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作成情報：作成者（宇佐市民図書館：作成日 2020.6.25） 

 

 

 

1945年（昭和 20年）に広島（8月 6日）に投下された原子爆弾は日本に物理的にも精

神的にも甚大な被害をもたらしました。悲惨な歴史を二度と繰り返さないための平和集

会や修学旅行の事前学習に役立つ資料情報です。 

 

目次 
原爆の被害について 
遺跡・博物館・資料館 
原爆の体験についての本・手記 
戦争と平和の創作・絵本 
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キーワード 

広島の原爆（原子爆弾）について調べるときのキーワード 

原爆・原子爆弾・広島・戦争・原爆症・原爆ドーム・原水爆禁止運動 

入門的な情報源 

「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事典を引いてみましょう。 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞事典などは、巻と該当ページを記載 

書名（著者） 請求記号 出版年/該当ページ 

『平和学習に役立つ戦跡ガイド 1 』ヒロシマ K210 ﾍ 2014年  

『総合百科事典ポプラディア 4 』新訂版 K031 ｿ 2011年

/pp.50,51,59,60 

『総合百科事典ポプラディア 9 』新訂版  K031 ｿ 2011年/pp.86-91 

『目でみる「戦争と平和」ことば事典 1』  

（早乙女 勝元∥監修） 
K319 ﾒ   2008年/pp.54,55 

原子爆弾 

 

図書を探す 

●館内の所蔵を探す 

○テーマの棚に行って探す 

図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、番号順に書架に並んでいます。 

＜関連分野の分類記号＞ 

210 日本の歴史 210.7 
昭和時代の日本

の歴史 
319 外交・国際問題 

319.8 戦争と平和 709 文化財 913 物語 

916 記録 Ｅ 絵本   

 

○OPACで調べる 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有

無、配架場所、請求記号がわかります。 

【図書館で所蔵している図書】 

広島の原爆 
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＜原爆の被害について＞ 

 

