
げんばく 

    戦争がわかる本 

 

◆『戦争とくらしの事典』 

ポプラ社 （Ｊ210/ｾﾝ 児童室） 

◆『せんそうってなんだったの？』全 8 巻 

田代脩∥監修 学研  

(Ｊ210/ｾﾝ/1～8 児童室） 

 ◆『わたしたちの戦争体験』全 10 巻 

   田代脩∥監修 学研 

(Ｊ210/ﾜﾀ/1～10 児童室） 

◆『15 歳のナガサキ原爆』 

渡辺浩∥著 岩波書店  

(Ｊ319/ﾜﾀ 児童室） 

    原爆のおはなし 

 

◆『広島長崎からの伝言』 

 大川悦生∥編著 岩崎書店 

(Ｊ916/ｺｳ/44 児童室） 

◆『折り鶴の少女』 

たいらまさお∥著 偕成社 

（Ｊ915 ﾁﾕｳ/76 書庫） 

◆『わたしがちいさかったときに』 

長田新∥編 童心社 (Ｊ916/ﾜﾀ 書庫） 

 ◆『ひろしまのぴか』 

丸木俊∥え・文 小峰書店 

(Ｊ913/ﾃｲ 653 書庫） 
◆『ヒロシマに原爆がおとされたとき』  

         大道 あや∥著 (ｴﾎﾝ/ﾀﾞ 児童室） 

     

もっとくわしく知りたい人は 

 大人むけの本を読んでみよう。 

  

◆『なみだのファインダー』 

松重美人∥著 ぎょうせい 

（210.75/マﾂ 一般開架） 

◆『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       

（210.75/ﾉﾓ 一般開架） 

◆『ユネスコ世界遺産 原爆ドーム』 
中国新聞社 

（319.8/ﾕﾈ 一般開架） 

◆『原爆の絵』 
広島平和記念資料館∥編 岩波書店 

（319.8/ｹﾞﾝ 一般開架） 

 

インターネットで調べよう 

     
（最終確認日 2017.5.8） 

◆「キッズ平和ステーション ヒロシマ」 

  アニメーションや図解で、平和につい

て学びます。 

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/kids/ 

 

◆「キッズ平和ながさき」 

デジタル紙芝居やクイズもあります。 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/peace/japanese/kids/ 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

 

広島
ひろしま

と長崎
ながさき

に落とされた原子
げ ん し

爆弾
ばくだん

。戦争
せんそう

をわすれず、くりか

えさないために学びましょう。 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 



 

『人類初の核攻撃』 

安斎育郎∥文・監修 新日本出版社 

（J210/ｶﾀ/5） 

『広島平和記念資料館と 

戦跡めぐり』 

佐藤広基∥絵・文 汐文社 

     （J210/ｻﾄ/1） 

『絵で読む広島の原爆』 

那須正幹∥文 西村繁男∥絵 

福音館書店（J319/ｺｳ 4） 

まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

  

 

もっとカギを見つけたいときは、 

じてんを開いてみよう。 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『アジア・太平洋戦争』 

   ポプラ社 （JR210/ｱｼ） 

＊借りられるものもあります。 

 

   説明文のなかから、心に残ったこと

ばをひろってごらん―。それもキー

ワード。 

 
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

太平洋戦争 核兵器
かくへいき

  被
ひ

ばく 

原爆ドーム  キノコ雲 放射能 

ピカドン 黒い雨 原爆しょう  

平和運動  
 

 OPAC
け ん さ く き

でけんさく 

本をさがそう！ 

          

 

 

 

生きのびた人から聞い

た原爆の前の広島の様 

子、原爆が落とされた後が絵でえがかれて

います。また調べ学習に役立つ資料もたく

さんのっています。 

 

 

 

 

 

 

いっしゅんで消えた広島

の町には、多くの人が生活 

した、しょうこが残されました。『長崎平和

記念資料館と戦跡めぐり』もあります。 

 

 

              

 

日本に投下された人類初の 

核兵器。多くの命がうばわれ

ました。核のない平和な世 

界をつくるために、被ばくとはなにかを学び

ましょう。 

       

 

 

 

 

被ばくした人は、戦争の後 

どのように生きてきたので

しょうか。戦争が終わっても、心と体に 

深いキズがのこっています。6 人の被ばく

者の声に耳をかたむけてください。 

 

 

 

 

 

 

被ばく者やその家族の言葉を 

しょうかいしながら、長崎に 

投下された原爆を考えます。 

広島編の『あの日、家族が消えた！』もあ

ります。 
 

 

   

 

 
 

戦争はなぜおき、原爆とは

なんだったのか。たくさん

の写真とイラスト、資料で 

時代をたどりながら、戦争について調べる

ことができるシリーズです。 

 

『目でみる戦争とくらし百科』 

（全 5 巻）早乙女勝元∥監修 

日本図書センター（J210/ﾒﾃﾞ/1～５） 

『天主堂も友達も消えた！』 

安斎育郎∥文・監修 新日本出版社 

（Ｊ319/ｶﾀ/2）  

ひばくしゃ 

『被爆者―60 年目のことば』 

会田法行∥写真・文 ポプラ社 

（Ｊ319/ｱｲ）  
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◆『折り鶴の少女』 

たいらまさお∥著 偕成社 
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松重美人∥著 ぎょうせい 
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黒古一夫∥編 日本図書センター       

（210.75/ﾉﾓ 一般開架） 

◆『ユネスコ世界遺産 原爆ドーム』 
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インターネットで調べよう 

     
（最終確認日 2017.5.8） 

◆「キッズ平和ステーション ヒロシマ」 

  アニメーションや図解で、平和につい

て学びます。 

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/kids/ 

 

◆「キッズ平和ながさき」 

デジタル紙芝居やクイズもあります。 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/peace/japanese/kids/ 
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