
区分 № 書　　　　　　　　名 出 版 者 出版年
1 E えが せんそうしない たにかわ　しゅんたろう　ぶん えがしら　みちこ　え 講談社 2015
2 E おか さがしています アーサー・ビナード　作 岡倉　禎志　写真 童心社 2012
3 E さわ 土のふえ 今西　祐行　作 沢田　としき　絵 岩崎書店 1998
4 E すず ドームがたり アーサー・ビナード　作 スズキ　コージ　画 玉川大学出版部 2017
5 E たじ てっぽうをもったキジムナー たじま　ゆきひこ　作 童心社 1996
6 E にし はらっぱ 西村　繁男　画 神戸　光男　構成・文 童心社 1997
7 E はせ ８月６日のこと 中川　ひろたか　文 長谷川　義史　絵 ハモニカブックス 2011
8 E はま へいわってどんなこと？ 浜田　桂子　作 童心社 2011
9 E やま 鳥よめ あまん　きみこ　作 山内　ふじ江　絵 ポプラ社 2014
10 E イン エリカ奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー　文 ロベルト・インノチェンティ　絵 柳田　邦男　訳 講談社 2004
11 E ウイ バスラの図書館員 ジャネット・ウィンター　絵と文 長田　弘　訳 晶文社 2006
12 E ヴイ ながいながい旅 イロン・ヴィークランド　絵 ローセ・ラーゲルクランツ　文 石井　登志子　訳 岩波書店 2008
13 E ヴイ なぜ戦争はよくないか アリス・ウォーカー　文 ステファーノ・ヴィタール　絵 長田　弘　訳 偕成社 2008
14 E ウン オットー トミー・ウンゲラー　さく 鏡　哲生　やく 評論社 2004
15 E クウ アンネの木 イレーヌ・コーエン＝ジャンカ　作 マウリツィオ・Ａ．Ｃ・クゥアレーロ　絵 石津　ちひろ　訳 くもん出版 2010
16 E シス かべ ピーター・シス　作 福本　友美子　訳 ＢＬ出版 2010
17 E シユ おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ　作 さくま　ゆみこ　訳 あすなろ書房 2009
18 E ルア ペドロの作文 アントニオ・スカルメタ　文 アルフォンソ・ルアーノ　絵 宇野　和美　訳 アリス館 2004
19 E ダリ ピートのスケートレース ルイーズ・ボーデン　作 ニキ・ダリー　絵 ふなと　よし子　訳 福音館書店 2011
20 E チヤ ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ　作 カードラ・モハメッド　作 ダーグ・チャーカ　絵 岩崎書店 2009
21 E チヨ 春姫という名前の赤ちゃん ピョン　キジャ　文 チョン　スンガク　絵 童心社 2017
22 E デユ かあさんはどこ？ クロード・Ｋ・デュボワ　作 落合　恵子　訳 ブロンズ新社 2013
23 E ハイ バラ咲くじゅうたんのあるところ ルクサナ・カーン　さく ロナルド・ハイムラー　え 若林　千鶴　やく 草炎社 2006
24 E フオ 少年の木 マイケル・フォアマン　作・絵 柳田　邦男　訳 岩崎書店 2009
25 E ベル 大砲のなかのアヒル ジョイ・コウレイ　文 ロビン・ベルトン　絵 ロニー・アレキサンダー　共訳 平和のアトリエ 1990
26 E ポラ 彼の手は語りつぐ パトリシア・ポラッコ　文と絵 千葉　茂樹　訳 あすなろ書房 2001
27 E マツ 青いかいじゅうと赤いかいじゅう デイビッド・マッキー　作 きたざわ　きょうこ　文 アーニ出版 1989
28 E ラド おしっこぼうや ウラジーミル・ラドゥンスキー　作 木坂　涼　訳 セーラー出版 2003
29 E ロー アンナの赤いオーバー ハリエット・ジィーフェルト　ぶん アニタ・ローベル　え 松川　真弓　やく 評論社 1990
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争いや戦争のない、平和な世界を願う本を中心に集めました。



