
伝え継ぐ戦争(H30年7～8月展示資料リスト）

（※一般：大人向け　児童：子ども向け）
資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 日米・開戦の悲劇 ハミルトン・フィッシュ∥著 ＰＨＰ研究所 1992.12
一般 第二次世界大戦 Ｊ・Ｆ・ダニガン∥著 文芸春秋 1995.11
一般 戦争と平和６７人の証言 小田桐／誠∥編著 三一書房 1995.7
一般 戦争を語りつぐ 早乙女／勝元∥著 岩波書店 1998.7
一般 若き特攻隊員と太平洋戦争 森岡／清美∥著 吉川弘文館 1995.5
一般 太平洋戦争と朝日新聞 早瀬／貫∥著 新人物往来社 2001.4
一般 図説第二次世界大戦 太平洋戦争研究会∥著 河出書房新社 1998.8
一般 鉄砲を一発も撃たなかったおじいさんのニューギニア戦記 深津／信義∥著 日本経済新聞社 2003.6
一般 最後の言葉 重松／清∥著 講談社 2004.7
一般 核兵器はいらない！ 沢田／昭二∥著 新日本出版社 2005.4
一般 戦争の論理 加藤／陽子∥著 勁草書房 2005.6
一般 太平洋戦争とは何だったのか クリストファー・ソーン∥著 草思社 2005.7
一般 忘れないあのこと、戦争 早乙女／勝元∥選 文芸社 2005.7
一般 祖父の戦争 早坂／隆∥著 現代書館 2005.8
一般 きけわだつみのこえ 日本戦没学生記念会∥監修 光文社 2005.8
一般 戦争をやめさせ環境破壊をくいとめる新しい社会のつくり方 田中／優∥著 合同出版 2005.7
一般 あの戦争を伝えたい 東京新聞社会部∥編 岩波書店 2006.3
一般 戦争遺跡を歩く 太平洋戦争研究会∥編著 ビジネス社 2006.6
一般 ちゃんと知りたい！日本の戦争ハンドブック 歴史教育者協議会∥編 青木書店 2006.8
一般 図解ひと目でわかる！太平洋戦争 太平洋戦争研究会∥編著 学研 2006.12
一般 未来の平和のため過去を見直す 長澤 順治∥著 講談社出版サービスセンター 2006.4
一般 戦争を読む 加藤　陽子∥著 勁草書房 2007.6
一般 靖国戦後秘史 毎日新聞「靖国」取材班∥著 毎日新聞社 2007.8
一般 あなたは戦争で死ねますか 斎藤　貴男∥著 日本放送出版協会 2007.8
一般 第二次大戦とは何だったのか 福田　和也∥著 筑摩書房 2007.7
一般 「無念の涙」ＢＣ級戦犯の遺言 北影　雄幸∥著 光人社 2008.3
一般 中学生の満州敗戦日記 今井　和也∥著 岩波書店 2008.3
一般 戦争のある暮らし 乾　淑子∥編 水声社 2008.8
一般 それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤　陽子∥著 朝日出版社 2009.7
一般 あの戦争と日本人 半藤　一利∥著 文芸春秋 2011.1
一般 きみには関係ないことか ’０３～’１０ 京都家庭文庫地域文庫連絡会∥編 かもがわ出版 2011.4
一般 昭和二十年夏、子供たちが見た日本 梯　久美子∥著 角川書店 2011.7
一般 中高生からの平和憲法Ｑ＆Ａ 高田　健∥著 晶文社 2011.8
一般 戦場からの手紙 三和　三級∥編著 里文出版 2012.1
一般 誰も戦争を教えてくれなかった 古市　憲寿∥著 講談社 2013.8
一般 そして、メディアは日本を戦争に導いた 半藤  一利∥著 東洋経済新報社 2013.1
一般 昭和時代 戦前・戦中期 読売新聞昭和時代プロジェクト∥著 中央公論新社 2014.7
一般 長崎に生きる 渡辺  千恵子∥著 新日本出版社 2015.3
一般 日本空襲の全貌 平塚  柾緒∥編著 洋泉社 2015.3
一般 知っていますか？日本の戦争 久保田  貢∥著 新日本出版社 2015.4
一般 昭和時代 敗戦・占領・独立 読売新聞昭和時代プロジェクト∥著 中央公論新社 2015.5
一般 或る傍観者の記録 鷲見  豊三郎∥著 東京新聞 2015.4
一般 教科書には載っていない太平洋戦争の謎 日本軍の謎検証委員会∥編 彩図社 2015.1
一般 昭和天皇玉音放送 川上  和久∥解説  著 あさ出版 2015.6
一般 原爆の惨禍 蜂谷  道彦∥著 原書房 2015.7
一般 ヒロシマ 1949 那須  正幹∥〔著〕 ポプラ社 2015.6
一般 ヒロシマ 1960 那須  正幹∥〔著〕 ポプラ社 2015.6
