
はらっぱ 
神戸光男      

60年間のはらっぱの様子

を描いた絵本です。過去・

現在・未来について考えて

みよう。 

昭和20年8月15日 太平洋戦争が終わりました。「戦争」「平和」とはなにか、長崎・広

島におちた原子爆弾のこと、今に至るまでの歴史を一度考えてみましょう。 

おしっこぼうや 
ウラジーミル・ラドゥンスキー       

ちいさなぼうやが戦争をや

めさせた?!誮もが知ってる

「小便小僧」の由来となっ

たおはなしです。 

対象：幼児～ 対象：幼児～ 

ななしのごんべさん 
田島征彦／吉村敬子         

障がいのあるもも子。楽し

みにしていた小学校にも行

け ず…。戦 争 と 障 が い を

テーマに描きます。 

なぜあらそうの？ 
ニコライ・ポポフ         

なぜあらそうのか―。事の

はじまりから終わりまでを

文字を一切使わず描きま

す。 

対象：中学年 

いわたくんちの     

おばあちゃん 
天野夏美／はまのゆか     

戦争と原爆と家族…。写真

を嫌うおばあちゃんの悲し

い過去とは。 対象：低学年 

対象：低学年 

対象：幼児～ 

せんそうしない 
谷川俊太郎／江頭路子         

ちょうちょとちょうちょは

せんそうしない。せんそう

するのはおとなとおとなだ

け―。 

対象：低学年 

対象：低学年 

対象：低学年 

対象：低学年 

対象：中学年 対象：中学年 

対象：低学年 

対象：中学年 

対象：中学年 対象：高学年 

対象：高学年 対象：高学年 

対象：高学年 

大人向け絵本 

大人向け絵本 

大人向け絵本 

おひさまと     

おつきさまのけんか 
せなけいこ         

小さなことでけんかしたお

ひさまとおつきさまは戦争

へ。最後に悲しむのは誮？ 

世界中の 

こどもたちが103     
絵本作家103人         

世界に広がれ、平和の願い―

絵本作家103人の描いた子ど

もたちが登場します。    

おとうさんのちず 
ユリ・シュルヴィッツ        

シュルヴィッツの子ども時

代を絵本にしました。どん

な時でも生きる希望を忘れ

ないこと…。 

世界でいちばん貧しい     

大統領のスピーチ 
ムヒカ／中川学        

あなたにとって幸福とはな

んですか？ムヒカ大統領の

演説を絵本にしました。 

８月６日のこと 
中川ひろたか／長谷川義史         

８月６日、原爆がおちた広

島では…。長谷川義史さん

が戦争の悲惨さを力強く描

きます。 

すみれ島 
今西祐行／松永禎郎         

南の島にすみれが咲いてい

ます。死ぬとわかって空を

飛ぶ「特攻隊」はどんな気

持ちだったのでしょう…。 

まちんと 
松谷みよ子／司 修        

原爆できずついた小さな女

の子。おかあさんに「まち

んと、まちんと」とトマト

をねだります。 

さがしています 
アーサー・ビナード       

さがしています――私たち

が歩くはずだった未来を。

被ばくしたモノたちが静か

に語ります。 

オットー 
戦火をくぐったテディベア      

トミー・ウンゲラー 

ぼくの持ち主はユダヤ人の

デビット。ある日デビッド

はどこかに連れてかれて… 

せんそう 
昭和20年3月10日東京大空襲のこと     

塚本千恵子／塚本やすし  

実話をもとに塚本やすしさ

んが絵にしました。戦争は

二度と起こさない、そんな

思いが強く感じられます。      

原爆の火 
岩崎京子／毛利まさみち      

兵士の山本さんは原爆の火

を故郷に持ち帰り絶やすこ

となく灯しつづけます…。 

平和になるその日まで―。 

絵本おこりじぞう 
山口勇子／四国五郎       

広 島 の 町 に 笑 っ た 顔 し て

たっているお地蔵さんがい

ました。原爆が落ちた時お

地蔵さんが見たものは…。 

タケノコごはん 
大島渚／伊藤秀男       

お父さんを戦争で亡くした

さかいくん。リアルな日常

を通して戦争の残酷さや悲

しさを伝えます。 

おかあさんの     

いのり 
武鹿悦子／江頭路子         

このこが銃など握りません

ように―。大人にぜひ読ん

でいただきたい一冊です。 

せかいでいちばん     

つよい国 
デビッド・マッキー         

人びとを幸せにするため戦

争をする大統領。幸せって

いったいなんだろう。 

そらいろ男爵 
ジル・ボム／ティエリー・デデュー       

そらと読書を愛していた男

爵が戦争へ。爆弾の代わり

に投げたものとは。ユーモ

アのあふれる絵本です。 



 
 ハリエット・ジィーフェルト 

 小林豊 

 ルイーズ・ボーデン 

 ルース・バンダー・ジー 

 カレン・ヘス 

 パトリシア・ポラッコ 

 東ちづる 

 葉祥明 

 ジャネット・ウィンター 

 イロン・ヴィークランド 

 ヨシコ・ウチダ 
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・語り伝えるヒロシマ・ナガサキ ビジュアルブック 第１巻～第５巻 

・シリーズ憲法９条 第１巻～第３巻 

・ウォーズ・オブ・ジャパン 日本のいくさと戦争 

・平和を考える戦争遺産図鑑 

 
 エルズビエタ 

 ジョン・Ｊ・ミュース 

 アナイス・ヴォージュラード 

 グードルン・パウゼバンク 

 長谷川義史 

 クロード・Ｋ・デュボワ 

 マルタ・カラスコ 

 谷川俊太郎／井上洋介 

 二見正直 

 新美南吉／鈴木靖将 
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 つちやゆきお 

 吉村勲二／遠藤てるよ 

 こやま峰子／塚本やすし 

 長崎源之介／山中冬児 

 大野充子／山中冬児 

 上条さなえ／小泉るみ子 

 安里有生／長谷川義史 

 高橋宏幸 

 西野綾子／渡辺俊明 

 小風さち／藍澤ミミ子 

 大川悦生／大川弘子 

 毛利恒之／山本静護 

 大道あや 

 あまんきみこ／上野紀子 

 丸木俊 

 松谷みよ子／司修 

 田島征三 

 大門高子／松永禎郎 
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かわいそうなぞう         

あしたのやくそく 1945年３月９日  

いのりの石 ヒロシマ・平和へのいのり           

おかあさんの紙びな        

かあさんのうた          

キャラメルの木          

へいわってすてきだね        

氷の海に８時間          

小さな赤いてぶくろ        

はしれ、きかんしゃちからあし   

はとよひろしまの空を       

ピアノは知っている 月光の夏    

ヒロシマに原爆がおとされたとき  

ちいちゃんのかげおくり      

ひろしまのピカ          

ぼうさまになったからす      

ぼくのこえがきこえますか     

やくそくのどんぐり        

 
 あいたかったよ 

 しあわせの石のスープ  

 たったひとりの戦い 

 ハロー・ディア・エネミー！ 

 ぼくがラーメンたべてるとき 

 かあさんはどこ？ 

 むこう岸には 

 こわくない 

 もっとおおきなたいほうを 

 ひろったらっぱ 

 
 アンナの赤いオーバー 

 せかいいちうつくしいぼくの村 

 ピートのスケートレース 

 エリカ奇跡のいのち 

 クラシンスキ広場のねこ 

 彼の手は語りつぐ 

 マリアンナとパルーシャ 

 地雷ではなく花をください 

 バスラの図書館員  

 ながいながい旅 

 わすれないよいつまでも 
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