＜遺跡・博物館・資料館＞ 

書名（著者） 請求記号 出版年／該当ページ 

『総合百科事典ポプラディア 9』新訂版 K031ソ 2011年 p86 

『広島原爆写真集』決定版   

（小松 健一∥編 新藤 健一∥編） 
K210 コ 2015年 

『母と子でみる 原爆を撮った男たち』 K319 ハ 1997年 

『広島、1945』生きていた広島  

（南々社編集部∥編） 
K217 ナ 2012年 

『第二次世界大戦 10』ヒロシマ・ナガサキの原爆 

(槐 一男∥著) 
K209 ダ 1985年 

『せんそうってなんだったの？第 2期 9』 

  8月 6日、モリオの見た空 （田代 脩∥監修） 
K210 セ 2014年/pp.28-31 

『池上彰の現代史授業  昭和編 1』   

21世紀を生きる若い人たちへ（池上 彰∥監修・著） 
K210  ｲ   2014年/p.18,19 

『せんそうってなんだったの？７』原爆・沖縄 

（井上 こみち／著） 
K913  ｾ   2007年/p22,23 

『語り伝える空襲  第 5巻』ビジュアルブック  

（安斎 育郎∥文 監修） 
K210  ｱ   2008年/p.4,5 

『しらべ学習に役立つ日本の歴史 12』原爆ドームが

かたる戦争の悲劇（古川清行//監修） 
K210 ｼ 2016年/pp.4-11 

『調べ学習日本の歴史 8 』アジア太平洋戦争の研究

（鎌田和宏∥監修） 
K210  ｼ   2000年/p.36,37 

『アジア・太平洋戦争』 ポプラディア情報館 

 （森 武麿∥監修） 
K210  ｱ   2006年/p.74-77 

『「できごと」と「くらし」から知る戦争の 46か月』 

  戦い、日常、文化がわかる（大石 学∥監修） 
K210  ｵ   2019年/p.178,179 

『トランクの中の日本』米従軍カメラマンの非公式記

録（ジョー オダネル∥写真） 
210.7  ｵ   1995年/pp.68-71 

『シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 1』

（安斎 育郎∥文 監修） 
K 210  ｱ   2014年/pp.14,15 

『シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 2』

（安斎 育郎∥文 監修） 
K 210  ｱ   2014年/p.10 

『さがしています』（アーサー・ビナード∥作） E   ﾋﾞ   2012年 

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ  第 1巻』 

ビジュアルブック（安斎 育郎∥文 監修） 
K 210  ｱ   2014年  

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ  第 4巻』 

ビジュアルブック（安斎 育郎∥文 監修） 
K 210  ｱ   2014年  

『ウォーズ・オブ・ジャパン』日本のいくさと戦争 

（磯田 道史∥監修） 
K210 ﾐ   2015年/pp.164,165 

『絵で読む広島の原爆』 

（那須正幹∥文 西村繁男∥絵） 
K210 ﾅ 2012年 

書名（著者） 請求記号 出版年/該当ページ 

『写真が語る 第二次世界大戦』 

（サイモン・アダムズ∥著） 
K209 ｱ 2005年/p.59 
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『語り伝える空襲  第 5巻』ビジュアルブック  

（安斎 育郎∥文 監修） 
K210 ｱ   2008年/pp.4-6 

『日本の歴史 4)』幕末～昭和時代(前期)  

ポプラディア情報館 
K210 ﾆ 2009年/p.188 

『日本の世界遺産』イラスト図解と写真でよくわか

る!（山口 正∥/監修） 
K709 ﾆ 2016年/pp.148-154 

『平和を考える戦争遺物 5』 広島・長崎・空襲  K210 ｺ 2014年  

『しらべる戦争遺跡の事典』（十菱 駿武∥編） A390 ｼ 2002年/pp.217-220 

『戦争体験を「語り」・「継ぐ」』広島長崎沖縄 K319 ｾ 2018年 

『日本の戦争遺跡図鑑』 K210 ﾆ 2013年/pp.42-45 

『平和を考える戦争遺産図鑑』 

（安島 太佳由∥写真 著） 
K210 ﾔ 2015年/pp.10-13 

『修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産 5 新版』

（本田 純∥ほか著） 
K709 ﾎ 2014年/ 

pp.6-11,22,23 

『事前学習に役立つみんなの修学旅行 広島・山口』 K291 ｼﾞ 2015年/pp.6-13 

『平和学習に役立つ戦跡ガイド １』ヒロシマ K210 ﾍ 2014年 

『日本の遺跡と遺産 7』戦争遺跡（矢野 慎一∥著） K210 ﾔ 2009年/p.8,9,41 

『ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド 1』  

（佐藤 広基∥ほかイラスト 文） 
K319 ｻ 2004年 

『ヒロシマをのこす 』平和記念資料館をつくった

人・永岡省吾（佐藤 真澄∥著） 
K319 ｻ 2018年 

『まるごと日本の世界遺産』 （増田 明代∥著） K709 ﾏ 2014年/pp.116-119 

『シリーズ戦争遺跡 3』全国の空爆・原爆遺跡 K210 ｼ 2010年/pp.20-33 

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第 3巻』 

（安斎 育郎∥文 監修） 
K210 ｱ 2004年/p.20 

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第 4巻』 

（安斎 育郎∥文 監修） 
K210 ｱ 2004年/pp.13-15 

『ドームがたり』（アーサー・ビナード∥作） K319 ﾋﾞ 2017年 

『世界遺産ガイド 文化遺産編 2020改訂版』  

（古田 陽久∥著） 
709 ﾌ 2020年/p.51 

『観光コースでない広島』被害と加害の歴史の現場を

歩く（ 澤野 重男ほか∥著） 
219.7 ｻ 2011年 

『きみはヒロシマを見たか』広島原爆資料館 

（高橋 昭博ほか∥文） 
210.7 ﾀ 1982年 

『訪ねて見よう!日本の戦争遺産』（安島 太佳由∥

著） 
A290 ﾔ 2009年/pp.78,79 

『日本の戦争遺跡』保存版ガイド  

 （戦争遺跡保存全国ネットワーク∥編著） 

A390 ｼ 2004年/pp.247-51 

『広島・長崎からの伝言』 （大川 悦生∥編著） K 319 ｵ 1990年 

『綾瀬はるか「戦争」を聞く』 K 210 ﾃ  2013年/pp.1-40 

『ノーモア ロシマ・ナガサキ』原爆写真 

（黒古 一夫・清水 博義∥編） 
210.7 ｸ 2005年/pp.5-31 

『被爆』ヒロシマ・ナガサキ いのちの証 

（江成常夫∥著） 
748 ｴ 2019年/pp.3-73 
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＜原爆の体験についての本・手記＞ 

