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は　じ　め　に

　当館では、昭和41年度（1966年度）から隔年で良書目録を発行し
ており、今回の「ほんはともだち’20」で28冊目となりました。
　読書は、言葉や知識を学び、表現力や創造力を豊かにするとともに、
子どもたちに夢や希望を与え、人生をより深く充実したものとする
上で欠くことのできないものです。しかし、読書がどれだけ意義あ
るものであっても、子どもに読書を強制できるものではありません。
大切なことは、子どもの頃から本に親しみ、自ら本を読む習慣を身
に付けることであり、そのためには、子どもたちに読書の楽しさを
伝える身近な大人の存在が非常に大切です。
　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、子どもたちに薦めたい図書として選定しました129点を紹介して
います。また、原爆関係の図書40点も併せて紹介しています。
　家庭、地域、学校等での様々な場面で、大人が子どもたちに本を
手渡す際の参考として、この目録を活用いただくことで、子どもた
ちが読書の楽しさを知り、生涯を通じた宝物となる本に出合えるこ
とを願っています。
　最後になりましたが、今回の発行に当たり、新型コロナウイルス
の感染が続く中、編集に携わっていただきましたボランティアの公
募委員をはじめ、御支援、御協力いただきました皆様に厚くお礼申
し上げます。

　　　　　　　　　令和３年（2021年）３月
広島市こども図書館　　
館長　原　田　裕　之　　



凡　　　　例

１　�この目録に収録した図書は、原則として平成30年（2018年）４月

から令和２年（2020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169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　紙芝居

　 ⑵　絵本

　 ⑶　フィクション

　 ⑷　ノンフィクション

　 　※　�従来は５テーマですが、今回、詩歌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10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’20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、原則として請求記号、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

（20　点）

幼
児
か
ら

Ｅ
あついあつい
（幼児絵本シリーズ）

Ｅ
あのくもなあに？
（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）

富安　陽子　ぶん
山村　浩二　え

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

「あのくもなあに？　なんだろね」。
カーテンぐもは、寝ぼすけ巨人が閉め
た雲のカーテン。リボン雲は、ダンス
を踊る風の子が、髪に結んだ白いリボ
ン。空に浮かぶさまざまな雲を写実的
に描き、その形から想像が次々に膨ら
む絵本。リズムのある文章が心地よい。

垂石　眞子　さく

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

涼しい所はないかなと、ペンギンが見
つけて涼んだ日陰は、アザラシの体が
作った影。日陰を探すアザラシと一緒
に見つけた大きな影は……？　涼を求
める動物たちの姿はユーモアたっぷ
り。黄色の大地から青色の海への転換
が、結末の爽快感を引き立てる。



｜ 2 ｜

幼�児�か�ら

みやこし　あきこ　さく

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

夜、懐中電灯を取り出し「いっしょに
たんけんしようよ。」とお兄ちゃんを誘
う僕。暗闇の中、丸く切り取られた光
は形を変え、いつも見ている景色とは
異なった世界を生み出す。僕の好奇心
あふれる姿を生き生きと描き、光と影
の変化を美しく幻想的に表現した絵本。

Ｅ
かいちゅうでんとう
（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）

Ｅ
ガンピーさんのドライブ

Ｅ
スノーウィとウッディ

ロジャー・デュボアザン　さく
石津　ちひろ　やく

好学社� 30Ｐ　￥1,500＋税

北極にすむシロクマのスノーウィは、
カモメの話に誘われ、森や湖の美しい
国にたどり着く。そこで出会ったヒグ
マのウッディと楽しい時を過ごすが、
やがて冬が来て……。知恵を出し、助
け合う動物たちの姿がほほ笑ましい。
素朴な筆致の色彩豊かな絵が印象的。

ジョン・バーニンガム　さく
みつよし　なつや　やく

ほるぷ出版� 32Ｐ　￥1,400＋税

ガンピーさんは、子どもや動物たちを
乗せてドライブに出かけた。途中雨が
降って来て、車がぬかるみにはまり動
かなくなってしまう。すると、みんな
勝手なことを言い始め……。楽しい一
日を柔らかな色と線で描き、ほのぼの
とした気持ちを味わえる。新装版。



｜ 3 ｜

幼�児�か�ら 幼
児
か
ら

おーなり　由子　ぶん
はた　こうしろう　え

講談社� 32Ｐ　￥1,400＋税

夏の暑い日に突然降り出した雨。「ぼつ
んっ　ぼつん　ばらっ」。雨の音、空や
地面の匂い、雨粒の感触。激しくなる
雨を全身で受け止めるぼくの姿を、視
点を変えながら臨場感あふれる絵で描
く。リズミカルな言葉と力強い筆致で、
雨を体感する主人公に同化できる絵本。

Ｅ
どしゃぶり
（講談社の創作絵本）

ジョージ・ウォルターズ　文
こみや　ゆう　訳
ロジャー・デュボアザン　絵

好学社� 28Ｐ　￥1,500＋税
スチームショベルのスティーブは働き
者。ある日、土を食べるから汚いと男
の子に言われて悲しくなり、リンゴや
パンを食べようと考える。勝手に動き
始めたスティーブが、町で大騒動を巻
き起こす様子が愉快。茶を基調とした
色使いでスティーブを表情豊かに描く。

Ｅ
つちをほらなくなったスチームショベル

そく・ちょるうぉん　作

アリス館� 24Ｐ　￥950＋税

小さいタイヤが二つ。「だれのタイ
ヤ？」「くるまのタイヤ」。次は何のタ
イヤかな？　大きなタイヤ、ビュン
ビュン走るタイヤが、ページをめくる
ごとに白い背景に浮かび上がる。鮮や
かな色彩で、躍動感あふれる絵と線が
面白い。見返しの絵も遊び心たっぷり。

Ｅ
タイヤタイヤだれのタイヤ



｜ 4 ｜

幼�児�か�ら

伊藤　比呂美　文
片山　健　絵

福音館書店� 28Ｐ　￥900＋税

夏の真っ盛り、一人で河原に出かけた
なっちゃん。草花が生い茂る中、いろ
いろな生き物に出会う。突然の雨に襲
われ、家に帰ると、おばあちゃんから
墓参りに誘われる。自然の中で生き生
きと遊ぶ子どもの姿を水彩の絵で力強
く描く。夏の空気や匂いが伝わる絵本。

Ｅ
なっちゃんのなつ
（かがくのとも絵本）

齋藤　槙　さく

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

子象がお母さん象の真似をして、長い
鼻で地面の草を丸めて「くるりん　ぱ
くっ」。今度は砂あび「ざっぱあっ」。
次は長い鼻で何するの？　上手にでき
たと得意そうな子どもと、それを見守
る母親の目が印象的。象の皮膚の感触
を、貼り絵を使って鮮やかに表現。

Ｅ
ながーいはなでなにするの？
（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）

大島　英太郎　さく

福音館書店� 32Ｐ　￥900＋税

大昔、大きな恐竜の他に羽毛が生えた
小さな恐竜がいた。羽毛はやがて翼に
なり、大きな恐竜が絶滅した後も鳥と
して生き残った。化石から推定された
色素を基に羽毛恐竜を色鮮やかに描く。
最新の研究から得られた知見を踏まえ
た改訂版。新たに解説文を書き下ろす。

Ｅ
とりになったきょうりゅうのはなし
（かがくのとも絵本）



｜ 5 ｜

幼�児�か�ら 幼
児
か
ら

みやまつ　ともみ　さく

福音館書店� 20Ｐ　￥800＋税

手紙を運ぶ郵便車、ごみを集めるごみ
収集車、荷物を届ける宅配車。「のり
たいな」と繰り返しながら、それぞれ
の車の仕事を紹介した乗り物絵本。細
部にまでこだわった温かみのある貼り
絵で、働く車を見開きいっぱいに描く。
巧みな描写が幼い子を引きつける。

Ｅ
のりたいな
（０．１．２．えほん）

やぎゅう　げんいちろう　さく

福音館書店� 20Ｐ　￥800＋税

「びーびーないてる　なすびのこ　なす
びのこはねむたいよー」。バナナのこも、
かぼちゃのこも、みんな眠りたい。子
守歌のように優しく繰り返される言葉
が心地よく、幼い子を眠りの世界に誘
う。味わいのある線と、はっきりした
色使いの絵で描くユニークな絵本。

Ｅ
ねむたいねむたい
（０．１．２．えほん）

こが　ようこ　構成・文
降矢　なな　絵

童心社� 20Ｐ　￥950＋税

「ねーずみねーずみ　どーこいきゃ？」。�
ねずみはどこへ行くのかな？　うさぎ
も、こぐまも、はなちゃんも大好きな
場所に飛び込んでいく。わらべうたの
心地よいリズムで赤ちゃんと触れ合い
遊びができる絵本。優しい筆使いの文
字と素朴な絵に心が安らぐ。

Ｅ
ねーずみねーずみどーこいきゃ？
（わらべうたでひろがるあかちゃん絵本）
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幼�児�か�ら

名久井　直子　さく
井上　佐由紀　しゃしん

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

「100」ってどのくらい？　一つの積み
木が100個集まると立派なお城になっ
た。１匹の金魚が100匹集まると水槽
の中は……。身近な物の「100」を視覚
で捉え、それぞれの姿や形の違いも発
見できる写真絵本。大きな数に興味を
持ち始めた子どもと一緒に楽しめる。

Ｅ
100
（幼児絵本ふしぎなたねシリーズ）

まるやま　あやこ　さく

福音館書店� 32Ｐ　￥900＋税

初めて友達の家にお泊まりする６歳の
まりちゃん。夕食や入浴など楽しい時
間を過ごすが、夜、目が覚めると寂し
くて眠れなくなり……。作者自身の体
験を基に、誰もが幼い頃に経験する心
細さや達成感を柔らかい色調で描く。
周囲の大人の思いやりが伝わる作品。

Ｅ
ひとりでおとまり
（こどものとも絵本）

小西　英子　さく

福音館書店� 24Ｐ　￥900＋税

大きなのりを用意して、すし飯を広げ、
卵焼き、きゅうりなど、６つの具材を
並べていこう。巻きすでそうっと巻い
て、最後に切ったら出来上がり！　の
り巻きを作る過程をリズムのある文章
と明るい色使いの絵で描写。親子での
り巻き作りに挑戦してみたくなる絵本。

Ｅ
のりまき
（幼児絵本シリーズ）



｜ 7 ｜

幼�児�か�ら 幼
児
か
ら

つるた　ようこ　さく

福音館書店� 32Ｐ　￥900＋税

日
ひ

野
の

菜
な

姫が、恐ろしいこんにゃく芋の
鬼にさらわれた。すぐに知恵と勇気の
ある６人の野菜が集められ、鬼退治に
出発するが……。京野菜たちの特徴を
生かした活躍ぶりを、絵巻物風にテン
ポよく描いた絵本。野菜たちの豊かな
表情と京言葉の掛け合いが面白い。

Ｅ
やさいのおにたいじ
―御伽草子「酒呑童子」より―
（こどものとも絵本）

かこ　さとし　作
鈴木　まもる　絵

小峰書店� 31Ｐ　￥1,500＋税

私たちが毎日飲む水。空気中で蒸発し
て、雲や雨に変わったり、人や動植物
の体内に栄養を運んだり、地球の温度
を保つなど、大切な役割を担う。幼い
子にも分かりやすい「水」の本を作り
たいと考えた作者最後の作品。身近な
生活を描いた楽しい絵が興味を誘う。

Ｅ
みずとはなんじゃ？

いまもり　みつひこ　文・切り絵

アリス館� 32Ｐ　￥1,300＋税

赤いまんまるに７つの模様、足が出て
きて動いている。だれだか分かるか
な？　テントウムシ！　水色、緑など
色鮮やかな丸から、身近な生き物が
次々と現れ、ページをめくるごとに形
の変化を楽しめる。それぞれの特徴を
捉えた、遊び心あふれる切り絵の絵本。

Ｅ
まんまるだあれ



｜ 8 ｜

小学校低学年から

フィクション

小学校低学年から

（21　点）

Ｅ
あずき
（かがくのとも絵本）

Ｅ
あまがえるのかくれんぼ
（世界文化社のワンダー絵本）

たての　ひろし　作
かわしま　はるこ　絵

世界文化社� 25Ｐ　￥1,200＋税

かくれんぼの途中で、あまがえるのラッ
タの体が黒っぽく変わってしまった。
理由が分からず戸惑っていると、恐ろ
しいさぎが近づいてきた！　成長に伴
う体の変化への不安や喜びを、あまが
えるの生態に基づいて描いた物語。光
あふれる繊細で写実的な絵が美しい。

