
No. 資料名 　著者名 　出版者 　請求記号

1 国会議員に読ませたい敗戦秘話 　 　産経新聞取材班∥著 　産経新聞出版 展8  210.7 /ｺ       

2 東京空襲下の生活日録 　 　早乙女 勝元∥著 　東京新聞 展8  210.7 /ｻ

3 少女たちの学級日誌 　 　吉村 文成∥解説 　偕成社 展8  210.7 /ｼ

4 戦争中の暮しの記録 　 　暮しの手帖∥編 　暮しの手帖社 展8  210.7 /ｾ

5 長崎旧浦上天主堂1945-58 　 　高原 至∥写真 　岩波書店 展8  210.7 /ﾀ 

6 東京空襲写真集 　 　早乙女 勝元∥監修 　勉誠出版 展8  210.7 /ﾄ

7 東京大空襲 　 　NHKスペシャル取材班∥著 　新潮社 展8  210.7 /ﾄ 

8 ドキュメント東京大空襲 　 　NHKスペシャル取材班∥著 　新潮社 展8  210.7 /ﾄﾞ 

9 長崎原爆写真集 　 　反核　写真運動∥監修 　勉誠出版 展8  210.7 /ﾅ 

10 ノーモアヒロシマ・ナガサキ 　 　黒古 一夫∥編 　日本図書センター 展8  210.7 /ﾉ   

11 日本空襲の全貌 　 　平塚 柾緒∥編著 　洋泉社 展8  210.7 /ﾋ 

12 広島原爆写真集 　 　反核　写真運動∥監修 　勉誠出版 展8  210.7 /ﾋ 

13 戦場体験者沈黙の記録 　 　保阪 正康∥著 　筑摩書房 展8  210.7 /ﾎ

14 特攻と沖縄戦の真実 　 　森山 康平∥著 　河出書房新社 展8  210.7 /ﾓ

15 平和を考える戦争遺産図鑑 　 　安島 太佳由∥写真 著 　岩崎書店 展8  210.7 /ﾔ

16 あの日を忘れない 　 　すみだ郷土文化資料館∥監修 　柏書房 展8  213.6 /ｱ

17 僕の島は戦場だった 　 　佐野 眞一∥著 　集英社インターナショナル 展8  219.9 /ｻ

18 緒方貞子戦争が終わらないこの世界で 　 　小山 靖史∥著 　NHK出版 展8  289.1 /ｵ

19 特攻の真意 　 　神立 尚紀∥著 　文藝春秋 展8  289.1 /ｵ

20 生きて帰ってきた男 　 　小熊 英二∥著 　岩波書店 展8  289.1 /ｵ

21 父、坂井三郎 　 　坂井スマート道子∥著 　産経新聞出版 展8  289.1 /ｻ 

22 一生一途に 　 　竹浪 正造∥著 　廣済堂出版 展8  289.1 /ﾀ

23 戦争が遺したもの 　 　鶴見 俊輔∥著 　新曜社 展8  289.1 /ﾂ

24 慟哭の海峡 　 　門田 隆将∥著 　KADOKAWA 展8  289.1 /ﾅ

25 父は、特攻を命じた兵士だった。 　 　小林 照幸∥著 　岩波書店 展8  289.1 /ﾊ 

26 日本国最後の帰還兵深谷義治とその家族 　 　深谷 敏雄∥著 　集英社 展8  289.1 /ﾌ 

27 海軍の家族 　 　三和 多美∥著 　文藝春秋 展8  289.1 /ﾐ

28 湯川博士、原爆投下を知っていたのですか 　 　藤原 章生∥著 　新潮社 展8  289.1 /ﾓ

29 二重被爆 　 　稲塚 秀孝∥著 　合同出版 展8  289.1 /ﾔ

30 学童疎開 　1 　逸見 勝亮∥監修　解説 　日本図書センター 展8  372.1/ｶﾞ/1

31 学童疎開 　2 　逸見 勝亮∥監修　解説 　日本図書センター 展8  372.1/ｶﾞ/2   

32 学童疎開 　3 　逸見 勝亮∥監修　解説 　日本図書センター 展8  372.1/ｶﾞ/3

33 画家と戦争 　 　河田 明久∥監修 　平凡社 展8  720.8 /ｶﾞ  

34 画家たちの「戦争」 　 　神坂 次郎∥著 　新潮社 展8  721.0 /ｶﾞ   

35 夕凪の街 桜の国 　 　こうの 史代∥著 　双葉社 展8  726.1 /ｺ    

36 出征と疎開そして戦後 　 　藤子　F　不二雄∥[ほか]著 　金の星社 展8  726.1 /ｼ  

37 『はだしのゲン』を読む 　 　田口 ランディ∥[ほか著] 　河出書房新社 展8  726.1 /ﾊ    

38 戦争と読書 　 　水木 しげる∥[著] 　KADOKAWA 展8  726.1 /ﾐ  

39 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 展8  726.1 /ﾔ  

40 沖縄戦ある母の記録 　 　安里 要江∥著 　高文研 展8  916  /ｱ    

41 星は見ている 　 　秋田 正之∥編 　日本ブックエース 展8  916  /ｱ   

42 長崎原爆記 　 　秋月 辰一郎∥著 　日本ブックエース 展8  916  /ｱ

43 十七歳の硫黄島 　 　秋草 鶴次∥著 　文藝春秋 展8  916  /ｱ     

44 空が、赤く、焼けて 　 　奥田 貞子∥著 　小学館 展8  916  /ｵ 

◇一般図書

語り継ごう、戦争と平和

展示期間：平成29年8月1日（火）～8月29日（火）

　　　　　　 展示場所：一般図書フロア　ミニ展示コーナー



45 ヒロシマ-絶後の記録 　 　小倉 豊文∥著 　日本ブックエース 展8  916  /ｵ   

