山形県立図書館企画展

《児童向け》

戦争と平和に関する児童向けの資料、体験集、物語や絵本のリストです。
戦後70年の区切りの年に、平和について考えてみませんか。
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著者名

出版者

出版年月

請求記号

近代日本の戦争
（岩波ジュニア新書）
色川 大吉／著 岩波書店 1998.6 Z210.6/ｲﾛ/
シリーズ戦争遺跡 1
学校・地域に残る戦争のつめあと
2
岩脇彰 ・ 東海林次男／編 汐文社 2010.2 Z210.6/ｼﾘ/1
1

3

シリーズ戦争遺跡 2
戦争になった島―沖縄・本土戦
平井美津子／編 汐文社 2010.3 Z210.6/ｼﾘ/2

4

シリーズ戦争遺跡 3
町が消えた―全国の空襲・原爆遺跡
辻隆広／編 汐文社 2010.4 Z210.6/ｼﾘ/3

5

シリーズ戦争遺跡 4
幻の「大東亜共栄圏」
本庄豊／編 汐文社 2010.4 Z210.6/ｼﾘ/4

6

シリーズ戦争遺跡 5
歩いてみよう身近な戦争遺跡
磯崎三郎／編 汐文社 2010.4 Z210.6/ｼﾘ/5

7

日本の戦争遺跡図鑑
戦争遺跡保存全国ネットワーク／監修 PHP研究所 2013.7 Z210.6/ｾﾝ/

8

戦争遺跡から学ぶ
（岩波ジュニア新書）
戦争遺跡保存全国ネットワーク／編 岩波書店 2003.6 Z210.7/ｾﾝ/

9

平和を考える戦争遺物 1
子どもたちと戦争
岩脇彰／編 汐文社 2013.6 Z210.7/ﾍｲ/1

10

平和を考える戦争遺物 2
ある兵士の歩み
東海林次男／編 汐文社 2013.1 Z210.7/ﾍｲ/2

11

平和を考える戦争遺物 3
女たちの戦争
本庄豊／編 汐文社 2013.12 Z210.7/ﾍｲ/3

12

平和を考える戦争遺物 4
沖縄戦と米軍占領 平井美津子／編 汐文社 2014.3 Z210.7/ﾍｲ/4

13

平和を考える戦争遺物 5
広島・長崎・空襲
是恒高志／編 汐文社 2014.3 Z210.7/ﾍｲ/5

14

日本の戦跡を見る
（岩波ジュニア新書）
安島 太佳由／著 岩波書店 2003.12 Z210.7/ﾔｽ/

15

<図説>戦争の中の子どもたち
（歴史博物館シリーズ）
山中 恒／著 河出書房新社 1989.8 Z210.7/ﾔﾏ/

16

わたしたちの戦争体験 1
戦場
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/1

17

わたしたちの戦争体験 2
家族
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/2

18

わたしたちの戦争体験 3
学校・遊び
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/3

19

わたしたちの戦争体験 4
疎開
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/4

20

わたしたちの戦争体験 5
空襲
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/5

21

わたしたちの戦争体験 6
沖縄
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/6

22

わたしたちの戦争体験 7
原爆
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/7

23

わたしたちの戦争体験 8
終戦
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/8

24

わたしたちの戦争体験 9
引揚
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/9

25

わたしたちの戦争体験 10
成長・発展
田代 脩／監修 (社)日本児童文芸家協会 学研教育出版 2010.2 Z210.74/ﾜﾀ/10

26

シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 1
天からふってきた悪魔
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2014.11 Z210.75/ｱﾝ/1

27

シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 2
キノコ雲の下で起きたこと 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2015.3 Z210.75/ｱﾝ/2

28

シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 3
歴史を未来にいかす
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2015.3 Z210.75/ｱﾝ/3

29

シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 4
核兵器とはどういうものか
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2015.3 Z210.75/ｱﾝ/4

30

シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 5
平和についてかんがえる 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2015.3 Z210.75/ｱﾝ/5

31

語り伝える空襲 第1巻
10万人が殺された日
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2008.4 Z210.75/ｱﾝ/1

