
区分 № 書　　　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E しこ おこりじぞう 山口　勇子／原作 沼田　曜一／語り 四国　五郎／絵 金の星社 1979

2 E やま かあさんのうた 大野　允子／文 山中　冬児／絵 ポプラ社 1977

3 E ペフ キンコンカンせんそう ジャンニ・ロダーリ／作 ペフ／絵 アーサー・ビナード／訳 講談社 2010

4 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

5 E おぼ 伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉　辰春／作 おぼ　まこと／絵 童心社 1992

6 E つか せんそう 塚本　千恵子／文 塚本　やすし／絵 東京書籍 2014

7 E ヴオ たったひとりの戦い アナイス・ヴォージュラード／作・絵 平岡　敦／訳 徳間書店 2000

8 E たい 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

9 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

10 E おぼ ひでちゃんとよばないで おぼ　まこと／作 小峰書店 2003

11 E ふた ひろしまのエノキ 長崎　源之助／作 二俣　英五郎／絵 童心社 1988

12 E まる ひろしまのピカ 丸木　俊／え・文 小峰書店 1980

13 E まつ ふりそでの少女 松添　博／作・絵 汐文社 1992

14 E はま へいわってどんなこと？ 浜田　桂子／作 童心社 2011

15 E つか まちんと 松谷　みよ子／文 司　修／絵 偕成社 1983

16 E まつ やくそくのどんぐり 大門　高子／文 松永　禎郎／絵 新日本出版社 2010

17 E マツ 六にんの男たち ディビッド＝マッキー／さく なかむら　こうぞう／やく 偕成社 1975

18 210 て 綾瀬はるか「戦争」を聞く ＴＢＳテレビ『ＮＥＷＳ２３』取材班／編 岩波書店 2013

19 210 て 平和のたからもの 寺田　志桜里／ぶん・え くもん出版 2001

20 210 に 日本の戦争遺跡図鑑 ＰＨＰ研究所 2013

21 281 さ シゲコ！ 菅　聖子／著 偕成社 2010

22 281 な 永井隆 中井　俊已／著 童心社 2007

23 300 こ ダイヤモンドより平和がほしい 後藤　健二／著 汐文社 2005

24 300 た 戦争が終わっても 高橋　邦典／写真・文 ポプラ社 2005

25 310 あ １３歳からの平和教室 浅井　基文／著 かもがわ出版 2010

26 310 な ナガサキ－1945年8月9日 長崎総合科学大学平和文化研究所／編 岩波書店 1995
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被爆７０年に合わせて、戦争や平和に関する本を

幅広く集めています。

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.331 （２０１５．7・8）



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

27 310 や 戦争を取材する 山本　美香／著 講談社 2011

28 320 け 「けんぽう」のおはなし 井上　ひさし／原案 武田　美穂／絵 講談社 2011

29 369 と キノコ雲に追われて ロバート・トランブル／著 吉井　知代子／訳 あすなろ書房 2010

30 550 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

31 720 く 平和をねがう「原爆の図」 楠木　しげお／著 くまがい　まちこ／絵 銀の鈴社 2012

32 720 ま 原爆の図 丸木　位里／共同制作 丸木　俊／共同制作 小峰書店 2000

33 726 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

34 770 い 少年口伝隊一九四五 井上　ひさし／著 ヒラノ　トシユキ／絵 講談社 2013

35 916 こ あの日を、わたしは忘れない 河野　きよみ／絵と文 勉誠出版 2008

36 916 さ 禎子の千羽鶴 佐々木　雅弘／著 くまおり　純／装画・本文イラスト 学研パブリッシング 2013

37 916 よ 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

38 918 か 原爆の子の像 川野　登美子／著 文化評論 2013

39 913 い この空の下で 井上　雅博／作 朝日学生新聞社 2011

40 913 い いま、戦争と平和を考えてみる。 太宰　治／ほか作 くもん出版 2009

41 913 く 八月の光 朽木　祥／作 偕成社 2012

42 913 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

43 913 せ-1・2 少年Ｈ　上・下 妹尾　河童／作 講談社 2013

44 913 た 地図にない島へ 武田　英子／文 吉本　宗／絵 農山漁村文化協会 1990

45 913 た ガラスのうさぎ 高木　敏子／作 武部　本一郎／画 金の星社 2000

46 913 た ロクの菜の花畑 竹田　まゆみ／作 相沢　るつ子／絵 汐文社 1996

47 913 な あしたは晴れた空の下で 中澤　晶子／作 小林　ゆき子／絵 汐文社 2011

48 913 な 汽笛 長崎　源之助／作 石倉　欣二／絵 ポプラ社 2008

49 913 な-1・2・3 ヒロシマ　全３巻 那須　正幹／作 長谷川　知子／装画 ポプラ社 2011

50 913 な-5 那須正幹童話集　５ 那須　正幹／作 ポプラ社 2014

51 913 よ リトルボーイ 吉本　直志郎／作 中島　潔／絵 ポプラ社 2005

52 913 れ パンプキン！ 令丈　ヒロ子／作 宮尾　和孝／絵 講談社 2011

53 929 お 砂のゲーム ウーリー・オルレブ／作 母袋　夏生／訳 岩崎書店 2000

54 933 う 弟の戦争 ロバート・ウェストール／作 原田　勝／訳 徳間書店 1995
55 933 は ヒロシマから帰った兄 マリアン・Ｄ・バウアー／著 久米　穣／訳 佑学社 1992
56 933 ま おやすみなさいトムさん ミシェル・マゴリアン／作 中村　妙子／訳 評論社 1991
57 949 ふ アンネの日記 アンネ・フランク／著 深町　真理子／訳 文芸春秋 2003
58 949 へ 第八森の子どもたち エルス・ペルフロム／作 ペーター・ファン・ストラーテン／絵 野坂　悦子／訳 福音館書店 2000
59 973 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 ７/６(月)、７/１３(月)、７/21(火)、７/２７(月)、７/３１（金）

８/３（月）、８/１０（月）、８/１７（月）、８/２４（月）、８/３１（月）






