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 題名 著者・訳者 出版社 請求記号 

1 いま、戦争と平和を考えてみる。 太宰 治[ほか] くもん出版 913/ﾀﾞｻ 

2 ビルマの竪琴 竹山 道雄 偕成社 913/ﾀｹ 

3 15歳の志願兵 大森 寿美男∥脚本 汐文社 913/ｵｵ 

4 ひめゆりの塔 石野 径一郎 講談社 B913.6/ｲｼ 

5 ぼんぼん  今江 祥智 岩波書店 913/ｲﾏ 

6 一九四一黄色い蝶  岩崎 京子 くもん出版 913/ｲﾜ 

7 光のうつしえ 廣島 ヒロシマ 広島  朽木 祥 講談社 913/ｸﾂ 

8 八月の光 失われた声に耳をすま

せて  

朽木 祥 小学館 913/ｸﾂ 

9 八月の光・あとかた  朽木 祥 小学館 B913.6/ｸﾂ 

10 少年 H 上・下  妹尾 河童 講談社 913/ｲﾓ 

11 少年たちの戦場  那須 正幹 新日本出版社 913/ﾅｽ 

12 ワタシゴト 14歳のひろしま  中澤 晶子 汐文社 913/ﾅｶ 

13 ぼくは風船爆弾  高橋 光子 潮出版社 913/ﾀｶ 

14 不死鳥少年 石田 衣良 毎日新聞出版 913.6/ｲｼ 

15 さとうきび畑の唄  遊川 和彦 汐文社 913/ﾕｶ 

16 ある晴れた夏の朝  小手鞠 るい 偕成社 913/ｺﾃ 

17 パンプキン! 模擬原爆の夏  令丈 ヒロ子 講談社 913/ﾚｲ 

18 トンネルの森 1945  角野 栄子 KADOKAWA 913.6/ｶﾄﾞ 

19 マレスケの虹  森川 成美 小峰書店 913/ﾓﾘ 

20 ガラスの梨 ちいやんの戦争  越水 利江子 ポプラ社 913/ｺｼ 

21 二十四の瞳  壺井 栄 偕成社 913/ﾂﾎﾞ 



 

 

 題名 著者・訳者 出版社 請求記号 

22 星砂物語  ロジャー パルバース 講談社 913.6/ﾊ 

23 凪の街 桜の国   こうの 史代 双葉社 913/ｺｳ 

24 少女と風船爆弾  日台 愛子 理論社 913/ﾋﾀ 

25 ソルハ  帚木 蓬生 あかね書房 913/ﾊﾊ 

26 青い目の人形 原田 一美 未知谷 913/ﾊﾗ 

27 ビルマはるかなる空へ  幅 房子 理論社 913/ﾊﾊ 

28 八月のサーカス  隅垣 健 京都新聞出版センター 913/ｽﾐ 

29 螢の唄  早乙女 勝元 新潮社 B913.6/

ｻｵ 

30 ヒロシマ日記  蜂谷 道彦 法政大学出版局 913/ﾊﾁ 

31 生かされて生きて 与那覇 百子 天理教道友社 916/ﾖﾅ 

32 わたしが子どものころ戦争があった 野上 暁∥編 理論社 916/ﾉｶ 

33 13歳の少女が見た沖縄戦 安田 未知子 WAVE出版 916/ﾔｽ 

34 ぼくが見た太平洋戦争  宗田 理 PHP研究所 916/ｿｳ 

35 15歳の東京大空襲  半藤 一利 筑摩書房 916/ﾊ 

36 対馬丸  大城 立裕 理論社 916/ｵｵ 

37 私は「蟻の兵隊」だった 奥村 和一 岩波書店 916/ｵｸ 

38 ヒロシマ、遺された九冊の日記帳 大野 允子 ポプラ社 916/ｵｵ 

39 流れる星は生きている  藤原 てい 偕成社 916/ﾌｼ 

40 この世界の片隅に こうの 史代 双葉社 913/ｺｳ 

41 見上げた空は青かった 小手鞠 るい 講談社 913/ｺﾃ 

     