 

 

書名（著者） 請求記号 出版年/該当ページ 

『いしぶみ』広島二中一年生全滅の記録 改訂新版 

(広島テレビ放送∥編) 

K210 ﾋ 2005年 

『いしぶみ』広島二中一年生全滅の記録 

(広島テレビ放送∥編) 

K210 ﾋ 2009年 

『母と子でみる 原爆を撮った男たち 反核』  K319 ﾊ 1987年/pp.28-80 

『語りつごうアジア・太平洋戦争 9』 K210 ｶ 1995年/pp.29-35 

『1945年 8月 6日』ヒロシマは語りつづける  新版 

（伊東 壮∥著 ） 
K319 ｲ 1945年  

『広島市立中学一年一組原爆の生き残り者の書き置

き』 核兵器も原発もない世界のために  

（佐藤 任∥著） 

319.8 ｻ 2002年 

『日本の原爆記録 10』（家永 三郎ほか∥編集） 916 ﾆ 1991年 

『ヒロシマ、遺された九冊の日記帳』 

（大野 充子∥著） 
K915 ｵ 2005年 

『きのこ雲の下から、明日へ』原爆小頭症 

（斉藤 とも子∥著） 
369.3 ｻ 2005年    

『ヒロシマ消えたかぞく』（指田 和∥著） K210 ｻ 2019年 

『絵で語る子どもたちの太平洋戦争』 

 毒ガス島・ヒロシマ・少国民 （岡田 黎子∥著） 
K240 ｵ 2013年/ pp.70,71 

『折り鶴の子どもたち』原爆症とたたかった佐々木禎

子と級友たち （那須 正幹∥作） 
K916 ﾅ 1984年 

『禎子の千羽鶴』 （佐々木 雅弘∥著） K916 ｻ 2013年 

『飛べ!千羽づる』 ヒロシマの少女佐々木禎子さんの

記録 新装版 （手島 悠介∥作） 
K916 ﾃ 2000年 

『ヒロシマ８月６日、少年の見た空』（井上 こみち

∥著）「８月６日、モリオの見た空」加筆修正版 
K916 ｲ 2015年 

『日本の原爆記録 3』 

白夾竹桃の下 女学生の原爆記他 
916 ﾆ 1991年 

『日本の原爆記録 5』星は見ている  

全滅した広島一中一年生父母の手記集 
916 ﾆ 1991年 

『日本の原爆記録 6』中国地方総監府誌原爆被災記録 916 ﾆ 1991年 

『原子野からの旅立ち』（女子パウロ会∥編） 916 ｼ 2005年/pp.19-130 

『被爆者』60年目のことば（会田 法行∥写真・文） K369 ｱ  2005年 

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ  第 4巻』 

ビジュアルブック（安斎 育郎∥文 監修） 
210 ｱ 2004年/p.7  

『ヒロシマ・ナガサキ死と生の証言』原爆被害者調査 

（日本原水爆被害者団体協議会∥編） 
319.8 ﾆ  1994年/pp.51-247 

『わたしたちの戦争体験 7』原爆 

（日本児童文芸家協会∥著） 
K916 ﾆ  2010年/pp.8-79 

『広島・長崎からの伝言』 （大川 悦生∥編著） K319 ｵ 1990年 
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＜戦争と平和の創作・絵本＞ 

