
 

 

 

 

Press Release 

日   付    令和 4 年 5 月 26 日 

担当所属    山梨県立図書館 

          副館長 清水規与美 

⼭梨県教育委員会  

ティーンズコーナー資料展⽰「平和について考えてみよう」開催について 
 

 

山梨県立図書館では、資料展示「平和について考えてみよう」を開催します。 

 

日本が大きく関わった第二次世界大戦のことを改めて振り返り、平和について考える機会

をもってもらえるよう、戦争・平和をテーマとした展示を行います。 

また、第二次世界大戦以降、現在に至るまで世界各地で起きている戦争や紛争と、その諸

問題について知ることができる資料も併せて紹介します。 

 

１．期間：令和４年５月２６日（木曜日）～８月２４日（水曜日） 

※休館日：毎週月曜日（７月１８日を除く）、蔵書点検期間６月６日～１２日、 

７月７日、７月１９日 

 

2．場所：山梨県立図書館１階 ティーンズコーナー 

 

3．展示内容：所蔵する図書から次のテーマで約 100 冊を展示 

・第二次世界大戦と日本…日本が大きく関わった第二次世界大戦について、当時のこ 

とを伝える資料や、大戦がその後の日本に及ぼした影響、続いている問題等を紹介す

る資料 

・現代の戦争や紛争…第二次世界大戦以後で起こった、または、現在まで続いている 

世界の戦争や紛争について知ることができる資料 

・「平和」を考える…平和とはどういうことかを問いかけ、考えさせる資料や、様々な平和 

活動を伝える資料 

＊すべて貸出可能な図書です。 

 

※ 上記の内容は当館ウェブサイトでもお知らせします。 

URL: https://www.lib.pref.yamanashi.jp/teens/index.html 

問い合わせ先 

山梨県立図書館 サービス課 子ども読書推進担当 司書 岩谷 

ＴＥＬ 055-255-1040  FAX 055-255-1042 （内線 234） 



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル
30代記者たちが出会った戦争 共同通信社会部／編 岩波書店 2016 210/ｻﾝ
歴史に「何を」学ぶのか 半藤 ⼀利／著 筑摩書房 2017 210/ﾊﾝ
10代に語る平成史 後藤 謙次／著 岩波書店 2018 210/ｺﾞﾄ
若い⼈に語る戦争と⽇本⼈ 保阪 正康／著 筑摩書房 2008 210/ﾎｻ
東京大空襲を忘れない 瀧井 宏臣／著 講談社 2015 210/ﾀｷ
戦後⽇本史の考え方・学び方 成⽥ 龍⼀／著 河出書房新社 2013 210/ﾅﾘ
あんずの木の下で 小手鞠 るい／著 原書房 2015 210/ｺﾃﾞ
「慰安婦」問題ってなんだろう? 梁 澄⼦／著 平凡社 2022 210/ﾔﾝ
少⼥たちがみつめた⻑崎 渡辺 考／著 書肆侃侃房 2020 210.75/ﾜﾀ
「戦争」を語る ⽴花 隆／著 文藝春秋 2016 210.75/ﾀﾁ
70年目の証⾔ 週刊朝⽇編集部／編 朝⽇新聞出版 2016 210.75/ﾅﾅ
ガマ 豊⽥ 正義／著 講談社 2014 219/ﾄﾖ
永井隆 中井 俊已／著 童心社 2007 289/ﾅｶﾞ
いまこそ、沖縄 ⾏⽥ 稔彦／著 新⽇本出版社 2014 291/ｺｳ
訪ねてみよう戦争を学ぶミュージアム/メモリアル <記憶と表現>研究会／著 岩波書店 2005 319/ﾀｽﾞ
絵で読む広島の原爆 那須 正幹／文 福音館書店 1995 319/ﾅｽ
聞かせて、おじいちゃん 横⽥ 明⼦／著 国土社 2021 319/ﾖｺ
ヒロシマをのこす 佐藤 真澄／著 汐文社 2018 319/ｻﾄ
被爆アオギリと生きる 広岩 近広／著 岩波書店 2013 319/ﾋﾛ
オウリィと呼ばれたころ 佐藤 さとる／作 理論社 2014 910/ｻﾄ
シベリア抑留とは何だったのか 畑谷 史代／著 岩波書店 2009 911/ｲｼ
わたしが⼦どものころ戦争があった 野上 暁／編 理論社 2015 916/ﾜﾀ

