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幼児から

幼・小

小学生

中高生以上

ひょうし タイトル さくしゃ あらすじ 対象 作品紹介

いろはにほへと 今江祥智

はじめてもじをならった、かっ

ちゃんが、いろはにほへと、と

つぶやきながら、あるいていた

ら…。いろはにほへとで、みん

なえがおになります。

幼児から

侍がいたころの物語という

ことで、昔話として読む

と、子どもも理解しやすい

でしょうか。お子様にも安

心して読んでいただけま

す。

こどもたちのはし
マックス・

ボリガー

あるかわのりょうぎしに、なか

のわるい、おひゃくしょうさん

がすんでいました。でも、かれら

のこどもたちは、いしのうえを

とんで、かわをわたり…

幼児から

ストーリーはわかりやす

く、全てひらがなで書かれ

ているので、小さなお子様

でも安心して手に取ってい

ただけます。

がまんのケーキ
かがくいひ

ろし

かめぞうさん（亀）とこいたろ

うさん（鯉）は、ケーキが食べ

たいけど、けろこさん（かえ

る）が、かいものにいっていま

す。けろこさんを待てるでしょ

うか？

幼児から

コミカルな絵で描写されて

おり、内容も難しくなく、

幼児から十分に楽しんでい

ただけます。

ねことねずみ　愛

のものがたり

ナネット・

ニューマン

けっこんしたねずみのジャスパー

とねこのレオラに、ねずみとねこ

のせんそうがはじまるというて

がみがとどきます。かれらはせん

そうをとめられるでしょうか。

幼児から

「愛」と「目」以外はすべ

てひらがなで書かれてお

り、ひらがなが読めればお

子様が自分で読むことも可

能です。

けんかのきもち 柴田愛子

たいくんは、こうたくんと、

すっごいけんかをした。くやしく

て、いえにかえって、ないてい

たら、おやつにみんなで、ぎょう

ざをつくったよ、といわれて…

幼児から

友だちとのけんかという、

子どもたちにとってわかり

やすい題材を扱った絵本。

幼児にも手に取っていただ

けます。

心ってどこにある

のでしょう？

こんのひと

み

心って、どこにあるとおもう？

すきなひとのまえで、あかくなる

のは？　いやなことがあるとい

たくなるのは？　心ってどこにあ

るんだろう？

幼児から

とてもかわいらしいイラス

トで、内容も平易にまとめ

られており、幼児のお子様

から十分に楽しんでいただ

けます。

少し頑張るか、読み聞かせ等の大人の補助があれば、幼児も楽しむことができま
す。一人で読むのであれば、漢字の読み取り等、小学生程度の力が必要です。

内容も少し複雑になっており、場合によっては時代背景について等の知識が必要
になってきます。解説をつけるなどできれば、教材としても活用していただけます。

絵本ではありますが、どちらかといえば大人向けの構成になっています。中高生以
上の人に特におすすめしています。

へいわしりょうかんのえほん
（平和資料館の絵本）

この一覧表は、内容や語句の難しさ・漢字の難しさや振り仮名の有無・イラストの雰囲気や凄惨な表現の有無などから、主な対象年齢について
整理していますが、分類は平和資料館において判断したものです。気になる絵本は分類を問わず、一度手に取ってみることをお勧めします。

