
太平洋戦争について 　

わたしたちのアジア・太平洋戦争　１　広がる日の丸の下で生きる 古田　足日／編 童心社 2004 児 210

わたしたちのアジア・太平洋戦争　２　いのちが紙切れになった 古田　足日／編 童心社 2004 児 210

わたしたちのアジア・太平洋戦争　３　新しい道を選ぶ 古田　足日／編 童心社 2004 児 210

戦争遺跡を歩く　目にし、肌で感じることなく戦争は語れない 太平洋戦争研究会／編著 ビジネス社 2006 210.6

石碑と銅像で読む近代日本の戦争 歴史教育者協議会／編 高文研 2007 210.6

世界から見た大東亜戦争 名越　二荒之助／編 展転社 1991 210.7

世紀末から見た大東亜戦争　戦争はなぜ起こったのか 現代アジア研究会／編 プレジデント社 1991 210.7

トラ　トラ　トラ　太平洋戦争はこうして始まった ゴードン・Ｗ．プランゲ／著 並木書房 1991 210.7

玉砕戦全史 新人物往来社戦史室／編 新人物往来社 1994 210.7

図説太平洋戦争 池田　清／編 河出書房新社 1995 210.7

目からウロコの太平洋戦争　複雑な戦史がスッキリわかる！ 河合　敦／著 ＰＨＰエディターズグループ 2002 210.7

暗号名はマジック　太平洋戦争が起こった本当の理由 小松　啓一郎／著 ベストセラーズ 2003 210.7

激動の昭和を見る　１　戦前編（ビッグマンスペシャル） 世界文化社 2005 210.7

激動の昭和を見る　２　戦中戦後編（ビッグマンスペシャル） 世界文化社 2005 210.7

図説太平洋戦争１６の大決戦 森山　康平／著 河出書房新社 2005 210.7

あの戦争は何だったのか　大人のための歴史教科書　（新潮新書） 保阪　正康／著 新潮社 2005 S 210.7

もう一度学びたい太平洋戦争 後藤　寿一／監修 西東社 2007 210.7

ペリリュー　アンガウル・トラック　（太平洋戦跡紀行） 西村　誠／著 光人社 2007 210.7

アジア・太平洋戦争　（岩波新書　シリーズ日本近現代史） 吉田　裕／著 岩波書店 2007 S 210.7

知識ゼロからの太平洋戦争入門 半藤　一利／監修 幻冬舎 2009 210.7

ドキュメント太平洋戦争全史　戦場体験者３００人取材・作戦解説４７図収録 亀井　宏／著 講談社 2009 210.7

人物・事件でわかる太平洋戦争　重要人物から解き明かす日米決戦の真相 太平洋戦争研究会／編著 日本文芸社 2010 210.7

歩いて見た太平洋戦争の島々　（岩波ジュニア新書） 安島　太佳由／著 岩波書店 2010 YA Ｓ  270

太平洋戦争戦闘地図　戦闘地図構成　（別冊歴史読本） 新人物往来社 1996 391.2
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  『歌われたのは  

     軍歌ではなく心の歌』              

     日野原 重明／監修                                        

     「新老人の会」／編        

 『沖縄戦を生きた子どもたち』                                        
     太田 昌秀／著       
      クリエイティブ21 

 

戦争の悲劇を２度と繰り返さないた
めに。「新老人の会」の会員が、戦
時中や戦後直後の自分たちの生活体
験を記録したものをまとめる。 
 

いくつもの地獄を束にしたような
沖縄戦の戦場での子どもたちの体
験談や、戦後どのように生き抜い
て来たかを紹介。沖縄の子どもた
ちが身をもって示したいかなる困
難にも負けない丌屈の精神と、生
き抜く意思の強さが伝わる一冊。 

８月１５日は終戦記念日です。日米最後の決戦とも言われる、沖縄戦では、兵士だ
けでなく、多くの住民が犠牲となりました。多くの悲劇を生んだ「戦争」・・・。

「戦争」とは何か、改めて考えてみましょう。                       

javascript:void(0)


