
資料名 　著者名 　出版者

1 あなたは「三光作戦」を知っていますか 　 　坂倉 清∥著 　新日本出版社

2 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

3 子どもたちへ、今こそ伝える戦争 　 　長 新太∥[著] 　講談社

4 「できごと」と「くらし」から知る戦争の46か月 　 　大石 学∥監修 　学研プラス

5 ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド 　1 　佐藤 広基∥イラスト　文 　汐文社

6 ナイチンゲール 　 　早野 美智代∥文 　ポプラ社

7 マリア・モンテッソーリ 　 　国際モンテッソーリ教育101年祭実行委員会∥編 　てらいんく

8 ダイヤモンドより平和がほしい 　 　後藤 健二∥著 　汐文社

9 SDGsで見る現代の戦争 　 　伊勢崎 賢治∥監修 　学研プラス

10 聞かせて、おじいちゃん 　 　横田 明子∥著 　国土社

11 きみに聞いてほしい 　 　[バラク　オバマ∥述] 　リンダパブリッシャーズ

12 小型武器よさらば 　 　柳瀬 房子∥文 　小学館

13 これから戦場に向かいます 　 　山本 美香∥写真と文 　ポプラ社

14 13歳からの平和教室 　 　浅井 基文∥著 　かもがわ出版

15 地雷のあしあと 　 　こやま 峰子∥詩 　小学館

16 世界をみつめる目になって 　 　望月 正子∥著 　汐文社

17 戦争を取材する 　 　山本 美香∥著 　講談社

18 戦争体験を「語り」・「継ぐ」 　 　大石 学∥監修 　学研プラス

19 戦争なんか大きらい! 　 　子どもの本　九条の会∥著 　大月書店

20 戦争はなぜ起こるか 　 　佐藤 忠男∥著 　ポプラ社

21 PEACE AND MEわたしの平和 　 　アリ　ウィンター∥文 　かもがわ出版

22 平和の女神さまへ 平和ってなんですか? 　 　小手鞠 るい∥作 　講談社

23 写真絵本国境なき医師団 　2 　国境なき医師団日本∥監修 　大月書店

24 写真絵本国境なき医師団 　3 　国境なき医師団日本∥監修 　大月書店

25 できるぞ!NGO活動 　[3] 　石原 尚子∥著 　ほるぷ出版

26 平和・環境・歴史を考える国境の本 　4 　池上 彰∥監修 　岩崎書店

27 故郷の味は海をこえて 　 　安田 菜津紀∥著　写真 　ポプラ社

28 世界の子どもたちのためにユニセフ 　 　キャサリン　プライアー∥著 　ほるぷ出版

29 となりの難民 　 　織田 朝日∥著 　旬報社

30 ほんのすこしの勇気から 　 　日本国連HCR協会ボランティア　絵本プロジェクトチーム∥著 　求龍堂

31 ぼくが見たメサグランデ難民キャンプ 　 　大淵 喜隆∥文 写真 　偕成社

32 「未来」をください 　 　本間 浩∥監修 　小学館

33 難民と地雷 　[1] 　北川 直実∥編集 　草土文化

34 地雷の村で「寺子屋」づくり 　 　今関 信子∥著 　PHP研究所

35 ノーベル賞を知る 　4 　講談社∥編 　講談社

36 ロシアのごはん 　 　銀城 康子∥文 　農山漁村文化協会

37 国際理解にやくだつNHK地球たべもの大百科 　13 　谷川 彰英∥監修 　ポプラ社

38 世界のともだち 　35 　 　偕成社

39 きれいな絵なんかなかった 　 　アニタ　ローベル∥作 　ポプラ社

40 あの戦争のなかにぼくもいた 　 　石浜 みかる∥著 　国土社

41 戦争にいったうま 　 　いしい ゆみ∥作 　静山社

42 ヒロシマの歌 　 　今西 祐行∥作 　岩崎書店

43 ぼくと戦争の物語 　 　漆原 智良∥作 　フレーベル館

44 朝の別れを 　 　大野 允子∥著 　ポプラ社

45 おかあさんの木 　 　大川 悦生∥作 　ポプラ社

46 八月の少女たち 　 　大野 允子∥著 　新日本出版社

47 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

48 デイゴの花 　 　桜井 信夫∥文 　国土社

49 おなかにすんでいるパンのトゲ 　 　すずき たかこ∥作 　銀の鈴社

50 ヒロシマのいのちの歌 　 　鈴木 ゆき江∥作 　ひくまの出版

51 わが家は三畳の倉庫から 　 　すずき たかこ∥作 　銀の鈴社

52 あしたは晴れた空の下で 　 　中沢 晶子∥作 　汐文社

53 家も学校も焼けてしまった 　 　山下 文男∥作 　新日本出版社

54 時のむこうに 　 　山口 理∥作 　偕成社

55 ピカドン 　 　 　講談社

56 わたしが子どものころ戦争があった 　 　野上 暁∥編 　理論社

57 短編!ほんとうにあった感動物語 　5 　 　学研

58 娘よ、ここが長崎です 　 　筒井 茅乃∥作 　くもん出版

59 平和の木 　 　長崎 源之助∥著 　童心社
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60 悪魔の兵器・地雷 　 　名倉 睦生∥文 　ポプラ社

