
～平和都市宣言記念展示～

児童書から
平和を考える
未来をつくる子どもたちへ向けた
たくさんの思いが込められた児童書。
平和について改めて考えてみませんか。
ぜひご覧ください。

平成31年4月16日～5月30日

飯能市立図書館



タイトル 著者 出版社 出版年 分類番号

1 あなたがもし奴隷だったら…
ジュリアス・レスター/文　ロッド・ブラウン/絵
片岡 しのぶ/訳

あすなろ書房 1999 31レ

2 あなたが世界を変える日 セヴァン・カリス=スズキ/著　ナマケモノ倶楽部/編・訳 学陽書房 2003 51カ

3 アンナの赤いオーバー
ハリエット・ジィーフェルト/ぶん
アニタ・ローベル/え　松川 真弓/やく

評論社 1990 Eア

4 アンネの日記 アンネ・フランク/著　深町 真理子/訳 文藝春秋 2003 Y949フ

5 アンネの木 
イレーヌ・コーエン=ジャンカ/作
マウリツィオ・A.C.クゥアレーロ/絵　石津 ちひろ/訳

くもん出版 2010 Eア

6 いしぶみ 広島テレビ放送/編 ポプラ社 2005 21イ

7 エリカ奇跡のいのち
ルース・バンダー・ジー/文
ロベルト・インノチェンティ/絵　柳田 邦男/訳

講談社 2004 Eエ

8 おかあさんのいのり 武鹿 悦子∥さく 江頭 路子∥え 岩崎書店 2015 Eオ

9 おしっこぼうや ウラジーミル・ラドゥンスキー/作　木坂 涼/訳 セーラー出版 2003 Eオ

10 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ/作　さくま ゆみこ/訳 あすなろ書房 2009 Eオ