一般 ヒロシマ 1977 那須  正幹∥〔著〕 ポプラ社 2015.6
一般 戦場体験者沈黙の記録 保阪  正康∥著 筑摩書房 2015.7
一般 日本は本当に戦争する国になるのか？ 池上  彰∥著 ＳＢクリエイティブ 2015.12
一般 戦艦「大和」副砲長が語る真実 深井  俊之助∥著 宝島社 2016.4
一般 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 2016.8
一般 戦地からの最期の手紙 将口  泰浩∥著 海竜社 2016.8
一般 語り遺す戦場のリアル 共同通信「戦争証言」取材班∥編 岩波書店 2016.7
一般 プロパガンダ・ポスターにみる日本の戦争 田島  奈都子∥編著 勉誠出版 2016.7
一般 戦争まで 加藤  陽子∥著 朝日出版社 2016.8
一般 オバマへの手紙 三山  秀昭∥著 文芸春秋 2016.9
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一般 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー  ビナード∥編著 小学館 2017.4
児童 折り鶴の少女 たいら／まさお∥著 偕成社 1988.8
児童 白旗の少女 比嘉／富子∥著 講談社 1989.4
児童 平和の木 長崎／源之助∥著 童心社 1990.3
児童 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 1995.7
児童 原爆ドームの祈り 長谷川／敬∥文 講談社 1995.7
児童 ナガサキに翔ぶ 山脇／あさ子∥著 新日本出版社 1996.7
児童 ちいちゃんのかげおくり あまん／きみこ∥作 あかね書房 1982.8
児童 わたしはひろがる 岸／武雄∥詩 小峰書店 1994.7
児童 ヒロシマ、八月、炎の鎮魂歌（レクイエム） 大野／允子∥作 ポプラ社 1998.7
児童 おはじきの木 あまん／きみこ∥作 あかね書房 1999.12
児童 えんぴつびな 長崎／源之助∥作 金の星社 1984.2
児童 １５歳のナガサキ原爆 渡辺／浩∥著 岩波書店 2002.11
児童 ピカドン 講談社 2003.7
児童 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 2005.6
児童 つる エリナー・コア∥文 日本図書センター 2005.6
児童 私は「蟻の兵隊」だった 奥村　和一∥著 岩波書店 2006.6
児童 いわたくんちのおばあちゃん 天野　夏美∥作 主婦の友社 2006.8
児童 ヒロシマのピアノ 指田　和子∥文 文研出版 2007.7
児童 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川  義史∥作  絵 教育画劇 2007.7
児童 若い人に語る戦争と日本人 保阪　正康∥著 筑摩書房 2008.7
児童 なぜ戦争はよくないか アリス　ウォーカー∥文 偕成社 2008.12
児童 戦争を止めたい 豊田　直巳∥著 岩波書店 2009.4
児童 平和ってなんだろう 足立　力也∥著 岩波書店 2009.5
児童 平和をつくった世界の２０人 ケン　ベラー∥著 岩波書店 2009.11
児童 戦争のなかの京都 中西　宏次∥著 岩波書店 2009.12
児童 １５歳の東京大空襲 半藤　一利∥著 筑摩書房 2010.2
児童 歩いて見た太平洋戦争の島々 安島　太佳由∥著 岩波書店 2010.4
児童 奇跡のプレイボール 大社　充∥著 金の星社 2009.12
児童 戦争の時代の子どもたち 吉村　文成∥著 岩波書店 2010.7
児童 海をわたる被爆ピアノ 矢川　光則∥著 講談社 2010.7
児童 火垂るの墓 野坂　昭如∥著 ポプラ社 2006.7
児童 なぜ世界には戦争があるんだろう。どうして人はあらそうの？ ミリアム　ルヴォー　ダロンヌ∥文 岩崎書店 2011.4
児童 ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 田口　ランディ∥著 筑摩書房 2011.9
児童 いのち運んだナゾの地下鉄 野田　道子∥作 毎日新聞社 2012.2
児童 平和をねがう「原爆の図」 楠木　しげお∥著 銀の鈴社 2012.3
児童 奇跡はつばさに乗って 源　和子∥著 講談社 2013.7
