
 

 

図書名 著者 刊 年 発 行 所 № 

語りつぐ戦争 福岡教職員組合 1979.7 葦書房 ６ 

教師の戦争体験の記録 岩手県一関国民

研究会 

昭和 44.1 労働旬報社 17 

人類の未来への証言 全国原爆被爆教

職員連絡会 

1980.8 〃 18 

原爆の子 長田新 編 1951.10 長田新 19 

語りつぐ戦争体験 北海道教職員組

合編 

昭和 56.11 楡書房 20 

沖縄戦 沖縄を学ぶ刊行

委員会 

1985.6 勁草書房 21 

これが沖縄戦だ 太田昌秀編 昭和 52.7 琉球新報社 22 

ボクラ少国民 山中恒 1975.11 辺境社 24 

御民ワレ 

ボクラ少国民第二部 

〃 1974.11 〃 23 

撃チシテシ止マム 

ボクラ少国民第三部 

〃 1977.3 〃 25 

欲シガリマセン勝ツマデハ 

ボクラ少国民第四部 

〃 1979.1 〃 75 

勝利ノ日マデ 

ボクラ少国民第五部 

〃 1980.4 〃 76 

原爆被爆二世問題の理解のた

めに 

総評・原水禁会

議・被曝二世会 

1986.8 被爆者協議会 26 

わたしたちの沖縄 沖教組編 昭和 43.9 沖縄時事出版社 27 

われらの沖縄 〃 昭和 43.7 〃 28 

南京大虐殺 日本教職員組合 1986.5 国民教育研究所 29 

戦傷 三重県母親連絡会編 1972.8  30 

原爆体験記 広島市原爆体験

記刊行会 

1975.7 朝日新聞社 31 

障害者と戦争 日本教職員組合 1982.4 日本教職員組合 32 

日本の軍事大国化戦略 総評教育文化部 1982.11 総評教育文化部 33 

沖縄戦記録写真集 

日本の最後の戦い 

神谷明仁編 1977.9 月刊沖縄社 34 

（２冊） 

沖縄戦記録写真集第２集 

続日本最後の戦い 

〃 1978.4 〃 35 

（２冊） 

平和教育教材資料小学校編 日本教職員組合 1982.1 日本教職員組合 36 

平和教育教材資料中学校編 〃 1982.1 〃 37 

平和教育教材資料高等学校編 〃 1982.1 〃 38 

平和な明日のために 児童・生徒平和絵 1986.6 日本教職員組合 39 

０－10 



――第２回日本子ども絵画展画集 画展委員会 

原爆を知っていますか 兵庫県教職員組合 1982.11 兵教組教育研究所 41 

（２冊） 

ドキュメント昭和１ 

ベルサイユの日章旗 

ＮＨＫ“ドキュメ

ント昭和”取材班 

昭和 61.4 角川書店 42 

ドキュメント昭和２ 

上海共同租界 

〃 昭和 61.5 〃 43 

ドキュメント昭和３ 

アメリカ車上陸を阻止せよ 

〃 昭和 61.6 〃 44 

ドキュメント昭和４ 

世界をめざす 

〃 昭和 61.9 〃 45 

ドキュメント昭和５ 

オレンジ作戦 

〃 昭和 61.10 〃 46 

ドキュメント昭和６ 

潰え去ったシナリオ 

〃 昭和 61.11 〃 47 

ドキュメント昭和 7 

皇帝の密約 

〃 昭和 62.1 〃 48 

ドキュメント昭和 8 

十字架上の日本 

〃 昭和 62.2 〃 49 

ドキュメント昭和 9 

ヒトラーのシグナル 

〃 昭和 62.3 〃 50 

目が見えなくても 吉田比砂子 昭和 53.5 講談社 51 

砂の音はとうさんの声 赤座憲久 1978.2 小峰書店 52 

子どもたちに残す教師の戦争記録１ 

空襲とかくれんぼ 

福井県教職員組合 1983.7 福井県教職員組合 53 

子どもたちに残す教師の戦争記録 2 

お母さん命の灯をありがとう 

〃 1983.8 〃 54 

日本の原爆文学①原民喜 原民喜 1983.9 ほるぷ書店 55 