61 ここにいる 　 　あおき ひろえ∥作 　廣済堂あかつき

62 めをとじてみえるのは 　 　マック　バーネット∥ぶん 　評論社

63 海をわたった折り鶴 　 　石倉 欣二∥作 　小峰書店

64 心ってどこにあるのでしょう? 　 　こんの ひとみ∥作 　金の星社

65 戦火のなかの子どもたち 　 　岩崎 ちひろ∥作 　岩崎書店

66 エリカ奇跡のいのち 　 　ルース　バンダー　ジー∥文 　講談社

67 マララとイクバル 　 　ジャネット　ウィンター∥さく 　岩崎書店

68 ワンガリの平和の木 　 　ジャネット　ウィンター∥作 　BL出版

69 おはじきの木 　 　あまん きみこ∥作 　あかね書房

70 ちいちゃんのかげおくり 　 　あまん きみこ∥作 　あかね書房

71 さようなら、おばあちゃん 　 　メラニー　ウォルシュ∥さく 　ほるぷ出版

72 おかあさんのいのり 　 　武鹿 悦子∥さく 　岩崎書店

73 はとよひろしまの空を 　 　大川 悦生∥原作 　ポプラ社

74 びんぼうこびと 　 　内田 莉莎子∥再話 　福音館書店

75 平和の種をまく 　 　大塚 敦子∥写真　文 　岩崎書店

76 生きる 　 　谷川 俊太郎∥詩 　福音館書店

77 ふたりの約束 　 　プニーナ　ツヴィ∥文 　西村書店

78 おりづるの旅 　 　うみの しほ∥作 　PHP研究所

79 からだのなかにはなにがある? 　 　キム ヨンミョン∥文 　岩波書店

80 とうきび 　 　クォン ジョンセン∥詩 　童心社

81 りゅう子の白い旗 　 　新川 明∥文 　築地書館

82 アンネの木 　 　イレーヌ　コーエン=ジャンカ∥作 　くもん出版

83 おじいちゃんの手 　 　マーガレット　H.メイソン∥文 　光村教育図書

84 願いごとのえほん 　 　ローズアン　ソング∥文 　あすなろ書房

85 昭和二十年八さいの日記 　 　佐木 隆三∥文 　石風社

86 世界の難民の子どもたち 　1 　難民を助ける会∥監修 　ゆまに書房

87 世界の難民の子どもたち 　2 　難民を助ける会∥監修 　ゆまに書房

88 世界の難民の子どもたち 　3 　難民を助ける会∥監修 　ゆまに書房

89 世界の難民の子どもたち 　4 　難民を助ける会∥監修 　ゆまに書房

90 世界の難民の子どもたち 　5 　難民を助ける会∥監修 　ゆまに書房

91 どうしてかなしいの?/どこにいるの? 　 　マイケル　グレイニエツ∥さく 　ポプラ社

92 せんそうがやってきた日 　 　ニコラ　デイビス∥作 　鈴木出版

93 せかいいちうつくしいぼくの村 　 　小林 豊∥作　絵 　ポプラ社

94 わらのうし 　 　内田 莉莎子∥文 　福音館書店

95 ほたる 　 　山本 真理子∥作 　岩崎書店

96 わたしの手はおだやかです 　 　アマンダ　ハーン∥文 　ソニー・マガジンズ

97 ピカッ!ドン!!はもうやめて!!! 　 　久野 登久子∥文 　フレーベル館

98 ドームがたり 　 　アーサー　ビナード∥作 　玉川大学出版部

99 ヒロシマ消えたかぞく 　 　指田 和∥著 　ポプラ社

100 なきすぎてはいけない 　 　内田 麟太郎∥作 　岩崎書店

101 かわいそうなぞう 　 　つちや ゆきお∥ぶん 　金の星社

102 ぼくのこえがきこえますか 　 　田島 征三∥作 　童心社

103 ヒロシマに原爆がおとされたとき 　 　大道 あや∥著 　ポプラ社

104 ぼくはこころ 　 　アンドレ　ダーハン∥作 　学研

105 ぼくが5歳の子ども兵士だったとき 　 　ジェシカ　ディー　ハンフリーズ∥作 　汐文社

106 火城 　 　蔡 皋∥文 　童心社

107 ヒロシマのピアノ 　 　指田 和子∥文 　文研出版

108 ぼくはなにいろのネコ? 　 　ロジャー　デュボアザン∥さく 　子ども文庫の会