区分 № 書　　　　　　　　名 出 版 者 出版年
30 210 あ 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　文・監修 新日本出版社 2014-2015

31 210 こ あんずの木の下で 小手鞠　るい　著 原書房 2015
32 210 ち 子どもたちへ、今こそ伝える戦争 長　新太　ほか著 講談社 2015
33 210 て 綾瀬はるか「戦争」を聞く　〔1〕、2 ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班　編 岩波書店 2013、2016

34 282 ゆ 武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ　著 横山　千里　訳 金の星社 2013
35 283 こ コルチャック先生 トメク・ボガツキ　作 柳田　邦男　訳 講談社 2011
36 283 ふ アンネのバラ 國森　康弘　文・写真 講談社 2015
37 300 こ ダイヤモンドより平和がほしい 後藤　健二　著 汐文社 2005
38 300 せ ガザ 清田　明宏　著 ポプラ社 2015
39 300 た 戦争が終わっても 高橋　邦典　写真・文 ポプラ社 2005
40 310 あ １４歳からの戦争のリアル 雨宮　処凛　著 河出書房新社 2015
41 310 く 世界の人びとに聞いた１００通りの平和　シリーズ１～４ かもがわ出版 2015～2016

42 310 た ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 田口　ランディ　著 筑摩書房 2011
43 310 や これから戦場に向かいます 山本　美香　写真と文 ポプラ社 2016
44 310 ろ なぜ、おきたのか？ クライヴ・Ａ・ロートン　作 大塚　信　監修・訳 石岡　史子　訳 岩崎書店 2000
45 369 お 平和の種をまく 大塚　敦子　写真・文 岩崎書店 2006
46 390 い 君たちには話そう いしい　ゆみ　著 くもん出版 2015
47 489 ふ 地雷をふんだゾウ 藤原　幸一　写真・文 岩崎書店 2014
48 726 な はだしのゲンわたしの遺書 中沢　啓治　著 朝日学生新聞社 2012
49 916 い 犬やねこが消えた 井上　こみち　文 ミヤハラ　ヨウコ　絵 学研 2008
50 916 さ 禎子の千羽鶴 佐々木　雅弘　著 くまおり　純　挿画・本文イラスト 学研パブリッシング 2013
51 916 な 広島お好み焼物語 那須　正幹　著 大川　陽子　イラスト ＰＨＰ研究所 2004
52 916 ひ いしぶみ 広島テレビ放送　編 ポプラ社 2005
53 911 へ 平和をかんがえるこども俳句の写真絵本 小学館 2015
54 913 い 大久野島からのバトン 今関　信子　作 ひろかわ　さえこ　絵 新日本出版社 2016
55 913 お つるのとぶ日 大野　充子　ほか著 鈴木　義治　絵 講談社 1980
56 913 か トンネルの森１９４５ 角野　栄子　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015
57 913 く 彼岸花はきつねのかんざし 朽木　祥　作 ささめや　ゆき　絵 学研 2008
58 913 と 盆まねき 富安　陽子　作 高橋　和枝　絵 偕成社 2011
59 913 ま ふたりのイーダ 松谷　みよ子　著 司　修　絵 講談社 2006
60 933 う 猫の帰還 ロバート・ウェストール　作 坂崎　麻子　訳 徳間書店 1998
61 933 は 魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク　著 金　利光　訳 あすなろ書房 2011
62 933 ほ カンボジアの大地に生きて ミンフォン・ホー　作 もりうち　すみこ　訳 さ・え・ら書房 2014
63 933 れ 戦場のオレンジ エリザベス・レアード　作 石谷　尚子　訳 評論社 2014
64 973 す りっぱな兵士になりたかった男の話 グイード・スガルドリ　著 杉本　あり　訳 講談社 2012
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休館日 7/3(月)、7/１0(月)、7/18(火）、7/２4(月)、7/28（金）、7/31（月）

8/7（月）、8/14（月）、8/15（火）、8/21（月）、8/28（月）


