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展示期間：令和元年7月27日～8月31日

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
はらっぱ 戦争・大空襲・戦後…
いま（童心社の絵本） 西村 繁男/画 童心社 1997.2 /210.7/ｶﾝ/ 1200453114

2
つるちゃん おきなわ・メッセージ

金城 明美/ぶん・え
絵本『つるちゃん』
を出版する会

1997.4 /210.7/ｷﾝ/ 0210044462

3
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 2006.6 /210.7/ｺﾄ/ 0210420286

4
赤ちゃんと母(ママ)の火の夜

早乙女 勝元／作 新日本出版社 2018.2 /210.7/ｻｵ/ 0210811692

5
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 田代 脩/監修 学研教育出版 2013.7 /210.7/ｾﾝ/ 1201543392

6
わらってお母さん

たから さき/文 クリエイティブ21 2004.8 /210.7/ﾀｶ/ 0210380357

7
おじいちゃんが孫に語る戦争

田原 総一朗/作 講談社 2015.4 /210.7/ﾀﾊ/ 0210753684

8
せんそう 昭和20年3月10日東京
大空襲のこと 塚本 千恵子/文 東京書籍 2014.3 /210.7/ﾂｶ/ 1201594684

9
悲しい対馬丸の話 命こそ大切

久野 登久子/文 フレーベル館 2009.7 /210.7/ﾋｻ/ 0210493615

10
被爆者 [正] 60年目のことば（シ
リーズ自然いのちひと） 会田 法行/写真・文 ポプラ社 2005.7 /319.8/ｱｲ/ 0210026383

11
被爆者 続 70年目の出会い（シ
リーズ・自然いのちひと） 会田 法行／写真・文 ポプラ社 2015.7 /319.8/ｱｲ/2 0210759682

12
戦争を平和にかえる法 “紛争解
決入門"の巻

ルイズ・アームストロン
グ/ぶん

河出書房新社 2009.3 /319.8/ｱﾑ/ 0210484926

13
はたらく地雷探知犬（講談社青
い鳥文庫） 大塚 敦子/文・写真 講談社 2011.7 /319.8/ｵｵ/ 1201378682

14
きみに聞いてほしい 広島に来た
大統領 [バラク・オバマ／述]

リンダパブリッ
シャーズ

2016.12 /319.8/ｵﾊ/ 0210790423

15
いのりの石 ヒロシマ・平和への
いのり こやま 峰子/文 フレーベル館 2015.6 /319.8/ｺﾔ/ 0210756810

16
だれのこどももころさせない

西郷 南海子／文 かもがわ出版 2017.4 /319.8/ｻｲ/ 0210798378

17
ヒロシマのいのち（文研じゅべ
にーる） 指田 和／著 文研出版 2017.7 /319.8/ｻｼ/ 1201760657

18
左手がなくてもぼくは負けない! カンボ
ジア、地雷と子どもたち（戦争ノンフィク
ション）

高橋 うらら/文 学研教育出版 2009.10 /319.8/ﾀｶ/ 0210497777

19
へいわってどんなこと?（日・中・
韓平和絵本） 浜田 桂子/作 童心社 2011.4 /319.8/ﾊﾏ/ 1201359484

20
ドームがたり（未来への記憶） アーサー・ビナード／

作
玉川大学出版部 2017.3 /319.8/ﾋﾅ/ 0210795751

戦争の本から平和を考える　ブックリスト
世界中では、戦争や紛争、テロなどがひっきりなしに起こっています。戦争が生み出した悲劇を見つめなおし、現在も起こってい
る戦争や紛争について学ぶことが、よりよい未来を作るために重要です。
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21
奇跡はつばさに乗って（世の中
への扉） 源 和子/著 講談社 2013.7 /319.8/ﾐﾅ/ 0210615893

