
戦争～広島・長崎・沖縄～（高学年向け）

資料名 副書名／巻名 著者名 出版者 請求記号 資料コード

1
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　1

天からふってきた悪魔 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社 J 210/ｱﾝ/1 1301510549

2
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　2

キノコ雲の下で起きたこ
と

安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社 J 210/ｱﾝ/2 1301510556

3
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　3

歴史を未来にいかす 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社 J 210/ｱﾝ/3 1301510564

4
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　4

核兵器とはどういうもの
か

安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社 J 210/ｱﾝ/4 1301510572

5
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　5

平和についてかんがえ
る

安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社 J 210/ｱﾝ/5 1301510580

6 いしぶみ　新装版
広島二中一年生全滅の
記録

広島テレビ放送∥編 ポプラ社 J 210/ｲｼ/ 1301510101

7
語り伝える空襲　第5巻　ビジュ
アルブック

人類初の核攻撃 安斎　育郎∥文　監修 新日本出版社 J 210 /ｶﾀ /5 1301510119

8 シリーズ戦争孤児　3 沖縄の戦争孤児 - 汐文社 J 210 /ｼﾘ /3 1301510127

9
平和学習に役立つ戦跡ガイド
1

ヒロシマ
平和学習に役立つ戦跡ガ
イド編集委員会∥編

汐文社 J 210 /ﾍｲ /1 1301511836

10
平和学習に役立つ戦跡ガイド
2

ナガサキ
平和学習に役立つ戦跡ガ
イド編集委員会∥編

汐文社 J 210 /ﾍｲ /2 1301510135

11
平和学習に役立つ戦跡ガイド
3

オキナワ
平和学習に役立つ戦跡ガ
イド編集委員会編

汐文社 J 210 /ﾍｲ /3 1301510143

12 平和を考える戦争遺物　4 沖縄戦と米軍占領 - 汐文社 J 210 /ﾍｲ /4 1301525117

13 平和を考える戦争遺物　5 広島・長崎・空襲 - 汐文社 J 210 /ﾍｲ /5 1301525125

14 わたしたちの戦争体験　6 沖縄 田代　脩∥監修 学研教育出版 J 210 /ﾜﾀ /6 1301510150

15 わたしたちの戦争体験　7 原爆 田代　脩∥監修 学研教育出版 J 210 /ﾜﾀ /7 1301510168

16
語り伝える沖縄　第1巻　ビジュ
アルブック

沖縄のいま、むかし 安齋　育郎∥文　監修 新日本出版社 J 219 /ｶﾀ /1 1301510176

17
語り伝える沖縄　第2巻　ビジュ
アルブック

沖縄戦はなぜおきた？ 安斎　育郎∥文　監修 新日本出版社 J 219 /ｶﾀ /2 1301510184

18
語り伝える沖縄　第3巻　ビジュ
アルブック

島ぐるみの悲劇の戦争 安斎　育郎∥文　監修 新日本出版社 J 219 /ｶﾀ /3 1301510192

19
語り伝える沖縄　第5巻　ビジュ
アルブック

命どぅ宝のこころ 安斎　育郎∥文　監修 新日本出版社 J 219 /ｶﾀ /5 1301510200

20 わたしの沖縄戦　1 「集団自決」なぜ 行田　稔彦∥著 新日本出版社 J 219 /ｺｳ /1 1301510218

21 わたしの沖縄戦　2 ガマ（洞窟）であったこと 行田　稔彦∥著 新日本出版社 J 219 /ｺｳ /2 1301510226

22 わたしの沖縄戦　3 弾雨の中で 行田　稔彦∥著 新日本出版社 J 219 /ｺｳ /3 1301510234

23 わたしの沖縄戦　4 摩文仁の丘に立ち 行田　稔彦∥著 新日本出版社 J 219 /ｺｳ /4 1301510242

24 ガマ　遺品たちが物語る沖縄戦 - 豊田　正義∥著 講談社 J 219 /ﾄﾖ / 1301511794

25 平和のバトンをつないで
広島と長崎の二重被爆者・
山口彊さんからの伝言

池田 まき子∥著 WAVE出版 J /289 /ﾔﾏ / 1301510259

26 被爆者 60年目のことば 会田　法行∥写真・文 ポプラ社 J 319 /ｱｲ / 1301510267

27
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ
第1巻　ビジュアルブック

あの日、家族が消え
た！

安斎　育郎∥文　監修 新日本出版社 J 319 /ｶﾀ /1 1301510275

28
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ
第3巻　ビジュアルブック

原爆はなぜ落とされた
のか？

安斎　育郎∥文　監修 新日本出版社 J 319 /ｶﾀ /3 1301510283

29
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ
第4巻　ビジュアルブック

あの日を忘れない 安斎　育郎∥文　監修 新日本出版社 J 319 /ｶﾀ /4 1301510291

30 ヒロシマのいのち - 指田 和∥著 文研出版 J 319/ｻｼ/ 1301510309

31 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 J 319 /ﾅｽ / 1301510317

32 禎子の千羽鶴 -
佐々木 雅弘∥著
くまおり 純∥装画

学研パブリッシング J 916/ｻｻ/ 1301510440

33 ぼくは満員電車で原爆を浴びた
11歳の少年が生きぬい
たヒロシマ

米澤　鐡志∥語り 小学館 J 916 /ﾖﾈ / 1301510457