32

語り伝える空襲 第2巻
日本が戦場になった日
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2008.5 Z210.75/ｱﾝ/2

33

語り伝える空襲 第3巻
ふりそそぐ原爆の雨
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2008.6 Z210.75/ｱﾝ/3

34

語り伝える空襲 第4巻
逃げまどう市民たち
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2008.7 Z210.75/ｱﾝ/4

35

語り伝える空襲 第5巻
人類初の核攻撃
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2008.7 Z210.75/ｱﾝ/5

36

海に沈んだ対馬丸
（岩波ジュニア新書）
早乙女 愛／著 岩波書店 2008.6 Z210.75/ｻｵ/

37

東京大空襲を忘れない
（世の中への扉 歴史）
瀧井 宏臣／著 講談社 2015.2 Z210.75/ﾀｷ/

38

せんそうってなんだったの? 第1期1
生活
田代 脩 ・ ＮＰＯ「昭和の記憶」／監修 学研 2007.2 Z210.75/ﾀｼ/1

39

せんそうってなんだったの? 第1期2
遊び
田代 脩 ・ ＮＰＯ「昭和の記憶」／監修 学研 2007.2 Z210.75/ﾀｼ/2

40

せんそうってなんだったの? 第1期3
家族
田代 脩 ・ ＮＰＯ「昭和の記憶」／監修 学研 2007.2 Z210.75/ﾀｼ/3

41

せんそうってなんだったの? 第1期4
学校
田代 脩 ・ ＮＰＯ「昭和の記憶」／監修 学研 2007.2 Z210.75/ﾀｼ/4

42

せんそうってなんだったの? 第1期5
戦場
田代 脩 ・ ＮＰＯ「昭和の記憶」／監修 学研 2007.2 Z210.75/ﾀｼ/5

43

せんそうってなんだったの? 第1期6
空襲
田代 脩 ・ ＮＰＯ「昭和の記憶」／監修 学研 2007.2 Z210.75/ﾀｼ/6

44

せんそうってなんだったの? 第1期7
原爆・沖縄
田代 脩 ・ ＮＰＯ「昭和の記憶」／監修 学研 2007.2 Z210.75/ﾀｼ/7

45

せんそうってなんだったの? 第1期8
戦後
田代 脩 ・ ＮＰＯ「昭和の記憶」／監修 学研 2007.2 Z210.75/ﾀｼ/8

46

せんそうってなんだったの? 第2期1
台湾からの引きあげ
岡信子／文
まるやまあやこ／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-1

47

せんそうってなんだったの? 第2期2
戦争中の北海道でのできごと
井上こみち／文
ミヤハラヨウコ／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-2

48

せんそうってなんだったの? 第2期3
疎開を受け入れた東北の農村
堀米薫／文 水野ぷりん／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-3

49

せんそうってなんだったの? 第2期4
海軍少年航空兵の見た戦争
山本省三／文 篠崎三朗／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-4

50

せんそうってなんだったの? 第2期5
東京大空襲と戦災孤児
高橋うらら／文
ひだかのり子／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-5

51

せんそうってなんだったの? 第2期6
沖縄戦、人々の苦しみ
真鍋和子／文 中沢正人／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-6

52

せんそうってなんだったの? 第2期7
静岡空襲がもたらした悲しみ
山本省三／文と絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-7

53

せんそうってなんだったの? 第2期8
特攻隊員が迎えた終戦
竹野栄／文
ひらのてつお／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-8

54

せんそうってなんだったの? 第2期9
広島原爆、少年の死
井上こみち／文
すがわらけいこ／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-9

55

せんそうってなんだったの? 第2期10
長崎原爆、生死を分けた運命
光丘真理／文 藤本四郎／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-10

56

せんそうってなんだったの? 第2期11
満州に押し寄せるソ連軍
高橋うらら／文 岡本順／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-11

57

せんそうってなんだったの? 第2期12
戦争の中で見た人間の姿
ささきあり／文
夏目尚吾／絵 田代 脩／監修 学研教育出版 2014.2 Z210.75/ﾀｼ/2-12