22
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?（10代の哲学さ
んぽ）

ミリアム・ルヴォー・ダ
ロンヌ/文

岩崎書店 2011.4 /319.8/ﾙｳ/ 0210539275

23
わたしの「やめて」 戦争と平和を
見つめる絵本

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 /319.8/ﾜﾀ/ 1201627005

24
日本国憲法ってなに? 3 平和は
自分らしく生きるための基本 伊藤 真／著 新日本出版社 2017.7 /323.1/ｲﾄ/3 0210802383

25
いまこそ知りたい!みんなでまな
ぶ日本国憲法 3 平和主義

明日の自由を守る若手
弁護士の会／編・著

ポプラ社 2016.4 /323.1/ｲﾏ/3 1201645189

26
シリーズ憲法9条 第2巻 平和を
求めた人びと 歴史教育者協議会/編 汐文社 2005.12 /323.1/ｼﾘ/2 0210218630

27
たのしくわかる日本国憲法 3 戦
争と平和主義 岩崎書店 1996.4 /323.1/ﾀﾉ/ 0210030615

28
平和・環境・歴史を考える国境の
本 増補改訂版 2 日本の国境 池上 彰/監修 岩崎書店 2013.4 /329.2/ﾍｲ/2 1200610911

29
キノコ雲に追われて 二重被爆者
9人の証言 ロバート・トランブル/著 あすなろ書房 2010.7 /369.3/ﾄﾗ/ 0210522283

30
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ ビジュア
ルブック 第2巻 天主堂も友達も消え
た！

安斎 育郎/文 監修 新日本出版社 2004.10 /391.2/ｱﾝ/2 0210389451

31
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ ビジュア
ルブック 第5巻 平和をひろげよう 安斎 育郎/文 監修 新日本出版社 2004.12 /391.2/ｱﾝ/5 0210394773

32
アトムの時代

美術出版社/編 美術出版社 1994.7 /391.2/ｳｴ/ 0200265997

33
ひーちゃんはいった 広島の少女たち
の遺書（ポプラ社の創作文学） 大野 允子/〔著〕 ポプラ社 1977 /391.2/ｵｵ/ 0200266071

34
語りつぐ戦争体験 続 1 原爆予
告をきいた

日本児童文学者協会/
編

草土文化 1983.8 /391.2/ｶﾀ/ 0200280163

35
ローズ・ブランチュ（世界・平和の
絵本シリーズ）

ロベルト・イノセンティ/
絵

平和のアトリエ 1990.3 /391.2/ｶﾂ/ 0210058331

36
白バラはどこに（詩人が贈る絵
本） ガラーツ/[著] みすず書房 2000.9 /391.2/ｶﾂ/ 0210087625

37
原子雲を見た子どもたち（長崎
の原爆シリーズ） 坂口 便/作 あらき書店 1981.7 /391.2/ｻｶ/1 0200333968

38
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 1 生活 田代 脩/監修 学研 2007.2 /391.2/ｾﾝ/1 0210434856

39
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 2 遊び 田代 脩/監修 学研 2007.2 /391.2/ｾﾝ/2 0210434864

40
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 3 家族 田代 脩/監修 学研 2007.2 /391.2/ｾﾝ/3 0210434872

41
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 4 学校 田代 脩/監修 学研 2007.2 /391.2/ｾﾝ/4 0210434880

42
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 5 戦場 田代 脩/監修 学研 2007.2 /391.2/ｾﾝ/5 0210434899

43
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 6 空襲 田代 脩/監修 学研 2007.2 /391.2/ｾﾝ/6 0210434902

44
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 7 空襲 田代 脩/監修 学研 2007.2 /391.2/ｾﾝ/7 0210627085

45
せんそうってなんだったの? 語り
つぎお話絵本 8 戦後 田代 脩/監修 学研 2007.2 /391.2/ｾﾝ/8 0210434929
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46
絵で読む広島の原爆（かがくの
ほん） 那須 正幹/文 福音館書店 1995.3 /391.2/ﾅｽ/ 0200459040