 題名 著者・訳者 出版社 請求記号 

 84 マルカの長い旅 ミリヤム プレスラー 徳間書店 943/ﾌ 

85 アンネの日記 言葉だけが救

いだった 

小川 洋子 NHK出版 949.3/ｵ 

86 アントン 命の重さ エリザベート ツェラー 主婦の友社 943/ﾂ 

87 アンネの日記 アンネ フランク 文芸春秋 B949.3/

ﾌ 

88 アンネの日記 アンネ フランク 文芸春秋 949.3/ﾌ 

89 海の島  アニカ トール 新宿書房 949/ﾄ 

90 大海の光  アニカ トール 新宿書房 949/ﾄ 

91 睡蓮の池  アニカ トール 新宿書房 949/ﾄ 

92 海の深み  アニカ トール 新宿書房 949/ﾄ 

93 レーナの日記 エレーナ ムーヒナ みすず書房 985/ﾑ 

94 ぼくたちがギュンターを殺そう

とした日 

ヘルマン シュルツ 徳間書店 943/ｼ 

95 第八森の子どもたち エルス ペルフロム 福音館書店 949/ﾍ 

96 あのころフリードリヒはいた ハンスペーターリヒター 岩波書店 943/ﾘ 

97 若い兵士のとき ハンスペーターリヒター 岩波書店 943/ﾘ 

98 いのちは贈りもの フランシーヌ クリストフ 岩崎書店 956/ｸ 

 99 アウシュヴィッツの図書係 アントニオ G.イトゥルベ 集英社 963/ｲ 

100 マーシャの日記 マーシャ ロリニカイテ 新日本出版社 985/ﾛ 

101 14歳のアウシュヴィッツ アナ ノヴァク 白水社 993.7/ﾉ 



 

 題名 著者・訳者 出版社 請求記号 

42 走れ、走って逃げろ ウーリー オルレブ 岩波書店 929/ｵ 

43 父さんの手紙はぜんぶおぼえた タミ シェム=トヴ 岩波書店 929/ﾄ 

44 ファニー13歳の指揮官 ファニー ベン=アミ 岩波書店 929/ｱ 

45 わたしは日本軍「慰安婦」だった 李 容洙 新日本出版社 929/ﾘ 

46 砂のゲーム ウーリー オルレブ 岩崎書店 929/ｵ 

47 1945,鉄原 イ ヒョン 影書房 929.1/ｲ 

48 銀のロバ ソーニャ ハートネット 主婦の友社 933/ﾊ 

49 縞模様のパジャマの少年 ジョン ボイン 岩波書店 933/ﾎ 

50 ヒトラーと暮らした少年 ジョン ボイン あすなろ書房 933/ﾎ 

51 象使いティンの戦争 シンシア カドハタ 作品社 933/ｶ 

52 ブラッカムの爆撃機 ロバート ウェストール 岩波書店 933/ｳ 

53 青春のオフサイド ロバート ウェストール 徳間書店 933/ｳ 

54 海辺の王国 ロバート ウェストール 徳間書店 933/ｳ 

55 猫の帰還  ロバート ウェストール 徳間書店 933/ｳ 

56 弟の戦争  ロバート ウェストール 徳間書店 933/ｳ 

57 禁じられた約束 ロバート ウェストール 徳間書店 933/ｳ 

58 リフカの旅  カレン ヘス 理論社 933/ﾍ 

59 少年は戦場へ旅立った ゲイリー ポールセン あすなろ書房 933/ﾎ 

60 ヒットラーのカナリヤ サンディー トクスヴィグ 小峰書店 933/ﾄ 

61 ヒットラーのむすめ ジャッキー フレンチ 鈴木出版 933/ﾌ 

62 ぼくたちの砦 エリザベス レアード 評論社 933/ﾚ 

 題名 著者・訳者 出版社 請求記号 

63 戦場のオレンジ エリザベス レアード 評論社 933/ﾚ 

64 戦火の馬 マイケル モーパーゴ 評論社 933/ﾚ 

65 モーツァルトはおことわり マイケル モーパーゴ 岩崎書店 933/ﾓ 

66 フラミンゴボーイ マイケル モーパーゴ 小学館 933/ﾓ 

67 月にハミング マイケル モーパーゴ 小学館 933/ﾓ 

68 アーニャは、きっと来る マイケル モーパーゴ 評論社 933/ﾓ 

69 トンネルの向こうに マイケル モーパーゴ 小学館 933/ﾓ 

70 フラミンゴボーイ マイケル モーパーゴ 小学館 933/ﾓ 

71 トンネルの向こうに マイケル モーパーゴ 小学館 933/ﾓ 

72 明日をさがす旅 アラン グラッツ 福音館書店 933/ｸ 

73 ぼくたちに翼があったころ タミ・シェム＝トヴ 福音館書店 933/ﾄ 

74 ふたりの星 ロイス・ローリー 童話館出版 933/ﾛ 

75 銃声のやんだ朝に ジェイムズ リオーダン 徳間書店 933/ﾘ 

76 ホロコーストを逃れて ジェニー・ウィテリック 水声社 933.7/ｳ 

77 13歳のホロコースト エヴァ スローニム 亜紀書房 936/ｽ 

78 ヒトラーのはじめたゲーム アンドレア ウォーレン あすなろ書房 936/ｳ 

79 ヒトラーのはじめたゲーム アンドレア ウォーレン あすなろ書房 936/ｳ 

80 ヒロシマ ジョン ハーシー 法政大学出版局 936/ﾊ 

81 サウンド・オブ・ミュージック マリア  フォン  トラップ 文溪堂 936/ﾄ 

82 彼の名はヤン イリーナ コルシュノフ 徳間書店 943/ｺ 

83 風に向かっての旅 ペーター ヘルトリング 偕成社 943/ﾍ 