日本の原爆文学②大田洋子 大田洋子 1983.9 ほるぷ書店 56 

日本の原爆文学③林京子 林京子 1983.9 ほるぷ書店 57 

日本の原爆文学④ 

佐多稲子・竹西寛子 

佐多稲子 

竹西寛子 

1983.9 ほるぷ書店 58 

日本の原爆文学⑤井上光晴 井上光晴 1983.9 ほるぷ書店 59 

日本の原爆文学⑥堀田善衛 堀田善衛 1983.9 ほるぷ書店 60 

日本の原爆文学⑦いいだもも いいだもも 1983.9 ほるぷ書店 61 

日本の原爆文学⑧ 

小田実・武田泰敦 

小田実 

武田泰敦 

1983.9 ほるぷ書店 62 

日本の原爆文学⑨ 

大江健三郎・金井利博 

大江健三郎 

金井利博 

1983.9 ほるぷ書店 63 

日本の原爆文学⑩短篇Ⅰ 美川きよ他 13名 1983.9 ほるぷ書店 64 

日本の原爆文学⑪短篇Ⅱ 中山士郎他 15名 1983.9 ほるぷ書店 65 



日本の原爆文学⑫戯曲 堀田清美他 6名 1983.9 ほるぷ書店 66 

日本の原爆文学⑬詩歌 危険を訴える文

学者の声明編 

1983.9 ほるぷ書店 67 

日本の原爆文学⑭手記・記録 〃 1983.9 ほるぷ書店 68 

日本の原爆文学⑮評論・エッセイ 〃 1983.9 ほるぷ書店 69 

四日市にも戦争があった 四日市革新懇話会 1991.6 四日市革新懇話会 70 

世界の平和・軍縮教育 WCOTP・日教組編 1983.7 勁草書房 71.72 

ぶっそうげの花ゆれて 沖縄退教互の会婦人部 1984.5 ドメス出版 73 

平和教育実践資料集 三重県教職員組合 1984.3 三重県教職員組合 番号無 

被爆教職員ここまで生きてきて 原爆被爆教職員の会 1988.3 日本教育会館 77 

明日に生きる 平和読本編集委員会 昭和 50.4 広島・長崎高教組 78,79 

核は警告する 原水禁国民会議編 1969.5 原水禁国民会議 79 

原発写真集 樋口健二 1979.7 オリジン出版センター 80 

継承の証を絶たず 長崎原爆被爆教

師の会編 

昭和 47.7 長崎県教職員組合 81 

戦争案内 ぼくは 20才だった 戸井昌造 1986.7 晶文社 81 

紙の戦争伝単 平和博物館を創

る会編 

1990.8 エミール社 82 

戦争（上） 

血と涙で綴った証言 

朝日新聞テーマ

談話室 

昭和 62.7 朝日ソノラマ 83 

戦争（下） 

血と涙で綴った証言 

〃 昭和 62.10 〃 84 

いのちと平和を学ぶ 清水寛 1991.7 新日本出版社 85 

生きて再び逢う日のありや 高崎隆治腺 1987.12 梨の木社 86 

教科書に書かれなかった戦争 アジアの女たちの会編 1983.7 梨の木社 87 

アジアの教科書に書かれた日

本の戦争 東アジア編 

越田稜編 1990.2 梨の木社 88 

アジアの教科書に書かれた日

本の戦争 東南アジア編 

〃 1990.4 〃 92 

日本の黒書 日本平和委員会編 昭和 42.5 労働旬報社 26 

太平洋戦争下の学校生活 岡野薫子 1990.4 新潮社 89 

アジアからみた「大東亜共栄

圏」 

内海愛子・田辺寿

夫編 

1983.12 梨の木社 90 

先生忘れないで！ 陣野守正 1988.6 梨の木社 91 

天皇の神社は「靖国」 西川重則 1988.4 梨の木社 93 

ぼくらはアジアで戦争をした 内海愛子 1986.8 梨の木社 94 

日本の原爆記録１ 

天よりの大いなる声他２篇 

家永三郎他２名

編 

1991.5 日本図書センター 95 

日本の原爆記録２ 

長崎の鐘他２篇 

〃 〃 〃 96 

日本の原爆記録３ 〃 〃 〃 97 



白夾竹桃の下他１篇 

日本の原爆記録４ 

花の命は短くて他１篇 

〃 〃 〃 98 