47
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 /391/ｱﾏ/ 0210422726

48
バラのぜんゆうさん ゆめ追う反
戦地主（沖縄平和絵本シリーズ） 芝 憲子/文 汐文社 1998.3 /391/ｼﾊ/ 0210116501

49
つつみのおひなっこ 仙台空襲も
のがたり のもと かずこ/作 仙台文化出版社 1980.7 /391/ﾉﾓ/ 0200642707

50
弟をかえして 愛からの手紙（沖
縄平和絵本シリーズ） 宮良 作/文 汐文社 1998.3 /391/ﾐﾔ/ 0210115874

51
クラウディアのいのり（絵本のお
もちゃばこ） 村尾 靖子/文 ポプラ社 2008.7 /391/ﾑﾗ/ 0210468386

52
ピアノは知っている 月光の夏

毛利 恒之/原作・文 自由国民社 2004.8 /391/ﾓｳ/ 0210384190

53
音が消えた時 絵本

森本 マリア/著 吉備人出版 1999.5 /391/ﾓﾘ/ 0210087064

54
いのち わたし、画学生さんのぶ
んまで生きる（「約束」シリーズ） 窪島 誠一郎/作 アリス館 2011.6 /720.6/ｸﾎ/ 0210543469

55
禎子の千羽鶴（戦争ノンフィク
ション） 佐々木 雅弘／著 学研プラス 2013.7 /916/ｻｻｷ/ 0210615974

56
飛べ!千羽づる ヒロシマの少女佐々木
禎子さんの記録（講談社青い鳥文庫） 手島 悠介/作 講談社 2015.7 /916/ﾃｼﾏ/ 0210757906

57
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

アネ=ルト・ウェルトハイ
ム／文

徳間書店 2018.6 /949/ｳｴﾙ/ 1201857644

58
ちいちゃんのかげおくり（あかね
創作えほん） あまん きみこ/作 あかね書房 1982.8 CE/913/ｳｴ/ 1200166815

59
せかいいちうつくしいぼくの村
（えほんはともだち） 小林 豊/作・絵 ポプラ社 1995.12 CE/913/ｺﾊ/ 1200329587

60
一つの花（おはなし名作絵本）

今西 祐行/文 ポプラ社 1977 CE/913/ｽｽ/ 1200893509

61
チロヌップのきつね たかはし ひろゆき/文・

絵
金の星社 1980 CE/913/ﾀｶ/ 1201858311

62
よしこがもえた

たかとう 匡子/作 新日本出版社 2012.6 CE/913/ﾀｼ/ 1201499751

63
ぼくのこえがきこえますか（日・
中・韓平和絵本） 田島 征三/作 童心社 2012.6 CE/913/ﾀｼ/ 1201502067

64
まちんと（新編・絵本平和のため
に） 松谷 みよ子/文 偕成社 1989 CE/913/ﾂｶ/ 1200417598

65
おかあさんの紙びな（創作絵本）

長崎 源之助/作 岩崎書店 1976.2 CE/913/ﾔﾏ/ 1201908512

66
ひろしまのピカ（記録のえほん）

丸木 俊／文・絵 小峰書店 1980.6 CE/916/ﾏﾙ/ 1200139911

67
MY HIROSHIMA

森本 順子/著 ブッキング 2006.7 CE/916/ﾓﾘ/ 1201005764

68
動物会議（大型絵本） エーリヒ・ケストナー

/[原作]
岩波書店 1999.11 CE/94/ﾄﾘ/ 1200553939

69
わすれないで 第五福竜丸もの
がたり（絵本のおくりもの） 赤坂 三好/文・絵 金の星社 1989.3 E/913/ｱｶ/ 0200316940

70
戦火のなかの子どもたち（創作
絵本） 岩崎 ちひろ/作 岩崎書店 1978 E/913/ｲﾜ/ 0200326554
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71
ピンク色の雲 おばあちゃんのヒ
ロシマ 宇留賀 佳代子/文 てらいんく 2007.8 E/913/ｳﾙ/ 0210447516

