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は　じ　め　に

　昭和41年度（1966年度）から隔年で発行している良書目録「ほん
はともだち」は、今回で第27冊目となりました。この目録では、過
去２年間に発行された数多くの児童図書の中から、公募委員の皆様
と当館職員が選定したお薦めの図書149点を紹介するとともに、巻末
には従前どおり原爆関係の図書31点を掲載しています。既刊の目録
に引き続き御活用いただければ幸いです。
　さて、子どもにとって、本に親しみ、読書することは、単に言葉、
言語を学ぶというだけでなく、感性を磨き、表現力を高め、創造力
を豊かにするなど、人生をより深く充実したものにする上で欠くこ
とのできないものです。
　近年のテレビやパソコン、スマートフォンなどの情報メディア、
情報通信手段の発展・普及が、子どもを取り巻く読書環境に大きな
影響を与えている可能性があるといわれる中で、子どもが素晴らし
い本との出合いの機会を持ち、読書の楽しさを味わえるように努め
ることは、周りにいる大人の大切な役目です。
　本書が、子どもが一生心に残るような素晴らしい本と出合うため
の助けとなるように、また、図書館のみならず、家庭や地域、学校
等において、大人が子どもに本を手渡す際の参考になるように願っ
ています。
　最後に、今回の発行に当たり、ボランティアの公募編集委員をは
じめ、御支援、御協力いただいた皆様に厚くお礼を申し上げます。

　　　　　　　　　平成31年（2019年）３月
広島市こども図書館　　
館長　伊　藤　一　司　　



凡　　　　例

１　�この目録に収録した図書は、原則として平成28年（2016年）４月

から平成30年（2018年）３月末までに発行されたものです。

２　�幼児から中学生までを対象に180点収録しています。

３　�図書は、その内容によって、フィクション・ノンフィクションに

分けてあります。目安として対象別（５段階）に分けていますが、

実際にはそれぞれの子どもに応じて選んでください。

４　�併記として、『子どもたちへ原爆を語りつぐ本－総集版・2015－』

の補遺版を付けています。図書は、その内容から次の４テーマに

分類しています。

　 ⑴　絵本

　 ⑵　フィクション

　 ⑶　ノンフィクション

　 ⑷　詩歌

　 　※　�従来は５テーマですが、今回、紙芝居は該当がありませんで

した。

　 　　　�また、記述が広島に関するものは〈広〉、長崎に関するもの

は〈長〉としています。

　 　　　�当館所蔵の原爆関係児童図書の対象別リストも掲載していま

すので、あわせて御利用ください。



５　�配列は、日本十進分類法（ＮＤＣ）新訂９版による分類の記号順

とし、同一分類内は、著者名の五十音順となっています。なお、

絵本は、Ｅの記号を付し、ほんはともだち’18は書名、子どもたち

へ原爆を語りつぐ本は出版者の五十音順に並べています。

６　�図書に関する記載事項は、請求記号、書名、副書名、シリーズ名、

著編者・訳者・画家名、出版者、ページ数、価格の順になってい

ます。なお、価格欄の※は、非売品、価格不明等です。

７　�書名索引を付しています。配列は五十音順とし、清音・濁音・半

濁音の区別はしていません。

８　�価格は、（本体価格+税）という形で表示し、本体価格の金額のみ

を記載しています。また、物価事情により変動することがありま

すので、御了承ください。





｜ 1 ｜

幼�児�か�ら

フィクション

幼　児　か　ら

（26　点）

幼
児
か
ら

Ｅ
あさですよよるですよ
（福音館の幼児絵本）

Ｅ
あめのひ

サム・アッシャー　作・絵
吉上　恭太　訳

徳間書店� 33Ｐ　￥1,600＋税

朝、目を覚ますと雨だった。ぼくは雨
の中で遊びたいのに、おじいちゃんは
だめと言う。やっと雨がやんで出てみ
ると、そこにはカラフルな空想の世界
が広がっていた。灰色で薄暗い雨模様
と、雨上がりの明るい情景の対比が効
果的。祖父と孫のやりとりも心温まる。

かこ　さとし　さく

福音館書店� 25Ｐ　￥900＋税

「あさですよー」。かあさんの声で始ま
る、マメの家族の一日。顔を洗って、
にこにこえんへ。楽しく遊んでお家へ
帰り、お風呂に入った後はご飯を食べ
て。夜が来たら「おやすみなさい」。
シンプルな線と色で細やかに描き込ま
れ、ページの隅々まで楽しめる絵本。



｜ 2 ｜

幼�児�か�ら

湯本　香樹実　ぶん
ささめや　ゆき　え

福音館書店� 32Ｐ　￥900＋税

大好きなお父さんを待ちわびるまゆ
ちゃん。「おとうさんは いま、どこに
いるのかな」。お父さんが会社から家に
帰るまでの道のりにはハラハラする出
来事がたくさんあって……。ユーモア
のある素朴な絵も楽しく、まゆちゃん
ののびのびとした想像力が伝わる。

Ｅ
おとうさんは、いま
（こどものとも絵本）

あべ　弘士　作

絵本館� 24Ｐ　￥850＋税

「クマの　あかちゃん　まっくろけ」。
「ツルの　あかちゃん　ミミズとり」。
12種類の動物が親子で登場。それぞれ
の特徴を画面いっぱいに、勢いのある
筆遣いで描く。子どもの成長を願う作
者の気持ちが込められ、リズミカルな
文章は声に出して読むと楽しい。

Ｅ
おおきくなあれ

ジョン・バーニンガム　作
谷川　俊太郎　訳

ＢＬ出版� 31Ｐ　￥1,500＋税

一軒家に、人間の他にねずみの家族が
住んでいた。ある日、ねずみが退治さ
れることを知った子どもたちは、危険
を知らせるため手紙を書く。ユーモラ
スな話を、語りかけるような文章と、
淡い色彩の表情豊かな絵で描く。ねず
みを見守る子どもたちの心情が伝わる。

Ｅ
いえすみねずみ



｜ 3 ｜

幼�児�か�ら 幼
児
か
ら

長谷川　摂子　ぶん
ながさわ　まさこ　え

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

「ぐやん　よやん　ぐやん　よやん」。
「ほんやー　ぞぞぞぞ　びーん」。意味
のない奇妙な言葉が次々に飛び出す。
抑揚や強弱をつけ、読んだり歌ったり
して、音の響きを楽しみながら遊べる
絵本。抽象的でカラフルな絵は、無限
の広がりを感じさせる。

Ｅ
ぐやんよやん

ユ・テウン　作／絵
竹下　文子　訳

偕成社� 33Ｐ　￥1,500＋税

大きく口を開け舌を出すと、きみはラ
イオンになる！　緑に囲まれた庭で、
子どもたちはへびになったり、かえる
になったり。リズムの良い言葉にのっ
て、ヨガのポーズでいろいろなものに
変身。体の動きや顔の表情を明解に捉
えた絵で、一緒に体を動かしたくなる。

Ｅ
きみはライオン！
―たのしいヨガのポーズ―

かつや　かおり　さく

福音館書店� 20Ｐ　￥800＋税

があちゃんはおもちゃのアヒル。ぽか
ぽかお風呂にもぐったり、ぽんと出た
り、せっけんで泡だらけになったり。
濃いピンク色で丸みのあるがあちゃん
のかわいらしさと、お風呂に入った時
の気持ちよさが伝わる。大好きな人の
声で、ゆったりと読み聞かせたい。

Ｅ
があちゃん
（０．１．２．えほん）



｜ 4 ｜

幼�児�か�ら

たしろ　ちさと　ぶん・え

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

動物園にやって来た１羽のすずめは、
かばやきつね、らいおんたちのもとを
訪れ、ご飯を分けてもらう。そしてわ
にのところでは！　迫力ある動物たち
のそばを、元気に動き回る小さなすず
めの姿が、パステルと水彩で鮮やかに
描かれる。ロシアの詩を翻案。

Ｅ
すずめくんどこでごはんたべるの？
―マルシャークの詩より―
（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）

大塚　いちお　さく

福音館書店� 36Ｐ　￥900＋税

おにぎり、おうちのやね、それからい
ちごのショートケーキ！　他にはどん
な三角があるかな？　はっきりした色
と本物そっくりの絵で、身近なものか
ら三角を見つけ出す面白さを教えてく
れる。親子でおしゃべりしながら楽し
める絵本。シリーズに丸と四角がある。

Ｅ
さんかくみつけた
（福音館あかちゃんの絵本）

佐藤　雅彦　作
ユーフラテス　作

福音館書店� 29Ｐ　￥900＋税

もこもこの毛の羊と、短い毛の羊。こ
の間に何があった？　湯船に浮かぶ
おもちゃと洗い場に散らばったおも
ちゃ。この間に何があった？　空を見
上げて何をしているの？　あれこれ想
像する面白さや、ページをめくる楽し
さと驚きが実感できる写真絵本。

Ｅ
このあいだになにがあった？
（かがくのとも絵本）



｜ 5 ｜

幼�児�か�ら 幼
児
か
ら

澤口　たまみ　ぶん
たしろ　ちさと　え

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

「ねえねえ、みてみて！」。女の子がた
くさんのだんごむしを見つけた。指で
触ると丸まったり、小さな白い赤ちゃ
んが出てきたり。女の子の視線に合わ
せて、だんごむしが大きく描かれ、特
徴がよく分かる。柔らかい水彩画で、
身近にいる虫への興味が深まる。

Ｅ
だんごむしのおうち
（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）

広野　多珂子　作
廣野　研一　絵

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

いろいろな昆虫が、切り株の上で相撲
大会を始める。カナブンとタマムシの
戦いは、カナブンの勝ち。ダンゴムシ
とカマキリの対戦は……。特徴を見事
に生かした昆虫の動きが、見開きいっ
ぱいに細部まで描かれ、迫力満点。面
白い勝負の行方を楽しめる。

Ｅ
ぞうきばやしのすもうたいかい
（福音館の幼児絵本）

彦坂　有紀　作
もりと　いずみ　作

講談社� 32Ｐ　￥1,200＋税

にんじんが、とろーりスープ。トマト
が、さらさらスープ。とうもろこしは
とろっとろのスープにして、パンと一
緒にぱくっ！　野菜が次々においしそ
うなスープへと変身。それぞれの食感
をよく捉えた擬態語と、写実的な木版
画で、楽しい食卓が思い浮かぶ一冊。

Ｅ
スープになりました
（講談社の創作絵本）



｜ 6 ｜

幼�児�か�ら

カーソン・エリス　さく
アーサー・ビナード　やく

フレーベル館　48Ｐ　￥1,600＋税

「なずず　このっぺ？」「わっぱど　が
ららん」。小さな緑の芽をめぐり、さ
まざまな生き物が集まっておしゃべ
り。やがて、その不思議な植物は成長
し、季節も変わっていく。カラフルで
斬新な絵と、ユニークな昆虫語で話は
進み、想像が広がる楽しい一冊。

Ｅ
なずずこのっぺ？

ジャン・ウォール　さく
こみや　ゆう　やく
レナード・ワイスガード　え

好学社� 26Ｐ　￥1,450＋税
静かな深い森の奥で、クリスマスが始
まった。ぞうはもみの木を運び、さる
は飾りつけをする。空に星が輝き、助
け合って作り上げたクリスマスツリー
の下で、動物たちは祈りを捧げ、踊り
続ける。淡々と語る文と美しく繊細な
描写が、荘厳な雰囲気を伝える絵本。

Ｅ
どうぶつたちのクリスマスツリー

いまもり　みつひこ　著

アリス館� 24Ｐ　￥1,300＋税

みかんの葉っぱについた小さな粒。少
しずつ色が変わり、中からいもむしが
出てきた。葉っぱを食べ、皮を脱ぎ、
いもむしの体は変化していく。そして
ある日、頭を出し、美しい羽を広げた
のは……。ちょうの成長を色鮮やかな
切り絵で緻密に表現した、科学絵本。

Ｅ
ちょう
（いきいきいきもの）



｜ 7 ｜

幼�児�か�ら 幼
児
か
ら

バイロン・バートン　さく
あかぎ　かずまさ　やく

ポプラ社� 32Ｐ　￥1,400＋税

古いビルや道を壊し、大きな穴を掘り、
セメントをこねる。工事現場ではトラッ
クやクレーン、ブルドーザーにローラー
など、いろいろな車が働いている。そ
れを操るさまざまな人たちの仕事を、
簡潔な文章と、黒で縁取られた鮮やか
な色彩の絵で描く。他社刊を復刊。

Ｅ
はたらくくるま
（ポプラせかいの絵本　60）

ぱく　きょんみ　文
熊谷　守一　絵

福音館書店� 20Ｐ　￥800＋税

「おひさま、おはよう」。朝の始まりか
ら穏やかに流れる一日のひとこまを、
緑の風、昼寝する猫、挨拶するかまき
りなどで描き、「おやすみ　おつきさ
ま」で終わる。生き物の動きを捉えた、
素朴な分かりやすい油彩画に、温かな
詩を添える。画家の作品を絵本化。

Ｅ
はじまるよ
（０．１．２．えほん）

きしだ　えりこ　さく
やまわき　ゆりこ　え

福音館書店� 28Ｐ　￥900＋税

鳩時計の鳩と遊びたい猫のねねこは、
ある日、鳩の頭をたたいて時計を壊し
てしまう。時計屋さんは時計を直して
くれて、ねねこの小さな家まで作って
くれた。無邪気なねねこの行動を、簡
潔な文章と愛らしい絵で表現。ほのぼ
のとしたお話に心が温まる。

Ｅ
ねこどけい
（こどものとも絵本）



｜ 8 ｜

幼�児�か�ら

ウルリカ・ヴィドマーク　文
高橋　麻里子　訳
イングリッド・ニイマン　絵

岩波書店� 59Ｐ　￥1,000＋税
ピーレットは犬のピフと野菜畑を作り
始めた。畑を耕し、種をまき、水をやり、
とうとう芽が出る。大喜びしたのもつ
かの間、雑草は生え、からすやめんど
りも畑に来てしまう。野菜作りのハラ
ハラドキドキを、赤・黄・緑の原色が
効いた個性的な絵で描く小型絵本。

Ｅ
ピーレットのやさいづくり
―ちいさなこどものためのやさいばたけのおはなし―

佐々木　マキ　さく

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

「ひょっこりひとつ」で、きのこがひ
とつ。「ふんわりふたつ」で、雲がふ
たつとテンポよく進んでいき、最後の
数字は？　見開きごとに描かれた動物
たちの表情がコミカルで楽しい。数と
言葉の語呂合わせが絶妙で、繰り返し
声に出して読みたくなる数え歌絵本。

Ｅ
ひょっこりひとつ

征矢　清　さく
林　明子　え

福音館書店� 20Ｐ　￥800＋税

ふわふわで黄色い小さなひよこさん。
一人でお出かけしている間に辺りが暗
くなってきた。歩けなくなり、葉っぱ
のふとんで眠っていると、来てくれた
のは……。寄り添う親子の姿が温かく
浮かび上がる。柔らかい色合いと質感
で描かれた、幼い子から楽しめる絵本。

Ｅ
ひよこさん
（０．１．２．えほん）



｜ 9 ｜

幼�児�か�ら 幼
児
か
ら

ポール・フランソワ　文
ふしみ　みさを　訳
ゲルダ・ミューラー　絵

鈴木出版� 19Ｐ　￥1,100＋税
ある寒い日、２本のにんじんを見つけ
たこうさぎは、１本を食べ、残りの１
本をこうまに届ける。にんじんは、こ
うまからひつじへ、そしてこじかへと、
友達を思う気持ちと共に手渡されてい
く。郷愁的な絵が、物語の温かさを深
める。他社刊の改訂改訳版。

Ｅ
ゆきのひのおくりもの

ロジャー・デュボアザン　さく
安藤　紀子　やく

ロクリン社� 32Ｐ　￥1,500＋税

昼起きているプードルと夜起きている
みみずくが友達になった。しかし夜中の
おしゃべりがやかましいと、２匹はプー
ドルの飼い主に引き離される。そこで飼
い主の息子が機転を利かせ……。カラー
と白黒とで交互に描かれた絵、楽しい会
話が雰囲気を盛り上げる。

Ｅ
みみずくのナイトとプードルのデイ

齋藤　槙　さく

福音館書店� 20Ｐ　￥800＋税

「ぺんぎんたいそう　はじめるよ」。大
小２羽のぺんぎんが、首を伸ばしたり
腕を振ったり。黄色の背景に浮かび上
がる白黒の絵で、面白い動きをするぺ
んぎんの姿形が生き生きと描かれる。
幼い子も楽しめるリズミカルな文で、
思わず一緒に体操したくなる一冊。

Ｅ
ぺんぎんたいそう
（０．１．２．えほん）



｜ 10 ｜

小学校低学年から

フィクション

小学校低学年から

（25　点）

Ｅ
いたずらおばけ
―イギリス民話―
（世界の昔話）

Ｅ
イードのおくりもの

ファウズィア・ギラニ・ウィリアムズ　文
前田　君江　訳
プロイティ・ロイ　絵

光村教育図書　24Ｐ　￥1,300＋税
断食月が明けるお祝いの祭り「イード」
の前日、靴屋のイスマトは家族への贈
り物と自分用のズボンを買う。家族に
裾上げを頼むが皆に断られ……。トル
コ民話を基にした、家族の善意が巻き
起こす愉快なお話。インドのイスラー
ム教徒の生活を親しみやすい絵で表現。

瀬田　貞二　再話
和田　義三　画

福音館書店� 32Ｐ　￥900＋税

貧乏なおばあさんが、道端で金貨の
入った大きな壷を拾った。すっかり金
持ち気分で持って帰るが、途中、壷は
銀の塊に変わり、鉄となり、石になり、
ついにはいたずらおばけに！　その度
に良い方向に想像を広げる陽気なおば
あさん。ユーモアあふれる絵が楽しい。
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ミナ・ジャバアービン　再話
山口　文生　訳
ユージン・イェルチン　絵

評論社� 30Ｐ　￥1,400＋税
インドから不思議な生き物がやってき
た。村人たちは真っ暗な蔵の中でその
正体を探るが、「ヘビみたいだ」「木の
幹みたい」と言い争う。自分の触った
一部分だけを信じ、人の意見を聞かな
い大人たちの愚かな姿をユーモラスに
描く。明るい色彩の細密画が美しい。

Ｅ
くらやみのゾウ
―ペルシャのふるい詩から―
（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

松瀬　七織　再話
イ　ヨンギョン　絵

福音館書店� 40Ｐ　￥1,600＋税

心優しい羊飼いは、草原で出会ったう
さぎに食べ物を100日間与え続けた。す
ると、うさぎは天の神に変わり、羊飼
いは動物の言葉が分かる力を授かる。
その力を見込まれ、王の使いに王子の
耳の病気を治すよう頼まれる。広大な
自然や人々の暮らしを色彩豊かに描く。

Ｅ
王さまになった羊飼い
―チベットの昔話―
（世界傑作絵本シリーズ）

ジェーン・セアー　さく
おびか　ゆうこ　やく
シーモア・フレイシュマン　え

ほるぷ出版� 32Ｐ　￥1,400＋税
妖精のエルマーは、家の人の作るブルー
ベリーパイが好きになり、もう一度食
べたいと願う。だが人間には妖精の姿
も声も分からない。望みを伝えるため、
エルマーは食器洗いや床掃除に奮闘す
る。線画に赤青２色を使った絵とモノ
クロの絵が交互に描かれ印象的。

Ｅ
エルマーとブルーベリーパイ
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小学校低学年から

アルヴィン・トレッセルト　ぶん
安藤　紀子　やく
レナード・ワイスガード　え

ロクリン社� 29Ｐ　￥1,500＋税
牧草地のはずれに生まれたリトル・ラ
ビット。自然の中で生きていく知恵を
学びながら大きくなるが、ある日人間
に捕まってしまう。逃げ出して野生に
戻り、母親になるまでの成長を四季の
移り変わりとともに描く。セピア色の
写実的な絵は森の息吹を感じさせる。

Ｅ
ちいさなうさぎのものがたり

とうごう　なりさ　さく

福音館書店� 32Ｐ　￥1,200＋税

大みそかの深夜、男の子は除夜の鐘を
つきにお父さんとお寺に出かけた。暗
い夜道を歩き、大勢の列に並び、新し
い年がくるのを待つ。いよいよ順番が
回ってきて……。繊細な黒色の版画か
らは、真夜中の雰囲気や初めて鐘をつ
く男の子の緊張感と高揚感が伝わる。

Ｅ
じょやのかね
（日本傑作絵本シリーズ）

ガリア・バーンスタイン　作
なかがわ　ちひろ　訳

あすなろ書房　31Ｐ　￥1,400＋税

「ぼくたち、にてますね」。ねこのサイ
モンの言葉に、ライオンやトラたちは
大笑い。みんなは、姿や大きさが全然
違うと言うが、サイモンは尖った爪、
暗闇で光る目など、小さくても自分も
同じものを持っていると伝える。巧み
な構図で、動物たちを生き生きと描く。

Ｅ
サイモンは、ねこである。



｜ 13 ｜

小学校低学年から

小
学
校
低
学
年
か
ら

マイケル・ボンド　文
エミリー・サットン　絵
早川　敦子　訳

徳間書店� 32Ｐ　￥1,500＋税
伯爵の屋敷にある人形の家に、ネズミ
一家が暮らしていた。ところが、屋敷
が改装され、人形の家はみすぼらしく
見えてきた。捨てられては大変と、子
ネズミたちは家をピカピカに磨こうと
するが、予想外の結末に……。色彩豊
かで緻密な絵は隅々まで楽しめる。

Ｅ
人形の家にすんでいたネズミ一家のおはなし

斉藤　倫　文
小池　アミイゴ　絵

福音館書店� 44Ｐ　￥1,300＋税

生まれたての灯台は渡り鳥の話を聞き、
世界がとても広いことを知る。どこに
も行けない自分に疑問を持つが、嵐の
夜に、自らの光が船や鳥たちの道しる
べとなることに気付く。どんな時も変
わらず存在する灯台の姿を、多彩な色
調と巧みな筆遣いの絵で表現した一冊。

Ｅ
とうだい
（日本傑作絵本シリーズ）

ひらの　のぶあき　ぶん
あべ　弘士　え

福音館書店� 48Ｐ　￥1,400＋税

巣になる木のウロが見つからず困った
ふくろうの夫婦は、軒下に吊るされた
手おけを巣にする。そこで生まれた３
羽のひなのために、夫婦は食べものを
運び、敵を追い払う。実話を基に、北
国の里山で子育てをするふくろう夫婦
の姿を力強く大胆なタッチの絵で描く。

Ｅ
手おけのふくろう
（日本傑作絵本シリーズ）
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小学校低学年から