58

綾瀬はるか「戦争」を聞く
（岩波ジュニア新書）
TBSテレビ『NEWS23』取材班／編 岩波書店 2013.4 Z210.75/ﾃｲ/

59

絵で読む広島の原爆
（かがくのほん）
那須 正幹／文 西村繁男／絵 福音館書店 1995.3 Z210.75/ﾅｽ/

60

いしぶみ
広島二中一年生全滅の記録
広島テレビ放送／編 ポプラ社 2005.7 Z210.75/ﾋﾛ/

61

平和を考える戦争遺産図鑑
安島 太佳由／写真 著 吉田裕／監修 岩崎書店 2015.1 Z210.75/ﾔｽ/

62

戦争の時代の子どもたち
（岩波ジュニア新書）
吉村 文成／著 岩波書店 2010.7 Z210.75/ﾖｼ/

63

15歳のナガサキ原爆
（岩波ジュニア新書）
渡辺 浩／著 岩波書店 2002.11 Z210.75/ﾜﾀ/

64

キーワードで読む戦後史
（岩波ジュニア新書）
榊原 昭二／著 岩波書店 1994.12 Z210.76/ｻｶ/

65

戦争のなかの京都
（岩波ジュニア新書）
中西 宏次／著 岩波書店 2009.12 Z216.2/ﾅｶ/

66

語り伝える沖縄 第1巻
沖縄のいま、むかし
安齋 育郎／文 監修 新日本出版社 2006.12 Z219.9/ｱﾝ/1

67

語り伝える沖縄 第2巻
沖縄戦はなぜおきた？
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2007.1 Z219.9/ｱﾝ/2

68

語り伝える沖縄 第3巻
島ぐるみの悲劇の戦争
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2007.1 Z219.9/ｱﾝ/3

69

語り伝える沖縄 第4巻
美ら島と米軍基地
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2007.3 Z219.9/ｱﾝ/4

70

語り伝える沖縄 第5巻
命どぅ宝のこころ
安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2007.3 Z219.9/ｱﾝ/5