荒井　真紀　さく

福音館書店� 28Ｐ　￥900＋税

小さな赤い豆、あずき。一粒土にまい
てみると、根や芽が育ち、大きくなる。
花が咲き、さやが伸び、その中に豆が
できていく様子を、淡い色彩で精密に
描く。一粒の豆からたくさんの豆が取
れることや、あんこやお赤飯などあず
きを使ったさまざまな食べものを紹介。



｜ 9 ｜

小学校低学年から

小
学
校
低
学
年
か
ら

キャサリン・ホラバード　文
ヘレン・クレイグ　絵
こだま　ともこ　訳

徳間書店� 25Ｐ　￥1,500＋税
アレックスは、お母さんから本物の船
長さんの帽子をもらう。椅子を二つくっ
つけた船で、いざ冒険に出発！　いつ
もは忙しいお母さんが一緒なので、ア
レックスは勇気百倍。空想がどんどん
広がっていく。淡い色調の細やかな絵
で、冒険の楽しさを生き生きと描く。

Ｅ
アレックスとまほうのふね

Ｅ
いっぽんのきのえだ

Ｅ
イワシ
―むれでいきるさかな―
（かがくのとも絵本）

大片　忠明　さく

福音館書店� 29Ｐ　￥900＋税

イワシは、数えきれないほど集まって
群れを作り、海の中で暮らす。鳥、ク
ジラや大きな魚、人間など、多くの敵
に狙われるが、厳しい環境を生き延び
て新たな群れとなり、次の世代へと命
をつなぐ。多彩な海の色を背景に、イ
ワシの生態を詳細に描いた科学絵本。

コンスタンス・アンダーソン　作
千葉　茂樹　訳

ほるぷ出版� 31Ｐ　￥1,600＋税

一本の木の枝が、ゾウのハエタタキに、
ゴリラの杖に、そして人間の子どもの
おもちゃにと変化していく。使い手に
より変化する用途や、創造する楽しさ
を、コラージュ等のさまざまな技法を
用いて表現した絵本。巻末に動物の生
態について書かれた解説もある。



｜ 10 ｜

小学校低学年から

五十嵐　美和子　作・絵

ＰＨＰ研究所� 32Ｐ　￥1,300＋税

大雨を降らせるにゅうどうぐもや、ふ
わふわのわたぐもなど、雲の特徴や名
前の意味を、易しい文体で分かりやす
く紹介した科学絵本。緻密に描かれた
自然や建物との対比で、雲の質感を見
事に際立たせる。雲の種類の一覧や雲
ができるしくみについての解説あり。

Ｅ
くもとそらのえほん
（ＰＨＰにこにこえほん）

武鹿　悦子　詩
高畠　純　絵

リーブル� 31Ｐ　￥1,200＋税

「からだの　もようは　あれは　地
図」。きりんの特徴をユーモラスな絵と
言葉で語る。青・赤・黄の背景が、サ
バンナの自然を想像させる。繰り返さ
れる「きりん」の響きはリズミカルで
心地よく、自由な動物への憧れや愛情
が感じられる。声に出して読みたい詩。

Ｅ
きりんきりん
（詩のえほん）

ローレンス・シメル　文
宇野　和美　訳
フアン・カミーロ・マヨルガ　絵

光村教育図書� 31Ｐ　￥1,200＋税
目の見えないおにいちゃんのために、
全ての物の置き場が決まっている僕の
家。おもちゃを広げて遊べる友達がう
らやましい時もあるけど、記憶力が良
く、面白い話を作れるおにいちゃんが、
僕は大好き。兄を誇りに思う弟の心情
を、ラフな線と淡い色調で表現。

Ｅ
おにいちゃんとぼく
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小学校低学年から

小
学
校
低
学
年
か
ら

鈴木　まもる　作・絵

あかね書房� 33Ｐ　￥1,300＋税

作者は、後ろに板がない巣箱をガラス
窓に貼り付ける。そこに、シジュウカ
ラが巣を作り、卵を産んだ。親鳥に気
付かれないよう観察し、巣作りからヒ
ナの巣立ちまでの様子を克明に描いた
科学絵本。鳥への愛情あふれる丁寧な
描写が、絵本に温かみを添えている。

Ｅ
巣箱のなかで

サイモン・ジェームズ　作
千葉　茂樹　訳

あすなろ書房� 31Ｐ　￥1,400＋税

お母さんが泊まりがけで出かけた日、
スタンリーは段ボールの宇宙船に乗
り、小さな火星人になる。火星人は手
を洗わない、歯も磨かない、けんかを
する……。母親が留守で寂しい故の男
の子の行動と、それを温かく見守る家
族の姿を、軽快な線画と淡彩色で描く。

Ｅ
スタンリーとちいさな火星人

アンソニー・ブラウン　作／絵
山下　明生　訳

あかね書房� 30Ｐ　￥1,400＋税

誕生日にハナがもらったおもちゃのゴ
リラ。その夜、大きくなったゴリラが
忙しいお父さんに代わり、動物園に連
れて行ってくれた。映画を観たり、ダ
ンスをしたり、不思議な出来事が次々
に起こる。鮮やかでインパクトのある
絵は、細部まで楽しめる。新装版。

Ｅ
すきですゴリラ
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小学校低学年から

堀米　薫　さく
丸山　ゆき　え

ポプラ社� 40Ｐ　￥1,400＋税

スティービーと名付けた目の見えない
子牛は、ゆうなにとって特別な牛。生
まれた時から世話をし、一緒に成長す
るが、３年後、出荷の日を迎える。酪
農を営む一家の暮らしが、柔らかなタッ
チで四季を通し描かれる。人間の命を
支える家畜への愛情と感謝が伝わる。

Ｅ
ゆうなとスティービー
（ポプラ社の絵本　59）

ジュディス・カー　作・絵
こだま　ともこ　訳

徳間書店� 32Ｐ　￥1,500＋税

カティンカは、変わったしっぽの猫。
ある夜おばあさんは、森へ走っていく
カティンカを見つける。たくさんの動
物たちが集まる輪の中にカティンカが
いて、輝くしっぽをぱたぱた振った。
すると不思議なことが……。明るい色
彩の色鉛筆画は、物語を楽しくする。

Ｅ
ふしぎなしっぽのねこカティンカ

北　彰介　文
太田　大八　絵

ＢＬ出版� 32Ｐ　￥1,500＋税

「なんげえ　はなしっこ　しかへがな」
と印象的な語り口で始まる、きりのな
い昔話。「ガア　ポタン　ガア　ポタ
ン」などと繰り返される擬音語のリズ
ムと津軽弁の響きが心地よい。味わい
深く落ち着いた色調の絵が想像を広げ
る。耳で聞くとさらに楽しめる。復刊。

Ｅ
なんげえはなしっこしかへがな
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小学校低学年から

小
学
校
低
学
年
か
ら

服部　千春　作
さとう　あや　絵

童心社� 63Ｐ　￥1,000＋税

はるかは小学２年生。教室では恥ずか
しくて声が出せないでいる。ある日、
元気いっぱいのあきらくんが隣の席に
なった。あきらくんやクラスのみんな
のさりげない励ましで、はるかは少し
ずつ勇気を出していく。子どもたちが
互いに思いやり、成長する様子を描く。

913　は
はるかちゃんが、手をあげた
（だいすき絵童話）

おくやま　ゆか　作

偕成社� 79Ｐ　￥1,200＋税

森の学校に通うイノシシの子、ウリタ
はあわてんぼでくいしんぼ。三つ子の
子ダヌキに化かされたり、食べ過ぎて
おなかを壊したり、毎日忙しい。ある
日、背中のしまがなくなって大騒ぎに！　
愉快な友達や優しい両親に囲まれ成長
する姿を、楽しく描く。４話収録。

913　お
うりぼうウリタ
―もりのがっこう―

いまえ　よしとも　ぶん
あべ　ひろし　え

文研出版� 71Ｐ　￥1,200＋税

クマのウルは寝相が悪い。冬眠中、雪
の中から突き出した足を、通りがかり
のじいさまにつつかれた。夢うつつの
中じいさまに頼まれたお手伝いとは？　
雪の一夜の出来事を、静かな語り口で
つづる。モノクロのユニークな線画に
青を効かせた挿絵が印象的。新装版。

913　い
しもやけぐま
（わくわくえどうわ）
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小学校低学年から

マーガレット・ワイズ・ブラウン　さく
上條　由美子　やく
広野　多珂子　え

福音館書店� 78Ｐ　￥1,100＋税
自分だけの動物が欲しいと言うウィ
リーに、おばあちゃんが送ってくれた
のは……。想像を膨らませて待つ姿を
描いた「ウィリーのどうぶつ」など、
３話収録。幼い子特有の視点から生ま
れる冒険や、その成長を描く。柔らか
で愛らしい挿絵が物語の理解を助ける。

933　ふ
ウィリーのぼうけん
（世界傑作童話シリーズ）

ルーマー・ゴッデン　作
プルーデンス・ソワード　さし絵
久慈　美貴　訳
たかお　ゆうこ　装画

徳間書店� 86Ｐ　￥1,400＋税
人形のわたあめちゃんは、移動遊園地のジャッ
クの店で、しあわせのおまもりとして楽しく
暮らしていた。だがある日、お金持ちの少女
クレメンティナにさらわれてしまう。小さな
人形が強い意志で自分の生き方を選び、奇跡
を起こす物語。４冊シリーズ。改訂新版。

933　こ
ゆうえんちのわたあめちゃん
（四つの人形のお話　２）

原　京子　作
高橋　和枝　絵

ポプラ社� 71Ｐ　￥1,100＋税

冬休みに祖父母の家に遊びに行ったま
ゆは、近くの森で「ゆびんポスト」と
書かれた箱を見つける。手紙を入れて
帰ると、翌日「コンタ」から返事が。
文通を続けるうち、まゆは手紙の楽し
さを実感する。素朴な水彩画が主人公
の心情と季節を表現。改訂新装版。

913　は
もりのゆうびんポスト
（本はともだち　16）
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小学校低学年から

小
学
校
低
学
年
か
ら

剣持　弘子　訳・再話
剣持　晶子　絵

こぐま社� 63Ｐ　￥1,200＋税

鬼にフライパンを借りたカテリネッラ
は、お礼に届けると約束したドーナツを
みんな自分で食べてしまう。その夜、カ
テリネッラの部屋に、怒った鬼の声が
だんだんだんだん近づいてきて……。
食べ物にまつわる４編を収録。骨太の
挿絵が、昔話の世界を際立たせる。

973　け
カテリネッラとおにのフライパン
―イタリアのおいしい話―
（こぐまのどんどんぶんこ）
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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

（21　点）

Ｅ
あみかけクジラ
（クジラむかしむかし）

Ｅ
石たちの声がきこえる

マーグリート・ルアーズ　作
前田　君江　訳
ファラーフ・ラヒーム　アラビア語訳
ニザール・アリー・バドル　絵

新日本出版社� 25Ｐ　￥1,500＋税
温かいベッド、母さんの料理、家族や友達と
の自由な時間。戦争によってそれらは奪わ
れ、ラーマーは家を捨て逃げるしかなかっ
た。シリア難民の過酷な状況を子どもの視点
で描く。同国出身の画家が海で拾い集めた石
のアートで表現した絵本。アラビア語併記。

川村　たかし　文
赤羽　末吉　絵

ＢＬ出版� 32Ｐ　￥1,600＋税

紀
き

伊
いの

国
くに

の大男でんじは、暴れ者だが村
一番の漁師。ある時、入江の外に現れ
たクジラに一人で挑んだことを機に、
村じゅう総出でクジラ捕りをすること
に。生きるために命がけでクジラと戦
う漁師たちをダイナミックな絵で描く
３部作の１作目。1973年他社刊の復刊。
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小学校中学年から

小
学
校
中
学
年
か
ら

アニタ・ローベル　さく
まつかわ　まゆみ　やく

評論社� 40Ｐ　￥1,400＋税

母と二人の兄弟はジャガイモを作り仲
良く暮らしていた。やがて息子たちは
東西の国の兵士となり、戦を繰り返す。
飢えに苦しみジャガイモを巡り争うが、
母の機転で終わりを迎える。母の賢さ
や頼もしさ、戦争の愚かさをユーモア
を交えて描く。他社刊の改題新訳。

Ｅ
かあちゃんのジャガイモばたけ
（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

Ｅ
金の鳥
－ブルガリアのむかしばなし－

Ｅ
クマと少年

あべ　弘士　作
ブロンズ新社� 36Ｐ　￥1,500＋税

アイヌの少年と子グマのキムルンは兄
弟のように育った。アイヌでは、神と
して大切に育てたクマをクマ送りの儀
式で屠

ほふ

り、その魂を天に帰す。キムル
ンは、儀式のクマに決まった年のある
日、山へ消えた。８年後、少年はキム
ルンを探しに旅に出る。力強い絵で、
宿命を背負った少年とクマの絆を描く。