109 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ 　 　[ムヒカ∥述] 　汐文社

110 クロがいた夏 　 　中沢 啓治∥著 　DINO BOX

111 はだしのゲン 　 　中沢 啓治∥作　絵 　汐文社

112 いのちは見えるよ 　 　及川 和男∥作 　岩崎書店

113 字のないはがき 　 　向田 邦子∥原作 　小学館

114 へいわとせんそう 　 　たにかわ しゅんたろう∥ぶん 　ブロンズ新社

115 8月6日のこと 　 　中川 ひろたか∥文 　ハモニカブックス

116 へいわってすてきだね 　 　安里 有生∥詩 　ブロンズ新社

117 ぼくがラーメンたべてるとき 　 　長谷川 義史∥作 絵 　教育画劇
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118 へいわってどんなこと? 　 　浜田 桂子∥作 　童心社

119 ピカドンたけやぶ 　 　はら みちを∥作　絵 　岩崎書店

120 せんそう 　 　エリック　バトゥー∥作 　ほるぷ出版

121 せいめいのれきし 　 　バージニア　リー　バートン∥文　絵 　岩波書店

122 せいめいのれきし 　 　バージニア　リー　バートン∥文　絵 　岩波書店

123 なぜ戦争はよくないか 　 　アリス　ウォーカー∥文 　偕成社

124 ひろしまのエノキ 　 　長崎 源之助∥作 　童心社

125 くつの音が 　 　あさの あつこ∥作 　今人舎

126 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

127 マララの物語 　 　レベッカ　L.ジョージ∥文 　西村書店

128 なぜあらそうの? 　 　ニコライ　ポポフ∥作 　BL出版

129 彼の手は語りつぐ 　 　パトリシア　ポラッコ∥文と絵 　あすなろ書房

130 マララさんこんにちは 　 　ローズマリー　マカーニー∥文 　西村書店

131 海をわたったヒロシマの人形 　 　指田 和∥文 　文研出版

132 ぼくの犬 　 　ジョン　ヘファナン∥文 　日本図書センター

133 せんそうをはしりぬけた『かば』でんしゃ 　 　間瀬 なおかた∥作　絵 　ひさかたチャイルド

134 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

135 六にんの男たち 　 　デイビッド=マッキー∥作 　偕成社

136 おばあさんのしんぶん 　 　松本 春野∥文　絵 　講談社

137 ひろしまのピカ 　 　丸木 俊∥え　文 　小峰書店

138 ぞうれっしゃがやってきた 　 　小出 隆司∥作 　岩崎書店

139 なんみんってよばないで。 　 　ケイト　ミルナー∥さく 　合同出版

140 せんそうごっこ 　 　谷川 俊太郎∥文 　いそっぷ社

141 原爆の火 　 　岩崎 京子∥文 　新日本出版社

142 へいわのうた 　 　サム　ウィリアムズ∥文 　講談社

143 かものむすめ 　 　松谷 さやか∥訳 　福音館書店

144 おかあさんの紙びな 　 　長崎 源之助∥作 　岩崎書店

145 つる 　 　エリナー　コア∥文 　日本図書センター

146 サニーちゃん、シリアへ行く 　 　葉 祥明∥絵 　自由国民社

147 てぶくろ 　 　エウゲーニー　M　ラチョフ∥え 　福音館書店

148 杉原千畝と命のビザ 自由への道 　 　ケン　モチヅキ∥作 　汐文社

149 ひとりひとりのやさしさ 　 　ジャクリーン　ウッドソン∥文 　BL出版

150 アンナの赤いオーバー 　 　ハリエット　ジィーフェルト∥ぶん 　評論社

151 きみたちにおくるうた 　 　バラク　オバマ∥文 　明石書店