分類例：

どんな えほんかな（本の概要）

＜ へいわって なんだろう ＞

作品解説（保護者の方へ）

わかりやすい文章やきれいなイラストで、幼児から十分に楽しんでいただけます。内
容もそこまで複雑ではありません。



おかあさんのいの

り
武鹿悦子

おかあさんが、うまれてきたばか

りの赤ちゃんにむけて、平和に

くらすことができますようにと、

ねがいをこめておくるおはなしで

す。

幼児から

きれいな絵と、やさしい文

章で、安心して手に取って

いただけます。幼児から大

人まで、多くの方に読んで

いただきたい絵本です。

へいわってすてき

だね
安里有生

へいわってなんだろう。がんばっ

てかんがえる、おとこのこのおは

なしです。ともだち、ねこ、や

ぎ、うみ…いろんなところにへ

いわがみつかります。

幼児から

沖縄県の小学校1年生の子

どもが書いた詩をもとに作

られた絵本です。子どもた

ちの、平和へのまっすぐな

願いが伝わります。

やまのへいわ
こうのじゅ

ん

やまでくらす、しかのおやこの

おはなし。こわいりょうしに、

あったりもするけど、やまはどの

きせつでも、きれいで、へいわ

です。

幼児から

絵がとても丁寧かつきれい

に描かれており、文章も全

てひらがなで、お子様でも

安心して手にとり、読んで

いただけます。

ピース・ブック
トッド・

パール

へいわってなあに、いっしょに

かんがえてみよう。すごくちかく

にも、きっとへいわがあるよ。

みんながちがって、いいえが

お、あなたはあなたの、ままで

いい。

幼児から

海外作家の絵本で、色彩の

使い方が非常にカラフルで

目を引きます。お子様にも

安心して読んでいただけま

す。

さみしくなかった

よ

つちだよし

はる

たらたらやまの、きつねとくま

は、とってもなかよし。なにをす

るのも、いっしょです。ところ

があるひ、くまのおかあさん

が、びょうきになって…。

幼児から

「平和」が主要なテーマの

絵本ではありませんが、友

達の存在について考えさせ

られます。幼児から十分に

楽しんでいただけます。

この街の夜 上田英津子

夜の街には、ふしぎなけしきが

広がっています。しずかなよう

で、どこかざわめき、にぎやか

だった街も、夜がふけるにつれて

ねむりにおちていくのでした。

幼・小

「平和」が主要なテーマの

絵本ではありませんが、幻

想的な詩とイラストで、

ページをめくるだけで楽し

んでいただけます。

アコーデオンひき

のオーラ

ラールス・

フォッセル

オーラのひくアコーデオンの音

色は、みんなを笑顔にさせ、世

界を平和にしていきます。オーラ

も世界中で演奏し、みんなに喜

んでもらうのですが…。

幼・小

内容はわかりやすく、絵も

きれいです。ただ、漢字に

振り仮名がないところが多

いので、小さなお子様が一

人で読むのは難しいです。

ひょうし タイトル さくしゃ あらすじ 主な対象 作品紹介

せかいでいちばん

つよい国

デビッド・

マッキー

せかいじゅうの人びとをしあわ

せにするために、せかいじゅう

をせいふくした、ある大きな国

の、だいとうりょうのおはな

し。でもほんとうにつよかった

国は…。

幼児から

子どもにもわかりやすい平

易な文章と、コミカルでや

さしいイラストで構成され

た絵本です。幼児からお楽

しみいただけます。

＜ へいわ と せんそう を かんがえる ＞



へいわとせんそう 谷川俊太郎

へいわって、せんそうってなんだ

ろう？　へいわなときと、せん

そうのときで、なにがかわるん

だろう？　そして、なにがおなじ

なんだろう？

幼児から

平和と戦争を対比する谷川

俊太郎の文に、わかりやす

い絵が併せられた絵本で

す。小さなお子様でも手に

取っていただけます。

戦争のつくりかた
りぼん・ぷ

ろじぇくと

わたしたちの国は、ずっと前に

「戦争しない」と決めました。

でも、国のしくみやきまりをす

こしずつ変えていけば、戦争でき

る国にもなってしまうのです。

小学生

戦争ができる国になるまで

の過程を示し、そうならな

いように注意を呼び掛けて

います。内容の難しさか

ら、小学生以上推奨です。

ひょうし タイトル さくしゃ あらすじ 主な対象 作品紹介

チロヌップのきつ

ね

たかはしひ

ろゆき

むかし、せんそうがあったとき

