
戦時下の小田原地方の様子 　

総合で地域の戦争を調べよう 　戦時下の小田原地方を記録する会∥編 　戦時下の小田原地方を記録する会            K210.7 

語り伝えよう小田原の戦争体験 　戦時下の小田原地方を記録する会∥編 　戦時下の小田原地方を記録する会            K210.7 

市民が語る小田原地方の戦争 　戦時下の小田原地方を記録する会∥編 　戦時下の小田原地方を記録する会            K210.7 

神奈川県の戦争遺跡 　神奈川県歴史教育者協議会∥編 　大月書店            K210.7 

相模湾上陸作戦 　大西 比呂志∥[ほか]著 　有隣堂 　 　 Ｋ・Ｓ210.7

おだわらの歴史 　小田原市立図書館∥編 　小田原市立図書館            K213.7 

小田原空襲 　井上 弘∥著 　夢工房            K213.7 

戦時下の箱根 　井上 弘∥著 　夢工房            K213.7 

小田原地方の本土決戦 　香川 芳文∥著 　夢工房            K213.7 

西さがみ　庶民史録８　庶民にとっての太平洋戦争 　 　西さがみ庶民史録の会            K213.7 

西さがみ　庶民史録２３　小田原で見た戦争映画 　 　西さがみ庶民史録の会            K213.7 

西さがみ　庶民史録２７　小田原空襲 　 　西さがみ庶民史録の会            K213.7 

西さがみ　庶民史録３３　小田中日光隊の学徒動員記録 　 　西さがみ庶民史録の会            K213.7 

小田原と風船爆弾 　戦時下の小田原地方を記録する会∥編 　戦時下の小田原地方を記録する会              K216 

撃ちぬかれた本 　戦時下の小田原地方を記録する会∥編 　戦時下の小田原地方を記録する会            K369.3 

消えた宿泊名簿 　山口 由美∥著 　新潮社           　 689.8 

ああ紅の血は燃えて 　小田中日光会記念事業編集委員会∥編 　小田中日光会    　 K916アアク

ああ南溟に雲喚びて 　神濤会∥編 　神濤会    　 K916アアナ

私の太平洋戦争　敗戦５０年目の追憶記 　木村　四郎∥著 　木村四郎    　 K916キムラ

焦げたはし箱 　戦時下の小田原地方を記録する会∥編 　夢工房       K916コゲタ

傷痍軍人の戦争体験記 　 　神奈川県傷痍軍人会    　 K916ショウ

見捨てられた人々 　本多　廣光∥著 　オフ出版              K916 

増田　昭一さんの体験より 　

西さがみ　庶民史録２０　北満の星空に散る 　 　西さがみ庶民史録の会            K213.7 

戦場のサブちゃんとゴン 　増田 昭一∥文と絵 　夢工房   　 913.6マスダ

約束 　増田 昭一∥文と絵 　夢工房    　　 916マスダ

満州の星くずと散った子供たちの遺書 　増田 昭一∥文と絵 　夢工房    　　 916マスダ

金のひしゃく 　増田 昭一∥文と絵 　中国残留孤児援護基金              児Eキ 

ともちゃんのおへそ 　増田 昭一∥原作 　夢工房              児Eト 
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        ともちゃんのおへそ    

                                                                                                                   

             増田 昭一 原作      

   杉山 春 文・ みねだとしゆき 絵      

  綾瀬はるか「戦争」を聞く                                                      
 

            

      ＴＢＳテレビ 

     『ＮＥＷＳ23』取材班 編 

 原作者は、小田原で生まれ、小田原中学

卒業後に戦場へ行った、増田昭一さんです。

 戦後は教師となり、戦争の悲惨さを語り

続けました。戦争を知らない大人や子ども

たちに読んでほしい一冊です。 

 広島・長崎の被爆者や沖縄戦の関

係者の話から、戦争被害に苦しみ続

けてきた人々の思いが伝わります。 

 憎しみが、悲しみや感謝に変化し

ていく女性に心をうたれます。 

小田原市は、平成５年10月に平和都市宣言をし、今年で２０年目です。 

多くの歴史的文化遺産がある小田原も、過去に戦災を受けました。 

戦争のない平和な世の中の大切さが、すべての人に伝わりますように。                      

小田原市平和都市宣言20周年事業 
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太平洋戦争について 　

図説日米開戦への道 　平塚 敏克∥著 　河出書房新社             210.7 

「写真週報」に見る戦時下の日本 　保阪 正康∥監修 　世界文化社             210.7 

対日宣伝ビラが語る太平洋戦争 　土屋 礼子∥著 　吉川弘文館             210.7 

人物・事件でわかる太平洋戦争 　太平洋戦争研究会∥編著 　日本文芸社             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             210.7 