八百板　洋子　文
さかた　きよこ　絵

ＢＬ出版� 40Ｐ　￥1,600＋税

王様の命令で金の鳥を探しに出かけた
３人の王子。旅の途中で出会った老人
の助言を聞いた末の王子だけが、金の
鳥のいる町にたどり着く。運を味方に
付け、勇気と知恵で試練を乗り越え幸
せをつかむブルガリアの昔話。色彩豊
かで幻想的な絵が華やかさを添える。
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小学校中学年から

ミランダ・ポール　文
藤田　千枝　訳
エリザベス・ズーノン　絵

さ・え・ら書房� 33Ｐ　￥1,500＋税
ガンビアに住むアイサトが道端に捨て
た１枚のポリ袋。いつしかゴミの山が
でき、それを食べた動物は死んでしま
うと知った彼女は、きれいな村を取り
戻そうと行動を起こす。実話を基に、
ポリ袋のリサイクルに取り組んだ女性
の姿を色鮮やかなコラージュで描く。

Ｅ
ポリぶくろ、１まい、すてた

シェリル・バードー　文
福本　友美子　訳
バーバラ・マクリントック　絵

ほるぷ出版� 34Ｐ　￥1,600＋税
フランス革命のさなか、ソフィーは寝
る間も惜しみ大好きな数学を勉強して
いた。女の子に勉強は不要とされた時
代、独学で研究を重ね誰も考えつかな
かった方程式を導き出し、女性初の賞
を取る。彼女の人生を象徴するかのよ
うに随所に数字や数式が描かれた絵本。

Ｅ
数字はわたしのことば
―ぜったいにあきらめなかった数学者ソフィー・ジェルマン―

ヨハンナ・ジョンストン　さく
こみや　ゆう　やく
レナード・ワイスガード　え

好学社� 41Ｐ　￥1,600＋税
ザトウクジラの餌は、プランクトン。
夏には餌のある北極や南極で、冬には
赤道付近の暖かい海で暮らす。子ども
を危険から守りながら厳しい自然界を
生き抜くクジラの姿を通して、その生
態を分かりやすく伝える。海の青緑と
クジラの黒で描かれた絵は躍動的。

Ｅ
ザトウクジラ
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小学校中学年から

小
学
校
中
学
年
か
ら

那須　正幹　作
黒須　高嶺　絵

ポプラ社� 183Ｐ　￥1,300＋税

４年生の保
たもつ

と省吾は、見つけた子猫の
世話をきっかけに仲良くなる。資材置
き場でこっそり飼ううち、一晩そこに
泊まることに。キャンプの楽しさに目
覚めた二人は、夏休みに山で秘密基地
を作る計画を立てる。仲間との遊びの
中で成長する少年の姿を描く。

913　な
秘密基地のつくりかた教えます
（ノベルズ・エクスプレス　41）

谷川　俊太郎　詩
山田　馨　編

童話屋� 157Ｐ　￥1,500＋税

「いるかいるか　いないかいるか　い
ないいないいるか―」。声に出して
読むと楽しい「いるか」や、命につい
て考える「しんでくれた」など、56編
を収録した詩集。言葉のおもしろさや、
子どもの素直な心の声を表現。多くが
ひらがなのみで書かれ、親しみやすい。

911　た
こどもあそびうた

かさい　まり　さく
小泉　るみ子　え

くもん出版� 32Ｐ　￥1,400＋税

るいは、転校生が仲良しのふうこちゃん
と話しているのを見て「ムカッ」とす
る。それはやきもちだと気付き……。
初めて自分の中に生まれた感情に戸惑
いながら、友達との関わりの中で消化
していく少女の姿を丁寧に描く。もや
もやした感情を表した絵がユニーク。

Ｅ
ムカッやきもちやいた
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小学校中学年から

ジョーン・エイキン　作
猪熊　葉子　訳

岩波書店� 182Ｐ　￥640＋税

ローラは、北風から雨粒でできた「し
ずくの首飾り」をもらう。かけている
と雨の中でもぬれない魔法の首飾りは、
誕生日ごとに１粒ずつ増え……。奇想
天外な物語がユーモラスに描かれ、影
絵風の挿絵が神秘的で美しい。表題作
含む８編を収録。1975年刊の文庫版。

933　え
しずくの首飾り
（岩波少年文庫　248）

村中　李衣　作
石川　えりこ　絵

偕成社� 214Ｐ　￥1,400＋税

山口へ引っ越したえりは、祖父にもらっ
た畑で野菜を育て始める。畑での出来
事を幼なじみのエミに手紙で報告する
うち、文通の話題はいじめられて学校
を休んでいる友達の話に移っていく。
友達のために悩み、救おうと奮闘する
二人の心の動きが身近に感じられる。

913　む
あららのはたけ

麦野　圭　作
大野　八生　絵

文渓堂� 125Ｐ　￥1,300＋税

心を病んだ父、万引きに誘う菊池君。
５年生の幹

みき

は家庭と学校で悩みを抱え
る。心の支えは、解体中の向かいのビ
ルの上にいるショベルカー「ユンボ」。
運転する博

ひろ

巳
み

さんに悩みを聞いてもら
ううちに……。気弱な少年がもがきな
がらも勇気を出し、成長していく物語。

913　む
ユンボのいる朝
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小学校中学年から

小
学
校
中
学
年
か
ら

フランク・タシュリン　文・絵
小宮　由　訳

大日本図書� 81Ｐ　￥1,400＋税

春、クマが冬眠から目を覚ますと、そ
こは冬の間に建った工場の中だった。
忙しい人々にクマだと言っても信じて
もらえず、人間として働くことに。先
入観で本質が見えなくなった人間たち
と、振り回されっぱなしのクマをコミ
カルな挿絵とともに皮肉を交えて表現。

933　た
ぼくはくまですよ
（こころのかいだんシリーズ）

ケイリー・ジョージ　作
久保　陽子　訳
高橋　和枝　絵

童心社� １ 199Ｐ ２ 190Ｐ ３ 207Ｐ
� ４ 215Ｐ　　各￥1,300＋税

幼い頃両親と家を失ったネズミのモナ。嵐の
日、森に迷い込み大木の中に作られたホテル
を見つける。見習いのメイドとして働き始め
たモナは、個性豊かな動物たちと協力して困
難を乗り越え、居場所と仲間を得ていく。四
季を巡る出来事がシリーズ４冊で描かれる。

933　し
ハートウッドホテル　１～４

ジェームズ・サーバー　作
ルイス・スロボドキン　絵
なかがわ　ちひろ　訳

徳間書店� 70Ｐ　￥1,700＋税
幼いレノア姫の「お月さまがほしい」
という願いをかなえるため、王様は家
来たちに月を取ってくるよう命じる。
しかし誰もが無理だと答える。それを
聞いた道化師は、思いがけない方法で
問題を解決する。絵本で長く読み継が
れてきた作品を幼年童話として再刊。

933　さ
物語たくさんのお月さま
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小学校中学年から

アストリッド・リンドグレーン　作
菱木　晃子　訳
イングリッド・ヴァン・ニイマン　絵

岩波書店� 198Ｐ　￥1,650＋税
ピッピは、元気で力持ちの女の子。サ
ルのニルソンさんと馬と一緒に「ごた
ごた荘」で暮らしている。ピッピの自
由奔放な言動は、次第に周りを巻き込
んでいき……。彼女の素直さと優しさ、
明るさに励まされる作品。原書と同じ
挿絵の新訳新装版。３部作の１作目。

949　り
長くつ下のピッピ
（リンドグレーン・コレクション）

リブ・フローデ　作
木村　由利子　訳
柴田　文香　絵

文研出版� 143Ｐ　￥1,400＋税
ヤーコブは突然死で失った愛犬のこと
が忘れられず、両親や同級生にも心を
閉ざしていた。ある日彼は、飼い主が
亡くなり外をさまよっている犬を見か
ける。互いに警戒しながらも、次第に
心を通わせていく様子を、繊細な少年
の心情とともに丁寧に描く。

949　ふ
たかが犬、なんて言わないで
（文研じゅべにーる）

フィリパ・ピアス　作
アントニー・メイトランド　絵
前田　三恵子　訳

徳間書店� 67Ｐ　￥1,300＋税
コクルおばあさんは風船売り。高値で
魚が買えず、魚好きの愛猫ピーターが
家出してしまう。心配で痩せたおばあ
さんが仕事に出かけると、風船で体が
浮き上がり……。意外な展開にハラハ
ラし、幸せな結末で心温まる。原書の
挿絵を添えた、他社刊の改題新訳。

933　ひ
コクルおばあさんとねこ



｜ 23 ｜

小学校中学年から

小
学
校
中
学
年
か
ら

ビヴァリー・ナイドゥー　作
さくま　ゆみこ　訳
ピート・フロブラー　絵

岩波書店� 142Ｐ　￥1,600＋税
人間と動物が話すことができた頃、コ
ロロの丘にムトゥラというノウサギが
いた。ムトゥラがゾウとカバの両方と
同時に綱引き勝負を挑む「ゾウとカバ
のつなひき」など８話を収録。体の小
さなムトゥラが、知恵を使って大きな
動物と渡り合う愉快で痛快な昔話。

990　な
ノウサギのムトゥラ
―南部アフリカのむかしばなし―
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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

（23　点）

Ｅ
おーい、こちら灯台
（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

Ｅ
みずうみにきえた村

ジェーン・ヨーレン　文
掛川　恭子　訳
バーバラ・クーニー　絵

ほるぷ出版� 32Ｐ　￥1,500＋税
自然の美しい村に住む少女は、川でマ
ス釣りをし、夏の夜は木の下で眠り、
３月にはカエデの樹液をなめていた。
しかし、貯水池を作るため、村は水の
底に沈むことになる。思い出の詰まっ
た故郷を失った悲しみを、優しい色合
いの絵で描く。1996年刊の新版。

ソフィー・ブラッコール　さく
山口　文生　やく

評論社� 43Ｐ　￥1,600＋税

小さな島の灯台に、新しい灯台守がやっ
てきた。彼は船を安全に導くため、灯
台の明かりの手入れをする。日誌を書
き、時には窓から釣りをする。やがて
奥さんもやってきて……。陸地から離
れて暮らす灯台守と家族の日常や変化
する海の様子を柔らかい色調で描く。
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小学校高学年から

小
学
校
高
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斉藤　倫　著
高野　文子　画

福音館書店� 158Ｐ　￥1,200＋税

学校の先生に「ことばがなってない」
と言われた“きみ”に、大人の“ぼく”
が詩を差し出す。何気ない会話から選
び出された詩を受け取るうち、“きみ”
はさまざまな詩人が書いた20編の詩に
出合う。詩を通して、子どもの素朴な
問いに答え、感性に寄り添う一冊。

911　さ
ぼくがゆびをぱちんとならして、
きみがおとなになるまえの詩集

913　お
流星と稲妻

913　か
ぼくとニケ

片川　優子　著

講談社� 221Ｐ　￥1,400＋税

５年生の玄太の家に、幼なじみの仁
に

菜
な

が弱っている子猫を拾ったと相談に来
た。猫はニケと名付けられ、玄太と家
族が飼うことに。みんなで成長を楽し
みながら育てていたが、ある日ニケに
病気が見つかる。動物を飼う責任につ
いてそれぞれが考える姿を丁寧に描く。

落合　由佳　著

講談社� 249Ｐ　￥1,400＋税

６年生の善太は、剣道の模範試合に出
場する。勝つ気満々の善太だったが、
小柄で気弱な宝

たから

に負けてしまう。ある
日、善太の通う剣道クラブに宝が入会
して……。正反対の二人だが、鍛錬す
る中で互いを認めていく。自分の殻を
破り、一歩踏み出す少年たちの物語。



｜ 26 ｜

小学校高学年から

花形　みつる　著

理論社� 232Ｐ　￥1,400＋税

おじいちゃんの徳治郎は頑固でマイペー
ス。お母さんたちを悩ませるが、ボク
はおじいちゃんと気が合う。ある日、
おじいちゃんが手術をすることに。４
歳から小学校卒業までのボクが、祖父
との交流を通して老いを見つめる。祖
父を取り巻く家族の様子も丁寧に描く。

913　は
徳治郎とボク

にしがき　ようこ　作

小学館� 269Ｐ　￥1,400＋税

転校して学校に慣れないまま夏休みを
迎えた中学２年の雄太。おじさんに誘
われて別荘に行くが、そこは電気も
通っていない山の避難小屋だった。失
望する雄太だが、山での生活は新鮮な
ことばかり。自分の居場所に悩む少年
が、山での経験を通して成長する物語。