に、北の島に住んでいたきつねの

親子のおはなしです。平和にくら

していましたが、ある日へいたい

が島にやってきて…。

幼児から

きつねの親子の愛情だけで

なく、人間と自然の関係な

ど大きなテーマが描かれて

います。読みやすく、全年

齢におすすめできます。

ぼうさまになった

からす
松谷みよ子

せんそうがはげしくなったころ、

からすがたくさんいたはずのむ

らから、からすたちがいなくな

りました。かれらはどこにいっ

たのでしょうか。

幼児から

平易な文章で表現されてお

り、子どもでも読めるよう

つくられています。「まち

んと」など、平和絵本を多

数手がけた作者の作品で

す。

かわいそうなぞう
つちやゆき

お

せんそうのころ、どうぶつがに

げないよう、どうぶつえんには

どうぶつをころせとめいれいが

ありました。しいくいんは、ど

うぶつをまもろうとしますが

幼・小

写実的に描かれています

が、痩せたぞうの描写があ

る程度で残虐シーンなどは

ありません。幼児にも手に

取っていただけます。

そして、トンキー

もしんだ

たなべまも

る

せんそうのころ、どうぶつえん

にはどうぶつをころすようめいれ

いがありました。でも、ぞうは

かしこくて、どくいりのエサをた

べません。

幼・小

残虐なシーンなどの描写は

なく、痩せたぞうの描写が

ある程度です。どなたでも

手に取っていただけます。

ぞうれっしゃが

やってきた
小出隆司

せんそうがおわったとき、日本

で生きのこったぞうは二頭だけ

でした。1949年、このぞうを見

たいとねがう子どもたちのため

に、「ぞうれっしゃ」が走りま

幼・小

太平洋戦争中のぞうをめぐ

る物語の中では明るい作風

です。平和資料館のライブ

ラリーに、DVDも所蔵され

ています。

甲府くうしゅうの

はなし　かみず
藤巻愛子

あるひ、なつ子はかみず（桑の

実）をおとうととたべ、かおや

てが、かみずのしるで、むらさき

になりました。そのよる、くう

しゅうがあって…。

幼・小

子どもたちが描いた絵であ

るということが、何よりも

この絵本を特徴づけていま

す。漢字には振り仮名がつ

けられています。

さくらとモモ 神津良子

あるむらから、うまのさくら

と、さくらのせわをしていた、た

かし兄さんが、せんそうにいく

ことになります。かれらは、せ

んじょうでさいかいし…。

幼・小

平易な文章と優しい絵で、

手に取りやすい絵本になっ

ています。戦場の描写もあ

りますが、凄惨なシーンは

あまりありません。

＜ むかし の せんそう に ついて ＞



村いちばんのさく

らの木
来栖良夫

せんそうがはげしくなるなか、村

の大きなさくらの木をきるよう

にといわれます。でも、この木

はおばあさんのたいせつな木。

きらないですむでしょうか。

幼・小

戦場ではなく、残った人々

が生活する村の様子が描か

れています。凄惨な描写は

ありませんが、内容の解説

は必要かもしれません。

鳥よめ
あまんきみ

こ

灯台をまもる周平さんのもと

に、若いむすめがやってきまし

た。ふたりはやがてふうふにな

りますが、幸せな日々にもせん

そうのかげがしのびより…。

幼・小

「ちいちゃんのかげおく

り」等で有名な作者による

絵本です。どなたにもおす

すめできますが、一部の漢

字に振り仮名がありませ

ん。

むらさき花だいこ

ん
大門高子

うすむらさきの花だいこんは、

せんそうで中国にいったへいた

いが持ち帰ったものでした。今

では「平和の花」と呼ばれる花

だいこんが、日本に広まるまで

のおはなし。

幼・小

日本軍による侵攻の様子な

ど、一部に暗い雰囲気の絵

がありますが、全体的に優

しい描写で描かれていま

す。

わすれないあの日 三代沢史子

3歳のわたしは、疎開先で空襲に

遭い、お母さんと、いとこの明

子姉ちゃん、弟のタクちゃんと

逃げ惑います。周囲が火の海に

なる中で、池に飛び込みます。

小学生

絵は全体的に抽象的に描か

れている一方、文章は当時

の情景を生々しく描き出し

ています。一部の漢字に振

り仮名がありません。

東京が燃えた夜

平和博物館

を創る会映

画委員会編

東京大空襲を被災した3人の人の

語りをもとに、アニメで再構築

した『君知ってる？首都炎

上！」の絵本版。東京で何が

