
区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 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

2 E つか まちんと 松谷　みよ子　文 司　修　絵　 偕成社 1983

3 E はま へいわってどんなこと？ 浜田　桂子　作 童心社 2011

4 E はま 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

5 E ふた もっとおおきなたいほうを 二見　正直　作 福音館書店 2009

6 E コー Ｏじいさんのチェロ ジェーン・カトラー　作 グレッグ・コーチ　絵 タケカワ　ユキヒデ　訳　 あかね書房 2001

7 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

8 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 小林　葵　訳 岩崎書店 2009

9 E バド 石たちの声がきこえる マーグリート・ルアーズ　作 ニザール・アリー・バドル　絵
前田　君江　訳
ファラーフ・ラヒーム　アラビア語訳 新日本出版社 2018

10 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

11 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
岩倉　務　共訳 平和のアトリエ 1990

12 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

13 010 と 戦場の秘密図書館 マイク・トムソン　著 小国　綾子　編訳 文溪堂 2019

14 210 と 日本の戦争と動物たち　１～３ 汐文社 2017～2018

15 220 ふ 友だちになれたら、きっと。 ガリト・フィンク　作
メルヴェト・アクラム・シャーバーン　作 リツァ・ブダリカ　編 いぶき　けい　訳　 鈴木出版 2007

16 230 あ おもいだしてくださいあのこどもたちを チャナ・バイヤーズ・アベルス　構成・文 おび　ただす　訳　 汐文社 2012

17 282 ゆ マララ マララ・ユスフザイ　著 パトリシア・マコーミック　著 道傳　愛子　訳 岩崎書店 2014

18 283 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

19 283 ふ アンネのこと、すべて アンネ・フランク・ハウス　編 小林　エリカ　訳 ポプラ社 2018

20 284 て 夢へ翔けて ミケーラ・デプリンス　著 エレーン・デプリンス　共著 田中　奈津子　訳　 ポプラ社 2015
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戦争や平和に関する図書を展示します。

５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）
〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３
TEL （０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

展示している本プラスアルファ No.392（２０２1．8）へいわ せかい

平和な世界へ



区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年請求記号 　　　　著　　　　　　　　　　　　　者　　　　

21 310 あ １４歳からの戦争のリアル 雨宮　処凛　著 河出書房新社 2015

22 310 い 「戦争」と「平和」をあらわす世界の言葉 稲葉　茂勝　著 今人舎 2017

23 310 お 地雷のない世界へ 大塚　敦子　写真・文 講談社 2009

24 310 み 奇跡はつばさに乗って 源　和子　著 講談社 2013

25 367 た 戦争がなかったら 高橋　邦典　著 ポプラ社 2013

26 370 う ランドセルは海を越えて 内堀　タケシ　写真・文 ポプラ社 2013

27 550 な 絵で読む広島の原爆 那須　正幹　文 西村　繁男　絵　 福音館書店 1995

28 650 い 広島の木に会いにいく 石田　優子　著 偕成社 2015

29 726 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

30 916 も 生きる 森越　智子　作 谷口　広樹　絵　 童心社 2015

31 949 う 母が作ってくれたすごろく アネ＝ルト・ウェルトハイム　文 長山　さき　訳 徳間書店 2018

32 913 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

33 913 さ パオズになったおひなさま 佐和　みずえ　著 宮尾　和孝　絵 くもん出版 2014

34 913 な 茶畑のジャヤ 中川　なをみ　作 鈴木出版 2015

35 913 や タヌキのきょうしつ 山下　明生　作 長谷川　義史　絵 あかね書房 2019

36 913 よ 風の海峡　上・下 吉橋　通夫　著 講談社 2011

37 929 お 走れ、走って逃げろ ウーリー・オルレブ　作 母袋　夏生　訳 岩波書店 2015

38 933 ふ ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ　作さくま　ゆみこ　訳　 鈴木出版 2004

39 933 ま うちはお人形の修理屋さん ヨナ・ゼルディス・マクドノー　作 おびか　ゆうこ　訳 杉浦　さやか　絵 徳間書店 2012

40 933 も 図書館にいたユニコーン マイケル・モーパーゴ　作 ゲーリー・ブライズ　絵 おびか　ゆうこ　訳 徳間書店 2017

41 933 り 戦火の三匹 ミーガン・リクス　作 尾高　薫 訳 徳間書店 2015

42 953 せ 瓶に入れた手紙 ヴァレリー・ゼナッティ　作 伏見　操 訳 文研出版 2019
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展示期間中の休館日 ８/２（月）、８/１０（火）、８/１６（月）、８/２３（月）、８/３０（月）