71

戦争と沖縄
（岩波ジュニア新書）
池宮城 秀意／著 岩波書店 1980.7 Z219.9/ｲｹ/

72

孫に語り伝える「満州」
（岩波ジュニア新書）
坂本 竜彦／著 岩波書店 1998.1 Z222.074/ｻｶ/

73

中学生の満州敗戦日記
（岩波ジュニア新書）
今井 和也／著 岩波書店 2008.3 Z222.5/ｲﾏ/

74

母と子でみる南京からの手紙
（日本は中国でなにをしたかⅠ）
早乙女 勝元／編 草の根出版会 1989.9 Z222/ｻｵ/

75

母と子でみる重慶からの手紙
（日本は中国でなにをしたかⅡ）
早乙女 勝元／編 草の根出版会 1989.9 Z222/ｻｵ/

76

母と子でみるハルビンからの手紙
（日本は中国でなにをしたかⅢ）
早乙女 勝元／編 草の根出版会 1990.7 Z222/ｻｵ/

77

歩いて見た太平洋戦争の島々
（岩波ジュニア新書）
安島 太佳由／著 吉田裕／監修 岩波書店 2010.4 Z270/ﾔｽ/

78

平和をつくった世界の20人
（岩波ジュニア新書）
ケン・ベラー／著 ヘザー・チェイス／著 岩波書店 2009.11 Z280/ﾍﾞﾗ/

79

シゲコ！ ヒロシマから海をわたって
菅 聖子／著 偕成社 2010.8 Z289.1/ｽｶﾞ/

80

わたしが外人だったころ
（たくさんのふしぎ傑作集）
鶴見 俊輔／文 佐々木マキ／絵 福音館書店 2015.5 Z289.1/ﾂﾙ/

81

絵本 アンネ・フランク
ジョゼフィーン・プール／文
片岡しのぶ／訳 あすなろ書房 2005.4 Z289.3/ﾌﾗ/

82

アンネ・フランク
（ビジュアル版伝記シリーズ）
アン・クレイマー／著 小木曽絢子／訳 BL出版 2008.5 Z289.3/ﾌﾗ/

83

被爆者 60年目のことば
（シリーズ自然いのちひと）
会田 法行／写真・文 ポプラ社 2005.7 Z319.8/ｱｲ/

84

新版 1945年8月6日
（岩波ジュニア新書）
伊東 壮／著 岩波書店 1989.5 Z319.8/ｲﾄ/

85

戦争のなかの青年
（岩波ジュニア新書）
大島 孝一／著 岩波書店 1985.11 Z319.8/ｵｵ/

86

訪ねてみよう戦争を学ぶミュージアム メモリアル
（岩波ジュニア新書）
<記憶と表現>研究会／著 岩波書店 2005.6 Z319.8/ｷｵ/

87

ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ
（ちくまプリマー新書）
田口 ランディ／著 筑摩書房 2011.9 Z319.8/ﾀｸﾞ/