あったのか、その悲惨さも詳細

に描いています。

中高生以

上

アニメの作画もリアルに描

写されており、残虐なシー

ンもあります。また、一部

写真で当時の様子も載せら

れています。

ひょうし タイトル さくしゃ あらすじ 主な対象 作品紹介

焼けあとのおにぎ

り

うるしばら

ともよし

キヨシのすんでいたまちは、くう

しゅうでやけてしまいました。

せんそうがおわり、おばあちゃん

のもとにいっていたキヨシはか

ぞくをさがしにいきます。

幼・小

戦争直後の東京の様子を描

いた作品です。太平洋戦争

に関する解説や事前知識が

あると、物語が理解しやす

いです。

来なかったサンタ

クロース
増田昭一

せんそうでひとりぼっちになった

子どもたちは、しゅうようじょ

（難民収容所）でくらしまし

た。しゅうようじょでサンタさ

んをまちつづけた、のんちゃんの

おはなし。

幼・小

文章が多く、幼児が一人で

読むのは大変かもしれませ

ん。幼児の場合は、読み聞

かせ等してあげるとわかり

やすいでしょう。

金のひしゃく 増田昭一

しゅうようじょ（難民収容所）

の子どもたちは、たきだしのお

じさんのことをまっていまし

た。おじさんも、かれらにあう

のをたのしみにしていたのですが

幼・小

楽しいお話ではありません

が、戦争に直面した子ども

たちの現実を伝えてくれま

す。文章は平易で読みやす

く作られています。

＜ せんそう と こどもたち ＞



焼けあとのちかい 半藤一利

メンコやベーゴマに熱中していた

子どもたちの生活も、戦争が始

まると少しずつ変わっていきま

す。ある日、空襲警報が鳴り響

き、必死で逃げていると…。

小学生

子どもの目線で描かれてい

るため、比較的子どもたち

にもわかりやすいと思われ

ます。難しい用語には注釈

もついています。

戦火のなかの子ど

もたち
岩崎ちひろ

東京大空襲やベトナム戦争を題

材に、戦争に翻弄される子ども

たちの姿を表現した絵本。文章

は少なく、作者の絵が中心に

なっています。

小学生

岩崎ちひろの画集のような

作品です。文章での説明は

少ないので、一部に解説が

必要ですが、絵を見るだけ

でも楽しい絵本です。

お母ちゃんお母

ちゃーんむかえに

きて

奥田継夫

集団疎開に行った子どもたちの

物語。食べ物が少なくなり、衛

生状態も悪くなっていく中で、

子どもがいかに追い詰められて

いったかが描写されています。

小学生

集団疎開の中、追い詰めら

れた子どもたちの中でのい

じめなど、心情描写も生々

しく描かれています。

千曲川のほとりで

～私の学童疎開・

上山田ホテル～

今西美奈子

戦争の頃、当時日本にはただ一

校だけだった、障がいのある子

どもたちのための学校である都

立光明学校の子どもたちは、上

山田村のホテルに疎開します。

小学生

柔らかいタッチの作画であ

り、凄惨なシーンは登場し

ません。一方で、疎開とは

何かなど、一部解説が必要

かもしれません。

ななしのごんべさ

ん
田島征彦

空襲で被災した、脳性麻痺のあ

る女の子の物語。近所に引っ越

してきた双子の男の子からもらっ

た人形、ななしのごんべさんと、

空襲から逃げようとします。

小学生

戦争で亡くなった、身元が

分からないがテーマ。凄惨

なシーンの描写はあまりあ

りませんが、内容は少し難

しいかもしれません。

もうひとつのたな

ばた
上野さかる

たなばたの準備をする子どもたち

に、先生はいつもと違うたなば

たのおはなしを始めます。戦争

中、東京から疎開していた、るみ

さんとりょう君のおはなし。

小学生

東京から甲府に疎開してい

た子どもたちのおはなしで

す。漢字に振り仮名が無

く、内容もある程度の解説

が必要になります。

あのこ 宇野亜喜良

「私、馬と話ができるのよ…」

という女の子。それならやって

みろと、馬がつれてこられますが

…。戦争中の、子どもたちのや

りとりが描写されます。

小学生

絵は少なく、絵本というよ

りも児童書に近いかもしれ

ません。イラストは非常に

リアルで、かつ抽象的に描

かれています。

ひょうし タイトル さくしゃ あらすじ 主な対象 作品紹介

もえたじゃがいも 入野忠芳

ゆでたじゃがいもがだいすき

な、ケンのおはなし。おおきな

ばくだんでまちがもえてしまって