72
長崎のふしぎな女の子（絵本・子
どもの世界） 大川 悦生/作 ポプラ社 1983.5 E/913/ｵｵ/ 0200044907

73
タケノコごはん（ポプラ社の絵
本） 大島 渚／文 ポプラ社 2015.8 E/913/ｵｵ/ 0210759968

74
ヒョウのハチ（ぴっかぴかえほ
ん） 門田 隆将／ぶん 小学館 2018.7 E/913/ｶﾄ/ 0210264802

75
わたしはひろがる（教室の絵本
シリーズ） 岸 武雄/作 子どもの未来社 2010.2 E/913/ｷｼ/ 0210504307

76
よっちゃんのビー玉 絵本

児玉 辰春/ぶん 新日本出版社 1996.7 E/913/ｺﾀ/ 0210004614

77
昭和二十年八さいの日記

佐木 隆三/文 石風社 2011.7 E/913/ｻｷ/ 0210545690

78
ヒロシマのピアノ（えほんのもり）

指田 和子/文 文研出版 2007.7 E/913/ｻｼ/ 0210446366

79
ヒロシマのいのちの水（えほんの
もり） 指田 和/文 文研出版 2009.5 E/913/ｻｼ/ 0210490071

80
海をわたったヒロシマの人形（え
ほんのもり） 指田 和/文 文研出版 2011.6 E/913/ｻｼ/ 0210544961

81
いきていたキジムナー（沖縄平
和絵本シリーズ） 島袋 あさこ/文 汐文社 1998.3 E/913/ｼﾏ/ 0210116498

82
オジィの海 沖縄・平和の絵本

尚子/作 新風舎 2007.6 E/913/ｼﾖ/ 0210444088

83
せんそうしない たにかわ しゅんたろう/

ぶん
講談社 2015.7 E/913/ﾀﾆ/ 0210758350

84
いえなかったありがとう（絵本・語
りつぐ戦争） 徳永 和子/文 葦書房 1981.8 E/913/ﾄｸ/ 0200026135

85
ひろったらっぱ

新美 南吉/作
にっけん教育出版
社

2003.8 E/913/ﾆｲ/ 0210360224

86
ピカッ!ドン!!はもうやめて!!! 世界中を平
和な笑顔でいっぱいにしたい 久野 登久子/文 フレーベル館 2010.7 E/913/ﾋｻ/ 0210522267