11 おとなはなぜ戦争するの 1 子どもの声を聞く児童文学者の会/編 新日本出版社 2004 31オ

12 おとなはなぜ戦争するの 2  佐藤 真紀/著　本木 洋子/著 新日本出版社 2009 31オ

13 おなじ月をみて ジミー・リャオ/作　天野 健太郎/訳 ブロンズ新社 2018 Eオ

14 おにいちゃん、死んじゃった 谷川 俊太郎/詩 教育画劇 2004 39タ

15 おばあちゃんの記憶 エルヴェ・ジャウエン/作　小野 ゆり子/訳 さ・え・ら書房 2004 95ジ

16 おひさまとおつきさまのけんか せな けいこ ポプラ社 2003 Eオ

17 かあさんはどこ? クロード・K.デュボワ/作　落合 恵子/訳 ブロンズ新社 2013 Eカ

18 かあさんをまつふゆ
ジャクリーン・ウッドソン/文　E.B.ルイス/絵
さくま ゆみこ/訳

光村教育図書 2009 Eカ

19 ガラスのうさぎ 高木 敏子 金の星社 1979 91タ

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

21 カリーナのりんご 今関 あきよし/原作　堀切 リエ/文 子どもの未来社 2012 91ホ

22 かわいそうなぞう 土家 由岐雄/作　小林 和子/画 金の星社 1982 91ツ

23 くつがいく 和歌山 静子 童心社 2013 Eク

24 ここが家だ ベン・シャーン∥絵 アーサー・ビナード∥構成・文 集英社 2006 Eコ

25 この本をかくして
マーガレット・ワイルド/文
フレヤ・ブラックウッド/絵　アーサー・ビナード/訳

岩崎書店 2017 Eコ

26 コルチャック先生 トメク・ボガツキ/作　柳田 邦男/訳 講談社 2011 Eコ

27 さくら 田畑 精一 童心社 2013 Eサ

28 ジェリーの戦争 ジェフリー・ヴィタレ/作　佐藤 睦/訳　花山 一美/画 新読書社 2005 93ビ

29 シゲコ! ヒロシマから海をわたって 菅 聖子 偕成社 2010 28マ

30 ジュゼッペとマリア上 クルト・ヘルト/作　酒寄 進一/訳 長崎出版 2009 94ヘ

31 ジュゼッペとマリア下 クルト・ヘルト/作　酒寄 進一/訳 長崎出版 2009 94ヘ

32 『戦火のなかの子どもたち』 松本 猛/著　いわさき ちひろ/絵 岩崎書店 2004 726マ

33 すみれ島 今西 祐行/文　松永 禎郎/絵 偕成社 1991 Eス

34 せかいいちうつくしいぼくの村 小林 豊 ポプラ社 1995
Eセ
ブックリスト

35 せかいでいちばんつよい国 デビッド・マッキー/作　なかがわ ちひろ/訳 光村教育図書 2005 Eセ

36 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 講談社 2015 Eセ

37 ゾウと旅した戦争の冬 マイケル・モーパーゴ/作　杉田 七重/訳 徳間書店 2013 93モ

38 そして、トンキーもしんだ たなべ まもる/ぶん　かじ あゆた/え 国土社 1982 Eソ
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タイトル 著者 出版社 出版年 分類番号