イチンノロブ・ガンバートル　文
津田　紀子　訳
バーサンスレン・ボロルマー　絵

福音館書店� 32Ｐ　￥1,400＋税
草原に住む羊飼いの弟は、竜王から「水
のもと」が入った宝箱をもらった。開
けてはいけないという戒めを兄が破り、
宝箱の力で手に入れたものが全て水に
流される。心優しい弟の知恵で、皆が
幸せになる昔話風絵本。豊かさをもた
らす水を色鮮やかに描いた絵は圧巻。

Ｅ
りゅうおうさまのたからもの
（世界傑作絵本シリーズ）

広野　多珂子　文・絵

福音館書店� 32Ｐ　￥1,200＋税

桃が大好きな男の子は、春に桃の木を
買ってもらい、ベランダで育て始める。
受粉や袋かけなど、母と一緒に世話を
し、やがて小さな実がなるが……。桃
を食べるのを楽しみに待つ男の子の気
持ちが伝わってくる。繊細で写実的な
絵で桃の木の成長を丁寧に描いた絵本。

Ｅ
ぼくのもものき

マーガレット・ワイズ・ブラウン　作
こみや　ゆう　訳
Ｊ．Ｐ．ミラー　絵

ＰＨＰ研究所　28Ｐ　￥1,300＋税
ひげ先生は、人形のお医者さん。けが
や病気の人形たちに呼ばれると、かけ
つけて安心させる。ところがある日、
ひげ先生が風邪をひいてしまい、人形
たちはみんなで看病する。優しいひげ
先生と、彼を信頼する人形たちが可愛
らしい絵で描かれた、心温まる物語。

Ｅ
にんぎょうのおいしゃさん
（おひざにおいで）
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升井　純子　作
大島　妙子　絵

講談社� 93Ｐ　￥1,200＋税

小学３年生の悠
ゆう

斗
と

は、逆上がりができ�
ると言ってしまったため、夏休みに一�
人練習する。上手くいかず落ち込んで�
いた時、同じクラスの時

とき

生
お

がリフティ�
ングの練習を頑張っていることを知る。
悔しさと不安を、級友や大人の励まし
を支えに乗り越えていく少年の物語。

913　ま
空をけっとばせ
（わくわくライブラリー）

キャスリン・Ｏ・ガルブレイス　作
梨木　香歩　訳
ウェンディ・アンダスン・ハルパリン　絵

のら書店� 31Ｐ　￥1,600＋税
大風が放るように種をばらまき、鳥や
獣たちの営みが種を遠くへ運ぶ。風や
水、太陽や動物、人間、みんなで地球
という大きな庭に種をまいてきた。姿
や形に工夫を凝らし、生き残る種の技
を説明。淡く繊細で躍動的な絵に、語
りかけるような文を添えた科学絵本。

Ｅ
わたしたちのたねまき
―たねをめぐる　いのちたちのおはなし―

鎌田　歩　作

福音館書店� 32Ｐ　￥1,200＋税

つばさくんたち４人は、路線バスに乗っ
て公園に行く計画を立て、子どもだけ
で目的地に向かう。バスのさまざまな
装備が精密な絵で描かれ、運転士の仕
事やバスの仕組みが詳しく説明されて
いる。見返しに路線図とバスの乗り降
りの仕方が分かるイラストを掲載。

Ｅ
路線バスしゅっぱつ！
（ランドセルブックス　のりものとはたらく人）
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小学校低学年から

ロジャー・デュボアザン　ぶん・え
小宮　由　やく

大日本図書� 63Ｐ　￥1,400＋税

北極に住むサンタクロースは、暖かい
春の町が見たくて、仕事を休み変装し
て出かけた。幸せな気分で町を散歩し
ていると、子どもたちにサンタのひげ
や鼻を盗んだと言われ……。春に現れ
たサンタクロースを取り巻く楽しいお
話。モノクロに黄色の挿絵が目を引く。

933　て
サンタクロースのはるやすみ
（こころのほんばこシリーズ）

松岡　享子　編・訳
下田　昌克　絵

こぐま社� 79Ｐ　￥1,200＋税

人さらいにあった男の子が知恵を絞
り、無事に家へ帰る表題作。年老いた
祖父を捨てようとする両親を改心させ
る「ドコ（竹かご）」。幽霊に家を横取
りされた若者を救う少年の話「バラモ
ンの若者とゆうれい」の全３話。他社
刊『アジアの昔話』を底本に加筆修正。

929　ま
りこうな子ども
―アジアの昔話―
（こぐまのどんどんぶんこ）

松野　正子　作
大社　玲子　絵

こぐま社� 71Ｐ　￥1,200＋税

親が死に、家もなくしたのろまなむす
こ。一羽残っためんどりを連れて旅に
出たが、森に棲む魔物となぞなぞ対決
をすることになる。めんどりの助けで
難問を切り抜けるが、怒った魔物に魔
法をかけられてしまう。1979年他社刊
の中の１話を再編集した昔話風童話。

913　ま
にわとり城
（こぐまのどんどんぶんこ）
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ジョーン・Ｇ・ロビンソン　作・絵
小宮　由　訳

岩波書店� 133Ｐ　￥1,300＋税

５人きょうだいの末っ子メリーメリー
が、隣に住む女性にお呼ばれする話や、
ティーポットのカバーを頭に被ってお
泊まりに出かける話など５話収録。子
ども扱いされるのが嫌で、背伸びした
い女の子が巻き起こすおちゃめな行動
が痛快な幼年童話。シリーズ全３冊。

933　ろ
メリーメリーおとまりにでかける

Ａ．Ａ．ミルン　ぶん
石井　桃子　やく
Ｅ．Ｈ．シェパード　え

岩波書店� 46Ｐ　￥1,000＋税
クマのプーさんは、蜂に気付かれない
ように、風船につかまって木のてっぺ
んの蜂蜜を取ろうとするが……。友達
のクリストファー・ロビンとのやりと
りがほほ笑ましい。1982年刊のシリー
ズ名も改めた新装版の１巻目。文字が
大きく、カラー挿絵で読みやすい。

933　み
プーのはちみつとり
（はじめてのプーさん）

ミルドレッド・マイリック　ぶん
小宮　由　やく
アーノルド・ローベル　え

大日本図書� 71Ｐ　￥1,400＋税
ビリーとマークは砂浜で空きびんを拾
う。中には、暗号で書かれた探検クラ
ブへの誘いの手紙が入っていた。それ
を解読した二人は、自分たちで暗号を
作り、島の灯台に住む送り主のトムに
返事を書く。少年たちの冒険心が共感
を呼び、暗号を解く楽しさも味わえる。

933　ま
たんけんクラブ シークレット・スリー
（こころのほんばこシリーズ）
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小学校低学年から

渡辺　洋子　編・訳
野田　智裕　絵

こぐま社� 77Ｐ　￥1,200＋税

動物の姿でさまよう幽霊「プーカ」。暗
い山道で家路を急ぐ少年コノールの前
に現れた。おびえるコノールにプーカ
は自分の秘密を打ち明ける。このほか、
妖精が織り成す不思議な物語を２話収
録。アイルランドの景色や風習も味わ
い深く、挿絵が物語の理解を深める。

990　わ
プーカの谷
―アイルランドのこわい話―
（こぐまのどんどんぶんこ）

ジャンヌ・ロッシュ＝マゾン　さく
やまぐち　ともこ　やく
ほりうち　せいいち　え

瑞雲舎� 69Ｐ　￥1,400＋税
兄弟で何でも半分に分けるようにとの
父の遺言により、欲張りな兄に真っ二
つに切られてしまったおんどり。心優
しい弟に助けられ、恩返ししようと、
弟と一緒にけちんぼうな王様のお城へ
出発する……。昔話を基にしたフラン
スの創作童話。1996年刊の新装版。

953　ろ
はんぶんのおんどり
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小学校中学年から

フィクション

小学校中学年から

（24　点）

小
学
校
中
学
年
か
ら

Ｅ
ウミガメものがたり

Ｅ
この本をかくして

マーガレット・ワイルド　文
アーサー・ビナード　訳
フレヤ・ブラックウッド　絵

岩崎書店� 32Ｐ　￥1,500＋税
爆弾が図書館に当たって、本はみんな
粉々になる。残ったのはピーターのお父
さんが借りていた１冊だけ。昔の人たち
のことが書かれたその本を隠し持って
町を出る父と子……。全てを奪う戦争か
ら大事なものを守り引き継ぐ思いを、コ
ラージュを生かした絵で描く。

鈴木　まもる　作・絵

童心社� 32Ｐ　￥1,500＋税

夏の夜の砂浜に産み落とされた、ウミ
ガメの卵。ふ化すると子ガメはすぐに
海に入り、危険な目に遭いながら、２
年で１万キロもの旅をする。コマ割り
と見開きを効果的に使い、詳細かつダ
イナミックに、ウミガメの生態を分か
りやすく描く。臨場感溢れる科学絵本。
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小学校中学年から

ヴェルナ・アールデマ　ぶん
さがの　やよい　やく
レオ・ディロン　え
ダイアン・ディロン　え

童話館出版� 29Ｐ　￥1,400＋税
カ
4

がついた嘘がきっかけで、赤ん坊フクロウ
が死んでしまった。悲しむ母鳥がお日さまを
起こさないため夜が明けず、心配した森の動
物は会議を開く。大胆に描かれた色彩豊かな
絵と「わさうすわさうす」など動物の動きを
表現した言葉が楽しい。他社刊の改題新訳。

Ｅ
どうしてカ

4

は耳のそばでぶんぶんいうの？
―西アフリカの民話より―

舘野　鴻　作・絵

偕成社� 40Ｐ　￥2,000＋税

つちはんみょうが産んだ4000個の卵。幼
虫になると地表にはい出し、ひめはな
ばちに寄生するため過酷な旅に出る。
たどり着いた巣の中では、残り少ない
命を賭けた決死の闘いが始まる。構想
10年、生命の道程を精密画で再現した
科学絵本。写真や解説が巻末にある。

Ｅ
つちはんみょう

デボラ・ホプキンソン　文
こだま　ともこ　訳
ラウル・コローン　絵

光村教育図書　40Ｐ　￥1,500＋税
２歳で視力と聴力を失ったヘレン・ケ
ラーは、すぐにかんしゃくを起こし手
に負えなかった。６歳の時サリバン先
生と出会い、指文字を覚えて言葉の存
在を知り、４か月で手紙が書けるまで
に成長する。二人の軌跡を淡い色調で
描いた絵本。実際の手紙と写真を掲載。

Ｅ
サリバン先生とヘレン
―ふたりの奇跡の４か月―
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リンジー・マティック　ぶん
山口　文生　やく
ソフィー・ブラッコール　え

評論社� 54Ｐ　￥1,500＋税
カナダの獣医師に引き取られた子グマ
のウィニーは、軍隊の一員としてイギ
リスへ渡る。その後預けられた動物園
で、少年と出会い仲良くなる。『クマの
プーさん』のモデルとなったクマの話。
柔らかい色調の絵が、物語にぬくもり
を持たせている。巻末で実写真を紹介。

Ｅ
プーさんとであった日
―世界でいちばんゆうめいなクマのほんとうにあったお話―
（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

ロジャー・デュボアザン　さく
安藤　紀子　やく

ロクリン社� 31Ｐ　￥1,600＋税

自然や動物を愛するボビンさんは、ハ
ンターの勇ましい姿に憧れて猟銃を手
に入れる。野原でウサギにねらいを定
めるが、普通のハンターとは少し違っ
ていた。落ち着いた色彩で細やかに描
き込まれた絵が、ほのぼのとした物語
を引き立てる。実話に基づいた絵本。

Ｅ
ハッピーハンター

バーブ・ローゼンストック　文
なかがわ　ちひろ　訳
メアリー・グランプレ　絵

ほるぷ出版� 33Ｐ　￥1,500＋税
ワーシャが絵の具箱の色を混ぜると、
にぎやかな音が聞こえてきた。やがて
画家を志し絵の勉強を始めた彼は、花
や動物などではなく、音を絵にしたい
と考える。抽象絵画の先駆者と言われ
るロシア出身の画家カンディンスキー
の半生を、多彩な色調の絵で描く。

Ｅ
にぎやかなえのぐばこ
―カンディンスキーのうたう色たち―
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小学校中学年から

宇佐美　牧子　作
藤原　ヒロコ　絵

ポプラ社� 167Ｐ　￥1,200＋税

退屈な夏休みを過ごす４年生のサトシ。
キワさんの育てるニワトリが「まぼろ
しのたまご」を産むと知り、それを譲っ
てもらうことを目標にする。キワさん
を手伝ううち、サトシはある考えを思
い付く。おばあさんとの交流を通して
成長する少年のひと夏の奮闘物語。

913　う
キワさんのたまご
（ポプラ物語館　73）

岩瀬　成子　作
坪谷　令子　絵

文溪堂� 101Ｐ　￥1,300＋税

小学４年生の日
ひ

向
なた

は、両親の離婚を機
に母と祖父母、いとこで中学２年生の
春くんと暮らし始める。ある日、春く
んが連れ帰った子ネコがきっかけで、
ぎこちなかった家族が心を通わせてい
く。新しい環境に戸惑いながら、前向
きに生きる少女の心情を丁寧に表現。

913　い
春くんのいる家

レベッカ・ボンド　作
もりうち　すみこ　訳

ゴブリン書房　34Ｐ　￥1,400＋税

５歳のアントニオは、森の湖のほとり
に建つ大きなホテルで暮らしていた。
夏のある日、怖い山火事が起きて全て
の人が湖に逃げる。その時、アントニ
オは炎と煙の向こうに思いもよらない
ものを目にする。1914年、カナダでの
実話を素描画風の幻想的な絵で描く。

Ｅ
森のおくから
―むかし、カナダであったほんとうのはなし―
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小学校中学年から

小
学
校
中
学
年
か
ら

長崎　夏海　作
佐藤　真紀子　絵
薬師寺　一彦　協力

佼成出版社� 95Ｐ　￥1,300＋税
プールで溺れかけて以来、蒼

あお

の心には
イルカが住み着いている。小学３年生
の夏休み、林で見つけたしずく形の置
物の中にイルカの姿を見た蒼は、製作
者のカズさんと知り合う。彫刻家と交
流する中で、自分と向き合う内向的な
少年の心の機微を鮮やかに描く。

913　な
蒼とイルカと彫刻家
（いのちいきいきシリーズ）

佐和　みずえ　作
かんべ　あやこ　絵

フレーベル館　159Ｐ　￥1,300＋税

母の出産で、ゆなは行きたくない気持
ちを抱えたまま、祖父母の家に預けら
れる。昔ながらの活版印刷所を営む祖
父の仕事を手伝ううちに……。夏休み
の体験を通して、気持ちを言葉で伝え
る大切さに気付く少女を描く。本文に
活版印刷のはがきが挿入されている。

913　さ
拝啓、お母さん
（ものがたりの庭）

角野　栄子　作
森　環　絵

偕成社� 72Ｐ　￥1,200＋税

1942年、小学１年生のわたしは、靴屋
のタスケさんと親しくなる。毎日店に
通っていたが、タスケさんは戦争に行
き、店も空襲で焼けてしまう。15歳に
なり、店があった場所を通ったわたし
が見たものは……。戦争の悲しみを鉛
筆画の挿絵とともに静かに語る。

913　か
靴屋のタスケさん
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小学校中学年から

蕭　甘牛　作
君島　久子　訳

岩波書店� 189Ｐ　￥640＋税

月から来た老人にわらじを作り、１粒
の種をもらったおばあさん。種は実を
結ぶと、赤ん坊に変わった。トウヤー
ヤと名づけられ、成長した男の子は、
おばあさんの眼病を治すため旅に出
る。中国チワン族に伝わる民話を基に
した物語。旧版の訳文を見直し文庫化。

923　し
月からきたトウヤーヤ
（岩波少年文庫　239）

八束　澄子　著

ＰＨＰ研究所　223Ｐ　￥1,400＋税

学校にも家にも居場所のない小学４年
生の壮太。テレビで山村留学センター
の様子を見て、そこに行こうと決意す
る。豊かな自然や村の人々に囲まれ仲
間と励まし合いながら、自分の居場所
を作っていく。実在の施設をモデルに、
子どもたちの姿を等身大で描く。

913　や
ぼくらの山の学校
（わたしたちの本棚）

三輪　裕子　作
佐藤　真紀子　絵

小峰書店� 159Ｐ　￥1,400＋税

悠太は鉄道好きな小学４年生。図書館
で知り合った鉄道ファンの隼人とも意
気投合。ある日、引っ越してきた同学
年の理

り

子
こ

から、親に内緒で調布から千
葉に行く計画を打ち明けられる。悠太
は理子に同行することになるが……。
鉄道旅行気分も味わえる友情物語。

913　み
ぼくらは鉄道に乗って
（ブルーバトンブックス）
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小学校中学年から

小
学
校
中
学
年
か
ら

ジル・マーフィ　作
松川　真弓　訳

評論社� 213Ｐ　￥1,200＋税

子犬のアルフィーは、飼い主の留守中
よそに預けられたが、寂しくて逃げ出
し迷子になる。キツネ夫婦に助けられ
るものの、密猟者に捕まり……。すれ
違いながら必死に探す飼い主の少年と、
アルフィーが再会するまでをユーモラ
スに描く。犬の解説や挿絵も楽しい。

933　ま
まいごのまいごのアルフィーくん

リー・キングマン　作
山内　玲子　訳

岩波書店� 142Ｐ　￥640＋税

セッパラ家は大家族。クリスマスが近
いある日、毎年プレゼントをくれる長
兄の乗る船が、行方不明になる。10人
きょうだいの真ん中のエルッキは、兄
の代わりに家族に内緒で手作りのプレ
ゼントを用意し始める。家族への思い
やりの心が伝わる物語。改訳し文庫化。

933　き
とびきりすてきなクリスマス
（岩波少年文庫　241）

ジュディス・カー　作・絵
三原　泉　訳

徳間書店� 142Ｐ　￥1,400＋税

アルバートさんは旅先の海で、母親を
なくした赤ちゃんアザラシを保護する。
チャーリーと名付けてアパートに連れ
帰るが、管理人に見つかってしまった。
そこで下の階の住人と協力して、受け
入れ先の動物園探しに奔走する。人間
と動物の交流を描いた心温まる作品。

933　か
アルバートさんと赤ちゃんアザラシ
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小学校中学年から

アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット　作
西村　由美　訳
たちもと　みちこ　絵

徳間書店� 148Ｐ　￥1,400＋税
お気に入りの椅子を、いつも飼い犬の
トムに取られるおばあさん。怒っても
椅子から下りようとしないトムから、
ある方法で椅子を取り返すが、今度は
トムが知恵を働かせて……。この表題
作など、身近な動物や不思議な生き物
が登場する愉快なお話を９編収める。

949　し
犬とおばあさんのちえくらべ
―動物たちの９つのお話―

マイケル・モーパーゴ　作
おびか　ゆうこ　訳
ヘレン・スティーヴンズ　絵

徳間書店� 62Ｐ　￥1,700＋税
山のふもとのドルタ村には、クリスマ
ス・イブに山に住むドラゴンをおどか
し、次の日には感謝の歌をうたう「山
のドラゴンまつり」がある。それは、
少女ミミが迷子の赤ちゃんドラゴンを
助けたことに由来している。カラー挿
絵がかわいい心温まるファンタジー。

933　も
ミミとまいごの赤ちゃんドラゴン

マイケル・モーパーゴ　作
おびか　ゆうこ　訳
ゲーリー・ブライズ　絵

徳間書店� 108Ｐ　￥1,300＋税
８歳のトマスは、渋々行った図書館で、
“ユニコーン”と司書の話に心を奪わ
れる。やがて戦争で村が爆撃を受け、
村人たちは燃える図書館から本を救出
する。過酷な環境の中でも本やお話の
力を信じ、守りぬく人々の姿を描く。
モノクロの挿絵が物語を引き立てる。

933　も
図書館にいたユニコーン
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小学校中学年から

小
学
校
中
学
年
か
ら

オーサ・ストルク　作
きただい　えりこ　訳
ヒッテ・スペー　絵

さ・え・ら書房� 41Ｐ　￥1,200＋税
ソマリアからスウェーデンに来たファ
ドマは、プールの授業を見学するだけ。
ソマリア人の女の子は男の子と泳ぐこ
とが許されない。「わたしも水着をきて�
みたい」と願うファドマに先生が……。�
慣習の違いを尊重し、受け入れる大切
さを知る物語。挿絵が理解を助ける。

949　す
わたしも水着をきてみたい
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小学校高学年から

フィクション

小学校高学年から

（25　点）

Ｅ
300年まえから伝わるとびきりおいしいデザート

Ｅ
ながいながい骨の旅

松田　素子　文
川上　和生　絵

講談社� 35Ｐ　￥1,800＋税

生命誕生後、最初に骨を持ったのは魚
だった。やがて陸をめざす魚が現れ、
ひれは両生類の足に進化する。環境に
適応するため、骨は変化を続けている。
骨の役割を、時代を辿りながら、柔ら
かな色調の絵とともに伝える科学絵
本。骨をめぐる進化のトピックを収録。

エミリー・ジェンキンス　文
横山　和江　訳
ソフィー・ブラッコール　絵

あすなろ書房　37Ｐ　￥1,600＋税
300年前のイギリスで、200年前、100
年前、現代のアメリカで、４組の親子
が砂糖と生クリームを使いブラックベ
リー・フールを作る。使う道具や生活
が変わっても、親子が仲良く作業する
姿やお菓子のおいしさは変わらない。
綿密な考証に基づく丁寧な絵も温かい。
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小学校高学年から

小
学
校
高
学
年
か
ら

ブライアン・フロッカ　作／絵
日暮　雅通　訳

偕成社� 57Ｐ　￥2,400＋税

1869年、大陸横断鉄道が開通してまも
なくのアメリカ。３人の家族が、蒸気
機関車に乗りこんだ。これから大陸を
横断して、カリフォルニアに向かうの
だ！　当時の蒸気機関車と旅の様子を、
緻密で正確かつ大胆で迫力ある構図で
描いた絵本。鉄道の詳しい解説も掲載。

Ｅ
走れ！！機関車

913　い
坂の上の図書館

913　い
旅のお供はしゃれこうべ

泉田　もと　作

岩崎書店� 167Ｐ　￥1,300＋税

古物商の一人息子惣一郎は、父の使い
で旅に出た帰り道、預かった茶碗をお
供の男に盗まれる。自暴自棄の惣一郎
の前に現れたのはしゃべるしゃれこう
べ。二人は茶碗を取り返すため、江戸
に向かう。旅をする中で成長する惣一
郎の姿を軽妙なやりとりとともに描く。