88

戦争を止めたい
（岩波ジュニア新書）
豊田 直巳／著 岩波書店 2009.4 Z319.8/ﾄﾖ/

89

ナガサキ-１９４５年８月９日
（岩波ジュニア新書）
長崎総合科学大学平和文化研究所／編 岩波書店 1984.6 Z319.8/ﾅｶﾞ/

90

被爆アオギリと生きる
（岩波ジュニア新書）
広岩 近広／著 岩波書店 2013.4 Z319.8/ﾋﾛ/

91

広島長崎修学旅行案内
（岩波ジュニア新書）
松元 寛／著 岩波書店 1998.5 Z319.8/ﾏﾂ/

アンジェラ・バレット／絵

92

奇跡はつばさに乗って
（世の中への扉 平和）
源 和子／著 講談社 2013.7 Z319.8/ﾐﾅ/

93

海をわたる被爆ピアノ
（世の中への扉 平和）
矢川 光則／著 講談社 2010.7 Z319.8/ﾔｶﾞ/

94

あの夏の日
葉 祥明／絵・文

95

広島・長崎からの伝言
（岩崎少年文庫）
大川 悦生／編著 岩崎書店 1990.7 Z319/ｵｵ/

96

せんそう ―詩と作文―
（岩崎少年文庫）
日本作文の会／編 岩崎書店 1991.7 Z319/ﾆﾎ/

97

おのころはフリードリヒがいた
ハンス・ペーター・リヒター／作

98

日本反戦詩集
秋山清、伊藤信吉、岡本潤／編 太平出版社 1969.6 911.56/ｱｷ/

99

少年口伝隊一九四五
井上 ひさし／著 講談社 2013.6 YZ912.6/ｲﾉ/

長崎市／英訳 自由国民社 2000.7 Z319.8/ﾖｳ/

（岩波世界児童文学集 30）
上田真而子／訳 岩波書店 1993.8 Z908/ｲﾜ/30

100

いわたくんちのおばあちゃん
天野 夏美／作
はまのゆか／絵 主婦の友社 2006.8 Z913.8/ｱﾏ/

101

ちいちゃんのかげおくり
（あかね創作えほん）
あまん きみこ／作 上野紀子／絵 あかね書房 1982.8 Z913.8/ｱﾏ/

102

兄ちゃんのいた夏
（お父さんのカレンダー）
今江 祥智／作
長新太／絵 理論社 1984.12 Z913.8/ｲﾏ/

103

原爆の火
岩崎 京子／文

104

戦火のなかの子どもたち
（創作絵本）
岩崎 ちひろ／作 岩崎書店 1978 Z913.8/ｲﾜ/

105

1945年鎮南浦の冬を越えて
遠藤 みえ子／著 長崎出版 2012.1 Z913.8/ｴﾝ/

106

おかあさんの木
（ポプラ社の創作童話）
大川悦生／著 箕田源二郎／絵 ポプラ社 1969.12 Z913.8/ｵｵ/

107

ヒロシマ、遺された九冊の日記帳
大野 允子／著 ポプラ社 2005.7 Z913.8/ｵｵ/

108

遠い海鳴り
（山形童話の会叢書）
かとう たみこ／著 績文堂出版 2005.5 YZ913.8/ｶﾄ/

109

天に焼かれる
（原爆絵本シリーズ）
金崎 是／作 絵 汐文社 1989.4 Z913.8/ｶﾈ/

110

はらっぱ
（童心社の絵本）
西村 繁男／画 神戸光男／構成・文 童心社 1997.2 Z913.8/ｶﾝ/

111

小さい仏さまの峠
（戦争があった日のはなし）
菊地 正／作 梶鮎太／絵 太平出版社 1985.4 Z913.8/ｷｸ/

112

チコ、あの空をとべ
（戦争があった日のはなし）
菊池 敬一／著 鈴木たくま／絵 太平出版社 1984.11 Z913.8/ｷｸ/

113

八月の光
朽木 祥／作 偕成社 2012.7 Z913.8/ｸﾂ/

114

光のうつしえ
朽木 祥／作 講談社 2013.1 Z913.8/ｸﾂ/

115

彼岸花はきつねのかんざし
（学研の新・創作シリーズ）
朽木 祥／作 ささめやゆき／絵 学研 2008.1 Z913.8/ｸﾂ/

116

火の話
黒田 征太郎／作 石風社 2011.12 Z913.8/ｸﾛ/

毛利まさみち／絵 新日本出版社 2000.8 Z913.8/ｲﾜ/

117

紅玉
後藤 竜二／文

118

昭和二十年八さいの日記
佐木 隆三／文 黒田征太郎／絵 石風社 2011.7 Z913.8/ｻｷ/

119

ヒロシマのいのちの水
（えほんのもり）
指田 和／文 野村たかあき／絵 文研出版 2009.5 Z913.8/ｻｼ/

120

ヒロシマに原爆がおとされたとき
大道 あや／著 ポプラ社 2002.7 Z913.8/ﾀﾞｲ/

121

ガラスのうさぎ
（現代・創作児童文学）
高木敏子／著 金の星社 1977.12 Z913.8/ﾀｶ/

122

ビルマの竪琴
（日本の文学）
竹山 道雄／著 金の星社 1981.12 Z913.8/ﾀｹ/

123

二十四の瞳
（日本の文学）
壺井 栄／著 金の星社 1987 Z913.8/ﾂﾎﾞ/

124

いま、戦争と平和を考えてみる。
（読書がたのしくなるニッポンの文学）
太宰 治 ほか／作 くもん出版 2009.2 Z913.8/ﾄﾞｸ/

125

絵本 はだしのゲン
中沢 啓治／著
DINO BOX 2013.8 Z913.8/ﾅｶ/

126

8月6日のこと
中川 ひろたか／文

127

テレビドラマ版 はだしのゲン
中沢 啓治／原作 君塚良一／脚本

128

汽笛
長崎 源之助／作

129

ひろしまのエノキ
長崎 源之助／作 二俣英五郎／絵 童心社 1988.6 Z913.8/ﾅｶﾞ/

130

八月の髪かざり
那須 正幹／作 片岡まみこ／絵 佼成出版社 2006.8 Z913.8/ﾅｽ/

131

凧になったお母さん
（戦争童話集-忘れてはイケナイ物語り-）
野坂 昭如／原作 黒田征太郎／絵 日本放送出版協会 2002.7 Z913.8/ﾉｻ/

132

凧になったおかあさん
（日本の文学）
野坂昭如／著 金の星社 1981 Z913.8/ﾉｻ/

133

小さい潜水艦に恋をしたでかすぎるクジラの話（戦争童話集-忘れてはイケナイ物語り-）
野坂 昭如／原作 黒田征太郎／絵 日本放送出版協会 2002.7 Z913.8/ﾉｻ/

