
資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 証言記録兵士たちの戦争　４ 　ＮＨＫ「戦争証言」プロジェクト∥著 　日本放送出版協会      093.9   /ｼ   

2 戦後５０年 いま語り伝えたい－戦争の証言 　 　戦後５０年を考える会津若松市民の会      093.9   /ｾ  

3 祖父母の語る戦争体験 　 　福島県立喜多方女子高校社会科      093.9   /ｿ

4 若松聯隊回想録 　星 半三郎∥［ほか］編 　若松聯隊記念事業実行委員会      093.9   /ﾜ  

5 密林の仲間たち 　古川満∥著 　古川満      099.4   /ﾌ  

6 妻よ 　大塚 實∥編著 　歴史春秋社      099.6   /ｵ  

7 吾が青春に悔いあり 　菅野  孝明／文・イラスト 　ふくしま平和のための戦争展実行委員会      099.6   /ｶ    

8 兵の歩み 　窪田  喜代衛／著 　窪田  喜代衛      099.6   /ｸ 

9 福島にあった秘められた抑留所 　紺野 滋∥著 　歴史春秋出版      099.6   /ｺ   

10 太平洋戦争 決死行 　佐藤 庄市／著 　奥会津書房      099.6   /ｻ 

11 戦場から会津へ 　高橋 惠子∥著 　歴史春秋出版      099.6   /ﾀ 

12 祖国よ! 　福島 泰樹∥著 　幻戯書房      099.6   /ﾌ  

13 若い人に伝える 　戦争体験文集を作る会／編 　戦争体験文集を作る会      099.6   /ﾜ  

14 昭和白虎隊の軌跡を偲んで 　渡部 文平／編著 　渡部 ハル子      099.6   /ﾜ 

15 若い人に伝える 　戦争体験文集を作る会／編 　戦争体験文集を作る会      099.6   /ﾜ   

16 資料で読む世界の8月15日 　川島 真∥編 　山川出版社      209.7   /ｼ 

17 ブラッドランド　上・下 　ティモシー　スナイダー∥著 　筑摩書房      209.7   /ｽ 

18 戦争論 　多木 浩二∥著 　岩波書店      209.7   /ﾀ  

19 写真・ポスターから学ぶ戦争の百年 　鳥飼 行博∥著 　青弓社      209.7   /ﾄ 

20 ヤルタからヒロシマへ 　マイケル　ドブズ∥著 　白水社      209.7   /ﾄﾞ

21 娘と話すアウシュヴィッツってなに? 　アネット　ヴィヴィオルカ∥著 　現代企画室      209.7   /ﾋﾞ 

22 裏切られた自由　上・下 　ハーバート　フーバー∥著 　草思社      209.7   /ﾌ 

23 消えゆく太平洋戦争の戦跡 　「消えゆく太平洋戦争の戦跡」編集委員会∥編 　山川出版社      210.7   /ｷ  

24 証言記録市民たちの戦争　1～3 　NHK「戦争証言」プロジェクト∥編 　大月書店      210.7   /ｼ    

25 戦争中の暮しの記録 　暮しの手帖∥編 　暮しの手帖社      210.7   /ｾ  

26 東京大空襲 　NHKスペシャル取材班∥著 　新潮社      210.7   /ﾄ 

27 ドキュメント東京大空襲 　NHKスペシャル取材班∥著 　新潮社      210.7   /ﾄﾞ

28 長崎原爆写真集 　反核　写真運動∥監修 　勉誠出版      210.7   /ﾅ   

29 神やぶれたまはず 　長谷川 三千子∥著 　中央公論新社      210.7   /ﾊ 

30 広島原爆写真集 　反核　写真運動∥監修 　勉誠出版      210.7   /ﾋ    

31 本土決戦幻想　コロネット作戦 　保阪 正康∥著 　毎日新聞社      210.7   /ﾎ  

32 本土決戦幻想　オリンピック作戦 　保阪 正康∥著 　毎日新聞社      210.7   /ﾎ  

33 戦場体験者沈黙の記録 　保阪 正康∥著 　筑摩書房      210.7   /ﾎ  

34 未来に語り継ぐ戦争 　東京新聞社会部∥編 　岩波書店      210.7   /ﾐ  
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35 図説　日中戦争 　森山 康平∥著 　河出書房新社      210.7   /ﾓ