から、ケンはじゃがいもがたべ

られなくなってしまいました。

幼・小

子どもの目線から原爆の被

害が描かれます。物語はわ

かりやすいのですが、一部

漢字に振り仮名がふってあ

りません。

よっちゃんのビー

玉
児玉辰春

よっちゃんは、おにいちゃんに

もらったビーだまがだいすきで

す。そのおにいちゃんが、へい

たいにいくので、なきながらお

いかけました。

幼・小

原爆資料館にある、熱で溶

けたガラス瓶にまつわる物

語です。かわいらしい絵

と、わかりやすい文章で描

かれています。

＜ げんばく の こわさ ＞



ヒロシマのピアノ 指田和子

みさちゃんのいえのピアノは、ば

くだんがおちても、こわれずにの

こったけれど…。60ねんがす

ぎ、もういちど、そのねいろを

ひびかせるピアノのおはなし。

幼・小

被爆ピアノの実話をもとに

した物語です。一部解説が

必要ですが、巻末に解説が

ついているので必要に応じ

て読み聞かせてください。

8月6日のこと
中川ひろた

か

せとないかい（瀬戸内海）のし

まのおんなのこは、ひろしまに

いるおにいさんに、ごはんを

もっていくとちゅうで、おおき

なばくはつをみて…。

幼・小

ひらがなのみで描写され、

絵も水彩画調でカラフルに

描かれています。ただ、

「げんばく」等一部には解

説が必要かもしれません。

あの夏の日 葉祥明

せんそうは、まだつづいている

けれど、ナガサキのまちはしずか

です。おだやかなあるひ、ふと

そらをみると、いっきのひこう

きがとんでいて…。

幼・小

絵は柔らかい色使いで、丁

寧に描かれています。全て

の漢字に振り仮名がふって

あります。一部に原爆の悲

惨さの描写があります。

いわたくんちのお

ばあちゃん
天野夏美

いわたくんのおばあちゃんは、

ぜったいにかぞくといっしょに

しゃしんをとりません。かぞくを

たいせつにおもうからこその、

おばあちゃんのりゆうがありま

した。

幼・小

広島での被爆体験を、やさ

しい絵で表現しています。

小さなお子様でも安心して

ご覧いただけます。実話を

もとにした物語です。

金魚がきえた
山本美次

吉野和子

おひれをゆらしておよぐまっかな

きんぎょ、えんのしたには３ひき

のかわいいこねこ。それが、

いっしゅんに、きえてしまったん

だ…。

幼・小

絵が中心で、文字は非常に

少なく、説明が必要な部分

もあります。原爆の描写な

ど、暗い雰囲気の絵も多い

です。

おこりじぞう 山口勇子

わらっていたおじぞうさんは、

原爆（げんばく）でふきとばされ

ました。みずをさがすおんなの

子のまえで、おじぞうさんはお

こったかおになり…。

幼・小

原爆の被害を表現する絵な

ど、一部に幼児だと恐がる

かもしれない表現がありま

す。描写は平易で、幼児に

もわかりやすいはずです。

原爆の火 岩崎京子

山本さんは、広島のおじさんを

たずねる途中で被爆しました。

おじさんのところから持ち帰っ

た火を絶やさず灯し続け、いつ

しかその火は平和の象徴となっ

ていきます。

小学生

広島の原爆被害についての

絵本です。イラストはわか

りやすく描かれており、漢

字には振り仮名がふってあ

ります。

さだ子と千羽づる

絵本を通し

て平和を考

える会

広島で被爆した女の子、さだ子

の物語。亡くなるまで千羽鶴を

折り続けたさだ子の思いは様々

な人に届き、「原爆の子の像」

として残されています。

小学生

凄惨なシーンはありませ

ん。原爆症になったさだ子

の悲哀は強く感じられま

す。さだ子の物語は有名

で、一読の価値ありです。

おりづるの旅

　さだこの祈りを

のせて

うみのしほ

広島で被爆し、10年後に原爆症

で亡くなったさだこ。でも彼女

が、おりづるに込めたメッセー

ジは世界中に届いています。平

和を願う子どもたちからのメッ

セージ。

小学生

やさしいイラストと、平易

な文章で描かれています。

ただ、原爆症という題材が

難しいため、小学生以上推

奨にしています。



北の里から平和の

祈り

　ノーモア・ヒバ

クシャ会館物語

こやま峰子

長崎で被爆したまり子は、両親

を亡くしながらもマリア様の像

を心の支えに生きていきます。

ノーモア・ヒバクシャ会館がで

きるまでの物語。

小学生

被爆した家族の苦悩を詳し