池田　ゆみる　作
羽尻　利門　絵

さ・え・ら書房　158Ｐ　￥1,300＋税

自立支援施設に母と引っ越してきた、
小５の春菜。隣にある図書館に生まれ
て初めて行き本を借りたことで、読書
の楽しさに目覚める。娘の姿に、やが
て母も資格の勉強を始め……。困難を
抱えながらも、新しい出会いの中で、
生きる力を得ていく親子を温かく綴る。
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小学校高学年から

小俣　麦穂　著
ささめや　ゆき　絵

講談社� 213Ｐ　￥1,400＋税

信濃水
み

笠
かさ

の里。祭りの日に年頃の子ど
もは里

さと

長
おさ

から子馬をもらう。心優しい
さっ太は大好きな黒い子馬を希望する
が、強気な千吉も同じ馬を選ぶ。どち
らがふさわしいか、二人に試練が課せ
られる。知恵と勇気で試練に向かい、
助け合う子らの姿をほのぼのと語る。

913　お
さっ太の黒い子馬
（講談社・文学の扉）

岡田　淳　作
はた　こうしろう　絵

偕成社� 165Ｐ　￥1,200＋税

５年生の「ぼく」は、ある日学校で不思
議な女の人に話を聞いてくれと頼まれ
る。千

ち

代
よ

女
じょ

さんというその魔女は、そ
の後も突然現れては、小学校にいる魔
女や魔法使いの話を聞かせてくれる。
「踊り場の魔女」、「しおりの魔法使い」
など、挿絵も楽しい６つの連作短編集。

913　お
きかせたがりやの魔女

いとう　みく　作
こがしわ　かおり　絵

文研出版� 167Ｐ　￥1,300＋税

６年生の拓
たく

のクラスに転校してきた凛
りん

は、思ったことをはっきり言う性格。
争いごとを避けて過ごしてきた拓だっ
たが、彼女が起こすトラブルに巻き込
まれていき……。不器用だがまっすぐ
な凛によって変化していく拓と、クラ
スメイトの２か月が軽快に描かれる。

913　い
チキン！
（文研じゅべにーる）
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小
学
校
高
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斎藤　惇夫　作
金井田　英津子　画

福音館書店　上　403Ｐ　￥2,500＋税
� 下　405Ｐ　￥2,500＋税
河童のユウタは、ある日美しいキツネ
から、旅に出る運命だと告げられる。
九尾の狐の孫アカネや天狗のハヤテと
出会い、龍

りゅう

川
がわ

の水源へ向かうことに。
さまざまな生き物に助けられながら旅
を続けると……。自然と共に生きるこ
との大切さを描く物語。挿画も美しい。

913　さ
河童のユウタの冒険　上・下
（福音館創作童話シリーズ）

小手鞠　るい　作

金の星社� 165Ｐ　￥1,300＋税

父親が急死した悲しみから抜け出せな
い６年生のみずき。夏休みの間、アメ
リカに住む伯母の家で暮らすことにな
る。動物保護に関わる伯母を手伝うう
ちに、命の尊さと互いを支え合うこと
の大切さを学んでいく。悲しみを乗り
越え、強く生きようとする少女の物語。

913　こ
いつも心の中に

柏葉　幸子　作
佐竹　美保　絵

講談社� 135Ｐ　￥1,400＋税

舞台は大小さまざまな王国のある、魔
女たちが生きる世界。愛する者を守る
ため城に入り、国同士の戦いに参戦す
る者、魔法を封印し人間の女として生
きる者……。個性も生き方も違う魔女
を魅力的に描いた連作短編集。黒で描
かれた挿絵が想像をかき立てる。

913　か
王様に恋した魔女
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小学校高学年から

福田　隆浩　著

講談社� 231Ｐ　￥1,300＋税

５年生の香菜は人前で話すことが苦手。
みんなの会話や行動からささやかな変
化に気付くことができる彼女は、いつ
もと様子が違う先生の秘密など、学校
の謎や事件を友達と一緒に解決してい
く。相手を信じ、受け入れようとする
主人公の姿が印象的な、心温まる物語。

913　ふ
香菜とななつの秘密

濱野　京子　作
おとない　ちあき　画

くもん出版� 211Ｐ　￥1,300＋税

総理大臣になりたいという夢を笑われ、
だんだん自分の意見を言えなくなって
いった照

てる

葉
は

。ところが、５年生の後期、
学級委員に選ばれてしまい……。周囲
とぶつかりながらも、さまざまな意見
や立場があることに気付き、広い世界
に目を向け前進する少女の姿を描く。

913　は
ソーリ！
（くもんの児童文学）

戸森　しるこ　著
佐藤　真紀子　絵

講談社� 222Ｐ　￥1,300＋税

５年生になったアスカは、幼馴染みで
人気者のリアルや、転校生のサジと同
じクラスになる。タイプの違う３人だ
が、それぞれが抱える家庭や学校での
問題を、助け合いながら乗り越えるう
ち、少しずつ距離が縮まっていく。３
人の少年の成長と友情を描いた物語。

913　と
ぼくたちのリアル
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ジョー・コットリル　作
杉田　七重　訳

小学館� 287Ｐ　￥1,500＋税

カリプソは、母が亡くなって以来大好
きな本の世界に閉じこもっている女の
子。ある日、本をきっかけに転校生の
メイと友達になり、心を開いていく。
カリプソの変化は、本の執筆に逃避し
娘を顧みなくなっていた父にも影響を
与え始める。家族が再生に向かう物語。

933　こ
レモンの図書室

吉橋　通夫　著

講談社� 251Ｐ　￥1,400＋税

相撲観戦中に江戸時代にタイムスリッ
プした太郎は、伝説の名力士雷電と出
会う。まっすぐに生きる雷電や人情深い
町の人々と心を通わせていく太郎だが、
さまざまな騒動に巻き込まれ……。江
戸時代の生活が生き生きと描かれ、当
時の相撲の様子も分かりやすい。

913　よ
はっけよい！雷電
（講談社・文学の扉）

藤重　ヒカル　作
飯野　和好　絵

偕成社� 230Ｐ　￥1,500＋税

寺の境内の苔むした墓には剣の名手が
眠ると言われているが、本当は……。
この「立花たんぽぽ丸のこと」など、
架空の町日

ひ

小
お

見
み

を舞台に、言い伝えの
背後にある今は消えてしまった不思議
な話が語られる。遊び心あふれる構成
が物語を引き立てる、連作短編集。

913　ふ
日

ひ

小
お

見
み

不思議草紙
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小学校高学年から

ケイト・ディカミロ　作
長友　恵子　訳

岩波書店� 238Ｐ　￥1,600＋税

10歳のレイミーは、かけおちした父に
戻ってもらうため、美少女コンテスト
優勝を目指しバトンを習う。そこで心
の痛みを抱えた２人の少女と出会い、
距離を縮めていく。それぞれの大切な
ものを取り戻そうと力を合わせる少女
たちの、ひと夏の冒険と友情の物語。

933　て
レイミー・ナイチンゲール

マージェリー・シャープ　作
渡辺　茂男　訳

岩波書店� 256Ｐ　￥700＋税

美しい白ねずみの令嬢ビアンカは、ね
ずみたちで結成する「囚人友の会」の
命を受け、囚われの詩人を助け出すこ
とに。家ねずみのバーナード、船乗り
ねずみのニルスと共にくらやみ城に向
かう。小さなねずみが人間を救出する
痛快な冒険シリーズの第一作を文庫化。

933　し
ミス・ビアンカ　くらやみ城の冒険
（岩波少年文庫　233）

アレックス・ジーノ　作
島村　浩子　訳

偕成社� 222Ｐ　￥1,400＋税

10歳のジョージは、身体は男の子だが
心は女の子。彼は自分の内の女の子を
メリッサと名付け、家族にも秘密にし
ていた。だが、全てを受け入れてくれ
た親友に支えられ、本当の自分である
ための第一歩を踏み出す。トランスジェ
ンダーの少年の心情を繊細に描く。

933　し
ジョージと秘密のメリッサ
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小学校高学年から

小
学
校
高
学
年
か
ら

アン・Ｍ・マーティン　作
西本　かおる　訳

小峰書店� 233Ｐ　￥1,500＋税

ローズは、数字や言葉に強いこだわり
を持つ女の子。パパとパパが拾ってき
た犬のレインと暮らしている。嵐の
夜、パパの不注意でレインが行方不明
になり、彼女は必死に探し見つけるが
……。互いに生きづらさを抱える孤独
な親子の、それぞれの決断が胸を打つ。

933　ま
レイン
―雨を抱きしめて―
（Sunnyside�Books）

Ａ．Ｆ．ハロルド　作
こだま　ともこ　訳
エミリー・グラヴェット　絵

ポプラ社� 326Ｐ　￥1,500＋税
ラジャーはアマンダが想像で作り出し
た男の子。お互いに無二の存在となる
が、ある日、不気味な男が訪ねて来て
から二人の身辺に不穏な空気が漂い始
める。ラジャーは大切な友達を救うた
め、恐怖に勇敢に立ち向かう。挿絵も
魅力的なスリル満点の物語。

933　は
ぼくが消えないうちに
（ポプラせかいの文学　４）

ミタリ・パーキンス　作
永瀬　比奈　訳
ジェイミー・ホーガン　絵　

鈴木出版� 189Ｐ　￥1,500＋税
奨学金を勝ち取っての進学が期待され
ているのに、勉強に身が入らないニー
ル。島の保護区から逃げたトラの子ど
もを救おうと探すうち、自分のために
信念を曲げ働く父親や、進学を許され
ない姉の思いを知り……。故郷を良く
したいと目覚め成長する少年を描く。

933　は
タイガー・ボーイ
（鈴木出版の児童文学　この地球を生きる子どもたち）
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小学校高学年から

フィリップ・ロイ　著
櫛田　理絵　訳

ＰＨＰ研究所　222Ｐ　￥1,400＋税

1908年のカナダ。10歳のエディは読み
書きが困難なため、家族や周囲の理解
が得られず鬱屈した日々を送っていた。
だが、彼の賢さに気付いたグラハム・
ベルと交流するうち、毎日が変わり始
める。懸命に努力を重ねる少年と、彼
を見守る家族の姿を温かく描く物語。

933　ろ
ぼくとベルさん
―友だちは発明王―
（わたしたちの本棚）

パム・ムニョス・ライアン　作
神戸　万知　訳

偕成社� 251Ｐ　￥1,500＋税

トレーラーハウスでひいおばあちゃん
と弟と暮らすナオミの元に、実の母が
戻ってきた。身勝手な理由で自分だけ
を引き取ろうとする母から逃れ、ナオ
ミたちは父を探しに、メキシコを目指
し国境を越える。自身のルーツに触れ、
誇りと自信を取り戻す少女の姿を描く。

933　ら
メキシコへわたしをさがして
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中学生から

フィクション

中 学 生 か ら

（24　点）

中
学
生
か
ら

Ｅ
うみべのまちで

911　た
自分におどろく

たなか　かずお　文
あべ　弘士　絵

童話屋� 101Ｐ　￥1,700＋税

137億年前、宇宙ができた。そして、い
のちの星地球が生まれた。地球で生ま
れた一つの細胞から、40億年かけて人
類が誕生した。自分の存在が奇跡その
ものであることに感動し続けた著者が、
宇宙と命の神秘を綴った詩の本。親し
みやすい伸びやかな挿絵が印象的。

ジョアン・シュウォーツ　文
いわじょう　よしひと　訳
シドニー・スミス　絵

ＢＬ出版� 50Ｐ　￥1,600＋税
ぼくの家から海が見える。天気のよい
日は海が光っている。海の下の炭鉱で
父さんは働いている。いつかぼくもそ
こで働く。1950年代、海辺にある炭鉱
の町の風景と人々の暮らしを描いた絵
本。墨絵のような力強いタッチで、明
るい海と暗い炭鉱を対比させている。
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中学生から

久保田　香里　作
坂本　ヒメミ　画

くもん出版� 347Ｐ　￥1,600＋税

奈良時代、平城京と国々を結ぶ駅
はゆま

路
じ

に
は駅

うま

家
や

が置かれ、道案内と馬の世話を
する 駅

うまやの

子
こ

がいた｡ 小
こ

里
ざと

は、女ながら
駅子になろうと奮闘していたが、彼女
の判断で旅人を泊めた翌朝、馬が盗ま
れ……。夢を追う少女の姿を、史実を
織り交ぜて疾走感あふれる筆致で描く。

913　く
駅鈴（はゆまのすず）
（くもんの児童文学）

草野　たき　著

講談社� 242Ｐ　￥1,400＋税

背が高く太れない朝子、太っているこ
とを気にする雅恵など、体型や性格、
恋や人間関係に悩む中３の男女５人の
１年間の物語。理想の自分と今の自分、
建前と本音の間で揺れる彼らが、学校
や塾で配られたアンケートに答えたこ
とを契機に、真の望みに気付いていく。

913　く
Ｑ→Ａ

市川　朔久子　著

講談社� 249Ｐ　￥1,400＋税

中３の夏芽は父を憎む感情を抑えられ
ず、山寺の夏合宿に逃げこむが、参加者
は彼女だけだった。そこへ母に置き去り
にされた５歳の雷太も加わり……。それ
ぞれ心に傷を負った人たちと日々を過
ごすうち、自分の感情を素直に受け入
れる力を得ていく少女の物語。

913　い
小やぎのかんむり
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中学生から

中
学
生
か
ら

村上　しいこ　著

講談社� 285Ｐ　￥1,500＋税

うた部の業
なり

平
ひら

は同じ部の清
せい

らとつき合っ
ているが、業平に思いを寄せるトラン
スジェンダーのトキが転入した頃か
ら、二人の関係はぎくしゃくしてくる。
そんな中、短歌甲子園出場が決まり
……。恋や友情、進路などに悩む高校
生が、自分の気持ちを短歌に託す物語。

913　む
空はいまぼくらふたりを中心に

古内　一絵　作

小峰書店� 288Ｐ　￥1,500＋税

福島の高校に通う穣
ゆたか

は、水泳部をや
めた途端フラダンス愛好会に無理矢理
入部させられる。次第にフラに魅力を
感じ、仲間同士の絆も深まっていくが
……。震災から５年、それぞれが閉塞
感を抱えながら、男女混合でフラガー
ルズ甲子園を目指す高校生の青春物語。

913　ふ
フラダン
（Sunnyside�Books）

椎野　直弥　著

ポプラ社� 328Ｐ　￥1,500＋税

中１の悠太は吃音に悩み、人前で話す
ことに恐怖心があった。そんな自分を
変えたいと思い切って放送部に入部す
ると、同じクラスの美少女、古

こ

部
べ

さん
がいて……。心を閉ざした悠太が周囲
の優しさに気付き、伝えたいことを言
葉にする勇気を持つまでを描く。

913　し
僕は上手にしゃべれない
（teens’�best�selections�43）
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中学生から

ウェスリー・キング　作
大西　昧　訳

鈴木出版� 350Ｐ　￥1,600＋税

13才のダニエルは、誰にも言えない秘
密を抱え苦しんでいた。ある日、同級
生のサラに、私たちには共通点がある
と打ち明けられ、失踪した父を探す危
険な調査を手伝うよう頼まれる。作者
の体験を基に、ＯＣＤ（強迫性障害）
の現実を丁寧に描く秀逸なミステリー。

933　き
ぼくはＯ・Ｃ・ダニエル
（鈴木出版の児童文学　この地球を生きる子どもたち）

デボラ・エリス　作
もりうち　すみこ　訳

さ・え・ら書房　287Ｐ　￥1,600＋税

イラン・イラク戦争の末期。テヘラン
の裕福な家の娘ファリンは、女学校で
は孤立し家でも鬱屈していた。魅力的
な転校生と親しくなり、いつしか互い
の感情は友情を超えたものに。実話を
基に同性愛が犯罪となる社会に生きる
少女を描き、個人の尊厳を考えさせる。

933　え
九時の月

山本　悦子　作

岩崎書店� 247Ｐ　￥1,500＋税

漢字が読めるようになりたいと、念願
の夜間中学に通い始めた祖母が怪我を
した。中１の優

ゆう

菜
な

は、祖母を応援しよ
うと付き添いを買って出る。年齢も国
籍も事情も違う生徒たちとの交流を通
し、優菜は多様な人生があることを知
る。学ぶことの意味を問いかける作品。

913　や
夜間中学へようこそ
（物語の王国　Ⅱ８）
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中学生から

中
学
生
か
ら

キム・スレイター　作
武富　博子　訳

評論社� 358Ｐ　￥1,500＋税

フィンレイは14歳。吃音に悩み、学校
ではいじめられていた。話すことは苦
手でも語彙力を競うゲーム「スクラブ
ル」が得意な彼は、ネット対戦中に偶
然、失踪した母の手掛かりを得る。自
分に誇りを見いだし、現実に立ち向か
う少年の激動の17日間を描く。

933　す
セブン・レター・ワード
―７つの文字の謎―

ジャクリーン・ケリー　作
斎藤　倫子　訳

ほるぷ出版� 402Ｐ　￥1,500＋税

13歳のコーリーは、祖父から博物学を
学び、両親の望みとは違う道に進もう
としていた。ある日、ハリケーンで被
災した従姉と獣医がやってきたことか
ら……。20世紀初めのテキサスを舞台
に自分らしく生きようとする少女を描
く。『ダーウィンと出会った夏』続編。

933　け
ダーウィンと旅して

ピッパ・グッドハート　著
千葉　茂樹　訳

あすなろ書房　287Ｐ　￥1,500＋税

19世紀英国。化石肥料コプロライトの
採掘現場で働くビルは、その中の珍し
い形のものが高く売れると知る。従弟
のアルフと集め始めるが、大きな化石
を掘り出した夜に火事が起き……。観
察眼の鋭い少年の科学との出合いを、
事件や家族愛を絡めて描くミステリー。

933　く
笑う化石の謎
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中学生から

ミタリ・パーキンス　作
永瀬　比奈　訳

鈴木出版� 318Ｐ　￥1,600＋税

アメリカの高校生ジャズは、家族と共
に訪れたインドで同い年のダニタと出
会う。ダニタは、孤児院を出る時のた
めに起業を考えていた。ジャズは彼女
の力になろうと思うが……。価値観の
違う人々や文化に触れることで、殻を
破り一歩踏み出す少女のひと夏の物語。

933　は
モンスーンの贈りもの
（鈴木出版の児童文学　この地球を生きる子どもたち）

ルータ・セペティス　作
野沢　佳織　訳

岩波書店� 398Ｐ　￥2,100＋税

1945年、ソ連軍の侵攻を受け、ナチスは
海路で住民を避難させた。同じ船に乗っ
た４人の若者は、それぞれ秘密を抱え
ている。中でもフローリアンは、ナチ
スの秘宝の隠し場所を知っていた。ハ
ンニバル作戦の悲劇を題材に、戦火に
消えた無数の人々に思いをはせる。

933　せ
凍てつく海のむこうに

ホリー・ゴールドバーグ・スローン　作
三辺　律子　訳

小学館� 382Ｐ　￥1,500＋税

風変わりだが才能あふれる少女ウィロー
は、12歳にして二度も両親を亡くし生
きる気力を失う。友達のマイとその母
は、いい加減なスクールカウンセラー
のデルを巻き込み、彼女を児童セン
ター行きから救う大胆な計画を実行す
る。悲しみからの再生と人の絆の物語。

933　す
世界を７で数えたら
（SUPER!�YA）
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中学生から

中
学
生
か
ら

ジル・ルイス　作
さくま　ゆみこ　訳

評論社� 269Ｐ　￥1,600＋税

12歳のスカーレットは、心を患った母
と弟の三人暮らし。弟は彼女とだけ話
し、鳥の羽を持つと心が落ち着いた。
しかし、火事が原因で母は病院、弟は
施設へ。彼女は里親の元で何とか弟を
探そうとする。孤立していた少女が自
分の居場所を見つけていく物語。

933　る
紅のトキの空
（評論社の児童図書館・文学の部屋）

Ｌ．Ｍ．フィッツジェラルド　著
千葉　茂樹　訳

あすなろ書房　294Ｐ　￥1,500＋税

画家の祖父と生活力のない母とニュー
ヨークで暮らす、13歳のセオ。ある日、
祖父が「卵の下を探すんだ」という言
葉を遺し急死する。母を支えながら�
その言葉の意味を調べるうち、彼女は
遺品の絵に隠された秘密に気付き……。�
美術と歴史を巡る謎に迫るミステリー。

933　ふ
スピニー通りの秘密の絵

アナベル・ピッチャー　著
中野　怜奈　訳

偕成社� 309Ｐ　￥1,700＋税

５年前、双子の姉の一人をテロで亡く
したジェイミー。母は家出し、酒浸り
の父は遺灰を手放せない。ジェイミー
も母から贈られたスパイダーマンのＴ
シャツを毎日着続け、母との再会を強
く願う。テロ犠牲者の家族が、悲しみ
を乗り越える姿を10歳の視点で描く。

933　ひ
さよなら、スパイダーマン
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中学生から

トゥルース・マティ　作
野坂　悦子　訳
平澤　朋子　絵

朔北社� 253Ｐ　￥1,500＋税
1943年ニューヨーク。家業を手伝うラ
イナスは、オレンジを注文する外国人
画家と出会い、彼の絵に魅了される。
従軍した兄の手紙で戦争の恐怖を知り、
想像力は役に立たないと訴えるライナ
スに、画家は想像力こそが強力な武器
だと語る。実在の画家がモデルの作品。

949　ま
ミスターオレンジ

アンナ・ウォルツ　作
野坂　悦子　訳

フレーベル館　365Ｐ　￥1,450＋税

14才のエミリアは、父の不祥事による
中傷に耐えられず、オランダからニュー
ヨークへ家出する。しかし、ハリケー
ン直撃で大停電が起き、初対面の少年
たちと何日も過ごすことに。極度の潔
癖症のエミリアはパニックになるが
……。危機を経て強くなる少女の物語。

949　う
100時間の夜
（文学の森）

ディルク・ラインハルト　作
天沼　春樹　訳

徳間書店� 409Ｐ　￥2,100＋税

母を探すミゲルは、偶然出会った少年
たちと貨物列車の屋根に乗って、メキ
シコを縦断し米国に向かう。飢えや寒
さに苦しみ、警察や盗賊に追われ命が
けの旅を続けるうち、彼らとの結束は
固くなる。実在の中米の子どもたちの
体験を基に、その過酷な現実を描く。

943　ら
列車はこの闇をぬけて
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中学生から

中
学
生
か
ら

エリック・ペッサン　著
平岡　敦　訳

あすなろ書房　143Ｐ　￥1,300＋税

13歳の少年二人が、３つ数えて走り出
した。無我夢中で走るうち、なぜ自分
たちが走っているのかに気付く。父親
の暴力に対する恐怖や、移民家族の国
外退去への不安にさらされる彼らが、
自由を求め苦しみながらもひたすら１
週間走り続けた、疾走感あふれる物語。

