
知立市図書館 テーマ別おすすめ本  

テーマ：戦争 

低学年 

またあしたあそぼうね 山下 ますみ／文  ささき みお／絵 E/ｻ 新日本出版社 2019 

字のないはがき 向田 邦子／原作  角田 光代／文  西 加奈子／絵 E/ﾆ 小学館 2019 

ヒョウのハチ 門田 隆将／ぶん  松成 真理子／え E/ﾏ 小学館 2018 

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 E/ﾏ ひさかたチャイルド 2018 

せんそうしない たにかわ しゅんたろう／ぶん  えがしら みちこ／え E/ｴ 講談社 2015 

タケノコごはん 大島 渚／文  伊藤 秀男／絵 E/ｲ ポプラ社 2015 

へいわってすてきだね 安里 有生／詩  長谷川 義史／画 E/ﾊ ブロンズ新社 2014 

せんそう 塚本 千恵子／文  塚本 やすし／絵 E/ﾂ 東京書籍 2014 

へいわってどんなこと? 浜田 桂子／作 E/ﾊ 童心社 2011 

だっこの木 宮川 ひろ／作  渡辺 洋二／絵 91/ﾐ 文溪堂 2011 

8 月 6 日のこと 中川 ひろたか／文  長谷川 義史／絵 E/ﾊ ハモニカブックス 2011 

ヒロシマのピアノ 指田 和子／文  坪谷 令子／絵 えほんのもり 文研出版 2007 

 

中学年 

さがしています アーサー・ビナード／作  岡倉 禎志／写真 31/ﾋﾞ 童心社 2012 

いのりの石 こやま 峰子／文  塚本 やすし／絵 E/ﾂ フレーベル館 2015 

いわたくんちのおばあちゃん 天野 夏美／作  はまの ゆか／絵 91/ｱ 主婦の友社 2006 

ミサコの被爆ピアノ 松谷 みよ子／文  木内 達朗／絵 91/ﾏ 講談社 2007 

海をわたった折り鶴 石倉 欣二／作 E/ｲ えほんひろば 2010 

3+6 の夏 中澤 晶子／作  ささめや ゆき／絵 91/ﾅ 汐文社 2015 

つきよのたけとんぼ 梅田 俊作／作 91/ｳ 新日本出版社 2016 

三月十日の朝 最上 一平／作  花村 えい子／絵 E/ﾊ 今人舎 2015 

青い風船 宮内 純子／作  井上 正治／絵 91/ﾐ くもん出版 2010 

ネーネ。 海老名 香葉子／作  勝川 克志／絵 91/ｴ くもん出版 2007 

くつの音が あさの あつこ／作  古谷 三敏／絵 91/ｱ 今人舎 2016 

靴屋のタスケさん 角野 栄子／作  森 環／絵 91/ｶ 偕成社 2017 

読まれなかった手紙 杉田 秀子／文  小坂 茂／絵 91/ｽ くもん出版 2007 

天馬のゆめ ばん ひろこ／さく  北住 ユキ／え 91/ﾊﾞ 新日本出版社 2016 

マヤの一生 椋 鳩十／著  小泉 澄夫／画 91/ﾑ 理論社 2014 

 



高学年 

パンプキン! 令丈 ヒロ子／作  宮尾 和孝／絵 91/ﾚ 講談社 2011 

広島の木に会いにいく 石田 優子／著 91/ｲ 偕成社 2015 

海をわたる被爆ピアノ 矢川 光則／著 31/ﾔ 講談社 2010 

禎子の千羽鶴 佐々木 雅弘／著  くまおり 純／装画・本文イラスト 91/ｻ 学研パブリッシング 2013 

少年口伝隊一九四五 井上 ひさし／著  ヒラノ トシユキ／絵 91/ｲ 講談社 2013 

ぼくは満員電車で原爆を浴びた 米澤 鐡志／語り  由井 りょう子／文 91/ﾖ 小学館 2013 

ぼくと戦争の物語 漆原 智良／作  山中 桃子／絵 91/ｳ フレーベル館 2014 

六時の鐘が鳴ったとき 井上 夕香／作  エヴァーソン朋子／絵 91/ｲ てらいんく 2016 

石の鐘の物語 和田 登／著  和田 春奈／画 91/ﾜ かもがわ出版 2015 

風船爆弾 福島 のりよ／作 91/ﾌ 冨山房インターナショナル 2017 

花あかりともして 服部 千春／作  紅木 春／絵 91/ﾊ 出版ワークス 2017 

出発 小泉 るみ子／作・絵 E/ｺ 新日本出版社 2018 

見上げた空は青かった 小手鞠 るい／著 91/ｺ 講談社  

ガラスの梨 越水 利江子／作  牧野 千穂／絵 91/ｺ ポプラ社 2018 

早咲きの花 宗田 理／作  YUME／絵 91/ｿ KADOKAWA 2019 

ぼくらの太平洋戦争 宗田 理／作  はしもと しん／絵 91/ｿ KADOKAWA 2014 

ぼくが見た太平洋戦争 宗田 理／著 91/ｿ PHP 研究所 2014 

マレスケの虹 森川 成美／作 91/ﾓ 小峰書店 2018 

 

全学年 

ガラスのうさぎ 高木 敏子／著 91/ﾀ 金の星社 1979 

かわいそうなぞう つちや ゆきお／ぶん  たけべ もといちろう／え E/ﾀ 金の星社 1970 

ぞうれっしゃがやってきた 小出 隆司／作  箕田 源二郎／絵 E/ﾐ 岩崎書店 1983 

ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ／作  上野 紀子／絵 E/ｳ あかね書房 1982 

まちんと 松谷 みよ子／文  司 修／絵 E/ﾂ 偕成社 1983 

ひろしまのピカ 丸木 俊／え・文 E/ﾏ 小峰書店 1980 

おきなわ 島のこえ 丸木 俊／文・絵  丸木 位里／文・絵 E/ﾏ 小峰書店 1984 

おりづるの旅 うみの しほ／作  狩野 富貴子／絵 E/ｶ PHP 研究所 2003 

絵で読む広島の原爆 那須 正幹／文  西村 繁男／絵 21/ﾅ 汐文社 1992 

ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道 あや／著 31/ﾀﾞ 福音館書店 1995 

ピカドン 丸木 位里／作  丸木 俊／作 21/ﾏ 小峰書店 1987 

ピカドン だれも知らなかった子どもたちの原爆体験記   91/ﾋﾟ 講談社 2003 

原爆の火 岩崎 京子／文  毛利 まさみち／絵 E/ﾓ 新日本出版社 2000 

はらっぱ 西村 繁男／画  神戸 光男／構成文 E/ﾆ 童心社 1997 

 