ほか ⼭梨県⽴図書館

第二次世界大戦と⽇本



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル
⼭本美香が伝えたかったこと ⼭本 美香／著 ⼭梨⽇⽇新聞社 2014 070.16/ﾔﾏ
戦争とは何だろうか ⻄谷 修／著 筑摩書房 2016 209/ﾆｼ
ドイツは過去とどう向き合ってきたか 熊谷 徹／著 高文研 2007 209.74/ｸﾏ
ぼくの村は壁で囲まれた 高橋 真樹／著 現代書館 2017 227.9/ﾀｶ
⼦ども兵を知っていますか? 米倉 史隆／著 現代書館 2012 245.5/ﾖﾈ
イスラームから世界を⾒る 内藤 正典／著 筑摩書房 2012 302/ﾅｲ
ぼくらはひとつ空の下 優⼈(アフマド・アスレ)／著 三元社 2021 302.2/ｱｽ
シリアで猫を救う アラー・アルジャリール／著 講談社 2020 302.2/ｱﾙ
ガザの空の下 藤原 亮司／著 dZERO 2016 302.2/ﾌｼﾞ
バナの戦争 バナ・アベド／著 飛鳥新社 2017 302.2/ｱﾍﾞ
パレスチナを生きる 渡辺 丘／著 朝⽇新聞出版 2019 302.2/ﾜﾀ
池上彰の世界の⾒方 ロシア 池上 彰／著 小学館 2018 302.3/ｲｹ
紛争・対⽴・暴⼒ ⻄崎 文⼦／編著 岩波書店 2016 310/ﾌﾝ
最新地図で読む世界情勢 ジャン=クリストフ・ヴィクトル／著 CCCメディアハウス 2015 312.9/ﾎﾞﾆ
ルワンダの祈り 後藤 健二／著 汐文社 2008 316/ｺﾞﾄ
13歳からのテロ問題 加藤 朗／著 かもがわ出版 2011 316/ｶﾄ
SDGsで⾒る現代の戦争 伊勢崎 賢治／監修 学研プラス 2021 319/ｴｽ
内戦の地に生きる 橋本 昇／著 岩波書店 2019 319/ﾊｼ
ぼくは13歳職業、兵士。 ⻤丸 昌也／著 合同出版 2005 369.4/ｵﾆ
カイト マイケル・モーパーゴ／作 あかね書房 2011 933/ﾓﾊﾟ
ウルフィーからの手紙 パティ・シャーロック／作 評論社 2006 933/ｼﾔ
ぼくはあの戦争を忘れない ジャン=ルイ・ベッソン／文・絵 講談社 2001 956/ﾍﾞﾂ

ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル
平和をつくった世界の20⼈ ケン・ベラー／著 岩波書店 2009 280/ﾍﾞﾗ
武器より⼀冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ／著 ⾦の星社 2013 289/ﾕｽ
平和ってなんだろう ⾜⽴ ⼒也／著 岩波書店 2009 302/ｱﾀﾞ
未来をつくるあなたへ 中満 泉／著 岩波書店 2021 304/ﾅｶ
こども地政学 船橋 洋⼀／監修 カンゼン 2021 312/ｺﾄﾞ
従順さのどこがいけないのか 将基⾯ 貴⺒／著 筑摩書房 2021 316/ｼﾖ
ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 永井 陽右／著 合同出版 2017 316.4/ﾅｶﾞ
核兵器はなくせる 川崎 哲／著 岩波書店 2018 319/ｶﾜ
戦争を止めたい 豊⽥ 直⺒／著 岩波書店 2009 319/ﾄﾖ
紛争解決ってなんだろう 篠⽥ 英朗／著 筑摩書房 2021 319/ｼﾉ
PEACE AND MEわたしの平和 アリ・ウィンター／文 かもがわ出版 2019 319/ｳｲ
13歳からの⽇本外交 孫崎 享／著 かもがわ出版 2019 319.1/ﾏｺﾞ
高校生平和大使にノーベル賞を 「高校生平和大使にノーベル賞を」刊⾏委員会／編 ⻑崎新聞社 2018 319.8/ｺｳ
ノーベル平和賞で世の中がわかる 池上 彰／著 マガジンハウス 2012 319.8/ｲｹ
永遠平和のために カント／著 集英社 2015 319.8/ｶﾝ
戦争をしなくてすむ世界をつくる30の方法 ⽥中 優／編 合同出版 2003 319.8/ｾﾝ
危機の現場に⽴つ 中満 泉／著 講談社 2017 329/ﾅｶ
娘と話す非暴⼒ってなに? ジャック・セムラン／著 現代企画室 2002 361/ｾﾑ
カカ・ムラド?ナカムラのおじさん ガフワラ／原作 双葉社 2020 333.8/ｶｶ
世界で⼀番いのちの短い国 ⼭本 敏晴／著 小学館 2012 B498.0/ﾔﾏ

ほか ⼭梨県⽴図書館

現代の戦争や紛争

「平和」を考える