913　に
ぼくたちの Ｐ

パラダイス

中山　聖子　作
岡本　よしろう　絵

文研出版� 197Ｐ　￥1,400＋税

優秀な兄を優先する母、離れていった
親友。５年生の睦子は、亡くなったハ
ルおじさんの家で一人の時間を過ごす
ことが安らぎだった。だが、母はその
ことを快く思わず……。母との確執や
友人との関係に揺れ動く少女の心情
と、自立しようとする姿を繊細に描く。

913　な
雷のあとに
（文研じゅべにーる）
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小学校高学年から
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ジョン・デヴィッド・アンダーソン　著
久保　陽子　訳

ほるぷ出版� 325Ｐ　￥1,600＋税

担任のビクスビー先生が、がんで入院
した。トファー、スティーブ、ブラン
ドは先生のためにある計画を立て、学
校をさぼってお見舞いに行くことに。
その道中、互いの心の奥の悩みや本音
が見えてくる。３人の繊細な心情や先
生との絆を、それぞれの視点で綴る。

933　あ
カーネーション・デイ

森川　成美　作
槇　えびし　画

くもん出版� 252Ｐ　￥1,400＋税

平家の姫、さよは壇の浦の戦いで源氏
に追い詰められ入水するが、奇跡的に
一人生き残る。奥

おう

州
しゅう

に身を寄せた彼女
は、武術の腕を磨き、都から落ち延び
てきた源義経への復讐を決意する。戦
乱の世に翻弄されながらも、力強く生
きる少女の姿を描く作品。

913　も
さよ
―十二歳の刺客―
（くもんの児童文学）

まはら　三桃　著

アリス館� 252Ｐ　￥1,400＋税

10歳になったチャオミンは、友達の
ジュアヌに連れられて「女

ニュウシュ

書」を習い
に行く。その美しい文字に、チャオミ
ンは夢中になる。中国で文字を習うこ
とのできなかった女性たちが、思いを
伝えるために生み出し伝承した秘密の
文字をモチーフにした物語。

913　ま
思いはいのり、言葉はつばさ
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小学校高学年から

ルイス・サッカー　作
千葉　茂樹　訳

小学館� 237Ｐ　￥1,400＋税

いじめっ子のチャドを避け、立入禁止
の森へ入ったタマヤとマーシャル。追っ
てきたチャドに泥を投げつけたタマヤ
の手に謎の発疹が現れ、徐々に広がっ
ていく。環境問題を背景に、人工的微
生物が引き起こす恐怖に勇敢に立ち向
かい、変わっていく少年少女を描く。

933　さ
泥

エレン・クレイジス　著
橋本　恵　訳

あすなろ書房� 263Ｐ　￥1,400＋税

1950年代のアメリカ。10歳の剛腕投手
ケイティはリトルリーグのテストに合
格するが、女子は対象外で一転不合格
に。納得のいかない彼女は、母親のア
ドバイスを基に女子プロ野球の歴史を
調べる。野球を通して性差別の現実に
直面するも前向きに生きる少女の物語。

933　く
その魔球に、まだ名はない

アラン・グラッツ　著
ないとう　ふみこ　訳

ほるぷ出版� 335Ｐ　￥1,500＋税

本が大好きな４年生のエイミー・アン。
ある日図書室のお気に入りの本が、子
どもにふさわしくないと貸出禁止に。
次々消えていく本に彼女は……。内気
な少女が個性豊かな友人たちと共に大
人に立ち向かう痛快な物語。登場する
本のリストが巻末に掲載されている。

933　く
貸出禁止の本をすくえ！
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小学校高学年から
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フィリパ・ピアス　作
猪熊　葉子　訳

岩波書店� 278Ｐ　￥760＋税

ベンの夢は自分だけの犬を飼うこと。
でも誕生日におじいさんから届いたの
は、本物の犬ではなく、刺繍絵の犬だっ
た。失意のベンは、目を閉じた時にだ
け現れる犬に夢中になって……。孤独
な少年が現実と葛藤する姿を情感豊か
に表現。旧版の訳文を見直し文庫化。

933　ひ
まぼろしの小さい犬
（岩波少年文庫　250）

リンダ・スー・パーク　作
ないとう　ふみこ　訳
いちかわ　なつこ　絵

徳間書店� 255Ｐ　￥1,600＋税
韓国系アメリカ人のジュリアは７年生。
母さんの提案で、カイコから生糸をとる
自由研究をすることになるが「韓国っぽ
い」と気乗りがしない。しかし研究の過
程で今まで見えなかったことに気付く。
アイデンティティに向き合い成長し始め
る少女の姿を軽やかに描く。

933　は
ジュリアが糸をつむいだ日

ノエル・ストレトフィールド　著
朽木　祥　訳
金子　恵　画

福音館書店� 389Ｐ　￥2,400＋税
1930年代のロンドン。考古学者に引き
取られた３人の赤ちゃんは、やがて舞
台芸術学校に入学。歴史に名を残すと
誓った三姉妹は、助け合いながら奮闘
する。個性豊かな３人と、彼女たちを
見守る周囲の大人たちの姿を温かく綴
る。1936年発表作の完訳版。

933　す
バレエシューズ
（世界傑作童話シリーズ）
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小学校高学年から

ジャッキー・モリス　著
千葉　茂樹　訳

あすなろ書房　63Ｐ　￥1,200＋税

母を亡くし、父とシアトルで暮らす12
歳のソル。学校に馴染めず父とも距離
を感じている。ある日波止場に迷い込
んだホッキョクギツネを祖父母の住む
アラスカへ帰そうと、父と共に旅に出
る。悲しみを乗り越える家族と、居場
所を見つけた少年を情感豊かに綴る。

933　も
ソロモンの白いキツネ

Ｍ・Ｇ・ヘネシー　作
杉田　七重　訳

鈴木出版� 284Ｐ　￥1,600＋税

６年生のシェーンは、心と身体の性が
一致しないことを親友にも秘密にして
いる。転校した今の学校では心の性の
まま男子として過ごしているが、クラ
スメイトに過去を探られてしまう。性
自認に悩む主人公が、家族や友人の支
えを通して希望を見いだしていく物語。

933　へ
変化球男子
（鈴木出版の児童文学　この地球を生きる子どもたち）

ピーター・ブラウン　作・絵
前沢　明枝　訳

福音館書店� 302Ｐ　￥1,900＋税

無人島に流れ着いたロボットのロズ。
野生動物たちから怪物と呼ばれ避けら
れていたが、動物たちと触れ合い、子
ガンの母親代わりをするうちに受け入
れられていく。変化していくロズの様
子を細やかに描き、人工知能や自然と
人間の関係についても考えさせられる。

933　ふ
野生のロボット



｜ 31 ｜

小学校高学年から

小
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パム・ムニョス・ライアン　作
原田　勝　訳
ピーター・シス　絵

岩波書店� 285Ｐ　￥2,400＋税
体が弱くいつも空想にふけっているネフ
タリ。厳しい父は、息子が丈夫になり将
来は医者になることを望んでいる。しか
しネフタリは、成長とともに詩人への道
を歩み始める。チリの詩人、パブロ・ネ
ルーダの少年時代を基にした創作物語。
巻末にネルーダの詩を収録。

960　ら
夢見る人

ハンス・クリスチャン・アンデルセン　著
スティーブン・コリン　英語訳
江國　香織　訳
エドワード・アーディゾーニ　選・絵

のら書店� 279Ｐ　￥2,500＋税
邪悪な小妖精が作った鏡のかけらが目と心臓
に刺さったカイを救うため、旅に出るゲルダ
の話（「雪の女王」）など、アンデルセン童話
の中から挿絵画家自身が選んだ14編を収録。
幻想的なものから風刺のきいたものまで、多
彩な物語が繊細な挿絵とともに楽しめる。

949　あ
アンデルセンのおはなし

シンシア・ロード　著
吉井　知代子　訳
丹地　陽子　絵

あかね書房� 223Ｐ　￥1,400＋税
リリーは飼い犬がきっかけで、農園に出
稼ぎに来た家の子サルマと出会う。前向
きなサルマの影響で少しずつ変わってい
くリリー。二人は互いの夢をかなえるた
めに、力を合わせてある挑戦をする。ブ
ルーベリー産地の町を舞台に、少女たち
のひと夏を爽やかに描く。

933　ろ
星を見あげたふたりの夏
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中学生から

フィクション

中 学 生 か ら

（23　点）

913　い
朔
さ く

と新
あ き

913　か
ヴンダーカンマー
―ここは魅惑の博物館―

樫崎　茜　著

理論社� 233Ｐ　￥1,400＋税

博物館へ職業体験に来た５人の中学生。
魚類、古

こ

脊
せき

椎
つい

、鳥類、哺乳類、無生物
と別々の担当に振り分けられ、仕事愛
あふれる職員のもと、独特で刺激的な
体験をする。自分の枠を飛び出し、互
いの個性を見直すきっかけを得た特別
な一日を描く。博物館の魅力も伝わる。

いとう　みく　著

講談社� 287Ｐ　￥1,500＋税

高１の新
あき

は、兄・朔
さく

が失明した原因は、
自分にあると思い、一番大切な陸上を
やめた。しかし、兄はブラインドマラ
ソンへの挑戦を決め、伴走者に新を選
ぶ。新は戸惑うが、ぶつかり合いなが
らも、二人三脚で走るうちに……。兄
弟の心の葛藤を丁寧に描いた青春物語。
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中学生から

中
学
生
か
ら

佐藤　まどか　著

あすなろ書房　239Ｐ　￥1,400＋税

イタリアで母と暮らす15歳のユージ。
フルート演奏に魅せられた彼は、音楽
院で学び、着実に力を付けていくが、
能力の限界や経済的な問題に悩み始め
る。周囲の温かい応援やオーケストラ
との共演をきっかけに、音楽の美を追
求する少年を爽やかに描いた物語。

913　さ
アドリブ

913　な
きみの存在を意識する
（teens’�best�selections�51）

913　は
この川のむこうに君がいる

濱野　京子　作

理論社� 221Ｐ　￥1,400＋税

３年前の東日本大震災で兄を亡くした
梨
り

乃
の

は、同情されるのが嫌で、知り合
いのいない高校へ進学する。念願の吹
奏楽部に入部するが、そこには被災し
たことを隠さず明るく振る舞う遼がい
た。音楽や仲間との出会いを通して、
一歩を踏み出す少女の物語。

梨屋　アリエ　作

ポプラ社� 333Ｐ　￥1,500＋税

文字を読むのが苦手なひすい、男女と
いう枠に縛られたくない理

り

幹
き

、養子と
しての立ち位置に悩む拓真、ストレス
から食べ過ぎてしまう小晴……。さま
ざまな悩みを抱えながらも、周りに理
解され居場所を見つけたいと願う中学
生を、視点を変えつつ描く連作短編集。
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中学生から

ヨナタン・ヤヴィン　作
鴨志田　聡子　訳

岩波書店� 293Ｐ　￥1,700＋税

伯父の自殺で心に深く傷を負い、荒れ
ていた14歳の少年アンチ。ヒップホッ
プと出合い魅了された彼は、非行グ
ループから抜け、恋人に支えられラッ
プの大会に挑んでいく。自分の気持ち
を表現する場を得て成長する少年を熱
く描いたイスラエルの作品。

929　や
アンチ
（STAMP�BOOKS）

安田　夏菜　著

講談社� 253Ｐ　￥1,400＋税

母子家庭で生活保護を受けている樹
いつ

希
き

と、私立中学で挫折し転校してきた和
真は、中学３年の同級生。育ちも性格
も対照的な二人は反発しあうが、ある
きっかけで次第に互いの困難に気付き
……。二人の視点で描かれた、深刻な
テーマながらも希望のある物語。

913　や
むこう岸

まはら　三桃　著

小学館� 266Ｐ　￥1,400＋税

男子目当てで高校陸上部のマネージャー
になった咲

さく

良
ら

。もくろみとは裏腹にリ
レーチームの専属になり、厳しい先輩
や部員と衝突しながら散々鍛えられて
いく。心の底に抱えた中学での挫折を
乗り越え、人を支えるマネージャーに
成長する姿を明るく痛快に描く。

913　ま
疾風の女子マネ！
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中学生から

中
学
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か
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リサ・クライン・ランサム　作
松浦　直美　訳