134

八月の風船
（戦争童話集-忘れてはイケナイ物語り-）
野坂 昭如／原作 黒田征太郎／絵 日本放送出版協会 2002.7 Z913.8/ﾉｻ/

135

焼跡の、お菓子の木
（戦争童話集-忘れてはイケナイ物語り-）
野坂 昭如／原作 黒田征太郎／絵 日本放送出版協会 2002.7 Z913.8/ﾉｻ/

136

まちんと
（新編・絵本平和のために）
松谷 みよ子／文 司修／絵 偕成社 1983.8 Z913.8/ﾏﾂ/

137

ミサコの被爆ピアノ
松谷 みよ子／文 木内たつろう／絵 講談社 2007.7 Z913.8/ﾏﾂ/

138

ピカドン
丸木位里 丸木俊／著 小峰書店 1987 Z913.8/ﾏﾙ/

139

ひろしまのピカ
（記録のえほん）
丸木俊／え・文 小峰書店 1988 Z913.8/ﾏﾙ/

140

わたしのヒロシマ
森本 順子／作・絵 金の星社 1988.8 Z913.8/ﾓﾘ/

141

おこりじぞう
山口 勇子／原作

高田三郎／絵 新日本出版社 2005.9 Z913.8/ｺﾞﾄ/

長谷川義史／絵 ハモニカブックス 2011.7 Z913.8/ﾅｶ/
田中舘哲彦／構成 ワイズ 2007.7 Z913.8/ﾅｶ/

石倉欣二／絵 ポプラ社 2008.6 Z913.8/ﾅｶﾞ/

沼田曜一／語り

四国五郎／絵 金の星社 1979.11 Z913.8/ﾔﾏ/

142

さとうきび畑の唄
遊川 和彦／著 汐文社 2004.1 Z913.8/ﾕｶ/

143

戦争は終った
村山ひで／著 駒草出版 1982.1 YZ915.9/ﾑﾗ/

144

子どものころ戦争があった
あかね書房／編 あかね書房 1985 Z916/ｱｶ/

145

日本軍「慰安婦」にされた少女たち
（岩波ジュニア新書）
石川 逸子／著 岩波書店 2013.11 Z916/ｲｼ/

146

犬やねこが消えた
（戦争ノンフィクション）
井上 こみち／文 ミヤハラヨウコ／絵 学研 2008.8 Z916/ｲﾉ/

147

ひめゆりの沖縄戦
（岩波ジュニア新書）
伊波 園子／著 岩波書店 1992.6 Z916/ｲﾊ/

148

対馬丸
大城立裕

149

私は「蟻の兵隊」だった
（岩波ジュニア新書）
奥村 和一 酒井誠／著 岩波書店 2006.6 Z916/ｵｸ/

150

戦火と死の島に生きる
（少年少女世界のノンフィクション）
菅野静子／著 偕成社 1970.11 YZ916/ｽｶﾞ/

151

かわいそうなぞう
つちやゆきお／ぶん

152

娘よ、ここが長崎です
筒井 茅乃／作 松岡政春・保田孝／写真 くもん出版 2007.7 Z916/ﾂﾂ/

153

わたしがちいさかったときに
長田 新 他／著 岩崎ちひろ／画 童心社 1980 Z916/ﾅｶﾞ/

154

15歳の東京大空襲
（ちくまプリマー新書）
半藤 一利／著 筑摩書房 2010.2 Z916/ﾊﾝ/

155

ナガサキに翔ぶ
山脇 あさ子／著 新日本出版社 1996.7 Z916/ﾔﾏ/

156

私も戦争に行った
（岩波ジュニア新書）
山内 久／著 岩波書店 2000.6 Z916/ﾔﾏ/

157

ぼくは満員電車で原爆を浴びた
米澤 鐡志／語り 由井りょう子／文 小学館 2013.7 Z916/ﾖﾈ/

158

戦艦武蔵のさいご
渡辺清／作 藤沢友一／画 童心社 1974.4 Z916/ﾜﾀ/

159

悲しい下駄
クォン ジョンセン／作
岩崎書店 2005.7 Z929.13/ｸｵ/

160

つる サダコの願い
（世界子ども平和図書館）
エリナー・コア／文
エド・ヤング／絵 こだまともこ／訳 日本図書センター 2005.6 Z933.7/ｺｱ/

161

さがしています
アーサー・ビナード／作

162

母からの伝言
エスター・ニセンタール・クリニッツ
片岡しのぶ／訳 光村教育図書 2007.1 Z936/ｸﾘ/

163

アニメ物語アンネの日記
（フォア文庫）