953　へ
３つ数えて走りだせ
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ノンフィクション

（25　点）

ノンフィクション

160　い　（高学年から）
イスラム世界やさしいＱ＆Ａ
（世の中への扉）

230　ふ　（中学生から）
正義の声は消えない
―反ナチス・白バラ抵抗運動の学生たち―

ラッセル・フリードマン　著
渋谷　弘子　訳

汐文社� 137Ｐ　￥1,500＋税

ナチスの異常性を察知した大学生ハンス
は白バラを名乗り、妹や仲間とドイツ国
内でビラを用いて反ナチス運動を展開。
メンバーが次々処刑されてなお、この
運動は国外まで支持を拡げていく。言
葉の力でドイツの良心を結集しようと
した白バラ抵抗運動の軌跡をたどる。

岩永　尚子　著

講談社� 173Ｐ　￥1,200＋税

テロや内戦報道によりイスラム教は「怖
い」という印象を持たれがちだが、今
や世界の４人に１人がイスラム教徒。
信仰に基づく日常、文化、歴史などを
一問一答で解説。日本との関係にも触
れる。異文化を知ることで無用な恐れ
を拭い、共存意識を持つ一助となる。
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ノンフィクション

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

金治　直美　文

学研プラス� 119Ｐ　￥1,350＋税

幼少時から何事にも前向きに取り組む
メイは、生まれつき右腕が短い。周囲
の人々との関わりから多くの刺激を受
け葛藤し、やがてパラ水泳の大会で頂
点を目指すようになる。他者との差異
を「障害」と捉えず、個性や特徴と認
める社会のあり様を願う彼女の物語。

281　い　（高学年から）
私が今日も、泳ぐ理由
―パラスイマー　一ノ瀬メイ―
（スポーツノンフィクション）

281　ち　（高学年から）
知

ち

里
り

幸
ゆ き

恵
え

物語
―アイヌの「物語」を命がけで伝えた人―
（ＰＨＰ心のノンフィクション）

281　ふ　（高学年から）
Ｍｒ．トルネード
―航空事故を激減させた気象学者藤田哲也―

佐々木　健一　著

小学館� 196Ｐ　￥1,250＋税

米国で竜巻研究の第一人者となった藤
田。航空機着陸時の墜落は、未知の気
象現象が原因と発表したが、気象界か
ら批判にさらされる。それでも観測に
こだわり、その存在を実証、防止策に
繋げた。冒険心あふれる彼の観察姿勢
や功績を関係者への取材を挟み綴る。

金治　直美　著

ＰＨＰ研究所　159Ｐ　￥1,400＋税

明治末期、アイヌの娘幸
ゆき

恵
え

は祖母のユ
カﾗ（詩

うた

物語）を耳に育った。和
わ

人
じん

か
らの差別に負けず培ってきた流麗な日
本語を国語学者の金田一京助に認めら
れ、ユカﾗ に美しい和訳を付し『アイ
ヌ神謡集』を編む。幸恵の19年の生涯
をアイヌの民俗や歴史とともに紹介。
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別司　芳子　著

文研出版� 159Ｐ　￥1,300＋税

脱毛症や小児ガンなどで髪の毛を失っ
た子どものために、ウィッグ用の髪を
寄付するヘアドネーション。美容師や
企業などの活動と贈る人、贈られる人、
双方の思いを綴る。巻末にヘアドネー
ションの方法を掲載。自分にできる社
会貢献を考えるきっかけとなる一冊。

369　へ　（高学年から）
髪がつなぐ物語
（文研じゅべにーる・ノンフィクション）

今泉　みね子　著

合同出版� 171Ｐ　￥1,500＋税

2015年、紛争で故郷を失った難民がド
イツに大挙してやって来た。文化・習
慣・宗教の違いや偏見からさまざまな
事件が起き、国内では難民への反感が
高まっていった。自国の文化や価値観
を強制することのない相互理解のあり
方を、物語形式で読者に問いかける。

330　い　（高学年から）
ようこそ、難民！
―100万人の難民がやってきたドイツで起こったこと―

ウィリアム・グリル　作
千葉　茂樹　訳

岩波書店� 72Ｐ　￥2,000＋税

1914年、南極大陸横断を目的に、シャ
クルトン率いる探検隊は英国から出港
する。だが、流氷帯に阻まれ木造船は
沈没。悪天候や飢えなど数々の危難を
不屈の精神で乗り切り、全員帰還を果
たした。細部にまで趣向を凝らした色
鉛筆画で、３年にわたる冒険譚を描く。

297　く　（高学年から）
シャクルトンの大漂流
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松沢　陽士　写真・文

フレーベル館　35Ｐ　￥1,400＋税

寒い冬に長野県の天竜川で行われるざ
ざ虫漁を取り上げ、昔から継承されて
きた昆虫食の文化を写真で紹介。独特
の道具を用いて行う虫踏みと呼ばれる
漁や調理法、失われつつある地域独自
の文化を次世代へつなげる取り組みも
分かる。巻末の解説も理解を助ける。

380　ま　（中学年から）
ざざ虫
―伊那谷の虫を食べる文化―
（ふしぎびっくり写真えほん）

斎藤　たま　文
なかの　ひろたか　絵

福音館書店� 40Ｐ　￥1,300＋税

今ではトイレットペーパーが当然だ
が、昔はおしりをふくのにフキの葉や
木などを使用していた。昭和初期まで
の日本のトイレ事情を通して、自然の
物を使い不要になれば自然に返す、地
球にやさしい暮らしぶりが見えてく
る。分かりやすい説明と絵で楽しめる。

380　さ　（中学年から）
おしりをふく話
（たくさんのふしぎ傑作集）

中井　久夫　著

中央公論新社　100Ｐ　￥1,200＋税

いじめは、その時その場だけでなく生
涯にわたり被害者に影響を与える。だ
が、ＳＯＳが受け取られる確率は極め
て低い。巧妙に人を追いこみ孤立化、
無力化、透明化と進行するいじめの過
程を解説。自身の体験も交え、被害者
の安全確保を第一に掲げたメッセージ。

370　な　（高学年から）
いじめのある世界に生きる君たちへ
―いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉―
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星　輝行　写真・文

少年写真新聞社　55Ｐ　￥1,500＋税

カブトムシやバッタ、トンボなどはど
のように空を飛んでいるのか。16種の
昆虫の羽ばたいている姿を美しい連続
写真で瞬間的に捉え、昆虫の飛び方や
その特徴の解明を試みている。また羽
の動かし方をタイプ別に図で説明。大
人も子どもも興味が持てる写真絵本。

486　ほ　（中学年から）
空を飛ぶ昆虫のひみつ

日下　博幸　著

くもん出版� 159Ｐ　￥1,400＋税

気象は地球を覆う大気の現象。風、雲、
雨など気象の要素を家庭で再現する方
法や気象のふしぎを、研究者がカラー
写真や図を添え丁寧に解説。天気予報
を支える最先端技術、未来の気候変動
などの研究や可能性についても触れる。
気象を身近に感じることができる一冊。

450　く　（高学年から）
見えない大気を見る
―身近な天気から、未来の気候まで―
（くもんジュニアサイエンス）

千葉　望　文
阿部　伸二　絵

理論社� 31Ｐ　￥1,400＋税

月の満ち欠けの周期を基にし、明治初
期まで使われていた旧暦。当時の人々
は月を大切に思い、そこから多くの知
恵や習慣が生まれた。今の暮らしに旧
暦を重ね、盆、節句など行事のいわれ
や風習をひもとく。四季とともに行事
を楽しむ情景を暖かい色使いで描く。

440　ち　（高学年から）
お月さまのこよみ絵本
―旧暦で行事をたのしむ―
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村沢　譲　著

河出書房新社　250Ｐ　￥1,300＋税

宇宙飛行士、人工衛星の開発技術者、
天文学者など宇宙に関わる仕事に就い
ている10人にインタビュー。仕事で感
動したこと、学んできたことなどをま
とめた。視野を広げ何事にも興味を持
つ大切さを示唆し、宇宙に興味を持つ
人や将来を考える人にエールを送る。

530　む　（中学生から）
宇宙を仕事にしよう！
（14歳の世渡り術）

高頭　祥八　文・絵

福音館書店� 39Ｐ　￥1,300＋税

自転車の歴史は、実は自動車より新し
い。車輪を前後に並べただけの速歩器
に始まり、フレームや車輪などにも工
夫と改良を重ね、約1400の部品からな
る今の形になった。空気を汚さず人力
だけで進む自転車の変遷と魅力を紹介
する。ユニークな形の自転車も掲載。

530　た　（中学年から）
自転車ものがたり
（たくさんのふしぎ傑作集）

内山　りゅう　写真・文

ポプラ社� 36Ｐ　￥1,500＋税

ふ化するまでオスが見張ったり、数多
くの卵を産んでばらまいたり、他の魚
に托卵したり。どの方法も無防備な状
態の卵を外敵から守り子孫を残すため
に、魚たちが編み出してきた大作戦！
日本の川にすむ10種類の魚の奮闘を、
分かりやすい言葉と美しい写真で紹介。

487　う　（幼児から）
さかなのたまご
―いきのこりをかけただいさくせん―
（ふしぎいっぱい写真絵本　31）
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嶋田　泰子　文
埴　沙萠　写真

ポプラ社� 39Ｐ　￥1,500＋税

命をつなぐという大事な役割を担う花。
ゴボウはアザミに似た赤い花を咲かせ
る。ハクサイとダイコンは花を見ると
仲間だと分かる。普段食べている野菜
の花に注目すると、意外な事実を教え
てくれる。あまり見られない野菜の花
を色鮮やかな写真で数多く紹介する。

620　は　（低学年から）
やさいの花　
（ふしぎいっぱい写真絵本　29）

前田　亜紀　著

ポプラ社� 207Ｐ　￥1,200＋税

大学のゼミで学生が野菜や米、香辛料
を自ら作り、鳥はひなから飼育、食器
も作り出す。その体験を通し、学生た
ちは素直な気付きや疑問を持つように
なる。自分が食べているものがどのよ
うに作られているかに目を向け、社会
との繋がりや自然との共存を考える。

610　ま　（高学年から）
カレーライスを一から作る
―関野吉晴ゼミ―
（ポプラ社ノンフィクション　29～生きかた～）

菅　聖子　文
やました　こうへい　絵

ほるぷ出版� 155Ｐ　￥1,400＋税

一人のパン職人が、体が弱った人でも
食べやすいよう、固い乾パンとは違う
ふわふわのパンの缶詰を作った。それ
は被災地や飢餓地域に届けられ、宇宙
食にもなる。パンの缶詰の製造工程、
開発秘話などを紹介する。持続可能な
支援活動の方法を模索する姿が印象的。

580　す　（高学年から）
世界を救うパンの缶詰
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半田　滋　著

講談社� 189Ｐ　￥1,200＋税

飛行機に憧れ海軍パイロットになった
原田さん。しかし情報を軽視し、仲間
も見捨てる軍に疑問を抱き、命乞いす
る敵と対峙したことで戦争の本質を悟
る。加害者視点で太平洋戦争を捉え、
敗戦に至った経緯を考察した点が意義
深い。戦争を憎む切実な想いを訴える。

916　は　（高学年から）
零戦パイロットからの遺言
―原田要が空から見た戦争―
（世の中への扉）

池田　まき子　著

汐文社� 157Ｐ　￥1,500＋税

ダム開発による水質汚染で、田沢湖の
固有種であるクニマスは絶滅したと思
われた。その後、卵の分譲をしていた
西
さい

湖
こ

で70年ぶりに発見される。住民は
田沢湖への里帰りを望むが、クニマス
がすめる環境ではなかった。破壊され
た自然環境の再生の難しさを伝える。

660　い　（高学年から）
クニマスは生きていた！

田向　健一　著

ポプラ社� 173Ｐ　￥1,200＋税

モモンガ、アリクイなど一般的な動物
病院では扱わない珍獣も含め、開業以
来100種類以上の動物を診察してきた著
者。迅速で的確な判断を迫られる現場
の様子や工夫を凝らした治療法などを
紹介し、動物の生態にも触れる。動物
の命の重みと向き合う覚悟が伝わる。

640　た　（高学年から）
珍獣ドクターのドタバタ診察日記
―動物の命に「まった」なし！―
（ポプラ社ノンフィクション　28～動物～）
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フランシーヌ・クリストフ　著
河野　万里子　訳

岩崎書店� 319Ｐ　￥1,600＋税

1942年ドイツ占領下のフランスでユダ
ヤ人狩りに遭った、当時９歳の著者。
つらい収容所生活を母と支え合い生き
抜くも、戦後母は精神を病み、著者は
世間との意識のずれに苛まれる。過酷
なホロコーストとそれが刻みつけた消
せない心の傷痕を子どもの視点で綴る。

950　く　（中学生から）
いのちは贈りもの
―ホロコーストを生きのびて―
（海外文学コレクション　５）

ファニー・ベン＝アミ　著
ガリラ・ロンフェデル・アミット　編
伏見　操　訳

岩波書店� 174Ｐ　￥1,500＋税
第２次大戦下のフランス。ファニーた
ち３姉妹は、両親と離れ子どもの家に
かくまわれた。しかし、危険が迫り逃
亡。ついには子どもを集めたスイス逃
避行に加わる。ファニーは11人の仲間
の命を預かる引率役になり……。ユダ
ヤ人の子どもたちの戦争体験を描く。

929　へ　（中学生から）
ファニー 13歳の指揮官
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子どもたちへ原爆を語りつぐ本
｜ 総集版・2015 ｜

　　　　　　　　－ 補遺版２－
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Ｅ　〈広〉（低学年から）
青い空ヒロシマ　ぼくたち、わたしたちにできること
―今伝えたいメッセージ―
―被爆71年―
―絵本―

Ｅ　〈広〉（低学年から）
シュモーおじさん

とがわ　こういちろう　文・絵

シュモーに学ぶ会　31Ｐ　￥1,200＋税

原爆投下で住宅を失った広島の人々の
ために、21戸の家を建設したアメリカ
人、フロイド・シュモー。現存する
「シュモーハウス」は、広島平和記念
資料館の附属展示施設となっている。
彼の活動を優しい言葉と柔らかい絵で
語り、平和について考えさせる絵本。

ＨＰＳ国際ボランティア　企画
学生・生徒・児童一同　編

HPS国際ボランティア　36Ｐ　※

原爆の強烈な光に襲われ、大火傷を
負ったヒロくん。回復して最愛の姉が
命を落としたと知り、戦争のない青い
空を守ろうと決心する。被爆者の話を
基に広島の大学生、高校生が中心と
なって作成したお話。彼らの平和活動
の様子も写真を交えて紹介。英文併記。

（６　点）

１．絵　　　　　本
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アーサー・ビナード　作
スズキ　コージ　画

玉川大学出版部　33Ｐ　￥1,600＋税

擬人化された「ドーム」の視点で、
1915年に建てられ、後に原爆ドームと
呼ばれるに至った経緯が語られる。原
爆の恐ろしさを訴え、原発への警鐘を
鳴らす。変わり果てた広島の街とドー
ムの姿を、鳥瞰図で描いた絵が印象
的。巻末には著者の解説も掲載。

Ｅ　〈広〉（中学年から）
ドームがたり

Ｅ　〈広〉（高学年から）
原爆の怖さの物語
―今伝えたい―
―原爆被爆70年―

Ｅ　〈広〉（中学年から）
春
チ ュ

姫
ニ ィ

という名前の赤ちゃん
―日・中・韓平和絵本―

ピョン・キジャ　文
チョン・スンガク　絵

童心社� 35Ｐ　￥2,500＋税

通学路でおしめを干した家を見かけた
由美は、そこに住む朝鮮人のおばあさ
んと仲良くなる。由美はおばあさんが、
胎内被爆した43歳の娘の世話をしてい
ることを知り……。植民地支配による
強制連行と原爆が残した傷跡を描く。
深みのある墨絵が悲しみを増す。

兒玉　智江　絵と文

デザイン・コダマ　64Ｐ　￥2,200（税込）

広島の爆心地近くで被爆し、奇跡的に
助かるも、後遺症や差別に苦しみ続け
た体験を語り継ぎたいという岩手県在
住の被爆者に依頼されてできた絵本。
その生々しい証言を軸に、核兵器や放
射能の恐ろしさをデータや史実から浮
かび上がらせ、迫力ある水彩画で描く。
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木下　数子　文・絵
童心寺を次世代に語りつぐ会　編

広島市五日市公民館　広島市皆賀公民館　16Ｐ　※

原爆で親を亡くした孤児を収容するた
め、昭和20年、山下義

ぎ

信
しん

さんは私財を
投じ広島戦災児育成所を開設。敷地内
に建設された童心寺は、子どもたちの
精神的な支えとなる。職員が父や母と
なり養育し、子どもたちは懸命に生き
た。戦災児育成所の歴史を記した絵本。

Ｅ　〈広〉（中学年から）
童心寺
―被爆70周年記念事業―
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726　な〈広〉〈長〉（高学年から）
沖縄戦と原爆投下
（漫画家たちの戦争）

726　ま〈広〉（高学年から）
帰らない夏

まえだ　なおこ　著

まえだ　なおこ� 556Ｐ　※

父の被爆体験をアニメ映画にして次世
代へ伝えようとする家族の物語。原爆
の悲惨さを記録に残したい父と、悲惨
な場面をあえて入れないことで、失っ
た日常の大切さを描きたい息子たちが
ぶつかり合う。10年かかって、ついに
映画は完成した。事実を基にした漫画。

中沢　啓治（ほか）　著

金の星社� 345Ｐ　￥3,200＋税

漫画で戦争を伝えるシリーズのうち、
原爆投下と沖縄戦をテーマにした短編
集。６名の漫画家の作品を掲載し、戦
争による悲劇を伝える。原爆を扱った
作品は３編で、原爆で妻子を亡くした
過去を持ち、自らも原爆症を患う男性
を描いた「赤とんぼの歌」などがある。
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こうの　史代　原作・イラスト
蒔田　陽平　ノベライズ

双葉社� 148Ｐ　￥600＋税

昭和30年の広島。焼け跡にできた集落
に母と二人で暮らす皆

みな

実
み

は、会社の同
僚に想いを打ち明けられる。だが原爆
投下時の光景が忘れられず……。この
「夕凪の街」と、昭和62年から平成へ
と続く皆実の姪、七

な

波
なみ

の物語「桜の国」
を収録。同名コミックを基に小説化。

913　こ〈広〉（高学年から）
夕凪の街　桜の国
―ノベライズ―
（双葉社ジュニア文庫）

こうの　史代　原作
蒔田　陽平　ノベライズ

双葉社� 239Ｐ　￥700＋税

広島から呉に嫁いだ18歳のすず。素直
でおっとりしたすずは、やがて新生活
にも慣れていった。しかし、戦時下の
空襲や原爆で身内を失い、自らも深い
傷を負う。多くの試練に遭いながらも、
前を向き、日々を生きる姿を綴る。原
作漫画と映画を基に小説化。

913　こ〈広〉（高学年から）
この世界の片隅に
－ノベライズ－
（双葉社ジュニア文庫）

朽木　祥　作

小学館� 251Ｐ　￥1,400＋税

『八月の光』、文庫『八月の光・あとか
た』に続く新装版。祖母の被爆体験を
聞いた「私」が、原爆で亡くなった人
のことを忘れないと誓う「カンナ　あ
なたへの手紙」など２編を追加。原爆
で失われた人々の声を届けたいという
著者の思いが込められている。

913　く〈広〉（中学生から）
八月の光
―失われた声に耳をすませて―



｜ 67 ｜

子どもたちへ原爆を語りつぐ本

（19　点）

３．ノンフィクション

子
ど
も
た
ち
へ

原
爆
を
語
り
つ
ぐ
本

209　れ〈広〉〈長〉（高学年から）
みんなが知りたい！世界と日本の「戦争遺産」戦跡から平和を学ぶ本
―戦いによる「負の遺産」を心に刻み争いのない世界への想いをあらたに！―
（まなぶっく）

210　い〈広〉（高学年から）
復興の記憶
―ヒロシマを見つめた写真家たち―
―被爆70年記念写真展―

泉美術館　企画制作

泉美術館� 69Ｐ　※

原爆投下後、焼け野原となった広島が
次第に復興していく様子を、写真でた
どる展覧会の図録。1945年から1968年
までの作品70点を収録。当時の街や生
活風景、子どもたちの様子を克明に捉
え、復興に向けて力強く生きる人々の
姿と戦争の惨禍を、後世に伝える。

歴史学習研究会　著

メイツ出版� 128Ｐ　￥1,600＋税

広島の爆心地付近では唯一の被爆建造
物・原爆ドーム。核の恐ろしさを、戦
争遺産として今に伝える。戦争の記憶
を残し、平和について考えさせる世界
各地の施設や場所を、データ、写真、
地図などとともに紹介。繰り返しては
ならない悲劇や歴史の一端を学べる本。
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学研プラス　各47Ｐ　各￥3,000＋税

戦中・戦後の事柄や道具を写真やイラ
ストとともに説明しながら、当時の暮
らしを伝えるシリーズ。戦争体験者へ
のインタビューを基にした漫画やコラ
ムも掲載。第１巻に原爆孤児となった
男性の体験談、第２巻に原爆の解説と、
自宅で被爆した女性の体験談がある。

210　ひ－１・２〈広〉〈長〉（高学年から）
100人が語る戦争とくらし　１・２

Takeo�Aoki　シナリオ
Tezuka�Productions　漫画
Pauline�Baldwin　英語翻訳

Shogakukan�Creative　255Ｐ　￥1,000＋税
原爆投下により焼け野原となった広島
市街地。生き残った人たちの手で、水
道は８月６日午後、電気は８日、路面
電車の一部は９日には復旧した。傷を
負いながら、再建に立ち上がった人々
の勇気と気力、平和への願いを伝える
『まんがで語りつぐ広島の復興』を英訳。

210　て〈広〉（中学年から）
Hiroshima’s Revival
―Remembering how people 
overcame destruction and despair―

TBSテレビ『NEWS23』取材班　編

岩波書店� 202Ｐ　￥920＋税

広島出身の俳優・綾瀬はるかが戦争の
被害者を取材したテレビ番組の書籍化
第２巻。原爆投下の２日後に爆心地近
くで生まれた女性へのインタビューや、
爆心直下で被爆しながら奇跡的に助
かった人たちの体験談など、年々減り
続ける戦争体験者の貴重な証言を収録。