く描き出していますが、内

容は幼児には少し難しいか

もしれません。絵は優しい

タッチで描かれています。

ヒロシマのいのち

の水
指田和

原爆慰霊碑に50年以上も清水を

そなえてきた宇根さんの物語。な

ぜ、原爆で亡くなった方に清水

をそなえるのか、原爆が落とさ

れた当時のやり取りが描かれま

す。

小学生

原爆による被害や、爆心地

における人々のやり取りが

描写されます。内容を理解

するには、事前知識が必要

になるかもしれません。

ヒロシマのおとう

さん

ヒロシマの心を子

どもたちに

高橋昭博

広島で被爆した少年の物語。学

校で被爆し、必死で家に帰りつ

こうとする中で、凄惨な街の様

子を目にしていきます。

小学生

被爆した同級生の様子な

ど、詳しく描写されていま

す。作画もリアリティがあ

り、一部凄惨な光景も描き

出されています。

ピカドン
丸木位里

丸木俊

広島で被爆したおばあさんが、

原爆の被害について孫に語り続

ける物語です。初版は1950年に

出版されており、平和絵本の第一

号ともいわれています。

中高生以

上

広島の原爆被害を、被爆者

の視点で伝える絵本です。

終戦の5年後に作成された

もので、被害の状況につい

て生々しく伝えています。

ひろしまのピカ 丸木俊

広島に原爆が落とされ、数えき

れないほどの人びとが死んでいき

ました。7歳のみいちゃんは、お

母さんに手を引かれながら、地

獄の街を逃げ惑います。

中高生以

上

作者が、広島の被爆経験者

の話をもとに作った絵本で

す。原爆の後、逃げる際の

描写等は生々しく描き出さ

れています。

ピカドン
木下蓮三・

小夜子

広島の原爆の恐ろしさをスト

レートに表現したものです。文

字はほとんど使わず、原爆が落

ちる前の市民の日常と、原爆に

よる被害が、何枚もの絵で淡々

と描かれます。

中高生以

上

原爆による凄惨な状況につ

いても詳細に描写されてい

ます。文字の説明がなく、

読み解くには原爆について

の事前知識が必要です。

ひょうし タイトル さくしゃ あらすじ 主な対象 作品紹介

おきなわ・メッ

セージ

つるちゃん

金城明美

つるちゃんは、おきなわにす

む、にねんせいのおんなのこ。

かぞくみんなで、なかよくくらし

ていましたが、あるひ、こわい

なにかがやってきて…。

幼・小

沖縄戦をテーマとした絵

本。暗い雰囲気の描写はあ

りますが、残酷な描写はほ

とんどありません。漢字に

は振り仮名があります。

ヨーンの道 下嶋哲朗

戦争の中で困窮していった、沖縄

の人々の生活が描かれています。

戦争の最中と、その後の社会の

動きの中で、沖縄の人々は何を

感じていたのでしょうか。

小学生

文章が多く、絵本というよ

りも読み聞かせの物語に近

いかもしれません。絵は白

黒が多く、全体的に暗い雰

囲気で描写されています。

＜ おきなわ と せんそう ＞



四人の兵士のもの

がたり
代田昇

戦争中、沖縄のある部落に四人

の兵士が逃げこみます。兵士た

ちは部落の一員としてとけこみ、

生活しますが、ある日アメリカ軍

がやってきて…。

小学生

字が多めで、沖縄の方言で

の表現も多く、小学校低学

年くらいまでは自分で読む

のは難しいかもしれませ

ん。

ひょうし タイトル さくしゃ あらすじ 主な対象 作品紹介

せかいいち　うつ

くしい　ぼくの村
小林豊

きょう、ヤモは、はじめてとう

さんとまちへいきます。ロバの

ポンパーもいっしょです。いち

ばで、くだものをうるのです。

ぜんぶうれるでしょうか。

幼児から

アフガニスタンに実際に

あった村がモデルの物語で

す。紛争が続く地域で、そ

れでも日常を過ごす人々の

姿が描かれます。

トラップ一家物語

ハンス・

ヴィルヘル

ム

マリアはあるひ、トラップ家に

おてつだいにいくことになりま

す。トラップ家にはやんちゃな7

人の子どもたちがいますが、し

だいになかよくなり…。

幼・小

字が多く、振り仮名がない

部分もありますが、物語は

わかりやすいでしょう。各

国の民謡の楽譜も挿入され

ています。

ワシーリエフ島か

ら来た少女

ユーリー・

ヤコブレフ

ワシーリエフという島に住む

ワーリャは、同じ島の出身であ

る、ターニャの足跡を追ってい

きます。ルジェフカという街