36 図説　東京裁判 　平塚 柾緒∥著 　河出書房新社      329.6   /ﾋ

37 昔のくらしの道具事典 　神野 善治∥監修 　岩崎書店      383     /ﾑ   

38 太平洋戦争最後の証言　第1～3部 　門田 隆将∥著 　小学館      391.2   /ｶ 

39 零戦と戦艦大和 　半藤 一利∥著 　文藝春秋      391.2   /ｾﾞ 

40 昭和陸海軍の失敗 　半藤 一利∥著 　文藝春秋      392.1   /ｼ 

41 赤紙と徴兵 　吉田 敏浩∥著 　彩流社      393.2   /ﾖ  

42 なぜ必敗の戦争を始めたのか 　半藤 一利∥編　解説 　文藝春秋      396.2   /ﾅ

43 本土防空戦 　渡辺 洋二∥構成　解説 　現代史出版会      397.8   /ﾎ   

44 原爆 私たちは何も知らなかった 　有馬 哲夫∥著 　新潮社      559.7   /ｱ 

45 日本の原爆 　保阪 正康∥著 　新潮社      559.7   /ﾎ

46 戦争と読書 　水木 しげる∥[著] 　KADOKAWA      726.1   /ﾐ    

47 ぼくは戦争は大きらい 　やなせ たかし∥著 　小学館クリエイティブ      726.1   /ﾔ 

48 日本人の戦争 　ドナルド　キーン∥著 　文藝春秋      910.2   /ｷ 

49 作家と戦争 　 　河出書房新社      910.2   /ｻ 

50 世代を超えて語り継ぎたい戦争文学 　澤地 久枝∥著 　岩波書店      910.2   /ｻ 

51 作家と戦争 　森 史朗∥著 　新潮社      910.2   /ｼ  

52 城山三郎が娘に語った戦争 　井上 紀子∥著 　朝日新聞社      910.2   /ｼ  

53 司馬遼太郎と三つの戦争 　青木 彰∥著 　朝日新聞社      910.2   /ｼ   

54 戦争へ、文学へ 　陣野 俊史∥著 　集英社      910.2   /ｼﾞ

55 「あの戦争」から「この戦争」へ 　高橋 源一郎∥著 　文藝春秋      910.2   /ﾀ 

56 被爆を生きて 　林 京子∥著 　岩波書店      910.2   /ﾊ  

57 作家たちの戦争 　保阪 正康∥著 　毎日新聞社      910.2   /ﾎ   

58 松本清張への召集令状 　森 史朗∥著 　文藝春秋      910.2   /ﾏ  

59 戦場で書く 　渡辺 考∥著 　NHK出版      910.2   /ﾜ  

60 コレクション日本歌人選078　戦争の歌 　 　笠間書院      911.1   /ｺ   

61 金子兜太×いとうせいこうが選んだ「平和の俳句」 　金子 兜太∥選 　小学館      911.3   /ｶ

62 戦争と平和 　吉本 隆明∥著 　文芸社      914.6   /ﾖ 

63 あの夏、兵士だった私 　金子 兜太∥著 　清流出版      916     /ｶ   

64 『原爆の子』その後 　原爆の子きょう竹会∥編 　本の泉社      916     /ｹﾞ 

65 戦中・戦後の暮しの記録 　 　暮しの手帖社      916     /ｾ  

66 96歳元海軍兵の「遺言」 　瀧本 邦慶∥著 　朝日新聞出版      916     /ﾀ   