210　て－２〈広〉〈長〉（中学生から）
綾瀬はるか「戦争」を聞く　Ⅱ
（岩波ジュニア新書　835）
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〔バラク・オバマ　述〕
池上　彰　翻訳
葉　祥明　画

リンダパブリッシャーズ　38,5Ｐ　￥1,600＋税
2016年５月27日にアメリカのバラク・
オバマ大統領が、被爆地広島を訪れ
た。その際の演説を、子ども向けに分
かりやすく翻訳し、美しい絵とあわせ
た一冊。核兵器のない平和な未来に向
けて、努力を続けることの大切さを呼
びかける。演説原文も掲載。

310　お〈広〉（中学年から）
きみに聞いてほしい
―広島に来た大統領―

HPS国際ボランティア（ほか）〔編〕

HPS国際ボランティア� 36Ｐ　※

絵本作家の森本順子氏をはじめとする
被爆者や平和活動家などのメッセージ
を掲載。広島市立広島商業高等学校、
広島市立川内小学校の平和学習の取り
組みや、ＨＰＳ国際ボランティアの活
動も写真を交えて紹介。幅広い世代の
人たちが平和への想いを寄せた一冊。

310　え〈広〉（高学年から）
御霊への誓い　
―被爆72年　～祈る平和から創る平和へ　私たちの想いをつづる～―

オリバー・ストーン　著
ピーター・カズニック　著
Ｓ・Ｃ・バートレッティ　編著
鳥見　真生　訳

あすなろ書房　213Ｐ　￥1,500＋税
第二次世界大戦の始まりから終戦までの政治
的背景をたどりながら、アメリカがどのよう
な経緯で原爆の開発を進め、広島、長崎に投
下するに至ったのかを探る。『オリバー・ス
トーンが語るもうひとつのアメリカ史』を十
代向けにリライトしたシリーズの第２巻。

250　す－２〈広〉〈長〉（中学生から）
オリバー・ストーンの告発　語られなかったアメリカ史　２
―なぜ原爆は投下されたのか？―
―ヤングリーダーズエディション―
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「平和の鐘」響け再び実行委員会　編

「平和の鐘」響け再び実行委員会　17Ｐ　※

被爆70年目の2015年８月６日、60年以
上の時を経て「平和の鐘」の音が響き
渡った。広島市中央公園で行われた原
爆犠牲者の鎮魂と平和への願いを込め
た記念式を記録する冊子。式典の概要
や経緯に加え、新聞記事や参加者の声
を多数収める。歴代の鐘の写真も掲載。

310　へ〈広〉（中学生から）
「平和の鐘」響け再び
―2015年８月６日記念式の記録―

広島テレビ放送　編

ポプラ社� 62Ｐ　￥1,100＋税

2016年５月27日、オバマ氏が現職のア
メリカ大統領として、初めて広島を訪
れた。原爆死没者慰霊碑前で核廃絶を
訴えた演説の全文を、柔らかな日本語
の対訳で収録。会場に同席した被爆
者・森重昭氏やジャーナリスト・手嶋
龍一氏の手記も掲載。DVD付。

310　ひ〈広〉（中学生から）
オバマ大統領がヒロシマを訪れた日

指田　和　著

文研出版� 159Ｐ　￥1,400＋税

被爆しながら奇跡的に助かった人た
ち、平和を願い原爆の恐ろしさを伝え
るため、さまざまな活動を続ける人た
ち、そして被爆者の遺品を通して戦争
のむごさを伝える人たち。著者が取材
した７人の生の声をまとめ、今私たち
にできることは何かを問いかける。

310　さ〈広〉（高学年から）
ヒロシマのいのち
（文研じゅべにーる・ノンフィクション）
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ザメディアジョンプレス　136Ｐ　￥2,500＋税

原爆投下後、広島の街は焼け野原となり、
路面電車も全線不通に陥った。しかし、
わずか３日後には一部区間が復旧し、
運転を再開した。路面電車の被爆と再
生を、写真や図版、関係者インタビュー
を交えて伝える。被爆体験を描いた漫
画「原爆に遭った少女の話」も掲載。

680　ひ〈広〉（中学生から）
被爆電車７５年の旅
―“走る歴史モニュメント”、その裏に秘められた復興と再生の物語―

2000＋7・平和〔編〕

2000＋7・平和� 31Ｐ　※

広島に残る２両の被爆電車に乗り、街
まち

中
なか

の碑や被爆建物を見て、平和を考え
るきっかけにと始めた催しの記録。電
車で巡る行程に沿い、多聞院など19件
の史跡を写真付きで解説。原爆や他都
市での空襲の体験者から寄せられた証
言も掲載。2008年からの全10回を収録。

680　に〈広〉（中学生から）
被爆電車に乗って１９４５年を語る
―広島電鉄沿線被爆資料全10回―

講談社� 253Ｐ　￥680＋税

戦時下に起きたさまざまな出来事や、
その中を精一杯生き抜いた人の話な
ど14話を収録。「世界をつなぐ原爆の
子の像」では、２歳で被爆し、10年後
に白血病で亡くなった佐々木禎子さん
を取り上げる。平和を祈るシンボルと
なった千羽鶴についても触れている。

310　ほ〈広〉（中学年から）
ほんとうにあった戦争と平和の話
（講談社青い鳥文庫）
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ほるぷ出版� 47Ｐ　￥3,000＋税

さまざまな漫画の１場面から、生きる
力を伝えるシリーズの１冊。戦争を描
いた漫画の中のエピソードや著者プロ
フィール等を紹介している。広島の原
爆を題材にした『はだしのゲン』（中沢
啓治著）、『夕凪の街桜の国』（こうの史
代著）も収録。巻末に戦争年表がある。

726　ま〈広〉（高学年から）
漫画から学ぶ生きる力
―戦争編―

Taeko�Tada　著
Tomoyo�Takashita　漫画
Tomoko�Tanigawa　漫画
Alan�Gleason　英訳

Peace�Piece�Project　171Ｐ　￥1,500＋税
息子夫婦を戦争で失い、残された二人の孫を
育てた巴

ともえ

の被爆体験を、曾孫である多
た

延
え

子
こ

が
来日した元伯爵夫妻に語る。逞しく生きる女
性たちの姿を描き、復興の様子やお好み焼き、
カープの歴史などにも触れる。漫画『キセキ
のヒロシマ』全５巻を一冊にまとめ、英訳。

726　た〈広〉（高学年から）
The Hiroshima Miracle
―Hiroshima Is in the Pink！―

朝日新聞出版　207Ｐ　￥2,000＋税

日本の世界遺産を「名建築」、「古都」
などのテーマに分けて紹介し、世界遺
産の登録ポイントにも触れる。第５章
「近代」の世界遺産で原爆ドームを取り
上げ、被爆前後の建物の様子を写した
写真を交えて紹介。広島に原爆が落と
された理由や遺品などにも言及する。

700　に〈広〉（高学年から）
日本の世界遺産
―イラスト図解と写真でよくわかる！―
―今すぐ行ける世界遺産と登録待ちの遺産すべてを紹介！―
（朝日ジュニア学習年鑑　別冊）
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子どもたちへ原爆を語りつぐ本

子
ど
も
た
ち
へ

原
爆
を
語
り
つ
ぐ
本

山田　達磨　著

D-create� 158Ｐ　￥1,200＋税

広島市内中心部から十数キロ離れた村
へ疎開していた著者は、原爆投下の数
日後、父を捜しに、母と二人で市内へ
入り、２日間にわたって惨状を目の当
たりにした。同じ惨劇が２度と起きな
いように、自らの体験を伝える。反核
の歌「原爆を許すまじ」の楽譜も掲載。

916　や〈広〉（高学年から）
ひろしま
―九歳の時の父捜しと被爆体験―

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館　編

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館　299Ｐ・327Ｐ　※

被爆体験記執筆補助事業により、平成
18年度から27年度までに完成した116編
のうち、58編を２分冊に収録。被爆時
の年齢も性別もさまざまな人たちの被
爆前の生活、被爆時の状況、戦後の生活、
平和への思い等が綴られている。被災
状況がわかる広島市街説明図付き。

916　こ－２・３〈広〉（中学生から）
しまってはいけない記憶
―被爆体験記集Ⅱ・Ⅲ―
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子どもたちへ原爆を語りつぐ本

（１　点）

４．詩　　　　　歌

911　え－10〈広〉（高学年から）
日本の詩　10
―せんそう・へいわ―

遠藤　豊吉　編・著

小峰書店� 63Ｐ　￥1,300＋税

近現代の日本の詩をテーマごとに分類
したアンソロジー。当巻では、戦争や
平和を題材にした15編の詩を収録。広
島の原爆の悲惨さをうたった「仮

かり

繃
ほう

帯
たい

所
じょ

にて」（峠三吉）、「水ヲ下サイ」（原
民喜）なども掲載。全ての詩に編者の
言葉を添える。1978年刊の新版。
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対象別リスト

対象別リスト

対
象
別
リ
ス
ト

幼
児
か
ら

幼児から
内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

紙
芝
居

Ｐ おばあちゃんの人形 佛教大学社会福祉学・
黒岩ゼミ　制作 本の泉社 2013

Ｐ シュモーさんとヒロシマの家
シュモーさんの「ヒロシマ
の家」を語りつぐ会　作
山先　方江　絵

シュモーさんの
「ヒロシマの家」
を語りつぐ会

2013

絵
　
　
本

い ピカドンたけやぶ はら　みちを　作・絵 岩崎書店 1983

か とうろうながし 松谷　みよ子　文
丸木　俊　絵 偕成社 1985

か まちんと 松谷　みよ子　文
司　修　絵 偕成社 1978

ち ピカドン 小﨑　侃　作・版画 汐文社 1991

と 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

と ひろしまのエノキ 長崎　源之助　作
二俣　英五郎　絵 童心社 1988

は 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

ひ アオギリのねがい 『被爆アオギリ二世』の
絵本をつくる会　作・画 広島平和教育研究所 1996

ひ アオギリのねがい 「被爆アオギリ二世」の
絵本をつくる会　作・画 広島平和教育研究所 2003

ほ かあさんのうた 大野　允子　文
山中　冬児　絵 ポプラ社 1977
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対象別リスト

小学校低学年から
内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

紙
　
芝
　
居

Ｐ 原爆の子さだ子の願い 宮﨑　二美枝　脚本
江口　準次　絵 汐文社 1994

Ｐ 長崎原爆紙芝居　１
坂口　便　原作
古村　覚　脚色
村上　新一郎　画

あらき書店 1985

Ｐ 長崎原爆紙芝居　２
坂口　便　原作
古村　覚　脚色
村上　新一郎　画

あらき書店 1984

Ｐ 長崎原爆紙芝居　３
坂口　便　原作
古村　覚　脚色
村上　新一郎　画

あらき書店 1984

Ｐ 長崎原爆紙芝居　４
坂口　便　原作
古村　覚　脚色
村上　新一郎　画

あらき書店 1985

Ｐ 長崎原爆紙芝居　５
坂口　便　原作
古村　覚　脚色
村上　新一郎　画

あらき書店 1985

Ｐ 二度と 松井　エイコ　脚本・絵 童心社 2005
Ｐ　1～5 はだしのゲン　１～５ 中沢　啓治　作・絵 汐文社 1991

絵
　
　
本

あ ピカ 西本　伸　絵と文 あゆみ出版 1984

え 青い空ヒロシマ　ぼくたち、
わたしたちにできること

HPS国際ボランティア　企画
学生・生徒・児童一同　編 HPS国際ボランティア 2016

え MY HIROSHIMA 森本　順子　著 HPS国際ボランティア 2010
え MY HIROSHIMA 森本　順子　作・絵 HPS国際ボランティア 2011
え MY HIROSHIMA 森本　順子　作・絵 HPS国際ボランティア 2012

き 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

き わたしのヒロシマ 森本　順子　作・絵 金の星社 1988

こ むかえじぞう 吉本　直志郎　作
飯原　一夫　絵 佼成出版社 1991

こ げんばくとげんぱつ 増山　麗奈　文・絵 子どもの未来社 2013
こ ひろしまのピカ 丸木　俊　文・絵 小峰書店 1980
し シュモーおじさん とがわ　こういちろう　文・絵 シュモーに学ぶ会 2016

し まっ黒なおべんとう 児玉　辰春　文
長澤　靖　絵 新日本出版社 1995

し よっちゃんのビー玉 児玉　辰春　ぶん
北島　新平　え 新日本出版社 1996

す かえってきたつりがね 児玉　辰春　作
長澤　靖　絵 鈴木出版 1996
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対象別リスト

対
象
別
リ
ス
ト

小
学
校
低
学
年
か
ら

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

絵
　
　
本

ち The Peace Tree from Hiroshima Sandra�Moore　著Kazumi�Wilds　絵
チャールズ・イー・
タトル出版 2015

ち 悲しい顔のマリア 原　之夫　作・絵 汐文社 1991

ち 金魚がきえた 山本　美次　作・絵
吉野　和子　作 汐文社 1989

ち 雲のむこうに 毛利　まさみち　作・絵 汐文社 1996
ち 原爆の少女ちどり 山下　まさと　作・絵 汐文社 1989
ち とうちゃんの涙 下村　仁一　作・絵 汐文社 1989
ち ヒロクンとエンコウさん 四国　五郎　作・絵 汐文社 1989
ち ふりそでの少女 松添　博　作・絵 汐文社 1992
ち ミヨちゃんの笛 白井　史朗　作・絵 汐文社 1989
ち もえたじゃがいも 入野　忠芳　作・絵 汐文社 1989
ち ゆめくい雲とアッコちゃん 黒崎　美千子　作・絵 汐文社 1992

ひ おりづるの旅 うみの　しほ　作
狩野　富貴子　絵 ＰＨＰ研究所 2003

ふ ちいさなおはか おおた　そら　文
鈴木　康治　絵 文芸社 2012

ふ ヒロシマのいのちの水 指田　和　文
野村　たかあき　絵 文研出版 2009

ふ ヒロシマのピアノ 指田　和子　文
坪谷　令子　絵 文研出版 2007

ほ ケイコちゃんごめんね 奥田　貞子　作
宮本　忠夫　絵 ポプラ社 1983

ほ 長崎のふしぎな女の子 大川　悦生　作
宮崎　耕平　絵 ポプラ社 1983

ほ はとよひろしまの空を
大川　悦生　原作
大川　弘子　文
大川　富美　文

ポプラ社 1999

ほ むかえじぞう 吉本　直志郎　ぶん
遠藤　てるよ　え ポプラ社 1980

ほ ルミちゃんの赤いリボン 奥田　貞子　作
宮本　忠夫　絵 ポプラ社 1983

ほ げんばくとハマユウの花 桜井　信夫　文
鈴木　義治　絵 ほるぷ出版 1981

み おりづるにのって 中村　里美　文
吉田　しんこ　絵 ミューズの里 2010

ら アサガオ むらはし　こまち　文・絵 らくだ出版 1982
ら おじいちゃんの銀時計 はら　みちを　さく・え らくだ出版 1995

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

913　い ゆみ子とつばめのおはか 今西　祐行　さく
遠藤　てるよ　え 偕成社 1972

913　お ながさきの子うま 大川　悦生　さく
宮本　忠夫　え 新日本出版社 1984
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対象別リスト

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

913　お ながさきの子うま 大川　悦生　原作
翼プロダクション　作 新日本出版社 2016

913　お はとよひろしまの空を 大川　悦生　作
二俣　英五郎　絵 ポプラ社 1979

913　お まめたんばあさん 大野　允子　作
上野　紀子　絵 あすなろ書房 1987

913　か 人形レストラン 怪談レストラン編集委員会　〔編〕
かとう　くみこ　絵 童心社 2004

913　こ 心がホッとする話　１年生下・２年生下 井上　こみち（ほか）　文 学習研究社 1999
913　し つるにのって ミホ・シボ　原案 金の星社 1994

913　し ちゃんちゃこばあちゃん 正田　篠枝　作
榎本　めぐみ　絵 太平出版社 1980

913　し ことりになったエノキ 白木　惠委子　さく
ふりや　かよこ　え 新日本出版社 2002

913　し 人形がかぞえる子もりうた 白根　厚子　作
遠藤　てるよ　絵 草炎社 1996

913　は むらさき色のピカ 馬場　淑子　作
中沢　啓治　絵 太平出版社 1981

913　ま ミサコの被爆ピアノ 松谷　みよ子　文
木内　達朗　絵 講談社 2007

913　や おこりじぞう 山口　勇子　さく
四国　五郎　え 新日本出版社 1982

913　や おこりじぞう 山口　勇子　原作
翼プロダクション　作 新日本出版社 2016

913　や ヒロシマからきたマメじぞう 山口　勇子　作
小野　かおる　絵 太平出版社 1983

913　や ヒロシマの火 山口　勇子　さく
四国　五郎　え 新日本出版社 1988

913　や 千羽づるのねがい 山下　夕美子　作
沢井　一三郎　画 小学館 1975

913　や かよこ桜 山本　典人　さく
井口　文秀　え 新日本出版社 1981

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

750　ま へいわをゆめみて マナ・オリ　さく あいり出版 2015

916　お 山梨の被爆アオギリニ世 岡田　清　文
浅川　晃治　絵 岡田清 2005
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対象別リスト

対
象
別
リ
ス
ト

小
学
校
中
学
年
か
ら

小学校中学年から
内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

紙
芝
居

Ｐ 平和のちかい 稲庭　桂子　脚本
佐藤　忠良　画 子どもの文化研究所 1979

Ｐ 平和のちかい 稲庭　桂子　脚本
佐藤　忠良　絵 童心社 2005

Ｐ 平和への祈り　２ 町屋　住男　作 大空社 1995

絵
　
　
本

あ サダコの祈り フォージア・ミナラ　作
うねざき　まさこ　訳 アント・ヒロシマ 2008

え ピカドン　きのこ雲の下で見つけた宝物 佐藤　廣枝　著
南有田　秋徳　絵 HPS国際ボランティア 2013

お さだ子と千羽づる SHANTI　著 オーロラ自由アトリエ 1994

か　 彼岸花はきつねのかんざし 朽木　祥　作
ささめや　ゆき　絵 学研教育出版 2015

き 昭ちゃんの紙芝居 山口　昭治　作 木戸出版 2005

く わらってお母さん たから　さき　文
たから　さやか　絵 クリエイティブ21 2004

こ わたしはひろがる 岸　武雄　作
長谷川　知子　絵 子どもの未来社 2010

こ 海をわたった折り鶴 石倉　欣二　作 小峰書店 2010

こ ピカドン
丸木　位里　作
丸木　俊　作
ナンシー　Ｈ．ツニソン　英訳
石川　保夫　英訳

小峰書店 1987

こ わたしはひろがる 岸　武雄　詩
辻本　洋太朗　染絵 小峰書店 1994

し あの夏の日
葉　祥明　絵・文
長崎市　編集協力・英訳
吉崎　克美　アートディレクション

自由国民社 2000

し 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

し 原爆の火 岩崎　京子　文
毛利　まさみち　絵 新日本出版社 2000

し 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

た 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

ち クロがいた夏 中沢　啓治　作・絵 汐文社 1990
ち それから 榎田　伸子　作・絵 汐文社 1992
ち 天に焼かれる 金崎　是　作・絵 汐文社 1989
ち はだしのゲン 中沢　啓治　作・絵 汐文社 1980

ち ヒロシマのおとうさん 高橋　昭博　文
四国　五郎　絵 汐文社 1983
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対象別リスト

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

絵
　
　
本

ち ぼくは生きている 尾崎　正義　作・絵 汐文社 1992
て クロがいた夏 中沢　啓治　著 DINO�BOX 2011

て はだしのゲン 中沢　啓治　著
Elizabeth�Baldwin　訳 DINO�BOX 2013

て ピンク色の雲 宇留賀　佳代子　文
稲田　善樹　絵 てらいんく 2007

と 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

と 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

と ピカドン 丸木　位里　作
丸木　俊　作 東邦出版 1982

に つる
エリナー・コア　文
こだま　ともこ　訳
エド・ヤング　絵

日本図書センター 2005

ひ ここにいること　おかあさんにしらせて 上野　さかる　文
藤　わかな　絵 BOC出版部 2005

ひ 小さな赤いてぶくろ 西野　綾子　文
渡辺　俊明　絵 ひくまの出版 1983

ひ 童心寺 木下　数子��文・絵
童心寺を次世代に語りつぐ会��編

広島市五日市公民館
広島市皆賀公民館 2016

ひ 走れひばく電車 まさき　かずみ　文
しげとう　さちよ　絵 ひろしま女性学研究所 2008

ひ 助けてあげられなくてごめんね 広島市立段原小学校　編
平和教育推進委員会　編 広島市立段原小学校 2003

ふ 青い空 柳生　研太郎　作・画 風詠社 2011

ふ　 いのりの石 こやま　峰子　文
塚本　やすし　絵　 フレーベル館 2015

ふ ピカッ！ドン！！はもうやめて！！！ 久野　登久子　文佐藤　八重子　絵 フレーベル館 2010

ふ 海をわたったヒロシマの人形 指田　和　文
牧野　鈴子　絵 文研出版 2011

ほ ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道　あや　著
赤木　かん子　企画・編集協力 ポプラ社 2002

03　Ｋ SADAKO OF HIROSHIMA MANORAMA�JAFA　作
AJANTA�GUHATHAKURTA　絵 Khas�Kitab�foundation 2000

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

726　あ 赤い靴はいた あおき　てつお　まんが
「シリーズ戦争」編集委員会　編 草土文化 1991

726　あ　1・2 まんがロザリオの祈り　１・２ 青空　風太郎　漫画
さかい　ともみ　原作 教育出版センター

1984
1985

726　け　2 原水爆漫画コレクション　２ 谷川　一彦　著 平凡社 2015
726　な ある日突然に 中沢　啓治　作 汐文社 1987
726　な　1・2 いつか見た青い空　上・下 中沢　啓治　作 汐文社 1986
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対象別リスト