日本原爆記録５ 

星は見ている他１篇 

〃 〃 〃 99 

日本の原爆記録６ 

ヒロシマ日記他１篇 

〃 〃 〃 100 

日本の原爆記録７ 

千羽鶴他１篇 

〃 〃 〃 102 

日本の原爆記録８ 

原爆の実相他１篇 

〃 〃 〃 103 

日本の原爆記録９ 

あの日から今もなお他２篇 

〃 〃 〃 104 

日本の原爆記録 10 

証言は消えない広島の記録他１篇 

〃 〃 〃 105 

日本の原爆記録 11 

長崎の証言 

〃 〃 〃 101 

日本の原爆記録 12 

ナガサキの被爆者他１篇 

〃 〃 〃 106 

日本の原爆記録 13 

煉瓦の壁他１篇 

〃 〃 〃 107 

日本の原爆記録 14 

被爆二世他１篇 

〃 〃 〃 108 

日本の原爆記録 15 

原爆孤老他１篇 

〃 〃 〃 109 

日本の原爆記録 16 

原子力と文学（抄）他２篇 

〃 〃 〃 110 

日本の原爆記録 17 

原爆歌集・句集・広島編 

〃 〃 〃 111 

日本の原爆記録 18 

原爆歌集・句集・長崎編 

〃 〃 〃 112 

日本の原爆記録 19 

原爆詩集広島編 

〃 〃 〃 113 

日本の原爆記録 20 

原爆詩集長崎編 

〃 〃 〃 114 

戦争と平和の実物資料 大型写真 石渡延男他２名編  〃 95 

復刻 戦争と平和の実物資料 石渡延男  〃 1 

三重県終戦秘録 佐々木仁三郎 昭和 45.8 三重県郷土資料刊行会 2 

校庭は墓場になった 退婦教全国協議

会編 

1983.9 ドメス出版 3 

ある戦後精神 丸岡秀子 1969.3 一ツ橋書房 4 



戦後日本国民の自己形成 国民教育研究所 昭和 42.3 日本教職員組合 5 

戦後処理校長の手記 向山忠夫 1984 教育出版センター 6 

この傷は消えない 茨城県教職員組合 1982.1 東洋印刷 8 

原爆瓦は語りつづける 原爆犠牲ヒロシ

マの碑委員会 

1983.2 原爆犠牲ヒロシマ

の碑委員会 

9 

未来を語りつづけて 広島県教職員組

合編 

昭和 44.8 労働旬報社 10 

これが戦争だった 山梨県教職員組

合編 

1982.7 五同印刷 11 

引き裂かれた人生 山崎門子 昭和 62.9 文芸春秋  

鉄の暴風 沖縄タイムズ社編 1950.8 沖縄タイムズ社 13 

教師が語りつぐ戦争体験 広島県教組戦争

体験記編 

1983.8 戦争体験記編集委

員会 

14 

語りつぐ戦争体験 鳥取県高校教組 1985.6 綜合印刷出版 15 

語りつぐ沖縄戦  

珊瑚の島燃えて 

「語りつぐ沖縄戦 

珊瑚の島燃えて」実行

委員会 

1988年 沖縄県学校用品株式会社 115 

原爆をどう教えるか 

ながさきの平和教育Ⅰ 

長教組合長崎総

支部 

長崎県原爆被爆教師の会 

平和教育資料編

集委員会 

昭和 46年 長教組合長崎総支

部 

長崎県原爆被爆教師の会 

平和教育資料編集

委員会 

116 

非核護憲年宣言運動のすすめ 西田勝 1983年 オリジン出版センター 117 

核の時代をこえて 坂本国明 1991年 原水爆禁止国民会

議 

118 

太田昌秀「平和」を語る 太田昌秀 1990年 公正・公平で心ゆ

たかな文化県政を

つくる県民の会 

119 

戦争をどう教えるか 「週間朝日」編集部 1991年 教育史料出版会 120 

戦争の真実を授業に 

－十五年戦争の加害と責任を考える－ 

藤原彰 1988年 あゆみ出版 121 

戦後日本 占領と戦後改革 第１巻 

世界史のなかの一九四五年 

安江良介 1995年 岩波書店 168 

戦後日本 占領と戦後改革 第２巻 

占領と改革 

〃 〃 〃 169 

 