で、とある記念碑を建てる工事

にいきあって…

小学生

第2次世界大戦の際、ソ連

で亡くなった少女ターニャ

の実話をもとにしたお話で

す。字は細かく、事前知識

もある程度必要です。

ローズ・ブラン

チュ

ロベルト・

イノセン

ティ

ドイツの小さな町に住むローズ

が、不思議なトラックを追って

たどり着いたのは、森の中にあ

る、鉄条網で囲まれた長屋でし

た。ローズはそこに通うように

なり…。

小学生

第2次世界大戦の際のユダ

ヤ人収容所をテーマにした

絵本。収容所という単語は

作中に登場せず、内容には

一部解説が必要です。

番号のいれずみ

ジャン=ピ

エール・

ヴィトリ

マチューはおじいちゃんの腕に

数字のイレズミを見つけます。

そのイレズミの由来を聞く中

で、かつてヨーロッパ中を巻き

込んだ、大きな戦争のことを

知っていきます。

小学生

第2次世界大戦をテーマに

したお話。文字が多く、振

り仮名はほぼありません。

物語を楽しむより学習の補

助として使えるでしょう。

廃墟のなかの結婚

式

岩倉務

レナ・マル

シニャク

父と一緒にポーランドを訪れた

ゆきのは、小さな記念碑の前で

ある女性と出会います。そこか

ら、かつてポーランドであった

戦争の話を聞くことになり…。

小学生

第2次世界大戦の頃のポー

ランドを題材にした物語。

字が多く、振り仮名もあま

りなく、内容を理解するた

めの解説も必要です。

父さんはどうして

ヒトラーに投票し

たの？

ディディ

エ・デニン

グス

選挙で父さんはヒトラーに投票

し、彼がドイツの指導者になっ

た。でもそのあと、街の様子は

どんどん変わっていき、戦争が始

まってしまったんだ。

小学生

第2次世界大戦で、ヒト

ラーが台頭してくる過程

と、その際のドイツ国民の

視点を描いた作品。一部の

漢字に振り仮名がありませ

ん。

ひょうし タイトル さくしゃ あらすじ 主な対象 作品紹介

＜ へいわ に ついて の いろいろな テーマ ＞

＜ ほかの くに で おきた せんそう ＞



【水爆実験】

ぼくのみたもの

第五福竜丸のおは

なし

みなみなな

み

うみのまんなかで、おおきなば

くだんできずついたふねは、へい

わをねがうたくさんの人びとの

ちからでなおされ、今もかたり

かけてきます。

幼児から

水爆実験の被害にあった第

五福竜丸をテーマにした絵

本です。かわいらしい絵と

やさしい文章で、安心して

手に取っていただけます。

【水爆実験】

トビウオのぼうや

はびょうきです

いぬいとみ

こ

みなみのうみの、サンゴしょう

のそばに、トビウオのおやこが

くらしていました。でも、とつぜ

ん大きなばくはつがあり、おや

こはかなしい運命にであいま

幼児から

水爆実験をテーマにした絵

本。放射能の被害を受ける

のは、魚も同じです。やさ

しい文章で、子どもでも読

むことができます。

【地雷】

地雷ではなく花を

ください

柳瀬房子

サニーちゃんは、地雷（じら

い）という、じめんにうめられ

たバクダンでケガをした人たち

にであいます。そして、地雷のか

わりに花や木をうえていきます。

幼・小

「難民」や「地雷」に関す

る絵本として、非常に有名

な一冊です。かわいらしい

絵で読みやすい作品です。

【いじめ】

わたしのいもうと
松谷みよ子

むこうをむいたまま、ふりむい

てくれない、いもうとのはなしで

す。いもうとになにがあったの

でしょうか。なにをかんがえてい

たのでしょうか。

小学生

いじめをテーマにした絵本

です。作品は幼児でもわか

るよう作られていますが、

テーマとしては小学生以上

向きではないでしょうか。

【シベリア抑留】

シベリア抑留っ

て？

亀井励

真琴はロシア人の友達マーシャ

と一緒に、京都にあるシベリア

抑留の慰霊碑の前で、おばあ

ちゃんの話をききます。シベリ

アで何があったのでしょうか。

小学生

タイトルの通り、シベリア

抑留をテーマにした絵本で

す。コミカルな絵で、悲惨

な描写は少ないですが、内

容は解説が必要です。

※ 表紙の画像データは、本の紹介を目的にデータを公開している「openBD」のものです。「openBD」でデータが公開され

ていない資料については、掲載できていないため、表紙画像のないものがあります。