アンネ・フランク／原作 大石好文／文 理論社 2000.7 Z949.35/ﾌﾗ/

164

アンネの日記
アンネ・フランク／著

165

わたしは忘れない
（文研じゅべにーる）
ヤエル・ハッサン／作
ダニエル遠藤みのり／訳 金藤櫂／絵 文研出版 2008.7 Z953.7/ﾊﾂ/

166

きぼう
ローレン・トンプソン／作

嘉陽安男

舟越義彰／著 理論社 1987 Z916/ｵｵ/

（おはなしノンフィクション絵本）
たけべもといちろう／え 金の星社 1978 Z916/ﾂﾁ/

ピョン・キジャ／訳

高田勲／画

岡倉禎志／写真 童心社 2012.7 Z933.7/ﾋﾞﾅ/
バニース・スタインハート／作

深町眞理子／訳 文芸春秋 1986.11 Z949.35/ﾌﾗ/

千葉茂樹／訳 ほるぷ出版 2009.11 Z158/ﾄﾝ/

167

平和の種をまく ボスニアの少女エミナ （いのちのえほん）
大塚 敦子／写真・文 岩崎書店 2006.5 Z302.3934/ｵｵ/

168

おとなはなぜ戦争するの
子どもの声を聞く児童文学者の会／編 新日本出版社 2004.3 Z319.8/ｺﾄﾞ/

169

ピース・ブック
トッド・パール／作

170

はじめて学ぶ憲法教室 第4巻
憲法９条と沖縄
菅間 正道／著 新日本出版社 2015.2 Z323.14/ｽｶﾞ/4

171

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 汐文社 2005.12 Z323.142/ﾚｷ/2

172

ぼくらは生きたい
（子ども美術館 １８）
加藤 茂男／著
ポプラ社 1983.4 Z708/ｺﾄﾞ/18

173

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 イラクの子どもたち／絵 教育画劇 2004.2 Z911.5/ﾀﾆ/

174

へいわってすてきだね
安里 有生／詩 長谷川義史／画 ブロンズ新社 2014.6 Z913.8/ｱｻ/

175

いろはにほへと
今江 祥智／文 長谷川義史／絵 BL出版 2004.9 Z913.8/ｲﾏ/

176

せかいいちうつくしいぼくの村
（えほんはともだち）
小林 豊／作・絵 ポプラ社 1995.12 Z913.8/ｺﾊﾞ/

177

チロヌップのきつね
たかはし ひろゆき／文・絵 金の星社 1980 Z913.8/ﾀｶ/

178

ぼくのこえがきこえますか
（日・中・韓平和絵本）
田島 征三／作 童心社 2012.6 Z913.8/ﾀｼ/

179

太陽の子
（名作版日本の児童文学）
灰谷健次郎／著 理論社 1987 Z913.8/ﾊｲ/

180

へいわってどんなこと?
（日・中・韓平和絵本）
浜田 桂子／作 童心社 2011.4 Z913.8/ﾊﾏ/

181

地雷ではなく花をください
葉 祥明／絵 柳瀬房子／文 自由国民社 1996.9 Z913.8/ﾔﾅ/1

182

非武装地帯に春がくると
（日・中・韓平和絵本）
イ オクベ／作 おおたけきよみ／訳 童心社 2011.4 Z929.12/ｲ/

183

おとうさんのちず
ユリ・シュルヴィッツ／作

184

せかいでいちばんつよい国
デビッド・マッキー／作 なかがわ千尋／訳 光村教育図書 2005.4 Z933.7/ﾏﾂ/

185

風が吹くとき
レイモンド・ブリッグズ／作

堀尾輝久／訳 童心社 2007.7 Z319.8/ﾊﾟﾙ/

さくまゆみこ／訳 あすなろ書房 2009.5 Z933.7/ｼﾕ/

小林

忠夫／訳 篠崎書林 1982.7 Z933/ﾌﾞﾘ/

山形県立図書館
〒990-0041 山形市緑町1-2-36
☎ 023-631-2523 FAX 023-632-9358
http://www.lib.pref.yamagata.jp/
開館時間 9:00～19:00
休館日 毎週月曜日、毎月第3日曜日