67 長崎の鐘 　永井 隆∥著 　勉誠出版      916     /ﾅ 

68 少女・十四歳の原爆体験記 　橋爪 文∥著 　高文研      916     /ﾊ 

69 ボイスライブラリー無言館の証言 　無言館∥編 　新日本出版社      916     /ﾎﾞ 

70 あの頃のこと 　吉沢 久子∥著 　清流出版      916     /ﾖ    

71 コレクション戦争と文学　全20巻 　浅田 次郎∥編集委員 　集英社 　　 918.6   /ｺ  

72 わたしはホロコーストから生まれた 　バニース　アイゼンシュタイン∥作　画 　原書房      936     /ｱ   

73 私はホロコーストを見た　上・下 　ヤン　カルスキ∥著 　白水社      936     /ｶ 



74 英国人捕虜が見た大東亜戦争下の日本人 　デリク　クラーク∥著 　ハート出版      936     /ｸ  

75 特攻 　マクスウェル　テイラー　ケネディ∥著 　ハート出版      936     /ｹ  

76 アウシュヴィッツの歯科医 　ベンジャミン　ジェイコブス∥著 　紀伊國屋書店      936     /ｼﾞ  

77 ヒロシマ 　ジョン　ハーシー∥著 　法政大学出版局      936     /ﾊ  

78 戦場から生きのびて 　イシメール　ベア∥著 　河出書房新社      936     /ﾍﾞ 

79 スパイにされた日本人 　エドナ　エグチ　リード∥著 　悠書館      936     /ﾘ   

80 竹林はるか遠く　正・続 　ヨーコ  カワシマ  ワトキンズ∥著&監訳 　ハート出版      936     /ﾜ      

81 城山三郎昭和の戦争文学　第1巻 　城山 三郎∥著 　角川書店      F       /ｼ  

82 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 Y    319     /ﾀ    

83 戦争を止めたい 　豊田 直巳∥著 　岩波書店 Y    319     /ﾄ    

84 21世紀の戦争と平和 　孫崎 享∥著 　徳間書店 Y    319.1   /ﾏ      

85 14歳からの戦争のリアル 　雨宮 処凛∥著 　河出書房新社 Y    319.8   /ｱ    

86 13歳からの平和教室 　浅井 基文∥著 　かもがわ出版 Y    319.8   /ｱ     

87 世界から戦争がなくならない本当の理由 　池上 彰∥著 　祥伝社 Y    319.8   /ｲ     

88 本当の戦争の話をしよう 　伊勢崎 賢治∥著 　朝日出版社 Y    319.8   /ｲ     

89 平和をつくるを仕事にする 　鬼丸 昌也∥著 　筑摩書房 Y    319.8   /ｵ       /        

90 世界の著名人が伝えていたヒロシマからの言葉 　佐藤 美由紀∥著 　双葉社 Y    319.8   /ｻ       /        

91 世界を平和にするためのささやかな提案 　池澤 春菜∥著 　河出書房新社 Y    319.8   /ｾ       /        

92 ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 　田口 ランディ∥著 　筑摩書房 Y    319.8   /ﾀ       /        