戦後日本 占領と戦後改革 第３巻 

戦後思想と社会意識 

〃 〃 〃 170 

戦後日本 占領と戦後改革 第４巻 

戦後民主主義 

〃 〃 〃 171 

戦後日本 占領と戦後改革 第５巻 

過去の精算 

〃 〃 〃 172 



戦後日本 占領と戦後改革 第６巻 

戦後改革とその遺産 

〃 〃 〃 173 

写真集 沖縄戦 大田昌秀監修 1994.12 那覇出版社 174 

写真集 沖縄戦後史 大田昌秀監修 1994.3 那覇出版社 175 

写真ドキュメント 

アウシュヴィッツ収容所 

青木進々 1991.5 グリンピース出版会 176 

原爆の実相を語りつぐ 

被爆者からの伝言 

日本原水爆被害

者団体協議会 

1995年 あけび書房 178 

（2冊） 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

①戦争が終わった 

日本作文の会 1996年 大月書店 174 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

②友だちだから 

〃 1995年 〃 175 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

③家族ってなんだ 

〃 〃 〃 176 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

④すきな先生きらいな先生 

〃 〃 〃 178 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑤遊ぶのだいすき 

〃 〃 〃 179 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑥どうして勉強するの 

〃 〃 〃 180 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑦みんな働いているんだ 

〃 〃 〃 181 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑧自然とともに 

〃 〃 〃 182 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑨わたしの生きている町 

〃 〃 〃 183 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑩世の中を見つめて 

〃 〃 〃 184 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑪どうし戦争するの 

〃 〃 〃 185 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑫いのちの輝き 

〃 〃 〃 186 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑬愛する 

〃 〃 〃 187 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑭自分をさがす 

〃 〃 〃 188 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑮これが楽しみなんだ 

〃 〃 〃 189 

子どもの作文で綴る戦後 50年 

⑯こんな人になりたい 

〃 〃 〃 190 

子どもの作文で綴る戦後 50年 〃 〃 〃 191 



⑰未来に向かって 

若者たちが考える戦争責任 

十代のあなたからのメッセージ 

西野留美子 1995.12 明石書店 196 

七三一部隊のはなし 

十代のあなたからのメッセージ 

西野留美子 199７.1 明石書店 197 

従軍慰安婦のはなし 

十代のあなたからのメッセージ 

西野留美子 1997.1 明石書店 198 

キムの十字架 

松代大本営地下壕のかげに 

和田登 1996.8 明石書店 199 

戦争と性 

近代公娼制度・慰安所制度をめぐって 

川田文子 1996.7 明石書店 200 

従軍慰安婦 

元兵士たちの証言 

西野留美子 1995.4 明石書店 201 

フィリピンの日本軍「慰安婦」 

――性的暴力の被害者たち 

フィリピン「従軍慰安婦」

補償請求裁判弁護団 

1995.12 明石書店 202 

新版 広島長崎修学旅行案内 

岩波ジュニア新書 300 

松本寛 1998.7 岩波書店 203 

新版 きけ わだつみのこえ 日本戦没学生記念会 2000.4 岩波書店 204 

君たちは戦争で死ねるか 

――小林よしのり『戦争論』批判 

大日方純夫・山田

朗他２名 

1999.8 大月書店 205 

おじいちゃん 戦争のこと教えて 中條高德 平成 11.5 致知出版社 206 

「慰安婦」問題と私の国会審議 本岡昭次 2002.4 大和出版印刷 207 

記録と証言  

あゝ学童疎開船対馬丸 

新里清篤編・著 昭和 53.8 対馬丸遭難者遺族

会 

 

