたちの5年間                                                   菅谷 昭／文 916

307 おばあちゃん泣いて笑ってシャッターをきる  戦争とダムにうばわれた70年の人生                楠山 忠之／著 916

308 そしてぼくだけが生き残った  あるカンボジア難民の証言                                      石井 勉／画 916

309 サヨナラはお乳の匂い  脱走から生まれたわたしの終戦                                        村上 新一郎／絵 916

310 テレジンの小さな画家たち  ナチスの収容所で子どもたちは4000枚の絵をのこした                野村 路子／著 916

311 あの日､ベトナムに枯葉剤がふった  戦争の傷あとを見つめつづけた真実の記録                   大石 芳野／作 写真 916

312 ごめんね､お母さん  長崎で原爆をみた少年の心の記録                                         高橋 孟／絵 916

313 娘よ､ここが長崎です  永井隆の遺児､茅乃の平和への祈り                                      保田 孝／写真 916

314 平和の木                                                                                  二俣 英五郎／画 916

315 地図にない島へ                                                                            吉本 宗／絵 916

316 広島･長崎からの伝言                                                                       大川 悦生／編著 916

317 ピカドン  だれも知らなかった子どもたちの原爆体験記                                        916

318 悲しい下駄                                                                                高田 勲／画 929

319 母さんはおるす                                                                            いわさき ちひろ／絵 929

320 砂のゲーム  ぼくと弟のホロコースト                                                        母袋 夏生／訳 929

321 走れ､走って逃げろ                                                                         母袋 夏生／訳 929

322 アミスタッド  誇り高き自由への闘い                                                        加藤 耕一／訳 933

323 11の声                                                                                    伊藤 比呂美／訳 933

324 あらしの前                                                                                吉野 源三郎／訳 933

325 あらしのあと                                                                              吉野 源三郎／訳 933

326 猫の帰還                                                                                  坂崎 麻子／訳 933

327 ヒットラーのむすめ                                                                        さくま ゆみこ／訳 933

328 禁じられた約束                                                                            野沢 佳織／訳 933

329 兵士ピースフル                                                                            佐藤 見果夢／訳 933

330 少年は戦場へ旅立った                                                                      林田 康一／訳 933

331 海辺の王国                                                                                坂崎 麻子／訳 933

332 弟の戦争                                                                                  原田 勝／訳 933

333 母からの伝言  刺しゅう画に込めた思い                                                      片岡 しのぶ／訳 936

334 キンダートランスポートの少女                                                              木畑 和子／訳 936

335 人食い  クラウス･コルドン短編集                                                           いより あきこ／絵 943

336 ベルリン1933                                                                              酒寄 進一／訳 943

337 アンネの日記                                                                              深町 真理子／訳 949

338 海の島                                                                                    菱木 晃子／訳 949
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339 睡蓮の池                                                                                  菱木 晃子／訳 949

340 9月のバラ                                                                                 福本 友美子／訳 E

341 9番目の戦車  The story of Tankuro                                                         ときた ひろし／著 E

342 Oじいさんのチェロ                                                                         タケカワ ユキヒデ／訳 E

343 あいたかったよ                                                                            こやま 峰子／訳 E

344 あの夏の日                                                                                長崎市／英訳 E

345 ありがとう地雷ではなく花をください  サニーのゆめ                                          吹浦 忠正／監修 E

346 アンナの赤いオーバー                                                                      松川 真弓／やく E

347 いわたくんちのおばあちゃん                                                                はまの ゆか／絵 E

348 うみをわたったこぶた                                                                      黒井 健／絵 E

349 エリカ奇跡のいのち                                                                        柳田 邦男／訳 E

350 おしっこぼうや  せんそうにおしっこをひっかけたぼうやのはなし                              木坂 涼／訳 E

351 オットー  戦火をくぐったテディベア                                                        鏡 哲生／やく E

352 おはじきの木                                                                              上野 紀子／絵 E

353 おりづるの旅  さだこの祈りをのせて                                                        狩野 富貴子／絵 E

354 おれはなにわのライオンや                                                                  長谷川 知子／絵 E

355 お手玉いくつ                                                                              山中 冬児／絵 E

356 かさをささないシランさん                                                                  いせ ひでこ／絵 E

357 かわいそうなぞう                                                                          たけべ もといちろう／え E

358 キャラメルの木                                                                            小泉 るみ子／絵 E

359 ジュノー  絵本版                                                                          UNION CHO／絵 E

360 すみれ島                                                                                  松永 禎郎／絵 E

361 せかいでいちばんつよい国                                                                  なかがわ ちひろ／訳 E

362 たったひとりの戦い                                                                        平岡 敦／訳 E

363 ちむどんどん  沖縄戦-母から命へ-                                                          金城 明美／文　絵 E

364 つつみのおひなっこ  仙台空襲ものがたり                                                    高倉 勝子 著 E

365 つる  サダコの願い                                                                        こだま ともこ／訳 E

366 つるちゃん  絵本                                                                          金城 明美／ぶん　え E

367 トラップ一家物語                                                                          岩倉 務／共訳 E

368 ねことねずみ愛のものがたり                                                                いわくら つとむ／訳　文 E

369 ばあちゃんのしべとろ  わたしのふるさとは｢北方領土｣                                        はやし まきこ／え E

370 はらっぱ  戦争･大空襲･戦後…いま                                                          神戸 光男／構成 文 E

371 ヒロシマに原爆がおとされたとき                                                            大道 あや／著 E

372 ひろしまのエノキ                                                                          二俣 英五郎／絵 E

373 ピンク色の雲  おばあちゃんのヒロシマ                                                      稲田 善樹／絵 E

374 ふりそでの少女                                                                            松添 博／作 絵 E

375 ぼくがラーメンたべてるとき                                                                長谷川 義史／作 絵 E

376 まちんと                                                                                  司 修／絵 E

377 まっ黒なおべんとう  絵本                                                                  長沢 靖／絵 E

378 ミヨちゃんの笛                                                                            白井 史朗／作 絵 E

379 もえたじゃがいも                                                                          入野 忠芳／作 絵 E

380 リスの目  フィンランドからスウェーデンへ｡北欧にもあった学童疎開｡                          木村 由利子／訳 E

381 ローズ･ブランチュ                                                                         岩倉 務／共訳 E

382 わすれないあの日                                                                          三代沢 史子／えと文 E

383 わすれないで  第五福竜丸ものがたり                                                        赤坂 三好／文　絵 E

384 わたしのヒロシマ                                                                          森本 順子／作　絵 E

385 わらってお母さん                                                                          たから さやか／絵 E

386 原爆の火                                                                                  毛利 まさみち／絵 E

387 原爆の少女ちどり                                                                          山下 まさと／作 絵 E

388 紅玉                                                                                      高田 三郎／絵 E

389 七本の焼けイチョウ                                                                        さいとう りな／え E

390 世界中のこどもたちが103                                                                   平和を作ろう!絵本作家たちのアクション／著 E

391 地雷ではなく花をください  サニーのおねがい                                                柳瀬 房子／文 E

392 地雷ではなく花をください  続  サニーカンボジアへ                                          柳瀬 房子／文 E

393 地雷ではなく花をください  続々  サニーボスニア･ヘルツェゴビナへ                           柳瀬 房子／文 E

絵本　　※タイトル順

7



長崎市立図書館　団体貸出室
平和　資料リスト

 2011.2

394 東京がもえた夜  アニメ東京大空襲                                                          虫プロダクション／絵 E

395 彼の手は語りつぐ                                                                          千葉 茂樹／訳 E
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