ポプラ社� 203Ｐ　￥1,500＋税
第二次世界大戦後の米国。黒人のラン
グストンは、父と人種差別の残るアラ
バマからシカゴへ移り住んだ。ある日、
彼は誰にでも開かれた図書館に出合い、
自分と同じ名前の詩人の詩集を借りる。
その詩は、母を亡くし孤独だった彼の
心の支えになっていく。読書の喜びを
知り、居場所を見つける少年の物語。

933　く
希望の図書館
（ポプラせかいの文学　５）

ダイアナ・ハーモン・アシャー　作
武富　博子　訳

評論社� 349Ｐ　￥1,600＋税

注意欠陥障害を抱えるジョセフはいつ
も逃げ腰。先生の誘いで陸上部に参加
するが、すぐにくじけそうになる。だ
が、チームメイトに叱

しっ

咤
た

され、クロス
カントリー走の大会を目指す。仲間や
家族に支えられ、陸上を通して成長す
る姿を、ユーモアを交え爽快に描く。

933　あ
サイド・トラック
―走るのニガテなぼくのランニング日記―

アヴィ　著
青山　南　訳

ほるぷ出版� 234Ｐ　￥1,500＋税

両親の離婚後、母と暮らす12歳のデイ
モン。最近母の恋人が一緒に住み始め、
嫌でたまらない。月に一度の父と会う
日、帰らない決心で家を出るが、父の
家には知らない女の人が……。この「家
に帰る」ほか、ままならない家族関係
を息子の視点で描く７つの短編集。

933　あ
ぼくがいちばんききたいことは
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ペニー・ジョエルソン　著
河井　直子　訳

KADOKAWA　350Ｐ　￥1,400＋税

重度の脳性まひで意思疎通ができない
14歳のジェマは、普段から存在しない�
かのように扱われたり、秘密を打ち明け
られたりされる。ある日、殺人事件の
犯人だとほのめかす告白をされ……。
意思表示の手段を得て、周囲と関わる
喜びを知った少女の活躍を描いた作品。

933　し
秘密をもてないわたし

ゴードン・コーマン　著
千葉　茂樹　訳

あすなろ書房　327Ｐ　￥1,600＋税
屋根から落ちて記憶を失った13歳の
チェース。自分がアメフトのスター選手
で、相当なワルだったと知りショックを
受ける。性格ががらりと変わった彼には
新しい友人もできたが、昔の仲間は元
の彼に戻ることを望んでいた。戸惑い
葛藤しつつ、人生をやり直そうとする
少年を、語り手を変え軽妙に描く。

933　こ
リスタート

アラン・グラッツ　作
さくま　ゆみこ　訳

福音館書店� 413Ｐ　￥2,200＋税

ナチスから逃れキューバへ向かうユダ
ヤ人ヨーゼフ、カストロの圧政を避け
アメリカを目指すイサベル、内戦中の�
シリアからドイツを目指すマフムード。
生きる場所も時代も違う彼らの旅には
ある特別なつながりがあった。事実に
基づいた難民たちの悲劇と希望の物語。

933　く
明

あ

日
し た

をさがす旅
－故

ふる

郷
さと

を追われた子どもたち―
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ステイシー・マカナルティ　著
田中　奈津子　訳

講談社� 287Ｐ　￥1,500＋税

ルーシーは12歳。雷に打たれて以来、
数学の超天才になるが、同時に抱えた
強迫性障害のせいで引きこもりがち。
無理やり通わされた中学になじめずに
いた中、課題で動物保護に関わり、あ
る犬と運命的な出会いをする。外の世
界に心を開いていく少女の姿が印象的。

933　ま
天才ルーシーの計算ちがい
（講談社・文学の扉）

エイミ・ポロンスキー　著
西田　佳子　訳

学研プラス　294Ｐ　￥1,500＋税

12歳の少年グレイソンは、女の子であ
りたいという思いを隠すため、家でも
学校でも周りと距離を置いていた。だ
が、学校の演劇オーディションでヒロ
イン役に挑戦し……。周囲の反応にお
びえつつ、理解者を得て自分らしく生
きる勇気を持っていく姿を繊細に綴る。

933　ほ
ぼくがスカートをはく日

アリッサ・ホリングスワース　作
もりうち　すみこ　訳

鈴木出版� 349Ｐ　￥1,600＋税

アフガニスタンから祖父と二人で米国
に逃れてきた12歳のサミ。ある日、祖
父の大切な伝統楽器ルバーブが盗まれ、
売りに出される。サミは、買い戻すた
めになけなしの自分の持ち物を手放し、
交換取引を始める。心の傷と孤独を抱
えた少年が人とのつながりを得る物語。

933　ほ
11番目の取引
（鈴木出版の児童文学　この地球を生きる子どもたち）



｜ 38 ｜

中学生から

ジェイソン・レノルズ　作
ないとう　ふみこ　訳

小峰書店� 253Ｐ　￥1,500＋税

アル中の父親に発砲され全力で逃げて
以来、足の速さを自負する少年「ゴー
スト」。スラム地区で母親と暮らす彼は、
学校で問題ばかり起こすが、スカウト
され陸上チームに入ることに。トラウ
マと劣等感を抱えた少年が、新しい仲
間や監督に出会い成長する姿を描く。

933　れ
ゴースト
（Sunnyside�Books）

マイケル・モーパーゴ　作
杉田　七重　訳

小学館� 301Ｐ　￥1,500＋税
ゴッホの絵に惹かれ南仏カマルグを訪
れた青年は、フラミンゴの群れがいる
湿地で意識を失う。動物と心を通わす
不思議な男性に助けられ、彼の家で療
養中、共に暮らすロマの女性から二人
の半生を聴く。ナチス侵攻により居場
所が奪われる中、立場を超え支えあう
人々と戦争の不合理さを描いた作品。

933　も
フラミンゴボーイ

ポール・モーシャー　作
代田　亜香子　訳

鈴木出版� 254Ｐ　￥1,600＋税

母も祖母も亡くし、孤児になった「あ
たし」は見知らぬ大おじのもとに向か
うため、長距離列車に乗り込んだ。恵
まれない家庭で育ち、心を閉ざしてい
た彼女だが、３日間の旅で人々の優し
さに触れ変わっていく。登場人物が生
き生きと描かれ、温かな感動を呼ぶ。

933　も
あたしが乗った列車は進む
（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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ファブリツィオ・ガッティ　作
関口　英子　訳

岩波書店� 254Ｐ　￥1,700＋税

母と妹と共に、アルバニアから父のい
るイタリアへ、命がけで密航した７歳
のヴィキ。彼を待っていたのは、警察
から隠れバラックで暮らす過酷な日々
だった。だが、通い始めた学校は、温
かく平等に迎え入れてくれる。不法滞
在の一家の実体験を基にした回想記。

973　か
ぼくたちは幽霊じゃない
（STAMP�BOOKS）

ヴァレリー・ゼナッティ　作
伏見　操　訳

文研出版� 223Ｐ　￥1,500＋税
イスラエルに住む17歳の少女タル。彼
女は、身近で起きた自爆テロをきっか
けに、パレスチナの誰かに思いを伝え
ようと、宛先のない手紙を書く。ガザ
地区で兵役につく兄に託すと、奇跡的
にパレスチナの少年から返信があるが
……。現実に翻弄されながらも、対話
を求め考え続ける若者の姿が胸を打つ。

953　せ
瓶に入れた手紙
（文研じゅべにーる）

アンナ・ウォルツ　作
野坂　悦子　訳

フレーベル館　259Ｐ　￥1,400＋税

飼い犬だったアラスカが、意地悪な同
級生スフェンの介助犬になっているこ
とを知ったパーケル。スフェンからア
ラスカを取り戻そうとするが、てんか
んの発作に苦しむ彼の姿を見て……。
異なる事情から不安を抱える二人が、
衝突しながら友情を育んでいく物語。

949　う
おいで、アラスカ！
（フレーベル館文学の森）
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（21　点）

ノンフィクション

010　と（中学生から）
戦場の秘密図書館
―シリアに残された希望―

160　え（中学生から）
「カルト」はすぐ隣に
―オウムに引き寄せられた若者たち―
（岩波ジュニア新書　896）

江川　紹子　著

岩波書店� 223Ｐ　￥900＋税

1995年、日本を震撼させた地下鉄サリ
ン事件。オウム真理教によるこの惨劇
はなぜ起きたのか？　一連の事件の経
緯と元幹部一人一人の身上を紹介。カ
ルト特有の構造と、ごく普通の若者が
心酔していった心理状態を探る。身近
に潜むカルトに陥らないための警鐘本。

マイク・トムソン　著
小国　綾子　編訳

文溪堂� 182Ｐ　￥1,500＋税
アサド政権下の「アラブの春」は内戦
に発展し、政府軍はダラヤを包囲。反
政府を貫く元学生らは街に残り「頭や
心にも栄養を」と、激しい戦火のもと、
がれきの中から本を救出。政府軍の目
をかいくぐり、地下にひっそり図書館
をつくる。戦時下の文民統治の街で若
者たちが命をかけた図書館活動の記。
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アンネ・フランク・ハウス　編
小林　エリカ　訳

ポプラ社� 40Ｐ　￥3,200＋税

子どもたちから寄せられた質問に答え
るための本。アンネの生涯とその家族
や知人の逸話を、豊富な写真とともに
時系列に沿って紹介する。各所にハー
フページを挟み、時代背景の解説やコ
ラムなどを掲載。『アンネの日記』読後
の深い理解を助ける専門性の高い一冊。

283　ふ（中学生から）
アンネのこと、すべて

285　た（高学年から）
自由への道
―奴隷解放に命をかけた黒人女性ハリエット・タブマンの物語―
（ヒューマンノンフィクション）

320　お（中学生から）
ギヴ・ミー・ア・チャンス
―犬と少年の再出発―

大塚　敦子　著

講談社� 203Ｐ　￥1,300＋税

八
や

街
ちまた

少年院で誕生したドッグ・プログ
ラム「Ｇ

ジー

Ｍ
マ

ａ
ッ

Ｃ
ク

」。少年たちが保護犬を
訓練し、再び家庭犬として暮らせるよ
うにすることで、両者ともに生き直す
チャンスを得ることを目指す。地域と
も交流を重ね、犬と少年が閉ざされた
心を開き、社会復帰を期する姿を描く。

池田　まき子　文

学研プラス� 199Ｐ　￥1,500＋税

約200年前のアメリカで、奴隷の子と
して生まれたハリエット。27歳の時に
自由の地へと逃亡を果たす。その後秘
密組織「地下鉄道」の一員として多く
の奴隷やその家族を救出した。南北戦
争に参加し、生涯を奴隷解放にささげ
た黒人女性の物語。巻末に年表を付す。
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三品　隆司　構成・文

岩崎書店� 72Ｐ　￥3,600＋税

古代から人々の興味を引いてきた、赤
く輝く星、火星。構造・地形・気象現
象・衛星など、火星について幅広い視
点から科学的に解説。地球との比較や、
観測・探査の歴史、今後の探査計画も
紹介する。カラー写真が満載で、火星
の自転の様子が分かる工夫もある。

440　み（高学年から）
火星を知る！
（調べる学習百科）

中山　由美　文・写真
秋草　愛　絵

学研プラス� 111Ｐ　￥1,400＋税
「南極と北極、寒いのはどっち？」など、
質問に答える形で極地での生活体験を
紹介。自然や生き物、天候など似てい
るようでも違いが多く、驚きと発見が
いっぱい。氷の成分から地球の過去を
読み取り、温暖化による極地の変化に
も触れ、未来のため地球環境を大切に
と訴える。写真、イラストも豊富。

400　な（中学年から）
北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと
（環境ノンフィクション）

海老原　宏美　著

旬報社� 149Ｐ　￥1,500＋税

「わたしに障害があるのは、あなたの
せい」？　意欲的に活動する重度障害
者の著者が、社会のしくみが生み出し
ている「障害」と感情に左右されない
人権のあり方を、ユーモアたっぷりに
考察。障害者も自立して生きていける
社会に皆で変えるためのメッセージ。

369　え（高学年から）
わたしが障害者じゃなくなる日
―難病で動けなくてもふつうに生きられる世の中のつくりかた―
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今泉　忠明　著

講談社� 235Ｐ　￥1,200＋税

学者である父の動物採集を夢中で手伝
ううち、自らも動物学者になっていた
著者。イリオモテヤマネコの生態調査
に奮闘した話など、現場を重視し仲間
と共に得た多くの体験談から生き方が
垣間見える。好きなことを見つけ夢を
持ち続けてほしいとの思いが伝わる本。

480　い（中学生から）
気がつけば動物学者三代

小林　快次　著
講談社� 191Ｐ　￥1,200＋税

近年、新種の発見が目覚ましい恐竜。
恐竜研究の最前線で活躍する著者が、
発掘調査の方法、研究の着眼点を解説。
むかわ竜発見までのエピソードや世界
の発掘事情を紹介する。恐竜から学べ
る人類の未来をつなぐヒントとは？
道なき道をいく著者が自身の半生を交
え、恐竜学の意義と魅力を語る。