沖縄はだまっていられない 屋良朝苗 昭和 44.4 エール出版  

‘92平和作品展作品集 沖縄県教職員組合

平和作品展実行委

員会編 

1993.2 沖縄県教職員組合  

津の戦火―手記・記録・資料― 富内英一 1995.12 津平和のための戦

争展 

 

祖国復帰運動の記録 池村正義 昭和 47.5 宮古印刷所  

沖縄の選挙 福地昿昭 1973.2 革新共闘会議  

 

 

 

 

 

 

 

図書名 著者 刊年 発行所 № 

君が代資料集成Ⅰ 繁下和雄・佐藤徹夫編 1991.2 大空社 1 

１５－１ 



君が代資料集成Ⅱ 佐藤徹夫編 1991.2 〃 2 

君が代資料集成Ⅲ 小田切信夫 1991.2 〃 3 

君が代資料集成Ⅳ 和田伸二郎 1991.2 〃 4 

君が代資料集成Ⅴ 小山作之助 1991.2 〃 5 

教育の戦後思想 その批判と継承 山本冬彦編著 1995.6 ㈳農山漁村文化協会 199 

     

     

     

     

 

 

 

 

図書名 著者 刊年 発行所 № 

違憲白書 憲法擁護国民連合 1979.9 憲法擁護国民連合 10 

日本国憲法 「写楽」編集部 1982.42 小学館 11 

     

     

     

     

 

 

 

 

図書名 著者 刊年 発行所 № 

核のない社会をめざして 原水爆禁止日本

国民会議編 

1989.6 原水爆禁止日本国

民会議 

114 

核時代・おわりのはじまり 原水爆禁止日本

国民会議編 

1990.5 原水爆禁止日本国

民会議 

115 

慰安婦たちの太平洋戦争 

秘められた女たちの戦記 

山田盟子 1992.3 光人社 129 

続 慰安婦たちの太平洋戦争 

正史になき女たちの戦記 

山田盟子 1992.4 光人社 130 

     

     

 

 

 

図書名 著者 刊年 発行所 № 

平和教育実践書１ 

世界の平和をめざして 

石渡延男編 1990.4 桐書房 1 

１５－３ 

０－７ 

１５－６ 



平和教育実践書２ 

十五年戦争 

安達善彦編 1990.4 桐書房 2 

平和教育実践書３ 

広島・長崎と東京空襲 

相川充弘他 2 名

編 

1990.4 桐書房 3 

平和教育実践書４ 

沖縄戦と核基地 

田港朝昭編 1990.4 桐書房 4 

平和教育実践書５ 

文化活動と平和 

大畑佳司・川上和

美編 

1990.4 桐書房 5 

平和教育実践書６ 

国語・文学と平和 

中川暁編 1990.4 桐書房 6 

平和教育実践書７ 

社会と平和１ 

田所恭介他２名

編 

1990.4 桐書房 7 

平和教育実践書８ 

社会と平和２ 

鮎川伸夫・石井建

夫編 

1990.4 桐書房 8 

平和教育実践書９ 

科学と平和 

鷹取健他２名編 1990.4 桐書房 9 

平和教育実践書１０ 

芸術と平和 

桑田孝他２名編 1990.4 桐書房 10 

平和教育実践書１１ 

英語と平和 

正慶岩雄編 1990.4 桐書房 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書名 著者 刊年 発行所 № 

あなたは君が代を歌いますか 教育科学研究会編 1991.3 国土社 17 

日の丸・君が代 大塚智孝 1990.3 エイデル研究所 14 

続 日の丸・君が代 清水皓毅 1988.2 エイデル研究所 15 

日の丸・君が代と新学習指導要領 大塚智孝 1990.3 エイデル研究所 16 

     

 

 

 

図書名 著者 刊年 発行所 № 

愚の旗 竹内浩三 1998.8 成星出版 247 

     

０－４ 

０－１ 



     

     

     

     

 

 

 

 

図書名 著者 刊年 発行所 № 

歴史修正主義の克服 

－ゆがめられた〈戦争論〉を問う－ 

山田朗 2001.12 高文研 23 

     

     

     

     

 

 

４－１ 