ドキュメント東京大空襲 　NHKスペシャル取材班∥著 　新潮社             210.7 

東京大空襲 　NHKスペシャル取材班∥著 　新潮社             210.7 

昭和史、二つの日 　保阪 正康∥著 　山川出版社             210.7 

写真の裏の真実 　岸本 達也∥著 　幻戯書房             210.7 

玉と砕けず 　秋元 健治∥著 　現代書館             210.7 

サイパンの戦い 　近現代史編纂会∥編 　山川出版社             210.7 

バターン死の行進 　マイケル　ノーマン∥著 　河出書房新社             210.7 

綾瀬はるか「戦争」を聞く 　TBSテレビ『NEWS23』取材班∥編 　岩波書店       　YA210.7 

太平洋戦争最後の証言  第1部 　門田 隆将∥著 　小学館           　391.2 

太平洋戦争最後の証言　第2部 　門田 隆将∥著 　小学館           　391.2 

ミッドウェー海戦　第1部 　森 史朗∥著 　新潮社           　391.2 

ミッドウェー海戦　第2部 　森 史朗∥著 　新潮社           　391.2 

昭和陸軍の軌跡 　川田 稔∥著 　中央公論新社           S396.2 

日本海軍はなぜ過ったか 　澤地 久枝∥著 　岩波書店           　397.2 

日本海軍400時間の証言 　NHKスペシャル取材班∥著 　新潮社           　397.2 

日本の原爆 　保阪 正康∥著 　新潮社           　559.7 

戦う広告 　若林 宣∥著 　小学館           　674.2 

画家たちの「戦争」 　神坂 次郎∥著 　新潮社              　721 

ぼくらが出合った戦争 　石子 順∥著 　新日本出版社           　726.1 

最後の早慶戦 　笠原 和夫∥著 　ベースボール・マガジン社           　783.7 

昭和二十年夏、子供たちが見た日本 　梯 久美子∥著 　角川書店    　　 916カケハ

戦争時代の光芒 　忽那 静夫∥著 　ブックコム    　　 916クツナ

あの頃のこと 　吉沢 久子∥著 　清流出版      　 916ヨシザ

平和な世の中に 　

ザ・ミッション 　山本 美香∥著 　早稲田大学出版部            　070.1 

山本美香という生き方 　山本 美香∥著 　日本テレビ放送網   　　289.1ヤマモ

硝煙の向こうの世界 　渡部 陽一∥著 　講談社              　319 

日本の転機 　ロナルド　ドーア∥著 　筑摩書房            S319.1 

“核”を求めた日本 　NHKスペシャル取材班∥著 　光文社           　319.8 

非核兵器地帯 　梅林 宏道∥著 　岩波書店           　319.8 

「核」の世界地図 　浅井 信雄∥監修 　青春出版社           　319.8 

核兵器はいらない! 　沢田 昭二∥著 　新日本出版社           　319.8 

職業は武装解除 　瀬谷 ルミ子∥著 　朝日新聞出版           　319.8 

報道されない沖縄 　宮本 雅史∥著 　角川学芸出版           　319.8 

平和主義とは何か 　松元 雅和∥著 　中央公論新社           S319.8 

平和構築 　東 大作∥著 　岩波書店           S319.8 

ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 　田口　ランディ∥著 　筑摩書房     ＹＡ・S319.8 

被爆アオギリと生きる 　広岩 近広∥著 　岩波書店     ＹＡ・S319.8 

中高生からの平和憲法Q&A 　高田 健∥著 　晶文社        　YA323.1 

秘録 　太田 昌克∥著 　講談社            　392.1

高校生からわかる原子力 　池上 彰∥著 　ホーム社          　YA539 

核爆発災害 　高田 純∥著 　中央公論新社            S559.7 
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