457　こ（高学年から）
ぼくは恐竜探険家！

西村　寿雄　文
武田　晋一　写真
ボコヤマ　クリタ　構成

岩崎書店� 32Ｐ　￥1,600＋税
キラキラしたつぶつぶが見える石は、
マグマからできた石。見た目で石ので
き方を見分ける方法を、美しい拡大写
真で紹介する。石は地球のさまざまな
現象により、長時間かけてつくられた
「地球に咲いた花」。もととなる原子は
宇宙で生まれたことなどを巻末で解説。

450　に（中学年から）
石はなにからできている？
（ちしきのぽけっと　23）
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竹田津　実　文・写真
瀬川　尚志　絵

ＰＨＰ研究所　143Ｐ　￥1,400＋税

北海道の山で暮らす著者のもとに持ち
込まれた、弱ったキタリスの子・ウー。
回復に併せて、野生のリスから自然界
での生き方を学び、徐々に森へ帰って
いく。四季の移ろいとともに成長する
姿を見せに来るウーと、それを見守る
老獣医師との温かい交流を綴る。

489　た（中学年から）
キタリス・ウーと森のお医者さん
（ＰＨＰ心のノンフィクション）

平野　伸明　文・写真

福音館書店� 40Ｐ　￥1,300＋税

多くの天敵に狙われるため警戒心が強
く、群れて身を守るスズメ。ヒナの自
立が早く、同じ巣を使い回すことから
年に何度も子育てができる。その巣を
清潔に保ち、人間の近くで共存してき
た。身近でもあまり知られていないス
ズメの暮らしぶりを紹介した写真絵本。

488　ひ（中学年から）
スズメのくらし
（たくさんのふしぎ傑作集）

吉谷　昭憲　文・絵

福音館書店� 40Ｐ　￥1,300＋税

714匹のヤブカが何と１円玉１枚の重
さと同じ！　電子天びんで量った60種
類以上の昆虫の体重を掲載。種類によ
りオスとメスで体重差に違いがあるな
ど、体重測定から昆虫の生態が見えて
くる。写実的なイラストと端的な文に
より、新たな視点で昆虫をとらえる。

486　よ（中学年から）
昆虫の体重測定
（たくさんのふしぎ傑作集）
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谷本　雄治　著
汐文社� 127Ｐ　￥1,500＋税

農薬の代わりに、テントウムシを使っ
てアブラムシ被害を抑え、野菜を育て
る。その発想のもと、高校生らは在来
種を用いて、一時的に飛べなくなるよ
う羽の接着方法を工夫し、生態系を壊
さない天敵農法を追求していく。高校
生の着想に始まり、商品化に至るまで
の取り組みを紹介。

620　た（高学年から）
野菜を守れ！　テントウムシ大作戦

ジョージア・アムソン＝ブラッドショー　作
大山　泉　訳

評論社� 48Ｐ　￥2,200＋税

現代の日常になくてはならないプラス
チック。分解されない性質のため、無
責任な投棄でごみになり海洋を汚染し、
野生生物を死の危険にさらしている。
目を引く色彩のイラストや写真を交え
て、さまざまな解決方法を探り、私た
ちがなすべきことを考えさせる一冊。

519　あ（中学年から）
プラスチックプラネット
―今、プラスチックが地球をおおっている―
―明日からプラスチックゴミをなくそう―
（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

たけたに　ちほみ　著

フレーベル館　199Ｐ　￥1,500＋税

事故で仕事を失った大野さんが見つけ
た志は、アフリカ難民キャンプへの水
支援。上

かず

総
さ

堀
ぼ

りの技術を学び、その技
術指導のため現地へ赴く。国際協力に
日本の伝統技術を生かし「飢えている
人に魚を与えるのではなく魚のとり方
を教えよ」を地でいく援助活動を紹介。

510　た（高学年から）
わきだせ！　いのちの水
―日本伝統の上

かず

総
さ

堀
ぼ

り井戸をアフリカに―
（フレーベル館ノンフィクション　２）
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リ・ソンジュ　著
スーザン・マクレランド　著
野沢　佳織　訳

徳間書店� 373Ｐ　￥2,000＋税
平壌に住むソンジュの幸せな生活は父
の失脚で一変。地方へ追放されるや貧
困生活に陥り、食料調達に出た父母は
失踪。12歳で家も失い、盗みと縄張り
争いが日常の路上で６人の仲間と生き
ていく。16歳で脱北した著者の少年時
代の記。隣国の実相が垣間見える。

930　り（中学生から）
ソンジュの見た星
―路上で生きぬいた少年―

中川　なをみ　著
あすなろ書房　199Ｐ　￥1,500＋税

琉球王国時代に完成し、王族や士族の
衣装に用いられた沖縄の伝統的染め
物・紅

びん

型
がた

。王国滅亡後は需要が減り、
沖縄戦を経て途絶えるかに見えたが、
熱意ある人々の手でよみがえった。沖
縄の歴史をたどりつつ、紅型の再生や
発展に功績を残した研究者や作り手ら
３名の生涯を綴る。紅型の写真も掲載。

750　な（中学生から）
よみがえった奇跡の紅

び ん

型
が た

高橋　うらら　著

小峰書店� 159Ｐ　￥1,500＋税

被災地福島でペットの保護に関わった
船津獣医師は、災害時に動物を救うた
め平時からの体制作りが必要だと痛感。
獣医師による救援チームＶ

ブイ

Ｍ
マ

Ａ
ッ

Ｔ
ト

を地
元福岡で結成した。熊本地震の際に被
災地で行った診察や健康相談等の活動
を紹介。飼い主としての備えも伝える。

640　た（高学年から）
災害にあったペットを救え
―獣医師チームＶ

ブ イ

Ｍ
マ

Ａ
ッ

Ｔ
ト

―
（ノンフィクション・いまを変えるチカラ）
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アネ＝ルト・ウェルトハイム　文
長山　さき　訳

徳間書店� 55Ｐ　￥1,600＋税
第二次世界大戦中、オランダ領東イン
ドを日本軍が占領し、オランダ人の著
者はジャワ島の施設に抑留された。８
歳からの２年間を描いたノートや、母
の手作りのすごろくを基に当時の体験
を語る。ユダヤ人差別や日本軍の実態
など、戦争を子どもの目線で捉え、恒
久的な平和と人権保護を願う写真絵本。

949　う（高学年から）
母が作ってくれたすごろく
―ジャワ島日本軍抑留所での子ども時代―
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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３－
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（１　点）

１．紙　　芝　　居

Ｐ　〈広〉（幼児から）
ちっちゃいこえ
―「原爆の図」より―

アーサー・ビナード　脚本
丸木　俊　絵
丸木　位里　絵

童心社� 16枚　￥2,700＋税
猫のクロは、人間の姉さんやその赤ん
坊たちと広島にすんでいた。８月６日、
赤ん坊の１歳の誕生日に原子爆弾が落
ち、クロは被爆。体内の細胞をむしば
む放射性物質の恐ろしさを、猫の視点
で語る。連作「原爆の図」から絵を選
び、工夫を凝らして構成した紙芝居。
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Ｅ　〈広〉（高学年から）
オマール王子の旅
―広島で原爆に遭った南方特別留学生―

Ｅ　〈広〉（中学年から）
わすれていてごめんね
―夾

きょう

竹
ち く

桃
と う

物語―
―A Tale of Those Forgotten:From Flames to Flowers―

緒方　俊平　画・文

朝日新聞出版　47Ｐ　￥1,500＋税

夾
きょう

竹
ちく

桃
とう

は、ハトやカラスたちに８月
６日のお話を語って聞かせる。原爆の
悲惨さが動植物の視点で語られ、原爆
は人間の命だけでなく、動植物の命も
奪ったことを見過ごしてはならないと
訴える。2000年他社刊に迫力ある筆使
いの新しい絵を添えて出版。英文併記。

古田　博一　作
藤原　飛鳥　絵

あいり出版� 31Ｐ　￥1,500＋税

マレーシア王族の家庭に生まれ育ち、
1943年日本に来たサイド・オマール。
留学中の広島で被爆し、東京に戻る途
中京都で死去する。あまり知られてい
ない南方特別留学生の歩みを、関係者
の証言とともにたどった絵本。原爆の
悲惨さや原発の恐ろしさを伝えている。
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ジョナ・ウィンター　文
さくま　ゆみこ　訳
ジャネット・ウィンター　絵

鈴木出版� 39Ｐ　￥1,500＋税
名もない地に集められた科学者たち
は、「ガジェット」と暗号で呼ばれるも
のを作るため、秘密の研究を続ける。
２年後に発明を完成させた彼らは、広
大な平原に運んで実験を行った。1943
年からアメリカ政府が進めた原子爆弾
の開発計画と、核実験の様子を描く。

Ｅ　〈広〉〈長〉（中学年から）
この計画はひみつです

藤井　健太郎　文
秦　さやか　絵

三恵社� 19Ｐ　￥1,750＋税

広島で被爆したアオギリが芽吹き、そ
の苗木が、岐阜県の学校に届けられた。
生徒たちは水やりや草取りなどの世話
を続け、「アオギリノート」に様子を記
録していく。柔らかな色合いの絵で、
成長するアオギリや子どもたちの姿を
描き、生命と平和の尊さを伝える。

Ｅ　〈広〉（高学年から）
アオギリのいのち
―被爆樹木二世と歩んだ学校の軌跡―

ロアルド・ホフマン　原作
きむら　ゆういち　構成・訳
吉澤　みか　絵

今人舎� 31Ｐ　￥1,600＋税
雑草の広場はトモの大好きな遊び場。
ところがある日、除草剤がまかれて草
が枯れてしまう。その様子から長崎へ
の原爆投下時の焼け野原を思い出した
おばあちゃんは、春になるとまた雑草
が生えてきたと教えてくれる。逆境に
負けず力強く生きることを伝える絵本。

Ｅ　〈長〉（中学年から）
ざっそう
―weeds―
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指田　和　著
鈴木　六郎　写真

ポプラ社� 41Ｐ　￥1,650＋税

公子ちゃんの家は６人家族。猫や犬と
遊んだり、ピクニックに行ったり。お
父さんが撮った写真は、みんなの笑顔
でいっぱい。でも原爆で一家は全滅し
た。戦争が一瞬で奪った、家族の日々。
人々の日常や風景が確かに存在した事
実を、静かに語る写真絵本。英文併記。

Ｅ　〈広〉（中学年から）
ヒロシマ消えたかぞく
―A Family in Hiroshima-Their Vanished Dreams―
（ポプラ社の絵本　67）

藤原　美香　作
村本　美香　作
瀧川　裕恵　絵
Haruki�Asagoshi（ほか）英訳
〔藤原美香・村本美香〕　32Ｐ　※

「わしは　あの日が　わすれられん」。広島の
被爆樹木が語る形式で、原爆投下の事実と平
和への願いを伝える絵本。焼け焦げた株から
再び芽吹いた樹木が、爆心地に向かって幹を
傾け成長する様子を、柔らかいタッチの絵で
描いている。被爆樹木の解説も掲載。英文併記。

Ｅ　〈広〉（中学年から）
きっときこえるよ
―Tree Voices―

こうの　史代　原作

徳間書店� 143Ｐ　￥1,700＋税

18歳で広島から呉へ嫁いだ、おっとり
とした性格のすず。新しい暮らしを築
いていく中、戦争は激化。空襲や原爆
で身内を失い、自身も深い傷を負う。
戦争に翻弄されながらも、前を向き、
懸命に日々を生きる姿を描く。原作を
基にしたアニメーション映画を書籍化。

Ｅ　〈広〉（中学年から）
この世界の片隅に
（徳間アニメ絵本　38）
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Naomi�Nakagoshi　編

Living�Pages�Publishing　24Ｐ　￥2,939

満州から祖父母の暮らす広島へやって
来た飯田國彦さんは、３歳の時に被爆。
身内は相次いで亡くなり孤児となる。
自身は長く体調不良に苦しみ、ようや
く通い始めた学校ではやけど跡をから
かわれ……。被爆証言者の中学時代ま
での経験を素朴な絵で伝える。英文。