93 徳川家が見た戦争 　徳川 宗英∥著 　岩波書店 Y    319.8   /ﾄ       /        

94 被爆アオギリと生きる 　広岩 近広∥著 　岩波書店 Y    319.8   /ﾋ       /        

95 戦争いらぬやれぬ世へ 　むの たけじ∥著 　評論社 Y    319.8   /ﾑ       /        

96 平和のバトン 　弓狩 匡純∥著 　くもん出版 Y    319.8   /ﾕ       /        

97 戦争するってどんなこと? 　C.ダグラス　ラミス∥著 　平凡社 Y    319.8   /ﾗ       /        

98 わたしの<平和と戦争> 　広岩 近広∥編 　集英社 Y    319.8   /ﾜ       /        

99 15歳のナガサキ原爆 　渡辺 浩∥著 　岩波書店 Y    319.8   /ﾜ       /        

100 戦争がなかったら 　高橋 邦典∥著 　ポプラ社 Y    367.6   /ﾀ       /        

101 ヒロシマを伝える 　永田 浩三∥著 　WAVE出版 Y    369.3   /ﾅ       /        

102 被爆医師のヒロシマ 　肥田 舜太郎∥著 　新日本出版社 Y    369.3   /ﾋ       /        

103 はだしのゲンわたしの遺書 　中沢 啓治∥著 　朝日学生新聞社 Y    726.1   /ﾅ       /        

104 八月九日のサンタクロース 　西岡 由香∥マンガと文 　凱風社 Y    726.1   /ﾆ       /        

105 絵本母と暮せば 　山田 洋次∥文 　講談社 Y    726.6   /ﾓ       /        

106 私の戦争 　黒木 和雄∥著 　岩波書店 Y    778     /ｸ       /        

107 戦争 　ミハイル　ショーロホフ∥[ほか]著 　ポプラ社 Y    908.3   /ｾ       /        

108 いのちと平和の話をしよう 　日野原 重明∥著 　朝日新聞出版 Y    914.6   /ﾋ       /        

109 私の東京平和散歩(ウォーク) 　早乙女 勝元∥著 　新日本出版社 Y    915.6   /ｻ       /        

110 15歳の少年兵 　岩田 孝一∥著 　ミヤオビパブリッシング Y    916     /ｲ       /        

111 悲しみを生きる力に 　入江 杏∥著 　岩波書店 Y    916     /ｲ       /        

【ティーンズ図書】



112 日本軍「慰安婦」にされた少女たち 　石川 逸子∥著 　岩波書店 Y    916     /ｲ       /        

113 沖縄ノート 　大江 健三郎∥著 　岩波書店 Y    916     /ｵ       /        

114 私は「蟻の兵隊」だった 　奥村 和一∥著 　岩波書店 Y    916     /ｵ       /        

115 トットちゃんとソウくんの戦争 　黒柳 徹子∥著 　講談社 Y    916     /ｸ       /        

116 原爆の子　上・下 　長田 新∥編 　岩波書店 Y    916     /ｹﾞ      /1       

117 戦後70年わたしの戦争体験 　小説現代∥編 　講談社 Y    916     /ｾ       /        

118 ぼくが見た太平洋戦争 　宗田 理∥著 　PHP研究所 Y    916     /ｿ       /        

119 十五歳の戦争 　西村 京太郎∥著 　集英社 Y    916     /ﾆ       /        

120 八月六日の朝ぼくは十四歳だった 　長谷川 儀∥著 　女子パウロ会 Y    916     /ﾊ       /        

121 15歳の東京大空襲 　半藤 一利∥著 　筑摩書房 Y    916     /ﾊ       /        

122 みんなの戦争証言 　みんなの戦争証言アーカイブス∥編 　双葉社 Y    916     /ﾐ       /        

123 13歳の少女が見た沖縄戦 　安田 未知子∥著 　WAVE出版 Y    916     /ﾔ       /        

124 わたしが子どものころ戦争があった 　野上 暁∥編 　理論社 Y    916     /ﾜ       /        

125 兵士ピースフル 　マイケル　モーパーゴ∥著 　評論社 Y    933.7   /ﾓ       /        

126 ゾウと旅した戦争の冬 　マイケル　モーパーゴ∥作 　徳間書店 Y    933.7   /ﾓ       /        

127 戦火の馬 　マイケル　モーパーゴ∥著 　評論社 Y    933.7   /ﾓ       /        

128 戦場のオレンジ 　エリザベス　レアード∥作 　評論社 Y    933.7   /ﾚ       /        

129 夜と霧 　ヴィクトール　E.フランクル∥[著] 　みすず書房 Y    946     /ﾌ       /        

130 アウシュヴィッツの音楽隊 　シモン　ラックス∥著 　音楽之友社 Y    956     /ﾗ       /        

131 母ちゃんの脱出 　仲里 三津治∥著 　現代書館 Y    F       /ﾅ       /        

132 火垂るの墓 　野坂 昭如∥著 　ポプラ社 Y    F       /ﾉ       /        

133 戦場のコックたち 　深緑 野分∥著 　東京創元社 Y    F       /ﾌ       /        

134 びんたあめあられ 　水谷 章三∥文 　国土社 Y    F       /ﾐ       /        