対
象
別
リ
ス
ト

小
学
校
中
学
年
か
ら

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

726　な 野球バカ 中沢　啓治　作 汐文社 1986
726　な ユーカリの木の下で 中沢　啓治　作 汐文社 1986

778　き ピカドン 木下　蓮三　作
木下　小夜子　作 ダイナミックセラーズ 1979

778　き ピカドン 木下　蓮三　作
木下　小夜子　作 ダイナミックセラーズ出版 2009

908　に チュイホアねえさん 日中児童文学美術交流センター　編 フレーベル館 1994
913　あ あの海の波間に 岩崎書店 1989

913　い 川とノリオ いぬい　とみこ　作
長谷川　集平　絵 理論社 1982

913　い 一つの花 今西　祐行　著
伊勢　英子　絵 ポプラ社 1983

913　い 一つの花　ヒロシマの歌 今西　祐行　作
森川　泉　本文イラスト 集英社 2015

913　お 石のひとりごと　ほか３篇 大石　千枝子（ほか）　作
富永　佳宏　絵 あらき書店 1981

913　お 八月がくるたびに おおえ　ひで　作
篠原　勝之　え 理論社 1971

913　お 浜ひるがおの花が咲く おおえ　ひで　作
四国　五郎　絵 汐文社 1985

913　お アオギリよ芽を出せ 大川　悦生　作
遠藤　てるよ　絵 新日本出版社 1992

913　お おかあさんの木 大川　悦生　作
箕田　源二郎　絵 ポプラ社 1969

913　お 木は生きかえった 大川　悦生　作
宮本　忠夫　絵 新日本出版社 1986

913　お 長崎にいた小人のフランツ 大川　悦生　作
宮本　忠夫　絵 国土社 1988

913　お 長崎のふしぎな女の子 大川　悦生　著
宮崎　耕平　絵 ポプラ社 1985

913　お 星からきたカード 大川　悦生　作
宮本　忠夫　絵 汐文社 1985

913　お 海のむこうに 大西　伝一郎　作
かみや　しん　絵 汐文社 1985

913　お あした、またね！ 大野　允子　作
二俣　英五郎　絵 ポプラ社 1991

913　お いないいない、いない 大野　允子　作
浜田　桂子　絵 国土社 1987

913　お かあさんのうた 大野　允子　著
司　修　絵 ポプラ社 1981

913　お げんさん 大野　允子　作
上野　紀子　絵 あすなろ書房 1986

913　お 白い鳥とねむの木の町 大野　允子　作
向井　康子　絵 小峰書店 1990
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913　お チコとじぞうさん 大野　允子　作
こさか　しげる　絵 国土社 1977

913　お 母の川 大野　允子　作
鈴木　義治　画 小学館 1978

913　お 見えないトゲ 大野　允子　作
田代　三善　絵 国土社 1970

913　お ゆりさんの花物語 大野　允子　作
狩野　富貴子　絵 ＰＨＰ研究所 1989

913　お 夏の記憶 丘　修三　作
多田　治良　絵 汐文社 1992

913　お わすれていてごめんね 緒方　俊平　画・文 ガリバープロダクツ 2000

913　お ちちんぷいぷいとんでいけ 小野　和子　作
永井　紗智子　絵 汐文社 1985

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 学習研究社 2008

913　く 泣くな、東太 熊谷　本郷　作
吉野　晃希男　絵 銀の鈴社 2014

913　く おばけ雲 来栖　良夫　作
市川　禎男　絵 新日本出版社 1969

913　こ 心がホッとする話　４年生下 七尾　純（ほか）　文 学習研究社 1999

913　こ くちなしの花　八月 児玉　辰春　文
長澤　靖　絵 草土文化 2001

913　こ まっ黒なおべんとう 児玉　辰春　作
北島　新平　絵 新日本出版社 1989

913　こ よっちゃんのビー玉 児玉　辰春　作
北島　新平　絵 新日本出版社 1990

913　こ ヒロシマの夏 子どもと文学の会　編
高田　勲　絵 国土社 1990

913　こ 遠い国からきた小さな友だち こにし　ひでこ　作
末吉　陽子　絵 新風舎 2007

913　さ あの子らの碑 坂口　便　作
村上　新一郎　画 あらき書店 1982

913　さ 原子雲を見た子どもたち 坂口　便　作
村上　新一郎　画 あらき書店 1980

913　さ 原子野の汽笛 坂口　便　作
榎田　八郎　画 あらき書店 1986

913　さ 原子爆弾『でぶっちょ』坂口　便　作
平野　伸人　画 あらき書店 1988

913　さ 世界でいちばん悲しいクラス 坂口　便　作
村上　新一郎　画 あらき書店 1981

913　さ 土のなかの顔 坂口　便　作
村上　新一郎　画 あらき書店 1982

913　さ なぐさめの天使 坂口　便　作
村上　新一郎　画 あらき書店 1981
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913　さ 見えないほうがよかった 坂口　便　作
村上　新一郎　画 あらき書店 1980

913　さ 赤い風よふけ 沢井　充子　作
渡辺　安芸夫　絵 汐文社 1986

913　し 十五年めのおくりもの 柴山　一郎　作
村田　収　絵 金の星社 1997

913　し とべ、ぼくの鳩よ 下嶋　哲朗　作・絵 金の星社 1984

913　し ピカッ子ちゃん 正田　篠枝　作
なかの　ひろたか　絵 太平出版社 1977

913　す ヒロシマのいのちの歌 鈴木　ゆき江　作
末崎　茂樹　絵 ひくまの出版 2001

913　す おばあさんのとっくり 砂田　弘　作
富永　秀夫　絵 岩崎書店 1977

913　せ 十日間のお客 関　英雄（ほか）　編 小峰書店 1970
913　せ ヒロシマのうた 関　英雄（ほか）　編 小峰書店 1971

913　た ナガサキのおばあちゃん 高橋　克雄　作
吉田　隆　絵

『ナガサキのおばあ
ちゃん』出版支援会 2006

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

913　た 風のみた街 竹田　まゆみ　作
司　真実　絵 ポプラ社 1985

913　た ガラスびんの夏 竹田　まゆみ　作
石倉　欣二　絵 汐文社 1985

913　た 四年一組にきた子 竹田　まゆみ　作
山中　冬児　絵 ポプラ社 1983

913　た るいるいとるいるいと 竹田　まゆみ　作
こさか　しげる　絵 汐文社 1987

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

913　つ 魔法のぶた 司　修　作・絵 汐文社 1985

913　つ 見てるよ！ヒトミ 槻野　けい　作
倉石　琢也　絵 汐文社 1985

913　て かべにきえる少年 手島　悠介　作
岩淵　慶造　絵 講談社 1976

913　と 白いチマチョゴリ 徳永　和子　作
岩淵　慶造　絵 教育画劇 1991

913　な うそつき咲っペ 長崎　源之助　作
石倉　欣二　絵 佼成出版社 1995

913　な 汽笛 長崎　源之助　作
石倉　欣二　絵 ポプラ社 2008

913　な 五十年めの手紙 長崎　源之助　作
山中　冬児　絵 ポプラ社 1996

913　な ３＋６の夏 中澤　晶子　作
ささめや　ゆき　絵 汐文社 2015
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913　な 白い物語 中島　信子　作
田沢　梨枝子　絵 汐文社 1985

913　な やんばる君 中野　慶　作
山本　祐司　画 童心社 2000

913　な あやかし草子 那須　正幹　作
タカタ　カヲリ　絵 日本標準 2011

913　な　５ 那須正幹童話集　５ 那須　正幹　作
武田　美穂　絵 ポプラ社 2014

913　に　４ 戦争と平和のものがたり　４ 西本　鶏介　編
篠崎　三朗　絵 ポプラ社 2015

913　に ん子先生お元気で、ねっ 日本子どもの本研究会　編
黒岩　章人　絵 ほるぷ出版 1993

913　に 傘の舞った日 日本児童文学者協会　編
山田　花菜　絵 新日本出版社 2007

913　に ヒロシマのうた 日本児童文学者協会　編 小峰書店 1986
913　に 焼けあとの白鳥 日本児童文学者協会　編 小峰書店 1986

913　の 転校生とぼくの秘密 野矢　一郎　作
丸木　俊　絵 小峰書店 1986

913　は ナガサキの花 畑島　喜久生　著
辻　みやこ　絵 らくだ出版 1989

913　は 虹 早船　ちよ　作
太田　大八　絵 汐文社 1985

913　は 灯ろう 原　のぶ子　作
岩淵　慶造　絵 汐文社 1992

913　は みえちゃんの集団疎開 はら　みえこ　さく
段原中学校美術部　え 段原中学校美術部 1993

913　は みえちゃんの集団疎開 原　美恵子　著 原美恵子 1991

913　ひ らくだい先生 広島・子どもと教師の文学の会　著
せき　あきこ　絵 ポプラ社 1982

913　ふ クレヨン王国月のたまご 福永　令三　作
三木　由記子　絵 講談社 1986

913　ま 風のむらからさわこ マオ　アキラ　作
柿谷　織絵　絵 汐文社 1991

913　み ヤン一族の最後 三浦　精子　作
入野　忠芳　絵 汐文社 1985

913　む ヒロシマこどもたちの夏 村上　啓子　作
堀口　忠彦　絵 溪水社 1995

913　も 青い空がつながった 毛利　まさみち　作
うめだ　ゆみ　絵 新日本出版社 2014

913　も ナガサキの男の子 森下　真理　作
篠崎　三朗　絵 太平出版社 1985

913　や ごめんねぼっこ 山下　夕美子　著
太田　大八　絵 あかね書房 1969

913　や 三年三組なきむしメソコ先生 山下　夕美子　作
村井　香葉　絵 ポプラ社 1985



｜ 85 ｜

対象別リスト

対
象
別
リ
ス
ト

小
学
校
中
学
年
か
ら

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

913　や　８ ポケネコにゃんころりん　８ 山本　悦子　作
沢音　千尋　画 童心社 2012

913　や おばあちゃんのももの木 山本　玲子　作
長野　ヒデ子　絵 汐文社 1986

913　ゆ 広島　昭和20年８月６日 遊川　和彦　著 汐文社 2005

913　よ 翔ぶんだったら、いま！ 吉本　直志郎　作
村上　豊　絵 ポプラ社 1979

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

913　わ 霧に消えた少女 わたり　むつこ　作
秋元　純子　絵 国土社 1985

ノ
　
ン
　
フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
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210　い ヒロシマ８月６日、少年の見た空 井上　こみち　文
すがわら　けいこ　絵 学研教育出版 2015

210　え　6 絵でよむ日本の歴史　６
鈴木　亮　編
中妻　雅彦　編
金沢　佑光　絵

大月書店 1990

210　さ　1・2 ビジュアル版　平和博物館・
戦跡ガイド　１・２

佐藤　広基　イラスト・文
本地　桃子　イラスト・文 汐文社 2004

210　せ　7 せんそうってなんだったの？　第７巻 学習研究社 2007

210　せ せんそうってなんだったの？
ささき　あり　作
井上　こみち　作
戸田　和代　作
夏目　尚吾（ほか）　画

学研教育出版 2013

210　せ　2-9 せんそうってなんだったの？　第２期９ 井上　こみち　文すがわら　けいこ　絵 学研教育出版 2014

210　せ　2-10 せんそうってなんだったの？　第２期10 光丘　真理　文藤本　四郎　絵 学研教育出版 2014

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

210　て まんがで語りつぐ広島の復興 手塚プロダクション　まんが
青木　健生　シナリオ 小学館クリエイティブ 2015

210　て 平和のたからもの 寺田　志桜里　ぶん・え くもん出版 2001
210　に ピカドンのきのこ雲 日本児童文芸家協会　編 ポプラ社 1975
210　に 日本の戦争遺跡図鑑 ＰＨＰ研究所 2013
210　に　7 日本の歴史博物館・史跡　７ あかね書房 1999
210　ひ　12 ひとり調べができる時代別日本の歴史　12 学習研究社 1997
210　ほ　5 シリーズ戦争孤児　５ 平井　美津子　編 汐文社 2015
210　め　4 目でみる戦争とくらし百科　４ 日本図書センター 2001
210　れ 太平洋戦争はじまる 笠原　秀　文 ポプラ社 1990
210　わ　7 わたしたちの戦争体験　７ 日本児童文芸家協会　著 学研教育出版 2010

281　き たゆまぬ歩み　おれはカタツムリ 畑島　喜久生　作
小林　与志　絵 佼成出版社 1986
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281　な 永井隆 中井　俊巳　著 童心社 2007
291　こ　7・8 日本と世界のちがいを考える本　７・８ ポプラ社 2000

291　し　5 調べ学習に役立つ宇宙から
見た日本の地理と産業　５

あかね書房 1998

291　れ 中国・四国歴史の町 三浦　はじめ　編著 ＰＨＰ研究所 1994
310　あ 被爆者 会田　法行　写真・文 ポプラ社 2005
310　あ 続・被爆者 会田　法行　写真・文 ポプラ社 2015

310　お きみに聞いてほしい
〔バラク・オバマ　述〕
池上　彰　翻訳
葉　祥明　画

リンダパブリッシャーズ 2016

310　に　2 いま戦争を考える　No.２ 日本作文の会　編 百合出版 1987
310　ほ ほんとうにあった戦争と平和の話 講談社 2016

370　い　3 ビジュアル版　学校の歴史　３
岩本　努　共著
保坂　和雄　共著
渡辺　賢二　共著

汐文社 2012

700　こ ぼくらは生きたい 加藤　茂男　著 ポプラ社 1983
700　ひ 日本の大切なもの ＰＨＰ研究所　編 ＰＨＰ研究所 2007
816　さ 作文が好きになる事典　３・４年 講談社 1995

916　あ ごめんね、お母さん 荒木　正夫　文
高橋　孟　絵 ポプラ社 1991

916　お 夏服の少女たち 大野　允子　著 ポプラ社 1989

916　か かえってきた瓢湖の白鳥 神戸　淳吉（ほか）　著
田代　三善（ほか）　絵 講談社 1984

916　こ ピカドン 講談社　編 講談社 2003
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
916　こ 象のいなくなった動物園 近野　十志夫　編 小峰書店 1994

916　た 折り鶴の少女 たいら　まさお　著
かみや　しん　絵 偕成社 1988

916　た 七夕にねがいをこめて 武田　英子　作
清水　耕蔵　絵 岩崎書店 1985

916　て 飛べ！　千羽づる 手島　悠介　文
西村　保史郎　絵 講談社 1982

916　な 平和の木 長崎　源之助　著
二俣　英五郎　絵 童心社 1990

916　な あの日を、ぼくは忘れない 名柄　尭　絵と文 勉誠出版 2008

916　な ぼく生きたかった
名越　謙蔵　作
名越　操　作
矢野　洋子　絵

労働教育センター 1982

916　な こんな学校があるよ 名取　弘文　著 ポプラ社 1997
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916　に あの日のこと 西山　進　文・絵 クリエイティブ21 2005

916　は 原爆ドームの祈り 長谷川　敬　文
山本　東陽　写真 講談社 1995

916　ふ チロの星まつり 藤井　旭　著 ポプラ社 1988

916　も 世界じゅうに、愛の手を 望月　正子（ほか）　著
小松　修（ほか）　絵 講談社 1984

916　も ゆきちゃんが見たピカドン
森本　マリア　著
ナンシー・Ｈ・ロス　翻訳
彩瀬　ひよ子　切り絵

吉備人出版 2015

916　よ ナガサキの命
吉永　小百合　編
筒井　茅乃　文（第一部）
男鹿　和雄　カバー絵・挿絵
YUME　挿絵

KADOKAWA 2015

918　よ ヒロシマの風
吉永　小百合　編
男鹿　和雄　カバー絵・挿絵
YUME　挿絵

KADOKAWA 2014

詩
　
　
歌

911　か 愛する人ヘ 門倉　訣　作
岩崎　保夫　え けやき書房 1987

911　さ 子どもと心を見つめる詩 西郷　竹彦　編・著 黎明書店 1996

911　し 母よ誰が
渋谷　清視　編
吉田　定一　編
かみや　しん　絵

金の星社 1985

911　に　34 日本の子どもの詩　34　広島 日本作文の会　篇 岩崎書店 1984

911　ふ ひろしまの子 深川　宗俊　詩
四国　五郎　絵 春陽社出版 1975

911　み 教室でよみたい詩12か月
小学校３・４年 水内　喜久雄　編著 民衆社 1995
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紙
芝
居
P ヒロシマヘ行って

谷田川　和夫　原案
渡辺　泰子　脚本
宮本　忠夫　絵

汐文社 1990

絵
　
　
本

あ ジュノー 津谷　静子　文
enjin�productions・UNION�CHO　絵 ありがとう出版 2008

き 音が消えた時
森本　マリア　著
小泉　直子　英訳
ジム・ロナルド　英訳

吉備人出版 1999

く ようすけ君の夢

上村　吉　語り
眞柳　タケ子　語り
佛教大学黒岩ゼミ　文
田中　愛　絵
越智　裕希美　絵

クリエイツかもがわ 2008

こ 100ばんめのサル
ケン・キース・ジュニア　原作
松本　茂樹　文
尾崎　真吾　絵

国土社 1987

せ 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

せ 火の話 黒田　征太郎　作 石風社 2011
ち うわさごと 梅田　俊作　文・絵 汐文社 2012
て 原爆の怖さの物語 兒玉　智江��絵と文　 デザイン・コダマ 2016

ふ ようすけ君の夢

上村　吉　語り
眞柳タケ子　語り　
佛教大学社会学部社会福祉学科
社会福祉援助技術演習ゼミ生
（二〇〇五年度二KFクラス）文
田中　愛　絵
越智　裕希美　絵

佛教大学社会学部･
佛教大学福祉教育
開発センター

2006

フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

388　に 広島県の民話 日本児童文学者協会　編 偕成社 1979

726　く 怒
お こ

る犬
黒田　征太郎　著
日暮　真三　著
長友　啓典　著

岩波書店 2012

726　け　3 原水爆漫画コレクション　３ 白土　三平　著
滝田　ゆう　著 平凡社 2015

726　け　4 原水爆漫画コレクション　４ 赤塚　不二夫（ほか）　著 平凡社 2015

726　こ　1～3 この世界の片隅に　上・中・下 こうの　史代　著 双葉社
2008
～
2009

726　こ 夕凪の街桜の国 こうの　史代　著 双葉社 2004
726　そ 焼けあとのイチ 創価学会婦人平和委員会　編 第三文明社 1995
726　て 原爆といのち 手塚　治虫（ほか）　著 金の星社 2013
726　な 沖縄戦と原爆投下 中沢　啓治（ほか）　著 金の星社 2017
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726　な　2 中沢啓治著作集　２ 中沢　啓治　著 DINO　BOX 2014
726　な　3 中沢啓治著作集　３ 中沢　啓治　著 DINO　BOX 2015

726　な　1～10 はだしのゲン　１～10 中沢　啓治　著 汐文社
1975
～
1987

726　な　1～3 はだしのゲン　１～３ 中沢　啓治　著 中央公論社 1996
726　ま 帰らない夏 まえだ　なおこ　著 まえだなおこ 2017

908　に 読み聞かせる戦争 日本ペンクラブ　編
加賀美　幸子　選 光文社 2015

913　あ 北国の子どもたち 赤木　由子　作
池田　仙三郎　絵 講談社 1982

913　い テニアンの少女 石上　正夫　作
井口　文秀　絵 汐文社 1985

913　い あの戦争のなかにぼくもいた 石浜　みかる　著 国土社 1992

913　い 光の消えた日 いぬい　とみこ　作
長　新太　画 岩波書店 1978

913　い みどりの川のぎんしょきしょき いぬい　とみこ　作
太田　大八　画 福音館書店 1978

913　い この空の下で 井上　雅博　作 朝日学生新聞社 2011
913　い 化石原人の告白 猪野　省三　作 学習研究社 1963
913　い いま、戦争と平和を考えてみる。 峠　三吉（ほか）　作 くもん出版 2009
913　い あるハンノキの話 今西　祐行　著 実業之日本社 1966

913　い くらがり峠 今西　祐行　著
福田　庄助　絵 偕成社 1981

913　い ハコちゃん・あるハンノキの話ほか 今西　祐行　著 実業之日本社 1981

913　い ヒロシマの歌 今西　祐行　作
遠藤　てるよ　画 岩崎書店 1982

913　う ヒロシマとハワイを結ぶ物語
うねざき　まさこ　文
よねはら　ひろこ　絵
まつうら　しおん　絵

アント・ヒロシマ 2008

913　お 心でさけんでください おおえ　ひで　作
かみや　しん　画 小学館 1983

913　お 南の風の物語 おおえ　ひで　著 理論社 1961
913　お りよおばあさん おおえ　ひで　著 実業之日本社 1972

913　お 十四才の夏 大谷　美和子　作
たざわ　りえこ　絵 汐文社 1990

913　お 朝の別れを 大野　允子　著 ポプラ社 2001

913　お あなたヘ 大野　允子　作
鈴木　義治　絵 あすなろ書房 1985

913　お つるのとぶ日 大野　允子（ほか）　著 東都書房 1963
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913　お 虹をみた日 大野　允子　作
永田　治子　絵 ポプラ社 1995

913　お 八月の少女たち 大野　允子　著
吉崎　正巳　絵 新日本出版社 1985

913　お ヒロシマの少女
大野　允子　著
鈴木　義治　え
鈴木　琢磨　え

盛光社 1969

913　お ヒロシマ、八月、炎の鎮
レ ク イ エ ム

魂歌 大野　允子　作
永田　治子　絵 ポプラ社 1998

913　お 夕焼けの記憶 大野　允子　作
小坂　しげる　絵 国土社 1973

913　お おれたちにできなかったこと 大原　興三郎　作
こぐれ　けんじろう　絵 PHP研究所 1996

913　お マンモスの夏 大原　興三郎　作
山野辺　進　絵 文溪谷 1995

913　お 歌よ川をわたれ 沖井　千代子　作
こさか　しげる　絵 講談社 1980

913　か 八月のすきまに 辛島　萌　作
狩野　ふきこ　絵 新日本出版社 2005

913　き 因
ちなみ

の木と少女たちの40年 菊地　澄子　作
津田　櫓冬　絵 汐文社 1986

913　き ひとりひとりの戦争 菊地　澄子　作
鈴木　琢磨　え 理論社 1975

913　き もえる吹雪 菊池　鮮　作
市川　禎男　絵 汐文社 1985

913　き ヒロシマの子守唄 菊地　正　作
こさか　しげる　絵 汐文社 1985

913　き バオバブのゲンバク 木村　功（ほか）　作
会田　恵津子　絵 汐文社 1986

913　き 広島にチンチン電車の鐘が鳴る きむら　けん　著
高橋　透　装画 汐文社 1999

913　き さようならかげぼうし 木村　英代　作
多田　治良　絵 汐文社 1985

913　き 白い町ヒロシマ 木村　靖子　作
梶　鮎太　画 金の星社 1983

913　く チビ兵行進曲 熊谷　本郷　作
鈴木　孝子　絵 汐文社 1989

913　く 太陽の落ちた日 来栖　良夫（ほか）　編 労働教育センター 1980

913　こ この世界の片隅に こうの　史代　原作　
蒔田　陽平　ノベライズ　 双葉社 2016

913　こ 夕凪の街　桜の国 こうの　史代　原作・イラスト
蒔田　陽平　ノベライズ　 双葉社 2017

913　さ　1～3 ロザリオの祈り　１～３ さかい　ともみ　作
青空　風太郎　絵 教育出版センター 1984
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913　し アイリーンのとうろう 柴田　克子　著
永井　吐無　絵 アリス館 1976