46 昭和二十年夏、僕は兵士だった 　 　梯 久美子∥著 　角川書店 展8  916  /ｶ  

47 昭和二十年夏、子供たちが見た日本 　 　梯 久美子∥著 　角川書店 展8  916  /ｶ 

48 『原爆の子』その後 　 　原爆の子きょう竹会∥編 　本の泉社 展8  916  /ｹﾞ  

49 「白紙召集」で散る 　 　笹 幸恵∥著 　新潮社 展8  916  /ｻ 

50 長崎の鐘 　 　永井 隆∥著 　勉誠出版 展8  916  /ﾅ

51 少女・十四歳の原爆体験記 　 　橋爪 文∥著 　高文研 展8  916  /ﾊ 

52 ひとりの記憶 　 　橋口 譲二∥著 　文藝春秋 展8  916  /ﾊ

53 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 展8  916  /ﾎﾞ

54 もういやだ 　 　長崎原爆青年乙女の会∥編 　日本ブックエース 展8  916  /ﾓ     

55 被爆者 　[正] 　会田 法行∥写真　文 　ポプラ社 展8  319  /ｱ   

56 絵で読む広島の原爆 　 　那須 正幹∥文 　福音館書店 展8  319  /ﾅ

57 戦後50年学童疎開の子どもたち 　第1巻 　嘉藤 長二郎∥[ほか]編 　汐文社 展8  916  /ｾ-1  

58 戦後50年学童疎開の子どもたち 　第2巻 　嘉藤 長二郎∥[ほか]編 　汐文社 展8  916  /ｾ-2  

59 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 展8  916  /ｾ-3

60 原爆ドームの祈り 　 　長谷川 敬∥文 　講談社 展8  916  /ﾊ

61 いわたくんちのおばあちゃん 　 　天野 夏美∥作 　主婦の友社 展8  E   /ｲ 

62 海をわたったヒロシマの人形 　 　指田 和∥文 　文研出版 展8  E   /ｳ       

63 おきなわ 島のこえ 　 　丸木 俊∥文　絵 　小峰書店 展8  E   /ｵ

64 おりづるの旅 　 　うみの しほ∥作 　PHP研究所 展8  E   /ｵ    

65 キャラメルの木 　 　上条 さなえ∥作 　講談社 展8  E   /ｷ

66 京劇がきえた日 　 　姚 紅∥作 　童心社 展8  E   /ｷ 

67 さがしています 　 　アーサー　ビナード∥作 　童心社 展8  E   /ｻ 

68 ちいちゃんのかげおくり 　 　あまん きみこ∥作 　あかね書房 展8  E   /ﾁ

69 ひろしまのピカ 　 　丸木俊∥え・文 　小峰書店 展8  E   /ﾋ 

70 ひめゆり 　 　ひめゆり平和祈念資料館∥文 　沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団 展8  E   /ﾋ 

71 ヒロシマのいのちの水 　 　指田 和∥文 　文研出版 展8  E   /ﾋ  

72 ひろしまのピカ 　 　丸木俊∥え・文 　小峰書店 展8  E   /ﾋ
73 ヒロシマに原爆がおとされたとき 　 　大道 あや∥著 　ポプラ社 展8  E   /ﾋ

74 はだしのゲンわたしの遺書 　 　中沢 啓治∥著 　朝日学生新聞社 展8  726.1 /ﾅ

75 中沢啓治平和マンガ作品集 　第1巻 　中沢 啓治∥著 　ほるぷ出版 展8  726.1 /ﾅ/1       

76 八月九日のサンタクロース 　 　西岡 由香∥マンガと文 　凱風社 展8  726.1 /ﾆ

77 夏の残像 　 　西岡 由香∥著 　凱風社 展8  726.1 /ﾆ 

78 平和をわれらに! 　 　水木 しげる∥著 　小学館クリエイティブ 展8  726.1 /ﾍ 

79 ぼくらが出合った戦争 　 　石子 順∥著 　新日本出版社 展8  726.1 /ﾎﾞ 

80 絵本母と暮せば 　 　山田 洋次∥文 　講談社 展8  726.5 /ﾓ 

81 命(ぬち)どぅ宝・戦争と人生を語る 　 　石川 文洋∥著 　新日本出版社 展8  740.2 /ｲ     

82 沖縄ノート 　 　大江 健三郎∥著 　岩波書店 展8  916  /ｵ

83 海に消えた56人 　 　島原 落穂∥著 　童心社 展8  916  /ｼ

84 白い雲のかなたに 　 　島原 落穂∥著 　童心社 展8  916  /ｼ 

85 戦後70年わたしの戦争体験 　 　小説現代∥編 　講談社 展8  916  /ｾ 

86 ぼくが見た太平洋戦争 　 　宗田 理∥著 　PHP研究所 展8  916  /ｿ 

87 15歳の東京大空襲 　 　半藤 一利∥著 　筑摩書房 展8  916  /ﾊ  

88 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 展8  916  /ﾊ  

89 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 展8  916  /ﾐ

90 13歳の少女が見た沖縄戦 　 　安田 未知子∥著 　WAVE出版 展8  916  /ﾔ  

91 わたしが子どものころ戦争があった 　 　野上 暁∥編 　理論社 展8  916  /ﾜ 

◇児童図書

◇ティーンズ図書