Ｅ　〈広〉（中学生から）
My Story
―When I Was Three―
―ぼくが３さいのとき―

Ｅ　〈広〉（中学生から）
MY HIROSHIMA
―A powerful true story of war,survival and hope―

Junko�Morimoto　作・絵
Anne�Bower�Ingram　訳
Isao�Morimoto　訳

Lothian�Children’s�Books　32Ｐ　￥1,000＋税
家族と平和に暮らしていた女の子の生
活が、一発の原子爆弾で消えてしまっ
た。思い出深いふるさとが、「その日」
どうなってしまったのかを、少女の視
点でありのままに描く。1987年他社刊
に、著者あとがきを追加して再刊。英
文。邦訳書名『わたしのヒロシマ』。
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726　な－１～７〈広〉（高学年から）
はだしのゲン　１～７
―完全版―

913　あ〈広〉（中学年から）
ユソフさん

あおき　けいこ　文
あおき　ゆみえ　絵

南方特別留学生を語り伝える会　11Ｐ　※

五日市の光禅寺に眠るニック・ユソフ
は、マレーシアに生まれ、1943年来日。
広島文理科大学の興南寮で他の留学生
とともに被爆する。本作は、日本の国
策の犠牲となった南方特別留学生の存
在を語り伝えるために作られた。英文
併記の『Remembering�Nik』も同時刊行。

中沢　啓治　著
金の星社　404Ｐ・406Ｐ・387Ｐ・413Ｐ・
410Ｐ・407Ｐ・400Ｐ　各￥3,200＋税

1973年に「週刊少年ジャンプ」で連載
が始まった『はだしのゲン』。本作は初
出時の誌面を可能な限り再現した完全
版。原爆で父と姉、弟を失ったゲンが、
残された家族や仲間と共に戦後を力強
く生き抜いていく様子を描く。巻末に
用語集や掲載時のイラストも収録。
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丘乃　れい　作
大西　雅子　絵

東方出版� 94Ｐ　￥1,500＋税

ゆみは、班学習で曽祖母の疎開先の広
島を調べることに。ある日、曽祖母が
戦時中失くした人形ミリーと1945年８
月６日の広島にタイムスリップし、原
爆投下の瞬間を目の当たりにする。平
和の中で育った子どもたちに、核の恐
ろしさと平和の大切さを伝える。

913　お〈広〉（高学年から）
空を飛んだ夏休み
―あの日へ―

おおた　そら　著

幻冬舎� 101Ｐ　￥500＋税

広島に住むソラは、川で出会った河童
と友達になり、「シド」と名前をつける。
ある朝、凄まじい光と衝撃が町を襲い、
川の中に吹き飛ばされたソラは、シド
に支えられて浜に流れ着くが……。こ
の表題作など４編を収録。戦争や原爆
がもたらした悲しみを伝える。

913　お〈広〉（中学年から）
ヒロシマの河童

梓　加依　著
素人社� 207Ｐ　￥1,800＋税

原爆投下後の広島。修道院で手伝いを
していた志津子は、偶然出会った子ど
もたちに母親になってと頼まれる。や
がて修道院は、原爆孤児を受け入れる
孤児院となる。親の愛情を受けて育ち
孤児となった子、親の愛情を得られず
養護施設で暮らす現代の子。子どもに
とっての幸せとは何かを問いかける。

913　あ〈広〉（中学生から）
おかあちゃんがほしい
―原爆投下と取り残された子どもたち―
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山下　明生　作
長谷川　義史　絵

あかね書房� 79Ｐ　￥1,100＋税

昔、幟
のぼり

町
まち

小学校のクロガネモチの木の
根元にタヌキ一家が住んでいた。ある
日、夜の教室で勉強するタヌキたちの
姿が目撃され、噂が広がり大騒ぎに。
時は流れ、広島でも戦争の準備が始ま
る。明治から原爆投下後の広島を舞台
に、人々とタヌキの交流を描いた物語。

913　や〈広〉（低学年から）
タヌキのきょうしつ

重藤　静美　マナーレ　著

文芸出版� 191P　￥1,300＋税

原爆で家族を失い、叔母と暮らす花子
は本川小学校に通い始めた。ある日、
学校に米国から贈り物が届き、その中
の画材で絵を描くことに。広島の小学
生の絵と書が米国で約60年後に再発見
された史実と当時の人々の体験を基に
した物語。他社刊を改題、加筆修正。

913　し〈広〉（中学生から）
夢のクレヨン希望にのって
―ワシントンＤＣに届いたヒロシマの子供の心―

小手鞠　るい　著

偕成社� 205Ｐ　￥1,400＋税

日本人とアメリカ人の両親を持ち、ア
メリカに住むメイは、15歳の夏、公開
討論会に参加した。テーマは広島、長
崎への原爆投下の是非について。中国
系、ユダヤ系、アフリカ系などさまざ
まなルーツを持つ高校生が集まり、肯
定派と否定派に分かれディベートする。

913　こ〈広〉〈長〉（中学生から）
ある晴れた夏の朝
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令丈　ヒロ子　作
宮尾　和孝　絵

講談社� 121Ｐ　￥660＋税

原爆投下の練習として日本各地に落と
された模擬原爆、通称「パンプキン」。
小学５年生のヒロカは、近所にもその
爆弾が投下されていたことをいとこの
たくみから知らされ、一緒に調べ始め
る。戦争と向き合う少女の姿を通して、
模擬原爆の事実を伝える。改訂文庫版。

913　れ〈広〉〈長〉（中学年から）
パンプキン！
―模擬原爆の夏―
（講談社青い鳥文庫）



｜ 63 ｜

子どもたちへ原爆を語りつぐ本

（20　点）

４．ノンフィクション

子
ど
も
た
ち
へ

原
爆
を
語
り
つ
ぐ
本

140　あ〈広〉（中学生から）
ぼくらの中の「トラウマ」
―いたみを癒すということ―
（ちくまプリマー新書　342）

250　す－３〈広〉〈長〉（中学生から）
語られなかったアメリカ史　３
―人類史上もっとも危険な瞬間―

オリバー・ストーン　著
ピーター・カズニック　著
エリック・シンガー　編著
鳥見　真生　訳

あすなろ書房　359Ｐ　￥2,200＋税
『オリバー・ストーンが語るもうひとつの
アメリカ史』をリライトしたシリーズの第
３巻。1945年から1962年までの冷戦時代、
自国の力を示すために行った核開発競争
の結果、世界が核戦争によって全滅する危
機にさらされていた事実を明らかにする。

青木　省三　著

筑摩書房� 218P　￥840＋税

恐い出来事によってできる目に見えな
い心の傷、トラウマ。その反応のメカ
ニズムや周囲ができる支援を精神科医
である著者の視点から紹介。トラウマ
に向き合い、苦しみを和らげる方法を
伝える。広島の人々が、原爆のトラウ
マをどのように癒していったかも記す。
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ＨＰＳ国際ボランティア　企画・構成

ＨＰＳ国際ボランティア　各55Ｐ　※

広島県内を中心とした学校での平和活
動と、児童・生徒・学生たちの平和へ
の思いをまとめたメッセージ集。未来
を担う若い世代が自ら企画、製作し、
被爆体験を継承する大切さを伝えてい
る。慰霊碑の紹介や、被爆者からのメッ
セージなども掲載。英文併記。

310　え〈広〉（高学年から）
ヒロシマの心　〔１〕・２
―ヒロシマから世界へ～空と虹がつなぐ夢～―

佐々木　和子　著

佐々木眞� 39Ｐ　※

著者の母は、広島女子高等師範学校に
１期生として入学。1945年８月６日に
教室で被爆したが、奇跡的に助かり宇
品の救護所にたどり着く。わずか２週
間の学生生活だった。母の体験を基に、
戦争や核の恐ろしさ、平和への思いと
ともに学ぶことの喜びを伝える。

281　さ〈広〉（中学生から）
忘れないで８月６日
―広島　母の２週間の学生生活―

佐藤　真澄　著

汐文社� 213P　￥1,500＋税

広島の惨状を米国に伝え、被爆者救済
に尽力した牧師・谷本清。その娘の紘

こう

子
こ

は生後８カ月で被爆。家庭より救済
活動を優先する父への不信感や原爆へ
のわだかまりを抱え、米国へ留学する
が……。つらい過去を乗り越え、平和
を訴えて講演活動を続ける女性の伝記。

281　こ〈広〉（高学年から）
憎しみを乗り越えて
―ヒロシマを語り継ぐ近藤紘

こう

子
こ

―
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鈴木　達治郎　著
光岡　華子　著

ゆまに書房　53P・52P　各￥2,300＋税

豊富な写真と図版で、核兵器をめぐる
世界情勢を伝える。１巻は核兵器の開
発、原爆投下、抑止力としての核保有、
核軍縮に至る歴史を解説。２巻は核兵
器保有の現状や新たな核問題を例示
し、核廃絶への取り組みを紹介。広島・
長崎の被爆者についても言及する。

310　す－１・２〈広〉〈長〉（高学年から）
こんなに恐ろしい核兵器　１・２
―１核兵器はこうしてつくられた―
―２核兵器のない世界へ―

佐藤　真澄　著

汐文社� 185Ｐ　￥1,500＋税

地質学者の長岡省吾は、原爆投下翌日
から広島市内で被爆の痕跡を調査し、
被爆者の遺品や被爆当時の写真の収集
も始める。これらの活動が、広島平和
記念資料館の開館へとつながった。原
爆の悲劇を伝えるために尽力し、資料
館初代館長となった長岡の半生を描く。

310　さ〈広〉（高学年から）
ヒロシマをのこす
―平和記念資料館をつくった人・長岡省吾―

川崎　哲　著

岩波書店� 187Ｐ　￥820＋税

核兵器禁止条約の成立に大きく貢献し
たことが評価され、ＮＧＯ・ＩＣＡ
Ｎは2017年にノーベル平和賞を受賞し
た。このＩＣＡＮのメンバーで長年反
核運動に携わってきた著者が、核兵器
問題を分かりやすく解説、核廃絶のた
めに私たちが今できることを提言する。

310　か〈広〉〈長〉（中学生から）
核兵器はなくせる
（岩波ジュニア新書　880）
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中村　由一　著
渡辺　考　聞き書き
宮尾　和孝　絵

講談社� 155Ｐ　￥1,200＋税
２歳10カ月の時に長崎の自宅で被爆した
由
よし

一
かず

は、兄と弟を亡くし、自身も重傷を
負った。小学校入学後、クラスでただ
一人の被爆者だった彼は、「ゲンバク」
と呼ばれひどいいじめにあう。被爆体
験や被差別体験を子どもたちに語り続
けている著者が、その思いを伝える。

361　な〈長〉（中学年から）
ゲンバクとよばれた少年
（世の中への扉）

弓狩　匡純　著

くもん出版� 159Ｐ　￥1,500＋税

被爆体験証言者の記憶を、基町高校創
造表現コースの生徒が１年間かけて絵
にする「次世代と描く原爆の絵」プロ
ジェクト。記憶を正確に描くため、生
徒と証言者は何度も話し合い、確認を
重ねる。参加者を取材し、原爆や戦争
を見つめ直す高校生たちの姿を伝える。

310　ゆ〈広〉（高学年から）
平和のバトン
―広島の高校生たちが描いた８月６日の記憶―

響け！平和の鐘実行委員会　〔編〕

〔響け！平和の鐘実行委員会〕　各３Ｐ　※

２代目「平和の鐘」が再び音を響かせ
た2015年以降、毎年８月６日に原爆犠
牲者の鎮魂と平和への願いを込めた祈
念式が、広島市中央公園で行われてい
る。2018年と2019年に配布された、歴
代の「平和の鐘」の解説と２代目「平
和の鐘」製作経緯などを紹介した資料。

310　ひ〈広〉（中学生から）
響け！平和の鐘祈念式
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基町高等学校　〔編〕

基町高等学校� 133Ｐ　※

基町高校創造表現コースの生徒たちが
続けている、「原爆の絵」の制作ボラ
ンティア。被爆者の語る凄惨な体験を、
高校生が絵画にし、後世に残す取り組
みをまとめた。世代を越えた平和への
思いを伝える作品集。2018年11月には、
作品を４点追加した英語版も刊行。

720　も〈広〉（中学生から）
次世代と描く原爆の絵
―平成19年度～ 29年度―
―Atomic Bomb Drawings―

西日本電信電話株式会社広島支店　11Ｐ　※

原爆投下により、設備・人員ともに甚
大な被害を受けた広島地区の電信電話
関係機関。悲惨な状況の中、翌日には
復旧工事に取り掛かり、２日後には通
信を復活させた。被爆直後の様子やそ
の後の歩み、広島の電信・電話事業の
歴史を豊富な写真とともに記す。