913　し 遙かなトナカイの国 清水　道尾　作
阿嘉　まさご　画 岩崎書店 1991

913　す 夏の花たち 鈴木　ゆき江　著 ひくまの出版 2004

913　そ ねこになった少年 征矢　清　作
やまだ　紫　画 岩波書店 1988

913　た あしたへげんまん 竹田　まゆみ　著
小坂　しげる　絵 新日本出版社 1971

913　た おじいちゃんは兵隊だった 竹野　栄　作
田代　三善　絵 旺文社 1994

913　つ あしたの風 壺井　栄　著 ポプラ社 1978

913　つ 明日が来なかった子どもたち 鶴　文乃　文
能仲　リエ　絵 サンパウロ〔発売〕2000

913　と 消えた夏休み
富家　知道　著
富家　美代子　著
大羽　睦代　著

ウインかもがわ 2005

913　な はだしのゲン
中沢　啓治　原作
君塚　良一　脚本
田中舘　哲彦　構成

汐文社 2007

913　な　1～3 はだしのゲン　上・中・下 中沢　啓治　原作
深沢　一夫　作 汐文社 1980

1981

913　な 1983年熱い秋のノート 中澤　晶子　作
むかい　ながまさ　絵 汐文社 1985

913　な 時の石 那須　正幹　作
岡本　順　絵 文溪堂 1994

913　な チョウのいる丘 那須田　稔　作
市川　禎男　絵 講談社 1968

913　に 北風は芽を 日本児童文学者協会　編
市川　禎男　画 童心社 1971

913　に こすもすベーカリー物語 日本児童文学者協会　編
松本　春野　絵 新日本出版社 2008

913　に ひろしまのオデット 日本児童文学者協会　編
小林　与志　画 童心社 1972

913　に ふたりの英雄 日本児童文学者協会　編
太田　大八　画 童心社 1971

913　ひ 歌のとどく日 広島児童文学研究会　編
遠藤　てるよ　絵 新日本出版社 1970

913　ふ ミチコとクミ 深沢　一夫　作
高田　三郎　絵 汐文社 1986

913　ふ 海辺の砂をにぎりしめて 藤田　博保　作
高田　三郎　画 大日本図書 1988

913　ふ 犬之介さんと小犬 藤本　正文　文
市原　正勝　絵 近代文藝社 1995
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913　ま 光る夏―たつひこ マオ　アキラ　作
谷口　広樹　画 童心社 1993

913　ま ふたりのイーダ 松谷　みよ子　著
司　修　絵 講談社 1976

913　ま おもいで箱 松永　伍一（ほか）　作
鈴木　たくま　絵 汐文社 1985

913　ま あやと青い目の人形
松永　照正　著
會田　貴代　絵
黒﨑　晴生　写真　

クリエイティブ21 2003

913　や かあさんの野菊
山口　勇子　著
東本　つね　絵
倉石　琢也　絵

新日本出版社 1974

913　や 貝の鈴 山口　勇子　著
岩崎　ちひろ　画 大日本図書 1970

913　や スカーフは青だ 山口　勇子　著
二俣　英五郎　絵 新日本出版社 1969

913　や 人形マリー 山口　勇子　著
四国　五郎　絵 新日本出版社 1980

913　や 広島の姉妹 山本　真理子　作
岩淵　慶造　画 岩崎書店 1973

913　や 広島の友 山本　真理子　作
藤田　通代　絵 岩崎書店 1995

913　や 広島の母たち 山本　真理子　作
佐伯　和子　画 岩崎書店 1982

913　よ 北の天使南の天使 吉本　直志郎　作
遠藤　てるよ　絵 ポプラ社 1982

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

913　わ 麦畑のカマキリ 和田　勝恵　作
鈴木　孝子　絵 汐文社 1986

918　な　16「戦争と平和」子ども文学館　16 長崎　源之助（ほか）　編 日本図書センター 1995
918　な　17「戦争と平和」子ども文学館　17 長崎　源之助（ほか）　編 日本図書センター 1995
918　な　18「戦争と平和」子ども文学館　18 長崎　源之助（ほか）　編 日本図書センター 1995
933　ふ さよならをいう時間もない ジュデイ・ブルーム　作

長田　敏子　訳 偕成社 1991

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

019　き「夾竹桃物語―わすれていてごめんね」
絵画・読書感想文集

「夾竹桃物語―わすれて�
いてごめんね」絵画･読書
感想文事務局

2002

060　り 戦争と郷土の歴史を考える 福武書店 1992
150　こ 自分ってなんだろう? 小島　昌世　著 ポプラ社 1995
200　か　8 学習に役立つものしり事典３６５日　８月 小峰書店 1990
200　き きょうはなんの日?　７月・８月 布施　孝子　文 ポプラ社 1999
209　た　10 第二次世界大戦　10 槐　一男　著 太平出版社 1985
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209　よ 原子爆弾投下 吉田　悟郎（ほか）　編 岩崎書店 1983

209　れ みんなが知りたい!世界と日本の
「戦争遺産」戦跡から平和を学ぶ本 歴史学習研究会　著 メイツ出版 2017

210　あ 小倉に原爆が落ちた日 朝日新聞西部本社社会部　編 あらき書店 1983
210　あ アジア・太平洋戦争 ポプラ社 2006
210　あ　5 語り伝える空襲　第５巻 安斎　育郎　文 新日本出版社 2008

210　あ　1～5 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 新日本出版社 2014

2015

210　い 復興の記憶 泉美術館　企画制作 泉美術館 2015
210　い 日本の歴史　10 今井　庄次　著 ポプラ社 1969
210　え　5 NHK日本映像の20世紀　５ ポプラ社 2003
210　お　5 おはなし太平洋戦争史　５ 和歌森　太郎（ほか）　編 岩崎書店 1970
210　け　1～3 新聞で調べよう現代日本の50年　１～３ 現代日本の50年編集委員会　編 大日本図書 1995
210　し　2 昭和の歴史　中 森藤　よしひろ　まんが くもん出版 1989
210　し　8 調べ学習日本の歴史　８ ポプラ社 2000
210　し　12 しらべ学習に役立つ日本の歴史　12 古川　清行　著 小峰書店 1995
210　し　3 シリーズ戦争遺跡　３ 辻　隆広　編 汐文社 2010

210　し 人物や文化遺産で読み解く
日本の歴史　７ あかね書房 2010

210　す 子どもにおくる戦争があったころの話 鈴木　喜代春（ほか）　編 らくだ出版 2006
210　た ヒロシマの原子雲 高城　肇　著 偕成社 1972
210　た　2 日本の歴史　下 高橋　磌一（ほか）　著 岩崎書店 1987
210　つ ヒロシマ・コレクシヨン 土田　ヒロミ　撮影 日本放送出版協会 1995
210　に 21世紀こども百科歴史館 小学館 1999
210　に　7 日本の遺跡と遺産　7 矢野　慎一　著 岩崎書店 2009
210　に 世界のなかの日本 宇野　俊一　編 集英社 1991
210　ひ　1・2 100人が語る戦争とくらし　１・２ 学研プラス 2017
210　ひ 日本の歴史　５ 広島県郷土史研究会　編著 日本標準 1981

210　ふ　3 わたしたちのアジア・太平洋戦争　３
古田　足日　編
米田　佐代子　編
西山　利佳　編

童心社 2004

210　へ　1・2 平和学習に役立つ戦跡ガイド　１・２ 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会　編 汐文社 2014
210　へ　5 平和を考える戦争遺物　５ 是恒　高志　編 汐文社 2014
210　ま なみだのファインダー 松重　美人　著 ぎようせい 2003
210　や 平和を考える戦争遺産図鑑 安島　太佳由　写真・著 岩崎書店 2015
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210　れ　5 世界と出会う日本の歴史　５ 歴史教育者協議会　編 ほるぷ出版 1999
210　わ　9 語りつごうアジア・太平洋戦争　９ 和歌森　太郎（ほか）　編 岩崎書店 1995
281　え　2 兵隊ぐらしとピカドン 江戸家　猫八　著 ポプラ社 1983
281　さ シゲコ！ 菅　聖子　著 偕成社 2010
281　な 永井隆 片山　はるひ　著 日本キリスト教団出版局 2015
281　に 仁科芳雄/本多光太郎 関口　たか広　漫画 ほるぷ出版 1991

281　や 平和のバトンをつないで 池田　まき子　著
タムラ　フキコ　絵 WAVE出版 2014

281　よ 暁の超特急 辺見　じゅん　著 今井書店 2001

283　あ アインシュタインと相対性理論 D．J．レイン　作
ないとう　ふみこ　訳 玉川大学出版部 2015

291　お　11 おはなし日本地理　11 入江　敏夫（ほか）　編 岩崎書店 1978
291　し 事前学習に役立つみんなの修学旅行　―広島・山口― 小峰書店 2015
291　し　6 事前に調べる修学旅行パーフェクトガイド　6 金の星社 2003
291　し 新図解　わたしたちの日本地理 学習研究社 1997
291　に　34 子ども日本風土記　34 日本作文の会　編 岩崎書店 1975
291　に　42 子ども日本風土記　42 日本作文の会　編 岩崎書店 1971
291　に　3 日本の地理　３ 小島　晃　編 あゆみ出版 1990
310　あ 13歳からの平和教室 浅井　基文　著 かもがわ出版 2010
310　あ INORI 綾野　まさる　著 ハート出版 2010
310　あ　1～5 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　１～５ 安斎　育郎　文 新日本出版社 2004
310　い　3 いのちを学ぼう平和学習実践集　３ 汐文社 2002
310　え 御霊への誓い HPS国際ボランティア（ほか）　〔編〕HPS国際ボランティア 2017
310　さ ヒロシマのいのち 指田　和　著 文研出版 2017

310　さ ヒロシマここより永
と わ

遠に
佐藤　廣枝　企画
佐藤　菜笑　編
佐藤　太紀　編

HPS国際ボランティア 2015

310　さ ようきんさった原爆ドームは語る

佐藤　廣枝　企画
佐藤　菜笑　編
佐藤　廣枝　構成
大中　加代子　構成
スティーブン・リーパー　英訳

HPS国際ボランティア 2014

310　そ 青い地球はぼくたちのもの 創価学会婦人平和委員会　編 第三文明社 1986
310　そ ヒロシマ「平和への出

たびだち

発」創価学会婦人平和委員会　編 第三文明社 1987
310　ち ひろしま国 中国新聞社　編 明石書店 2009
310　ち 原爆ドーム物話 汐文社編集部　編 汐文社 1990
310　と「原爆の子の像」と「折鶴」豊田　清史　著 火幻社 2003
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310　ひ 長崎原爆資料館 ピースウイング長崎　編
長崎平和推進協会　編 長崎平和推進協会 2000

310　ひ 平和記念資料館学習ハンドブック 広島平和記念資料館　〔著〕広島平和記念資料館 2001
310　ヘ 広島修学旅行ハンドブック 平和・国際教育研究会　編 平和文化 1999
310　ま 翼のヒロシマ 町田　樹生　文・絵 飛鳥出版室（制作）2011
310　み 奇跡はつばさに乗って 源　和子　著 講談社 2013

310　ろ たった一発の爆弾でヒロシマ20万人、
ナガサキ10万人が死んだ。 労働教育センター編集部　編 労働教育センター 2011

320　し シリーズ国連　２ 半田　博　著
蔵元　幸二　著 リブリオ出版 1993

320　れ　1 シリーズ憲法９条　第１巻 歴史教育者協議会　編 汐文社 2006
370　う 君と感動の日々を 上田　精一　著 民衆社 1985
370　お 歩いて見てほしいひろしま原爆の木たち 大川　悦生　著 たかの書房 1995

370　し ひろしま 小学校平和教育教材編集委員会　編
広島県原爆被爆教師の会　編 広島平和教育研究所 1984

380　は どんなくらしをしてるかな
ヒルデガルド・ハウブリック　編
ハートウィック・ハウブリック　編
松村　亮一　訳
松本　千里　訳

古今書院 1991

390　に せんそう 日本作文の会　編 岩崎書店 1991
430　お 火ははたらく 大竹　三郎　著 大日本図書 1987

490　に わたしたちのいのち･健康･未来
名原　壽子　編
加藤　文三　編
石井　勉　絵

汐文社 1991

510　ち 核の時代をどういきるか 伊東　壮　編 ポプラ社 1991
530　い 核はほんとうに安全か 伊東　壮　著 ポプラ社 1990
530　け 原子力がわかる事典 PHP研究所 2012
530　け 原子力のことがわかる本 数研出版 2003
530　た 核災害からの復興 高田　純　著 医療科学社 2005

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

550　ひ 原爆―見えない放射線の被害 広島平和記念資料館　著 広島平和記念資料館 2000
550　ヘ あの日、広島と長崎で 平和博物館を創る会　編 平和のアトリエ 1994
650　い 広島の木に会いにいく 石田　優子　著 偕成社 2015

700　し　5 修学旅行で行ってみたい
日本の世界遺産　５

本田　純　著
小松　亮一　著
清野　賢司　著

岩崎書店 2007

700　し　5 修学旅行で行ってみたい
日本の世界遺産　５

本田　純　著
小松　亮一　著
清野　賢司　著

岩崎書店 2014
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700　に 日本の世界遺産 朝日新聞出版 2016

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

720　け 原爆の絵　HIROSHIMA 童心社 1977

720　ま 原爆の図 丸木　位里　共同制作
丸木　俊　共同制作 丸木美術館 1983

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

726　き　1～5 キセキのヒロシマ　１～５
ピースピースプロジェクト　企画
高下　知代　漫画
谷川　知子　漫画
山田　康代　漫画　

美健ガイド社 2014
2015

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

726　ひ わたしからのメッセージ
広島市立幟町中学校
「この世界に平和を！」
委員会　執筆

広島市立幟町中学校 2001

726　ま 漫画から学ぶ生きる力 ほるぷ出版 2016
740　つ ヒロシマ1945～1979 土田　ヒロミ　著 朝日ソノラマ 1979

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

770　き ゲン in ヒロシマ 中沢　啓治　原作
木島　恭　脚本・詞 講談社 1999

800　ふ　2 チャレンジ！キッズスピーチ　２ フリー・ザ・チルドレン・ジャパン　編 大月書店 2015
816　け 広島平和の親子バスツアー感想文集 原水爆禁止加古川市協議会　編 原水爆禁止加古川市協議会 1993
816　に　1 子どもの作文で綴る戦後50年　１ 日本作文の会　編 大月書店 1995
816　に　11 子どもの作文で綴る戦後50年　11 日本作文の会　編 大月書店 1995
816　に たのしい観察記録の作文　５年生 日本作文の会　編 小峰書店 1993
816　ぬ　15 平和を考える小中学生作文集　第15集 沼津市財務部　〔編〕 沼津市財務部 2004

816　ひ 広島・長崎市児童生徒
平和のつどい感想文集

広島・長崎市児童生徒平和
のつどい実行委員会　〔編〕

広島･長崎市児童生徒平
和のつどい実行委員会

2003
2004
2005

816　ヘ こども平和文集　12 平和協会・児童部　〔編〕平和協会 1996
914　な ぼくと兄の日章旗 中野　孝次　作 ポプラ社 1995

914　な 夕焼けの子どもたち 那須　正幹　著
かみや　しん　絵 岩崎書店 1990

916　あ ぼくの戦争 秋山　勝彦　著 ウインかもがわ 2004
916　あ 初めて知った戦争 秋山　正美　編 日本図書センター 1993
916　あ 一人ぼっちの焼けあと 秋山　正美　編 日本図書センター 1993
916　あ よみがえるふるさと 秋山　正美　編 日本図書センター 1993
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916　い いのちが未来をもてるように 日本生活協同組合連合会 1986

916　う 原爆の図物語
宇佐美　承　作
丸木　位里　絵
丸木　俊　絵

小峰書店 1985

916　う ルルの家の絵かきさん
宇佐美　承　著
丸木　位里　絵
丸木　俊　絵

偕成社 1978

916　う 折り鶴は世界にはばたいた うみの　しほ　作
高田　三郎　絵 PHP研究所 1998

916　お 広島・長崎からの伝言 大川　悦生　編著 岩崎書店 1990

916　お 想い出のサダコ 大倉　記代　文
夜川　けんたろう　絵 よも出版 2005

916　お 想い出のサダコ
大倉　記代　著
宮本　慶子　訳
スティーブン・リーパー　監訳
夜川　けんたろう　絵

IBCパブリッシング 2015

916　お ヒロシマ語り部の歌 大野　允子　作
四国　五郎　絵 汐文社 1999

916　お わたしがちいさかったときに 長田　新（ほか）　編
岩崎　ちひろ　画 童心社 1967

916　か マレーシアの語り人 かつお　きんや　作
北島　新平　絵 汐文社 1985

916　か 戦後50年学童疎開の子どもたち　第３巻 嘉藤　長二郎（ほか）　編 汐文社 1995

916　く 燃える日本列島 来栖　良夫（ほか）　編
永井　潔　絵 童心社 1969

916　こ ヒロシマ心の旅路 児玉　辰春　著
村井　宗二　画 岩崎書店 1996

916　こ
　 遠きヒロシマ 〔児玉　八重子　述〕

青木　幸子　著 牧歌舎 2014

916　さ 禎子の千羽鶴 佐々木　雅弘　著 学研パブリッシング 2013

916　つ 娘よ、ここが長崎です
筒井　茅乃　作
松岡　政春　写真
保田　孝　写真

くもん出版 1985

916　つ 娘よ、ここが長崎です
筒井　茅乃　作
松岡　政春　写真
保田　孝　写真

くもん出版 2007

916　と あの日から生きて生きて 東京都原爆被害者団体協議会　編 汐文社 1986

916　な 14歳の生涯 中本　昭（ほか）　作
浜田　桂子　絵 汐文社 1986

916　な 折り鶴の子どもたち 那須　正幹　作
高田　三郎　絵 PHP研究所 1984

916　の わたしが子どものころ戦争があった 野上　暁　編
神沢　利子（ほか）　著 理論社 2015
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916　は ナガサキの空 畑島　喜久生　著
えさき　みつたか　絵 らくだ出版 1986

916　ひ いしぶみ 広島テレビ放送　編 ポプラ社 1970
916　ひ いしぶみ 広島テレビ放送　編 ポプラ社 2005

916　ふ 緑のドクター 藤崎　康夫　作
根岸　佐千子　写真 くもん出版 1988

916　や 海をわたる被爆ピアノ 矢川　光則　著 講談社 2010
916　や 原爆の火の長い旅 山口　勇子　著 新日本出版社 1991
916　や ひろしま 山田　達磨�著　 D-create　 2015
916　や ナガサキに翔ぶ 山脇　あさ子　著 新日本出版社 1996
916　よ 平和の芽 横山　秀夫　著 講談社 1995

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

916　よ 読む知る話すほんとうにあったお話　6年生 講談社 2013

916　わ 長崎を忘れない 渡辺　千恵子　作
東本　つね　絵 草土文化 1980

918　か 原爆の子の像 川野　登美子　著 文化評論 2013

詩
　
　
歌

908　か 戦争と人間 川崎　洋　編
梅田　俊作　絵 岩崎書店 1997

908　た　6 いのり 立原　えりか　編
島田　勝吾　絵 太平出版社 1985

908　た　5 ヒロシマの空 立原　えりか　編
牧野　鈴子　絵 太平出版社 1984

911　い 挨拶 石垣　りん　著
伊藤　英治　編 岩崎書店 2009

911　え 水辺の祈り えの　ゆずる　作
向井　康子　絵 大日本図書 1989

911　え　10 日本の詩　10 遠藤　豊吉　編・著 小峰書店 2016

911　お 少年のひろしま 大平　数子　作
竹本　三郎　絵 草土文化 1981

911　し 小学生・詩のくにへ　12 新川　和江　編安藤　ひろみ　絵 太平出版社 1988

911　ひ 原子雲の下より 被爆実態調査会　編 亜紀書房 1989

911　ま あおい空に 松永　伍一　編
いわさき　ちひろ　画 童心社 1996

911　み 教室でよみたい詩12か月　小学校５・６年 水内　喜久雄　編著 民衆社 1995

911　よ 空になった少年 シゲミ・ヨシダ　詩
長　新太　画 岩崎書店 1995

911　わ 菩提樹とさるすべりの花 わらび　さぶろう　詩
藤田　健次　切り絵 らくだ出版 2003
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908　せ 夏の花 成城国文学会　編 ポプラ社 1984

913　い 野の花は生きる いぬい　とみこ　文
司　修　画 童心社 1972

913　お 海に立つにじ 大野　允子　著 講談社 1965

913　お 消えていく詩
う た 大野　允子　作

織茂　恭子　画 ポプラ社 1976

913　お ひーちゃんはいった 大野　允子　著 ポプラ社 1977

913　お ピラミッド帽子よ、さようなら 乙骨　淑子　作
長谷川　集平　絵 理論社 1981

913　か 脱走者たち 片山　昌造　作
いいの　としお　え 理論社 1973

913　く 八月の光 朽木　祥　作 偕成社 2012
913　く 八月の光 朽木　祥　作 小学館 2017
913　く 八月の光・あとかた 朽木　祥　著 小学館 2015
913　く 光のうつしえ 朽木　祥　作 講談社 2013

913　し 48色の夢のクレヨン 重藤　マナーレ　静美　著
佐藤　綾子　編集 池田出版 2013

913　し 48色の夢のクレヨン 重藤　マナーレ　静美　著
佐藤　綾子　編集 池田出版 2015

913　な もうひとつのヒロシマ 仲里　三津治　著 講談社 2008

913　な ヒロシマ　１～３ 那須　正幹　作
長谷川　知子　装画 ポプラ社 2011

913　に お菓子放浪記　［正］・続・完結
西村　滋　著　八木　康夫　絵・
西村　滋　作　朝貪　美恵子　絵・
西村　滋　作　武藤　セイ子　画

理論社
1976
1994
2003

913　は 友よ・夏の花・原爆詩 林　京子（ほか）　著 金の星社 1985

913　や カモメの家 山下　明生　作
宇野　亜喜良　絵 理論社 1991

913　や 二年２組はヒヨコのクラス 山下　夕美子　作
長　新太　え 理論社 1968

913　や 赤毛のポチ 山中　恒　作
しらい　みのる　絵 理論社 1969

933　す 弟を地に埋めて ロバート・スウィンデルズ　作
斉藤　健一　訳 福武書店 1988

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

943　ふ サダコは生きる Ｋ．ブルックナー　作
片岡　啓治　訳 学習研究社 1963
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019　か 中学生の読書のために 川口　昭三　著 民衆社 1989

