
　　中央図書館前の被爆石モニュメント

資料番号 書　　　　名 著者名 出版社 出版年

　120388905 黒い雨 井伏鱒二 新潮社 1987 ハイイロ ｲ

　123298457 絵で読む広島の原爆
那須正幹/文
西村繁男/絵

福音館書店 1995 アカ31

　111710828 原爆の図
丸木位里/丸木俊
共同制作

小峰書店 2000 723.1 ﾏ

　112158076 あの日々の記憶　東村山の空襲と学童疎開 2007 213.65 ｱ

　112706817 戦災変電所の奇跡 2017 213.65 ｾ

《一般書》 以下の本は書名の五十音順です。

資料番号 書　　　　名 著者名 出版社 出版年

　111952131 あの日を忘れない　描かれた東京大空襲
すみだ郷土文化資

料館
柏書房 2005 213.61 ｱ

  113324693
核実験地に住む

　カザフスタン・セミパラチンスクの現在

アケルケ・スルタ

ノヴァ
花伝社 2018 369.3 ｽ

  113100747 核廃絶へのメッセージ　被爆地の一角から　（平和文庫）土山　秀夫 日本ブックエース 2011 319.8 ﾂ

  112736673 核兵器はなくせる　 川崎　哲 岩波書店 2018 319.8 ｶ

　113457410 核兵器禁止から廃絶へ 川崎　哲 岩波書店 2021 319.8 ｶ

  113267777 核兵器禁止条約の意義と課題 冨田　宏治 かもがわ出版 2017 319.8 ﾄ

113221220 原爆詩集 峠三吉 岩波書店 2016 B 911.56 ﾄ

  113352157 在米被爆者　 松前　陽子 潮出版社 2019 369.3 ﾏ

直接の被爆をまぬがれても、「黒い雨」にうたれただけで原爆病にむしばまれてゆく女性の不安を、日常の
中で描く被爆文学の名作。（第19回野間文芸賞）

自らも被爆した児童文学作家那須正幹が書いた科学絵本。被爆前後の広島の町とそこに暮らす人々の様子だ

けでなく、開発から投下、その後の核関連の出来事まで、原爆の全体像を描いている。

「絵でさえも一生かかっても描ききれない程の人の数が、一瞬間に一発の爆弾で死んだということ…」

「原爆の図」１５連作を全て収録する他「南京大虐殺」「アウシュビッツの図」「沖縄戦の図」
「水俣の図」など、丸木位里・俊共同制作の絵画を収載。

東村山ふるさと歴史館

戦時中の東村山を、空襲と学童疎開というキーワードで切り取り、体験者の記憶や、公文書等の記録、米軍

の公式記録などにより検証した、平成19年の企画展の図録。

東大和・戦災変電所を保存する会

都立東大和南公園にある「戦災変電所」。旧日立航空機の工場にあり、アメリカ軍の爆撃を受けた変電所
を、戦争を記憶するモニュメントとして保存した活動についてまとめた本。

分類

分類

令和4年度（2022年）

核兵器廃絶と平和展
資料リスト

会場に展示した図書を中心に、東村山市立図書館所蔵の本を紹介します。

リストや展示図書についてのお問い合わせは中央図書館へ。

東村山市立中央図書館　042-394-2900



  112791793 少女たちがみつめた長崎　 渡辺　考 書肆侃侃房 2020 210.75 ﾜ

　113442545 世界は広島をどう理解しているか 井上　泰浩 中央公論新社 2021 319.8 ｲ

  113265946 多摩の戦争遺跡　 増田　康雄 新日本出版社 2017 213.65ﾏ

  113124317 第五福竜丸は航海中
ビキニ水爆被災事件と被ばく漁船６０年の記録

2014 369.3 ﾀﾞ

  112558291 立ち上がるヒロシマ１９５２　 岩波書店編集部 岩波書店 2013 217.6 ﾀ

  113370845 長崎の痕（きずあと）　大石芳野写真集　 大石　芳野 藤原書店 2019 369.3 ｵ

  113399489
なぜ原爆が悪ではないのか

　　アメリカの核意識
宮本　ゆき 岩波書店 2020 319.8 ﾐ

  112389887 日本の原爆　その開発と挫折の道程　 保阪　正康 新潮社 2012 559.7 ｷ

  112755970 ＮＯ　ＮＵＫＥＳ　ビキニの海は忘れない 岡村　啓佐 高知新聞総合印刷 2018 369.3 ﾎ

  112261508 ピカドン　　新装改訂版 木下　蓮三 ダイナミックセラーズ出版 2009 778.7 ｵ

　113440754 被爆者からあなたに　いま伝えたいこと
日本原水爆被害者

団体協議会
岩波書店 2021 319.8 ﾋ

　113482327 「平和宣言」全文を読む　ナガサキの願い 早稲田大学出版部 早稲田大学出版部 2022 319.8 ﾍ

　113484000 「平和宣言」全文を読む　ヒロシマの祈り 早稲田大学出版部 早稲田大学出版部 2022 319.8 ﾍ

《児童書》

資料番号 書　　　　名 著者名 出版社 出版年

　123326183
絵で見てわかる　核兵器禁止条約ってなんだ

ろう？
川崎　哲 旬報社 2021 ｱｶ31

123043515 おりづるの旅　さだこの祈りをのせて
うみのしほ・作

狩野富貴子・絵
PHP研究所 2003 ｱｶ31

123318859 聞かせて、おじいちゃん 横田　明子 国土社 2021 ｱｶ31

  123266199 この計画はひみつです　 ジョナ・ウィンター 鈴木出版 2018 09 ｱｶ31

  123134009 さがしています　 アーサー・ビナード 童心社 2012 09 ｱｶ31

　123344772 戦争が町にやってくる ロマナ・ロマニーシン ブロンズ新社 2022 E ｼﾛ ﾛﾏ

  123202756 ドームがたり　　 アーサー・ビナード 玉川大学出版部 2017 ｱｶ31

  123234049 ８月６日のこと 中川　ひろたか ハモニカブックス 2011 ｱｶ31

　123269110 ヒロシマ消えたかぞく 指田　和 ポプラ社 2019 ｱｶ31

  120758479 ヒロシマのピアノ　 指田　和子 文研出版 2007 ｱｶ31

  123153322 ひろしまのピカ　 丸木　俊 小峰書店 1980 ｱｶ31

  120856315 汐文社 2013 ｱｶ31

  123161598 まっ黒なおべんとう　 児玉　辰春 新日本出版社 1995 ｱｶ31

令和4年度　核廃絶と平和展　資料リスト　令和4年8月　編集：東村山市立図書館

第五福竜丸平和協会

分類

平和を考える戦争遺物　１　子どもたちと戦争