書名（著者） 請求記号 出版年/該当ページ 

『はとよひろしまの空を』（大川 悦生∥原作） E ｵ  1999年 

『よっちゃんのビー玉』 

（児玉 辰春∥ぶん 北島 新平∥え） 
E ｺ  1996年 

『伸ちゃんのさんりんしゃ』 

（児玉 辰春∥作 おぼ まこと∥絵） 
E ｺ 1992年 

『ヒロシマのいのちの水』 

（指田 和∥文 野村 たかあき∥絵） 
E ｻ 2009年 

『ヒロシマに原爆がおとされたとき』 

（大道 あや∥著） 
E ﾀﾞ  2002年 

『ひろしまのエノキ』 

（長崎 源之助∥作 二俣 英五郎∥絵） 
E ﾅ  1988年 

『 8月 6日のこと』 

（中川 ひろたか∥文 長谷川 義史∥絵） 
E ﾅｶ  2011年 

『はだしのゲン』（中沢 啓治∥作 絵） E ﾅ  1980年 

『ピカドンたけやぶ』（はら みちを∥作 絵） E ﾊ  1983年 

『まちんと』（松谷 みよ子∥著 司 修∥画） E ﾏ 1983年 

『ひろしまのピカ』（丸木 俊／著） E ﾏ  1996年 

『とうろうながし』（松谷 みよ子∥文 丸木 俊∥絵） E ﾏ  1985年 

『わたしのヒロシマ』（森本 順子∥作 絵） E ﾓ  1988年 

『絵本おこりじぞう』 

（山口 勇子∥原著 四国 五郎∥画） 
E ﾔ 1997年 

『ヒロシマの風 』 （吉永 小百合∥編） K911 ﾖ  2014年 

『水辺の祈り』（えの ゆずる∥作） K911 ｴ  1989年 

『ヒロシマ語り部の歌』（大野 允子∥作） K913 ｵ  1999年 

『原爆の図物語』（宇佐美 承∥作） K913 ｳ  1985年 

『まっ黒なおべんとう』（児玉 辰春∥作） K913 ｺ  1989年 

『ガラスのベーゴマ』（槿 なほ∥作） K913 ﾑ  2015年 

『五十年めの手紙』（長崎 源之助∥作） K913 ﾅ 1996年 

『かよこ桜』（山本 典人∥さく） K913 ﾔ 1981年 

『夕凪の街 桜の国』（こうの 史代∥原作） K913 ｺ  2017年 

『八月の光』（朽木 祥∥作） K913 ｸ  2012年 

『広島の姉妹』（山本 真理子∥作） K913 ﾔ 1979年 

『おこりじぞう』（山口 勇子∥さく） K913 ﾔ  1982年 

『広島の友』（山本 真理子∥作） K913 ﾔ  1995年 

『白い町ヒロシマ』（木村 靖子∥作） K913 ｷ  1985年 
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ＡＶ資料 

 

書名（著者） 請求記号 出版年 

『原爆投下』活かされなかった極秘情報 

（ＮＨＫエンタープライズ） 

DV390 ｹﾞ 2012年 

 

Webサイト 

●関連サイトの紹介 

○ 総務省 一般戦災コーナー 「子どもと学ぶ太平洋戦争」「国内各都市の戦災の状

況」 

   hppt://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/kids/index.html 

〇 国立広島原爆死没者追悼平和祈念館 

   http://www.hiro-tsuitoukinenkan.go.jp/index.php 

 

 

『ヒロシマのいのちの歌』 

（鈴木 ゆき江∥作 末崎 茂樹∥絵） 
K913 ｽ 2001年 

『 3+6の夏』ひろしま、あの子はだあれ 

（中澤 晶子∥作 ささめや ゆき∥絵） 
K913 ﾅ 2015年 

『ヒロシマの火』 

（山口 勇子∥さく 四国 五郎∥え） 
K913 ﾔ 1988年 

『少年口伝隊一九四五』 

（井上 ひさし∥著 ヒラノ トシユキ∥絵） 
K913 ｲ 2013年 

『朝の別れを』 ヒロシマ、母と子の物語 

（大野 允子∥著） 
K913 ｵ 2001年 

『広島の母たち』 

（山本 真理子∥作 佐伯 和子∥画） 
K913 ﾔ 1985年 

『虹をみた日』ヒロシマ、少女あきの物語 

（大野 允子∥作 永田 治子∥絵） 
K913 ｵ 1995年 

『光のうつしえ』廣島 ヒロシマ 広島 

（朽木 祥∥作） 
K913 ｸ 2013年 

『八月の光』（朽木 祥∥作） K913 ｸ 2012年 

『つるにのって』（ミホ シボ∥原案） K913 ｼ 1994年 

『アオギリよ 芽をだせ』（大川 悦生∥作） K913 ｵ 1992年 

http://www.hiro-tsuitoukinenkan.go.jp/index.php