87
春姫という名前の赤ちゃん（日・
中・韓平和絵本） ピョン キジャ／文 童心社 2017.3 E/913/ﾋﾖ/ 0210796138

88
世界中のこどもたちが103 平和を作ろう!絵本作家

たちのアクション/著
講談社 2004.8 E/913/ﾍｲ/ 0210333987

89
白いからす

ほんま わか/作 自由国民社 2009.8 E/913/ﾎﾝ/ 0210494158

90
字のないはがき

向田 邦子／原作 小学館 2019.5 E/913/ﾑｺ/ 0210843586

91
わたしのヒロシマ

森本 順子/作・絵 金の星社 1988.8 E/913/ﾓﾘ/ 0200617958

92
あの夏の日

葉 祥明/絵・文 自由国民社 2000.7 E/913/ﾖｳ/ 0210153938

93
非武装地帯に春がくると（日・中・
韓平和絵本） イ オクベ/作 童心社 2011.4 E/92/ｵｸ/ 0210539445

94
とうきび（日・中・韓平和絵本）

クォン ジョンセン／詩 童心社 2016.6 E/92/ｸｵ/ 0210778008

95
火城 燃える町-1938（日・中・韓
平和絵本） 蔡 皋/文 童心社 2014.12 E/92/ﾂｱ/ 0210746173



オーテピア高知図書館 こどもコーナー　 2019.09

96
父さんたちが生きた日々（日・
中・韓平和絵本） 岑 龍／作 童心社 2016.3 E/92/ﾂｴ/ 0210656310

97
京劇がきえた日 秦淮河・一九三
七（日・中・韓平和絵本） 姚 紅/作 童心社 2011.4 E/92/ﾔｵ/ 0210539488

98
へいわのうた（講談社の翻訳絵
本） サム・ウィリアムズ/文 講談社 2006.2 E/93/ｳｲ/ 0210409410

99
大砲のなかのアヒル（特選世界
平和の絵本） ジョイ・コウレイ/文 平和のアトリエ 2002.7 E/93/ｺｳ/ 0210190469

100
おとうさんのちず

ユリ・シュルヴィッツ/作 あすなろ書房 2009.5 E/93/ｼﾕ/ 0210490063

101
じてんしゃのへいたいさん

アレン・セイ/さく・え 新世研 1998.6 E/93/ｾｲ/ 0210121777

102
きぼう こころひらくとき

ローレン・トンプソン/作 ほるぷ出版 2009.11 E/93/ﾄﾝ/ 0210500018

103
ねことねずみ愛のものがたり（特
選世界平和の絵本） ナネット・ニューマン/作 平和のアトリエ 2002.12 E/93/ﾆﾕ/ 0210196769

104
ピース・ブック

トッド・パール/作 童心社 2007.7 E/93/ﾊﾙ/ 0210446650

105
ぼくの犬（世界子ども平和図書
館） ジョン・ヘファナン/文 日本図書センター 2005.6 E/93/ﾍﾌ/ 0210023023

106
私はどこで生きていけばいいの?
（世界に生きる子どもたち）

ローズマリー・マカー
ニー／文

西村書店 2018.6 E/93/ﾏｶ/ 0210820780

107
せかいでいちばんつよい国

デビッド・マッキー/作 光村教育図書 2005.4 E/93/ﾏﾂ/ 0210018658

108
この本をかくして マーガレット・ワイルド

／文
岩崎書店 2017.6 E/93/ﾜｲ/ 0210800526

109
トラップ一家物語（特選世界平和
の絵本）

ハンス・ヴィルヘルム/
作

平和のアトリエ 2002.7 E/94/ｳｲ/ 0210189029

110
エリカ奇跡のいのち ルース・バンダー・ジー

/文
講談社 2004.7 E/94/ﾊﾝ/ 0210333030

111
アコーデオンひきのオーラ（世
界・平和の絵本シリーズ）

ラールス・フォッセル/
作

平和のアトリエ 1990.3 E/94/ﾌｵ/ 0200312723

112
こどもたちのはし（特選世界平和
の絵本） マックス・ボリガー/さく 平和のアトリエ 2002.10 E/94/ﾎﾘ/ 0210194898

113
廃墟のなかの結婚式（世界・平
和の絵本シリーズ） 岩倉 務/文 平和のアトリエ 1990.3 E/94/ﾏﾙ/ 0200618270

114
番号のいれずみ（世界・平和の
絵本シリーズ）

ジャン=ピエール・ヴィト
リ/作

平和のアトリエ 1990.3 E/95/ｳｲ/ 0200536567

115
コウノトリはどこへいく（講談社の
翻訳絵本）

アンドレア・ペトルリッ
ク・フセイノヴィッチ/作

講談社 2009.8 E/98/ﾌｾ/ 0210495480

116
ワシーリエフ島から来た少女（世
界・平和の絵本シリーズ）

ユーリー・ヤコブレフ/
作

平和のアトリエ 1990.3 E/98/ﾔｺ/ 0200655698

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）
〇「請求記号」とは、本の背に貼っているラベルに書いている記号のことで、本はこの「請求記号」にしたがって並べられています。

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オーテピア2階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