児童 禎子の千羽鶴 佐々木　雅弘∥著 学研パブリッシング 2013.7
児童 兎の眼 灰谷　健次郎∥作 角川書店 2013.6
児童 戦火と死の島に生きる 菅野　静子∥著 偕成社 2013.8
児童 戦後日本史の考え方・学び方 成田　竜一∥著 河出書房新社 2013.8
児童 まちんと 松谷／みよ子∥文 偕成社 1983.8
児童 せんそう 塚本  千恵子∥文 東京書籍 2014.3
児童 戦争するってどんなこと？ Ｃ．ダグラス  ラミス∥著 平凡社 2014.7
児童 ぼくが見た太平洋戦争 宗田  理∥著 ＰＨＰ研究所 2014.8
児童 ひがん花の赤いじゅうたん 宮内  純子∥著 くもん出版 2014.12
児童 おじいちゃんが孫に語る戦争 田原  総一朗∥作 講談社 2015.4
児童 世界を平和にするためのささやかな提案 池沢  春菜∥著 河出書房新社 2015.5
児童 ヒロシマ８月６日、少年の見た空 井上  こみち∥文 学研教育出版 2015.5
児童 １３歳の少女が見た沖縄戦 安田  未知子∥著 ＷＡＶＥ出版 2015.6
児童 一つの花  ヒロシマの歌 今西  祐行∥作 集英社 2015.7
児童 １４歳からの戦争のリアル 雨宮  処凛∥著 河出書房新社 2015.7
児童 わたしが子どものころ戦争があった 野上  暁∥編 理論社 2015.8
児童 わたしの「やめて」 自由と平和のための京大有志の会声明書〈こども語訳〉∥文 朝日新聞出版 2015.9
児童 あんずの木の下で 小手鞠  るい∥著 原書房 2015.7
児童 戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原  重明∥著 小学館 2015.9
児童 ぼうさまになったからす 松谷／みよ子∥文 偕成社 1989
児童 とうろうながし 松谷／みよ子∥文 偕成社 1985.6
児童 ほんとうにあった戦争と平和の話 野上  暁∥監修 講談社 2016.6
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児童 朝の別れを 大野  允子∥著 ポプラ社 2001.7
児童 東京大空襲を忘れない 瀧井 宏臣∥著 講談社 2015.2
児童 歴史に「何を」学ぶのか 半藤 一利∥著 筑摩書房 2017.8
児童 平和をつくるを仕事にする 鬼丸 昌也∥著 筑摩書房 2018.3
郷土 修羅 福井県原爆被害者団体協議会／編集 福井県原爆被害者団体協議会 1995.08
郷土 荒涼たる酷寒の果てに 河合  清／著 河合清 1985
郷土 アカシヤよ、さらば　さくら咲く祖国へ 岡田  よし子／著 岡田よし子 1988
郷土 あれから４０年 布施田  広義／著 布施田広義 1986
郷土 リラの花と戦争 戸泉  米子／著 福井新聞社 1998.5
郷土 県都ふくいの空襲被災体験 福井空襲をかたりつたえる会／編 ゆきのした文化協会 1972
郷土 お母さん命の灯をありがとう 福井県教職員組合／編 福井県教職員組合 1983.8
郷土 福井空襲・午前一時 稲木  信夫∥著 ゆきのした文化協会 1975.7
郷土 福井空襲 福井空襲をかたりつたえる会体験記 ゆきのした文化協会 1972
郷土 炎と轟音のなかで 創価学会青年部反戦出版委員会∥編 第三文明社 1981.8
郷土 母ちゃんが流れた川 兼多  遥∥著 学研 2001.5
郷土 大東亜戦争グアム島戦体験記 高木　斎／編集 池田町：高木　斎 200406
郷土 平和よ永遠なれ女たちの福井空襲 ふくいの女性を考える会／編 ふくいの女性を考える会 1985
郷土 おばあちゃんのランドセル 池田／晴子∥著 新風舎 2005.2
郷土 空襲とかくれんぼ 福井県教職員組合／編 福井県教職員組合 1983.7
郷土 消えぬ記憶 大森喜代男／著 2007.9
郷土 おじいちゃんおばあちゃんからの伝言集 岡本地区自治振興会／編 岡本地区自治振興会 2010.3
郷土 我が従軍記 笠原  文一／著者 [笠原  文一] 1979
郷土 大陸の花嫁 井筒　紀久枝∥著 岩波書店 2004.1
郷土 東浦のおじいちゃん、おばあちゃんが語る戦争体験 第２集 東浦公民館／企画・編集 東浦公民館 2007.6
郷土 トラック島戦記 木水  育男／著 1998.8
郷土 空襲体験記 柴田  亮俊∥著 柴田亮俊 2017.5
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