39 そのこ 谷川 俊太郎/詩　塚本 やすし/絵 晶文社 2011 Eソ

40 そらいろ男爵
ジル・ボム/文　ティエリー・デデュー/絵
中島 さおり/訳

主婦の友社 2015 Eソ

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

42 ドームがたり アーサー・ビナード/作　スズキコージ/画 玉川大学出版部 2017 Eド

43 トビウオのぼうやはびょうきです いぬい とみこ/作　津田 櫓冬/絵 金の星社 1982 Eト

44 ながいながい旅
イロン・ヴィークランド/絵
ローセ・ラーゲルクランツ/文　石井 登志子/訳

岩波書店 2008 Eナ

45 ななしのごんべさん 田島 征彦/作　吉村 敬子/作 童心社 2003 Eナ

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

47 8月6日のこと 中川 ひろたか/文　長谷川 義史/絵 ハモニカブックス 2011 Eハ

48 はばたけ!ザーラ
リーネ・ナラニィ/作　トム・スコーンオーヘ/絵
野坂 悦子/訳

鈴木出版 2005 94ナ

49 はるかなるアフガニスタン アンドリュー・クレメンツ/著　田中 奈津子/訳 講談社 2012 93ク

50 ハロー・ディア・エネミー!
グードルン・パウゼバンク/文　インゲ・シュタイネケ/絵
桑田 富三子/訳

くもん出版 2001 Eハ

51 ハンナのかばん カレン・レビン/著　石岡 史子/訳 ポプラ社 2002 31レ

52 パンプキン! 模擬原爆の夏 令丈 ヒロ子/作　宮尾 和孝/絵 講談社 2011 91レ

53 ヒットラーのむすめ ジャッキー・フレンチ/作　さくま ゆみこ/訳 鈴木出版 2004 93フ

54 ひろしまのピカ 丸木 俊 小峰出版 1980 Eヒ

55 ヒロシマをのこす　 佐藤 真澄/著 汐文社 2018 31サ

56 フェリックスとゼルダ モーリス  グライツマン/著　原田 勝/訳 あすなろ書房 2012 Y93グ

57 フェリックスとゼルダ　その後 モーリス  グライツマン/著　原田 勝/訳 あすなろ書房 2013 Y93グ

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

59 へいわってどんなこと? 浜田 桂子 童心社 2011 Eヘ

60 ペドロの作文
アントニオ・スカルメタ/文　アルフォンソ・ルアーノ/絵
宇野 和美/訳

アリス館 2004 Eペ

61 ぼうさまになったからす 松谷 みよ子/文　司 修/絵 偕成社 1983 Eボ

62 ぼくが見た太平洋戦争 宗田 理 PHP研究所 2014 Y916ソ

63 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川 義史 教育画劇 2007 Eボ

64 ぼくたちに翼があったころ
タミ・シェム=トヴ/作　樋口 範子/訳
岡本 よしろう/画

福音館書店 2015 92シ

65 ぼくの見た戦争 2003年イラク 高橋 邦典∥写真・文 ポプラ社 2003 30タ

66 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 小学館 2013 91ヨ

67 まちんと 松谷 みよ子/文　司 修/絵 偕成社 1983
Eマ
ブックリスト

68 マララ 
マララ・ユスフザイ/著　パトリシア・マコーミック/著
道傳 愛子/訳

岩崎書店 2014 Y289ユ

69 マレクとマリア ヴァルトラウト・レーヴィン/作　松沢 あさか/訳 さ・え・ら書房 2005 94レ

70 マレスケの虹 森川 成美 小峰出版 2018 91モ

71 もしも学校に行けたら 後藤 健二 汐文社 2009 30ゴ

72 リンカーンとダグラス
ニッキ・ジョヴァンニ/文　ブライアン・コリアー/絵
さくま ゆみこ/訳

光村教育図書 2009 Eリ

73 ルワンダの祈り 後藤 健二 汐文社 2008 31ゴ

74 わたしはマララ
マララ・ユスフザイ/著　クリスティーナ・ラム/著
金原 瑞人/訳　西田 佳子/訳

学研パブリッシング 2013 Y289.2ユ

75 一つの花 今西 祐行/作　中尾 彰/絵 あすなろ書房 1985 Eヒ

76 海の島 アニカ・トール/著　菱木 晃子/訳 新宿書房 2006
94ト
ブックリスト

77 海辺の王国 ロバート・ウェストール/作　坂崎 麻子/訳 徳間書店 1994 93ウ



タイトル 著者 出版社 出版年 分類番号

78 希望への扉リロダ 渡辺 有理子/作　小渕 もも/絵 アリス館 2012 91ワ

79 京劇がきえた日 姚 紅/作　中 由美子/訳 堂心社 2011 Eキ

80 紅玉 後藤 竜二/文　高田 三郎/絵 新日本出版社 2005 Eコ

81 時をつなぐおもちゃの犬
マイケル・モーパーゴ/作　マイケル/フォアマン/絵
杉田 七重/訳

あかね書房 2013 93モ

82 少年口伝隊一九四五 井上 ひさし/著　ヒラノトシユキ/絵 講談社 2013 Y912イ

83 杉原千畝と命のビザ ケン・モチヅキ/作　ドム・リー/絵　中家 多惠子/訳 汐文社 2015 Eス

84 杉原千畝物語 命のビザをありがとう 杉原 幸子　杉原 弘樹 金の星社 1995 28ス

85 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチくさば よしみ/編　中川 学/絵 汐文社 2014 Eセ

86 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 講談社 2004 Eセ

87 戦火の三匹 ミーガン・リクス/作　尾高 薫/訳 徳間書店 2015 93リ

88 地雷のない世界へ 大塚 敦子∥写真・文 講談社 2009 31オ

89 庭のマロニエ
ジェフ・ゴッテスフェルド/ぶん
ピーター・マッカーティ/え　松川 真弓/やく

評論社 2016 Eニ

90 弟の戦争 バート・ウェストール/作　原田 勝/訳 徳間書店 1995 93ウ

91 猫の帰還 ロバート・ウェストール/作　坂崎 麻子/訳 徳間書店 1998 93ウ

92 白い街あったかい雪 鎌田 實/文　小林 豊/絵 ポプラ社 2013 Eシ

93 白バラはどこに
クリストフ・ガラーツ＆ロベルト・イーノセンティ/著
ロベルト・イーノセンティ/絵　長田 弘/訳

みすず書房 2000 Y726イ

94 八月の光 朽木 祥 偕成社 2012 Y913.6ク

95 八月の髪かざり 那須 正幹/作　片岡 まみこ/絵 佼成出版社 2006 91ナ

96 はらっぱ 西村 繁男/画　神戸 光男/構成・文 童心社 1997 Eハ

97 武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ/著　横山 千里/訳 金の星社 2013 28マ

98 兵士になったクマ　ヴォイテク
ビビ・デュモン・タック/著　長野 徹/訳
フィリップ・ホプマン/絵

汐文社 2015 20デ

99 平和の種をまく 大塚 敦子 岩崎書店 2006 Eヘ

100 平和の本 ピースブック バーナード・ベンソン/作　寺家村 博/訳 日本YMCA同盟出版部 1984 31べ

飯能市平和都市宣言文

世界の恒久平和は、人類共通の願いです。
戦争や核兵器の使用を許さず、また、人々の穏やかな日

常を脅かす差別や貧困、環境破壊などをなくすため、世界
の国や地域が共に手を携え、平和への歩みを進めていかな
ければなりません。
本市は、戦争の悲惨さと核兵器の恐ろしさを決して忘れ

ません。
そして、豊かな自然や文化、人々の優しさや思いやりの

心を次世代に引き継ぎながら、誰もが笑顔にあふれ幸せに
暮らせる社会の実現を目指します。
ここに、明るい未来を展望し、世界の恒久平和に貢献す

ることを誓い、「平和都市」を宣言します。
平成31年3月16日

飯能市長 大久保 勝
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