690　け〈広〉（中学生から）
原爆投下時の電信電話
―中国地方の中核都市広島で一つの爆弾により甚大な
被害を受けながらも通信を守り続けた人々の記録―

広島東南ロータリークラブ　〔編〕

広島東南ロータリークラブ　89Ｐ　※

広島の爆心地から２キロ以内には、被
爆し傷つきながらもたくましく生き抜
いてきた160本の被爆樹木がある。樹木
１本１本の現在の様子を、３年間の時
間をかけて集めた写真集。原爆投下当
時の樹木の様子を写した写真や、広島
市の被爆樹木リストとマップも掲載。

650　ひ〈広〉（中学生から）
沈黙を聴く
―広島被爆樹木写真集―



｜ 68 ｜

子どもたちへ原爆を語りつぐ本

西　純子　文
Sean�Perez　訳
鎌倉　麻衣　絵

竹林館� 17Ｐ　￥1,800＋税
広島に原爆が投下された瞬間、３歳の
あやちゃんは崩れた家の下敷きになり、
外出していた母はひどいやけどを負っ
た。家族７人はなんとか再会し、田舎
へ避難することに。被爆二世の著者が、
母の体験を基に、被爆直後から戦後ま
での家族の様子を伝える。英文併記。

916　に〈広〉（中学年から）
あやちゃんのひばくたいけん
―あやちゃんの涙を忘れないで―
―Aya’s Tears―

大平　泰　編著

大平泰� 237Ｐ　※

己斐町で被爆した大平数子さんが、自
らの体験や被爆者から聞いた話を基に
創作した童話「ききがき　ひろしま」。
方言をそのままに、被爆者の悲痛な記
憶を後世に伝える。2018年に見つかっ
た遺稿を息子である著者が書籍化。原
爆詩集「少年のひろしま」も再録。

916　お〈広〉（高学年から）
おおきなまちのちいさいはなし
―大平数子の世界―

平和写真プロジェクト　158Ｐ　￥3,000＋税

「平和写真プロジェクト」として、平
和をテーマに公募した152点を収録す
る写真集。多様な解釈の下で撮影され
た人物や風景などの写真それぞれに、
タイトルと撮影者の情報、コメントを
添える。原爆ドームや慰霊碑等、悲惨
な過去から平和を伝える写真もある。

740　へ〈広〉〈長〉（中学生から）
平和写真集　2020
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スー・ディシコ　著
佐々木　雅弘　著

チャールズ・イー・タトル出版　143Ｐ　￥1,200＋税

２歳で被爆した佐々木禎子は、戦後の
貧しさの中でも元気に学校に通う、運
動の得意な女の子だった。だが６年生
になった頃、白血病を発症。「原爆の子
の像」のモデルとなった少女の実話を、
禎子の実兄とアメリカの作家が協力し
て執筆。易しい英語で世界に伝える。

916　て〈広〉（中学生から）
The Complete Story of Sadako Sasaki 
and the Thousand Paper Cranes

森本　マリア　作
ナンシー・Ｈ・ロス　訳
彩瀬　ひよ子　絵

吉備人出版� 45Ｐ　￥1,500＋税
国民学校へ通う春ちゃんは、疎開先か
ら広島市内の家へ着替えを取りに戻っ
ていたとき原爆に遭う。一命は取り留
めたが、春ちゃんの体は放射能によっ
てむしばまれていく。幼なじみの著者
が記憶の中の春ちゃんの思い出をやさ
しい文章と切り絵で表現、英文も併記。

916　も〈広〉（中学年から）
春ちゃん
―Haru the Schoolgirl―

西村　利信　著

小野英子・岡崎弥保� 20Ｐ　※

中学２年生だった著者は、勤労奉仕中
に突然強い閃光とごう音に襲われる。
級友たちの悲惨な姿や、周囲の惨状に
打ちのめされながら、必死に家を目指
した。だが帰らない父と弟を探すため、
再び市中に戻る。爆心地の地獄のよう
な状況を、詳細な記述で綴った手記。

916　に〈広〉（中学生から）
原爆体験記



｜ 70 ｜

対象別リスト

対象別リスト

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

Ｐ ちっちゃいこえ
アーサー・ビナード　脚本
丸木　俊　絵
丸木　位里　絵

童心社 2019

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 『被爆アオギリニ世』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 「被爆アオギリニ世」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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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

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

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

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 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

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

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

あ わすれていてごめんね 緒方　俊平　画・文 朝日新聞出版 2018

い ざっそう
ロアルド・ホフマン　原作
吉澤　みか　絵
きむら　ゆういち　構成・訳

今人舎 2018

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

す この計画はひみつです
ジョナ・ウィンター　文
ジャネット・ウィンター　絵
さくま　ゆみこ　訳

鈴木出版 2018

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
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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

絵
　
　
　
本

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

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 この世界の片隅に こうの　史代　原作 徳間書店 2019

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 きっときこえるよ
藤原　美香　作
村本　美香　作
瀧川　裕恵　絵
Haruki　Asagoshi（ほか）英訳

〔藤原美香・村本美香〕2019

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
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内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

絵
　
　
本

ほ ヒロシマ消えたかぞく 指田　和　著
鈴木　六郎　写真 ポプラ社 2019

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
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　あ ユソフさん あおき　けいこ　文
あおき　ゆみえ　絵

南方特別留学生
を語り伝える会 2019

913　あ ユソフさん
―Remembering Nik―

あおき　けいこ　文
あおき　ゆみえ　絵
Wiliam�R.�Nelson　英訳

南方特別留学生
を語り伝える会 2019

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
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対
象
別
リ
ス
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小
学
校
中
学
年
か
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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 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 ヒロシマの河童 おおた　そら　著 幻冬舎メディアコンサルティング 2018

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

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
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内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

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

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
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フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
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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

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
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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

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　れ パンプキン！ 令丈　ヒロ子　作
宮尾　和孝　絵 講談社 2019

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
ン

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
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ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
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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

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
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361　な ゲンバクとよばれた少年
中村　由一　著
渡辺　考　聞き書き
宮尾　和孝　絵

講談社 2018

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

916　に あやちゃんのひばくたいけん
西　純子　文
Sean�Perez　訳
鎌倉　麻衣　絵

竹林館 2019

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 春ちゃん
森本　マリア　作
ナンシー・H・ロス　訳
彩瀬　ひよ子　切り絵

吉備人出版 2019
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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 オマール王子の旅 古田　博一　作
藤原　飛鳥　　絵 あいり出版 2019

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

さ アオギリのいのち 藤井　健太郎　文
秦　さやか　絵 三恵社 2019

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
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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
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　な　１～７ はだしのゲン　完全版　１～７ 中沢　啓治　著 金の星社
2019
～
2020

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
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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

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 空を飛んだ夏休み 丘乃　れい　作
大西　雅子　絵 東方出版 2018

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
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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

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



｜ 88 ｜

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　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

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
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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
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
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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
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　こ 憎しみを乗り越えて 佐藤　真澄　著 汐文社 2019
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 ヒロシマの心　〔１〕・２ HPS国際ボランティア　企画・構成 HPS国際ボランティア
2018
～
2019

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



｜ 91 ｜

対象別リスト

対
象
別
リ
ス
ト

小
学
校
高
学
年
か
ら

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

ノ
　
ン
　
フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

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　さ ヒロシマをのこす 佐藤　真澄　著 汐文社 2018

310　す　１・２ こんなに恐ろしい核兵器　１・２ 鈴木　達治郎　著
光岡　華子　著 ゆまに書房

2018
～
2019

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 原爆ドーム物語 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

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　ゆ 平和のバトン 弓狩　匡純　著 くもん出版 2019

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
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内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

ノ
　
ン
　
フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

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

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
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対
象
別
リ
ス
ト

小
学
校
高
学
年
か
ら

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

ノ
　
ン
　
フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

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
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 おおきなまちのちいさいはなし 大平　泰　編著
大平　数子　〔著〕 大平泰 2019

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　３ 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
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内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

ノ
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フ
　
ィ
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シ
　
ョ
　
ン

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

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
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対象別リスト

対
象
別
リ
ス
ト

小
学
校
高
学
年
か
ら

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

詩
　
　
　
歌

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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対象別リスト

中学生から
内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

絵
　
本

こ 絵本母と暮せば 山田　洋次　文
森本　千絵　絵 講談社 2015

03－L My Story When I Was Three Naomi�Nakagoshi　編 Living�Pages�Publishing 2018

03－L MY HIROSHIMA
Junko�Morimoto　作・絵
Anne�Bower�Ingram　訳
Isao�Morimoto　訳

LOTHIAN�Children’s�
Books 2018

フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

908　せ 夏の花 成城国文学会　編 ポプラ社 1984
913　あ おかあちゃんがほしい 梓　加依　著 素人社 2018

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　こ ある晴れた夏の朝 小手鞠　るい　著 偕成社 2018

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　し 夢のクレヨン希望にのって 重藤　マナーレ　静美　著 文芸出版 2019
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
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対
象
別
リ
ス
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中
学
生
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

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

ノ
　
ン
　
フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

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

140　あ ぼくらの中の「トラウマ」青木　省三　著 筑摩書房 2020

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　〔１〕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
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内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

ノ
　
ン
　
フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

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

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

250　す　３ 語られなかったアメリカ史　３
オリバー・ストーン　著
ピーター・カズニック　著
エリック・シンガー　編著
鳥見　真生　訳

あすなろ書房 2020

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　さ 忘れないで８月６日 佐々木　和子　著 佐々木眞 2019
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　か 核兵器はなくせる 川崎　哲　著 岩波書店 2018
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
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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
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 響け！平和の鐘記念式 響け！平和の鐘実行委員会　〔編〕響け！平和の鐘実行委員会 2016
310　ひ 響け！平和の鐘祈念式 響け！平和の鐘実行委員会　〔編〕〔響け！平和の鐘実行委員会〕2017
310　ひ 響け！平和の鐘祈念式 響け！平和の鐘実行委員会　〔編〕〔響け！平和の鐘実行委員会〕2018
310　ひ 響け！平和の鐘祈念式 響け！平和の鐘実行委員会　〔編〕〔響け！平和の鐘実行委員会〕2019
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　へ「平和の鐘」響け再び記念式「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 2015
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
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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
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
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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
650　ひ 沈黙を聴く 広島東南ロータリークラブ　〔編〕広島東南ロータリークラブ 2020
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
690　け 原爆投下時の電信電話 西日本電信電話株式会社広島支店 2020
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
720　も Atomic Bomb Drawings 基町高等学校　〔編〕 基町高等学校 2018
720　も 次世代と描く原爆の絵 基町高等学校　〔編〕 基町高等学校 2018

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　せ 世界文化遺産広島20周年記念写真集 世界文化遺産広島20周年
記念写真展実行委員会 2017

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
740　へ 平和写真集　2020 平和写真プロジェクト 2020
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



｜ 102 ｜

対象別リスト

内容 請求記号 書　　　　名 著　者　名 出　版　者 出版年

ノ
　
ン
　
フ
　
ィ
　
ク
　
シ
　
ョ
　
ン

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

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　て The Complete Story of Sadako Sasaki 
and the Thousand Paper Cranes

スー・ディシコ　　著
佐々木　雅弘　著 チャールズ・イー・タトル出版 2020

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 原爆体験記 西村　利信　著 小野英子
岡崎弥保 2018

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
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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
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
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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
電停下車
約300m

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
から約500m
アストラムライン
県庁前駅から
約400m

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
南区役所前バス停
下車約100m
南区役所前電停下車
約200m

コジマホールディングス
西区図書館

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
JR横川駅から約300m

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
加古町バス停下車
約200m

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
JR広島駅から約900m
東区役所前バス停
下車すぐ

※ �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
JR海田市駅から
約400m
船越町・安芸区役所
バス停下車すぐ

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
比治山下電停下車
約800m
段原中央バス停下車
約900m

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）バス停下車約600m

安佐南
区役所

安佐南
警察署

至可部

至横川

マエダハウジング
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

中筋バス
ターミナル

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
下古市バス停下車
約600m
アストラムライン中筋駅から
約200m

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
バス停下車
約300m

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
上安駅からすぐ
上安バスターミナル
下車すぐ

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
入口バス停下車
約500m
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「ほんはともだち’20」編集委員

１　公募委員

⑴　フィクション　幼児から
　　天　本　京　子　　辰　上　加代子　　村　本　佐知子

⑵　フィクション　小学校低学年から
　　赤　瀬　裕　子　　栗　栖　智　子　　崎　田　千　枝

⑶　フィクション　小学校中学年から
　　木　村　理　果　　原　　　朋　子　　杢　内　千　春

⑷　フィクション　小学校高学年から
　　鈴　木　由貴子　　友　野　紀　代　　山　田　尚　子

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

⑹　ノンフィクション
　　射　原　幸　子　　岩　本　多美枝　　大　上　惠　子
　　水　田　明　美

（五十音順）

２　こども図書館職員
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