出版社 請求記号出版年書名 著者名

き抜く意思の強さが伝わる一冊。 

沖縄戦について

ひめゆりの沖縄戦　一少女は嵐のなかを生きた　（岩波ジュニア新書　２０７） 伊波園子／著 岩波書店 1992 YA Ｓ  210

沖縄戦　民衆の眼でとらえる「戦争」　改訂版 大城将保／著 高文研 1988 210.7

沖縄戦米兵は何を見たか　５０年後の証言 吉田健正／著 彩流社 1996 210.7

沖縄地上戦　（母と子でみる　２０世紀の戦争） 共同通信社／写真 草の根出版会 2001 219.9

これならわかる沖縄の歴史Ｑ＆Ａ 楳沢　和夫／著 大月書店 2003 219.9

ドキュメント沖縄１９４５ 玉木　研二／著 藤原書店 2005 219.9

沖縄戦の真実と歪曲 大城　将保／著 高文研 2007 219.9

沖縄戦を生きた子どもたち 大田　昌秀／著 クリエイティブ21 2007 219.9

証言沖縄「集団自決」　慶良間諸島で何が起きたか　（岩波新書　新赤版） 謝花　直美／著 岩波書店 2008 S 219.9

母の遺したもの　沖縄・座間味島「集団自決」の新しい事実　新版 宮城　晴美／著 高文研 2008 219.9

あばかれた「神話」の正体　沖縄「集団自決」裁判で何が明らかになっているのか 鴨野　守／著 祥伝社 2009 219.9

沖縄空白の一年　1945-1946 川平　成雄／著 吉川弘文館 2011 219.9

観光コースでない沖縄　戦跡／基地／産業／自然／先島　第４版 新崎　盛暉／著 高文研 2008 302.1

平和は「退屈」ですか　元ひめゆり学徒と若者たちの五〇〇日 下嶋　哲朗／著 岩波書店 2006 319.8

生き残る　沖縄・チビチリガマの戦争 下嶋　哲朗／著 晶文社 1991 916シモジ

水筒　ひめゆり学徒隊戦記　上（新潮コミック） 新里　堅進／著 新潮社 1989 916シンザ

水筒　ひめゆり学徒隊戦記　下（新潮コミック） 新里　堅進／著 新潮社 1989 916シンザ

ある沖縄戦　慶良間戦記　（「戦争と平和」市民の記録） 儀同　保／著 日本図書センタ- 1992 916センソ

ひめゆりの塔をめぐる人々の手記　改版（角川文庨　５１３９） 仲宗根　政善／著 角川書店 1995 B 916　ナカソ

泥と炎の沖縄戦　あるマリン兵の回想 Ｅ．Ｂ．スレッジ／著 琉球新報社 1991 936スレツ

天王山　沖縄戦と原子爆弾　上 ジョージ・ファイファー／著 早川書房 1995 936フアイ

天王山　沖縄戦と原子爆弾　下 ジョージ・ファイファー／著 早川書房 1995 936フアイ

かんからさんしん　沖縄戦を生きぬいた子どもたち　（アニメ絵本） 嶋津　不志／原作 理論社 1989

萌えろ！ガジュマル　沖縄戦から五十年、一家全滅の村で 久手堅　憲俊／作 偕成社 1994

満天の星　対馬丸真実の証言 対馬丸事件取材班／著 文芸社 2008 210.7

海に沈んだ対馬丸　子どもたちの沖縄戦　（岩波ジュニア新書） 早乙女　愛／著 岩波書店 2008 S 210.7

対馬丸　さようなら沖縄　（フォア文庨　Ａ０５１） 大城立裕／原作 理論社 1987

悲しい対馬丸の話　命こそ大切 久野　登久子／文 フレーベル館 2009 児 E　カ

戦争体験記

語りつぐ戦争　１５人の伝言 早乙女　勝元／著 河出書房新社 2002 209.7

おじいちゃん戦争のことを教えて　孫娘からの質問状 中条　高徳／著 致知出版社 1998 210.7

絵で読む大日本帝国の子どもたち　戦場へ誘った教育・遊び・世相文化 久保井　規夫／著 柘植書房新社 2006 210.7

あの戦争を伝えたい 東京新聞社会部／編 岩波書店 2006 210.7

語りつぐ戦争　一〇〇〇通の手紙から 朝日放送／編 東方出版 2006 210.7

昭和の記憶を掘り起こす　沖縄、満州、ヒロシマ、ナガサキの極限状況 中村　政則／著 小学館 2008 210.7

戦争への想像力　いのちを語りつぐ若者たち 小森　陽一／監修 新日本出版社 2008 210.7

〈戦争の世紀〉を超えて　わたくしが生きた昭和の時代 吉武　輝子／著 春秋社 2010 210.7

歌われたのは軍歌ではなく心の歌　語り残す戦争体験 日野原　重明／監修 新日本出版社 2010 916ウタワ

ＮＨＫ戦争を知っていますか　語り継ぐ女性たちの体験　１ ＮＨＫおはようジャーナル製作班／編 日本放送出版協会 1989 916エヌエ

ＮＨＫ戦争を知っていますか　語り継ぐ女性たちの体験　2 ＮＨＫおはようジャーナル製作班／編 日本放送出版協会 1989 916エヌエ

昭和二十年夏、女たちの戦争 梯　久美子／著 角川書店 2010 916カケハ

わたしの終戦記念日 瀬谷　道子／インタビュアー 新水社 2010 916セヤ

戦争　血と涙で綴った証言　上 朝日新聞テーマ談話室／編 朝日ソノラマ 1987 916センソ

戦争　血と涙で綴った証言　下 朝日新聞テーマ談話室／編 朝日ソノラマ 1987 916センソ

戦争体験刻む　新しい語り部をめざして　（母と子でみる） 編集委員会／編 草の根出版会 2007 916センソ

失われた戦場の記憶 土井　全二郎／著 光人社 2000 916ドイ

兵士の沈黙　無名戦士からの伝言 土井　全二郎／著 光人社 2001 916ドイ

生き残った兵士の証言　極限の戦場に生きた人間の真実 土井　全二郎／著 光人社 2004 916ドイ

読み聞かせる戦争 加賀美　幸子／選 光文社 2002 916ヨミキ
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