019　せ 平和を考える絵本 全国学校図書館協議会ブッ
ク・リスト委員会　編 全国学校図書館協議会 1992

020　き きみには関係ないことか
京都家庭文庫地域文庫連絡会
「きみには関係ないことか―戦
争と平和を考える子どもの本―
２」　編集担当読書研究会　編

京都家庭文庫地域文庫
連絡会

1984
1991

020　き きみには関係ないことか 京都家庭文庫地域文庫
連絡会　編 かもがわ出版

1997
2004
2011

200　に　２ 広島のいしぶみはみつめる
第１集・第２集 西尾　隆昌　〔編〕 西尾隆昌 1982

2000

200　は 恐ろしい本 長谷川　四郎　著 筑摩書房 1970

209　あ　１ 子どもにつたえる世界
の戦争と平和　１ 荒井　信一（ほか）　編 日本図書センター 1995

209　し　２ 人類の歴史を変えた８
つのできごと　２ 眞　淳平　著 岩波書店 2012

210　あ 母と子でみる広島・長崎 朝日新聞企画部　編 草土文化 1983
210　う ヒロシマ散歩 植野　浩　著 汐文社 1997
210　え 1941年12月８日 江口　圭一　著 岩波書店 1991
210　か 九州史跡見学 川添　昭二　著 岩波書店 1989

210　く 原爆写真　ノーモアヒロシマ・
ナガサキ

黒古　一夫　編
清水　博義　編
James�Dorsey　訳

日本図書センター 2005

210　こ 長崎原爆写真集 小松　健一　編
新藤　健一　編 勉誠出版 2015

210　こ 広島原爆写真集 小松　健一　編
新藤　健一　編 勉誠出版 2015

210　そ 加害基地宇品 空　辰男　著 汐文社 1994
210　て　1 綾瀬はるか「戦争」を聞く　〔Ⅰ〕TBSテレビ『NEWS23』取材班　編 岩波書店 2013
210　て　2 綾瀬はるか「戦争」を聞く　Ⅱ TBSテレビ『NEWS23』取材班　編 岩波書店 2016
210　は 爆心地ヒロシマに入る 林　重男　著 岩波書店 1992
210　は 母と子でみる原爆を撮った男たち 反核・写真運動　編 草の根出版会 1987
210　む 20世紀を一緒に歩いてみないか 村上　義雄　著 岩波書店 2001

210　も 遺品は語る 深沢　一夫　文
森下　一徹　写真 汐文社 1982

210　や 日本の戦跡を見る 安島　太佳由　著 岩波書店 2003
250　え アメリカ 槐　一男　著 岩崎書店 1990
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250　す　2 オリバー・ストーンの告発
語られなかったアメリカ史　２

オリバー・ストーン　著
ピーター・カズニック　著
Ｓ・Ｃ・バートレッティ　編著
鳥見　真生　訳　

あすなろ書房 2016

280　た 最後の手紙 立川　昭二　著 筑摩書房 1990
280　な 名もなき人びとの伝記 永井　萠二　著 大日本図書 1971
280　ふ 原子力への道を開いた人々 藤本　陽一　著 さ・え・ら書房 1966
281　と 風のように炎のように　峠三吉 岩﨑　健二　作・画 峠三吉記念事業委員会 1993
281　な オヤジがライバルだった 中里　喜昭　著 筑摩書房 1984
281　は ヒロシマに生きて 原田　東岷　著 草の根出版会 1999
291　け ガイドブックヒロシマ 原爆遺跡保存運動懇談会　編 新日本出版社 1996

291　た ヒロシマの碑
いしぶみ 宅和　純　著

広島県教職員組合　編
広島平和教育研究所　編

広島県教育用品 1996

291　は 長崎 原田　博二　著 岩波書店 2006
291　ひ ヒロシマの旅 広島県歴史教育者協議会（ほか）　編 平和文化 1983
291　ひ 一瞬に消えさった爆心の町 広島平和記念資料館　編 広島平和記念資料館 2001

291　ひ ひろしま碑･遺跡･平和あんない 広島平和教育研究所　編
広島県原爆被爆教職員の会　編 広島平和教育研究所 1984

300　こ ヒロシマ読本 小堺　吉光　著
広島平和文化センター　編 広島平和文化センター 1992

310　き 訪ねてみよう　戦争を学ぶ
ミュージアム／メモリアル［記憶と表現］研究会　著 岩波書店 2005

310　く 猫ちゃんは帰らない 黒川　万千代　著 民衆社 1983

310　こ 広島の復興の歩み
国際平和拠点ひろしま
構想推進連携事業実行
委員会　編

国際平和拠点ひろ
しま構想推進連携
事業実行委員会

2015

310　こ ヒロシマは世界をむすぶ 小島　昌世　著 ポプラ社 1999
310　さ 折り鶴に出会った子どもたち 三省堂　編 三省堂 2003
310　し ピース・アニメを創る ミホ・シボ　著 かもがわ出版 1993

310　せ せこへい 世界の子どもの平和像
を広島につくる会　編 部落問題研究所 2002

310　せ　６ 世界の「戦争と平和」博物館　第６巻 草の根出版会　編 日本図書センター 1997
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
310　ち ユネスコ世界遺産原爆ドーム 中国新聞社　編 中国新聞社 1997
310　と はばたけ千羽鶴 豊田　清史　著 筑摩書房 1982
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 1984
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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310　な 妹たちへの手紙 中山　千夏　著 国土社 1984
310　に 原爆の絵 ＮＨＫ長崎放送局　編 日本放送出版協会 2003
310　に 原爆の絵 ＮＨＫ広島放送局　編 日本放送出版協会 2003
310　に サダコ ＮＨＫ広島「核･平和」プロジェクト　著 日本放送出版協会 2000

310　は ノーモア核兵器 服部　学　著
高田　藤三郎　イラスト 草土文化 1983

310　ひ 原水爆とのたたかい 日高　六郎　著 国土社 1963
310　ひ 希望のヒロシマ 平岡　敬　著 岩波書店 1996
310　ひ 被爆アオギリと生きる 広岩　近広　著 岩波書店 2013
310　ひ 原爆モニュメント物語 広島県歴史教育者協議会　編著 平和文化 1984
310　ひ 原爆死没者慰霊式典の記録 広島市　編 広島市 2016

310　ひ 世界遺産原爆ドーム 広島市市民局平和推進室　編
広島平和文化センター　編 広島市市民局 1997

310　ひ オバマ大統領がヒロシマを訪れた日 広島テレビ放送　編　 ポプラ社 2016
310　ひ ヒロシマを世界に 広島平和記念資料館　編 広島平和記念資料館 1999

310　ひ「平和宣言」を読む 広島平和記念資料館　編 広島平和記念資料館 1994ほか
310　ひ 平和―国家・核・教育 広島平和文化センター　編 広島平和文化センター 1989

310　ふ 長崎原爆絵巻　崎陽のあらし 深水　経孝　作
人吉高校英語研究会　編 草の根出版会 2003

310　へ「平和の鐘」響け再び 「平和の鐘」響け再び実行委員会　〔編〕「平和の鐘」響け再び実行委員会 2016
310　ま 広島長崎修学旅行案内 松元　寛　著 岩波書店 1982
310　ま 広島長崎修学旅行案内 松元　寛　著 岩波書店 1998
310　も ヒロシマの子 森下　弘（ほか）　編著 平和文化 1983

310　も ドゥユーノウサダコ？
守屋　敦子　著
横川　節子　構成
山本　祐司　カバー装画

よも出版 2002

310　や 原爆瓦 山口　勇子　著 平和文化 1982
310　や ぼくのピース・メッセージ 山本　コウタロー　著 岩波書店 1990
310　れ 平和博物館・戦争資料館ガイドブック 歴史教育者協議会　編 青木書店 2004
310　わ 15歳のナガサキ原爆 渡辺　浩　著 岩波書店 2002
360　い ヒロシマを持ちかえった人々 市場　淳子　著 凱風社 2000
360　く 被爆者たちの戦後50年 栗原　淑江　〔著〕 岩波書店 1995

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

369　ひ ヒロシマから「内部被ばく」と歩んで 肥田　舜太郎　著 クレヨンハウス 2012
370　い 中学生の春夏秋冬 石川　逸子　著 岩波書店 1984
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370　い 高校生の正しい夏 岩波書店編集部　編 岩波書店 1989
370　う 学校演劇で平和を学ぶ 上田　精一　著 草の根出版会 2004

370　こ　１ 中学生のための「総合」
アイデアＢＯＯＫ　１

滝口　正樹　著
こどもくらぶ　編 ポプラ社 2001

370　こ 原爆碑を洗う中学生 小林　文男　著 草の根出版会 2005
370　さ 原爆は終わっていない 埼玉県立朝霞高等学校一年二組　著 埼玉県立朝霞高等学校一年二組 1990
370　さ ヒロシマ希望の未来 澤野　重男　著 平和文化 2010
370　ひ ひろしま 広島県平和教育教材編集委員会　編 広島平和教育研究所 1984

370　ひ ヒロシマは語る
「ヒロシマは語る」刊行委員会　編
河野　通宏　著
宮本　幸晴　写真
原　広司　挿絵

広島県原爆被害者
団体協議会 1997

370　ひ ひろしま 広島平和教育研究所　編 広島平和教育研究所 1993
370　ひ ひろしま 広島平和教育研究所　編 広島平和教育研究所出版部 1986
370　ひ ひろしま 広島平和教育研究所　編 広島県教育用品 1997
390　ふ 戦争がやってくる 藤井　治夫　著 筑摩書房 1991
490　い 広島･長崎でなにが起ったのか 飯島　宗一　著 岩波書店 1982
490　か 広島のおばあちゃん　過去　現在　未来 鎌田　七男　著 鎌田七男シフトプロジェクト 2005
520　ひ ヒロシマの被爆建造物は語る 被爆建造物調査委員会　編 広島平和記念資料館 1996

520　ひ 原爆ドーム100年の記憶 広島市平和記念資料館　編 広島平和文化センター
平和記念資料館 2015

540　こ 子どもたちに伝えたい 小出　裕章　著 東邦出版 2011
540　ひ チェルノブイリから広島ヘ 広河　隆一　著 岩波書店 1995
540　や ハンドブック　原発事故と放射能 山口　幸夫　著 岩波書店 2012

550　に 原爆の実相を語りつぐ
被爆者からの伝言

日本原水爆被害者団体
協議会　編 あけび書房 1995

650　に 被爆70年・西区の被爆樹・
被爆遺跡・被爆建物

西区被爆フィールド
ワークの会　編

西区被爆フィールド
ワークの会 2015

680　に 被爆電車に乗って1945年を語る 2000＋７・平和　〔編〕2000＋７・平和 2016
680　ひ 被爆電車75年の旅 ザメディアジョンプレス 2017
690　く 私はニュースキャスター 久和　ひとみ　著 岩波書店 1989
720　な「原爆の絵」と出会う 直野　章子　著 岩波書店 2004
720　ひ 平和への祈り 平山　郁夫　著 毎日新聞社 1998
720　ひ 原爆の絵 広島平和記念資料館　編 岩波書店 2007
720　ま『はだしのゲン』を英語で読む 毎日文化センター広島　編 毎日新聞社 2013
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720　や　１・２ あしたきらきら　No.1・No.2
伊藤　眞理子　詩
山崎　盛夫　絵
HIP（平和のためのヒロシ
マ通訳者グループ）　翻訳

スュックル 1994

726　な はだしのゲン自伝 中沢　啓治　著 教育史料出版会 1994
740　け ヒロシマ・ナガサキ 現代出版編集部　編 現代出版 1982
740　に 空から地下を探るには？ 西尾　元充　著 筑摩書房 1988
740　ひ ひろしま 広島県原爆被爆教職員の会　編 広島平和教育研究所 1984
748　い ひろしま 石内　都　著 集英社 2008
750　て 原爆ヒロシマ 寺尾　知文　著 光人社 1982
770　く 私の戦争 黒木　和雄　著 岩波書店 2004

778　か 核のない21世紀を 片桐　直樹　原案
田中舘　哲彦　構成 汐文社 2001

816　ふ 子どもたちの見たヒロシマ 文沢　隆一　編 汐文社 1982

908　い ぼくの町は「戦場」だった ＢＢＣイギリス放送　編
山中　恒　訳 平凡社 1990

908　ヘ 戦争は終わった ハインリッヒ・ベル（ほか）　著
好村　冨士彦　編訳 ほるぷ出版 1988

916　あ 子どものころ戦争があった あかね書房　編 あかね書房 1974
916　あ わたしの８月15日 あかね書房　編 あかね書房 1975

916　あ ひかりのたね 天野　文子　記
小野　和子　編 汐文社 1992

916　あ サヨナラはお乳の匂い 荒木　正夫　著
村上　新一郎　絵 あらき書店 1988

916　い わたしの少女時代 池田　理代子（ほか）　著 岩波書店 1979
916　い 1945年８月６日 伊東　壮　著 岩波書店 1979
916　い 1945年８月６日 伊東　壮　著 岩波書店 1989
916　お ヒロシマ、遺された九冊の日記帳 大野　允子　著 ポプラ社 2005
916　お ヒロシマの雨はドームの涙 小川　利雄　編 教育出版センター 1975
916　お 原爆の子 長田　新　編 岩波書店 1970
916　お さよなら、先生 織井　青吾　著 ポプラ社 1982
916　け「原爆の子」をうけついで『原爆の子』をうけつぐ会　編 原爆の子をうけつぐ会 2011
916　こ ピカドンの青春 小井手　桂子　著 三修社 1985
916　こ 悪魔の銀のサイコロ 国際平和教育研究会　編 教育出版センター 1975
916　こ 地獄からの汽車 国際平和教育研究会　編 教育出版センター 1975

916　こ　１～３ しまってはいけない記憶　１～３ 国立広島原爆死没者追
悼平和祈念館　編

国立広島原爆死没
者追悼平和祈念館

2015
2016

916　し きのこ雲の下で 重髙　ヨシコ　作 重髙　ヨシコ 2005
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916　し 流光 修道中学・高等学校記念誌
「流光」編集委員会　編 修道中学･高等学校 1995

916　し 集団疎開生活と原爆被災 正現寺疎開児童の会　編 正現寺疎開児童の会 2003
916　せ 広島第二県女二年西組 関　千枝子　著 筑摩書房 1985
916　た さいごのトマト 竹本　成徳　著 日本生活協同組合連合会 2010
916　つ ヒロシマの証 土田　ヒロミ（ほか）　著 岩波書店 1982
916　な 太陽が消えたあの日 長崎放送報道部　編 童心社 1972
916　な はだしのゲンはピカドンを忘れない 中沢　啓治　著 岩波書店 1982
916　な はだしのゲンはヒロシマを忘れない 中沢　啓治　著 岩波書店 2008

916　に あの日… 日本原水爆被害者団体
協議会　編 新日本出版社 1995

916　に 神の子たち 日本児童文学者協会　編
日本子どもを守る会　編 草土文化 1979

916　に 原爆予告をきいた 日本児童文学者協会　編
日本子どもを守る会　編 草土文化 1983

916　に 骨
こ つ つ ぼ

壺 日本児童文学者協会　編
日本子どもを守る会　編 草土文化 1979

916　に 碑めぐり研修録 日本大学第二中学校　編 日本大学第二学園日本大
学第二中学校第３学年 2003

916　は 少女・十四歳の原爆体験記 橋爪　文　著 高文研 2001
916　は 少女・十四歳の原爆体験記 橋爪　文　著 高文研 2011
916　は オマールさんを訪ねる旅 早川　幸生　編 かもがわ出版 1994

916　ひ 平和を祈る人たちヘ 被爆60周年記念証言集
編集委員会　編 広島女学院同窓会 2005

916　ひ　１～５ 遺言「ノー・モア・ヒロシマ」
第１集～第５集 ヒロシマ青空の会　編 ヒロシマ青空の会

2004
2005
2006
2007
2008

916　ひ ああ麗しき太田川 広島県立広島工業高等
学校同窓会　編

広島県立広島工業高
等学校創立100周年
記念事業実行委員会

1997

916　ひ 広島ろう学校被爆と疎開の記録 広島県立広島ろう学校　〔編〕
平和教育資料編纂委員会　〔編〕広島県立広島ろう学校 1996

916　ひ 夏雲 広島女学院教職員組合
平和教育委員会　編 広島女学院教職員組合 2001

916　ひ 証 広島市立高等女学校・広島市
立舟入高等学校同窓会　〔編〕

広島市立高等女学
校・広島市立舟入
高等学校同窓会

2005

916　ひ 原爆被爆者は訴える 広島平和文化センター　編 広島平和文化センター 1988
916　や かあさんと呼べた 山口　勇子　〔編〕 草土文化 1964
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916　や 焼け跡に風が吹く 山福　康政　著 福音館書店 1995

918　な　21「戦争と平和」子ども文学館　別巻 長崎　源之助（ほか）　編
長谷川　潮　著 日本図書センター 1995

986　お アイオイ橋の人影 フセヴォロト・オフチンニコフ　作
北畑　静子　訳 冨山房 1974

詩
　
　
歌

911　き いま中学生とよみたい101の詩 木坂　涼　編
水内　喜久雄　編 民衆社 1999

911　と 原子雲の下より 峠　三吉　編
山代　巴　編 青木書店 1970

911　と 原爆詩集 峠　三吉　著 合同出版 1995

911　と 詩集　にんげんをかえせ 峠　三吉　著
増岡　敏和　編 新日本出版社 1995

911　は 詩のわかる本　中学３年 畑島　喜久生　編 国土社 1997
911　み 交響詩集ヒロシマ 水野　潤一　著 丸ノ内出版（発売）1999

911　よ 第二楽章
吉永　小百合　編
アーサー・ビナード（ほか）　英訳
男鹿　和雄　画

スタジオジブリ 2015

原
爆
関
係
図
書
目
録

020　う 原爆手記掲載図書・雑誌総目録 宇吹　暁　編著 日外アソシエーツ 1999
310　ふ 原爆文献大事典 文献情報研究所　編著 日本図書センター 2004



｜ 107 ｜

5-Days
こども図書館

こども図書館
〒730-0011
広島市中区基町
５番83号

（こども文化
科学館と併設）
TEL 082-221-6755
FAX 082-222-7020
原爆ドーム前
電停から
徒歩約３分

5-Days
こども図書館

中央図書館
〒730-0011
広島市中区基町
３番１号

（映像文化
ライブラリーと併設）
TEL 082-222-5542
FAX 082-222-5545
広島バスセンター
から徒歩約５分
アストラムライン
県庁前駅から
徒歩約４分

南区図書館
〒732-0816
広島市南区比治山本町
16番27号

（南区民文化センター
と併設）
TEL 082-251-1080
FAX 082-252-4120
皆実町一丁目バス停
から徒歩約２分
南区役所前電停から
徒歩約３分

西区図書館
〒733-0013
広島市西区横川新町
６番１号

（西区民文化センター
と併設）
TEL 082-234-1970
FAX 082-295-9287
横川駅から徒歩約５分

中区図書館
〒730-0812
広島市中区加古町
４番17号

（JMSアステールプラザ２階）
TEL 082-248-9300
FAX 082-247-8447
加古町バス停から
徒歩約２分

東区図書館
〒732-0055
広島市東区東蟹屋町
10番31号

（東区民文化センター
と併設）
TEL 082-262-5522
FAX 082-264-2610
広島駅から徒歩約10分
東区役所前バス停
下車正面

※ �このリストに掲載している図書は、一部を除いて貸出ができます。
詳しくは、次の市立図書館窓口でお尋ねください。

図 書 館 案 内
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安芸区図書館
〒736-8508
広島市安芸区船越南
三丁目２番16号

（安芸区民文化
センターと併設）
TEL 082-824-1056
FAX 082-824-1057
海田市駅から
徒歩約７分
船越町・安芸区役所バス停から
徒歩約１分

まんが図書館
〒732-0815
広島市南区比治山公園
１番４号
TEL 082-261-0330
FAX 082-262-5406
比治山下電停から
徒歩約10分
段原中央バス停から
徒歩約13分

佐伯区図書館湯来河野閲覧室（やまゆりホール）
〒738-0601
広島市佐伯区湯来町大字和田353番地の１
TEL 0829-40-4005　FAX 0829-83-0134
大橋（湯来出張所前）バス停から　徒歩約10分

安佐南
区役所

安佐南
警察署

至可部

至横川

安佐南区
図書館

国
道
54
号
（
祇
園
新
道
）

古
川

古
市
橋
駅

中
筋
駅

ア
ス
ト
ラ
ム
ラ
イ
ン

Ｊ
Ｒ
可
部
線

国
道
183
号

安佐南区図書館
〒731-0122
広島市安佐南区中筋
一丁目22番17号

（安佐南区民文化
センターと併設）
TEL 082-879-5060
FAX 082-879-8536
下古市バス停から
徒歩約10分
アストラムライン中筋駅から
徒歩約２分

佐伯区図書館
〒731-5128
広島市佐伯区五日市中央
六丁目１番10号

（佐伯区民文化
センターと併設）
TEL 082-921-7560
FAX 082-924-0742
佐伯区民文化センター前
バス停から
徒歩約２分

まんが図書館あさ閲覧室
〒731-0154
広島市安佐南区上安
二丁目30番15号
上安バスターミナル３階

（ベルテガーデンA棟２階）
TEL 082-830-3675
FAX 082-830-3676
アストラムライン上安駅から
徒歩約１分
上安バスターミナルから
徒歩約１分

安佐北
区役所

国道191号

安佐北区
図書館

至加計

至吉田

至横川至可部駅

河戸帆待川駅

国
道
183
号

国
道
54
号

ＪＲ可部線

安佐北区図書館
〒731-0221
広島市安佐北区可部
七丁目28番25号

（安佐北区民文化
センターと併設）
TEL 082-814-0340
FAX 082-814-0604
安佐北区民文化センター
入口バス停から
徒歩約８分
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「ほんはともだち’18」編集委員

１　公募委員

⑴　フィクション　幼児から
　　久　保　博　子　　髙　橋　好　美　　村　本　佐知子

⑵　フィクション　小学校低学年から
　　木　村　理　果　　栗　栖　智　子　　原　　　朋　子

⑶　フィクション　小学校中学年から
　　赤　瀬　裕　子　　天　本　京　子　　鈴　木　由貴子

⑷　フィクション　小学校高学年から
　　江　田　　　薫　　友　野　紀　代　　藤　田　幸　子

⑸　フィクション　中学生から
　　梅　地　佳代子　　鈴　木　尚　子　　吉　崎　智　子

⑹　ノンフィクション
　　射　原　幸　子　　大　上　惠　子　　辰　上　加代子
　　水　田　明　美

（五十音順）

２　こども図書館職員
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