
資料 請求記号1 請求記号2 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
1 児童書 クシ 八月の光 朽木 祥∥作 偕成社 2012
2 児童書 レヒ パンプキン! 令丈 ヒロ子∥作 講談社 2011
3 児童書 210 アイ 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 新日本出版社 2014
4 児童書 210 アイ 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 新日本出版社 2015
5 児童書 210 アイ シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 3 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社 2015
6 児童書 210 アイ シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 4 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社 2015
7 児童書 210 アイ シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 5 安斎 育郎∥文 監修 新日本出版社 2015
8 児童書 210 イシ いしぶみ 広島テレビ放送∥編 ポプラ社 2009
9 児童書 210 カタ 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第1巻 吉田 裕∥文　監修 新日本出版社 2011

10 児童書 210 カタ 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第2巻 吉田 裕∥文　監修 新日本出版社 2012
11 児童書 210 カタ 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第3巻 吉田 裕∥文　監修 新日本出版社 2012
12 児童書 210 カタ 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第4巻 吉田 裕∥文　監修 新日本出版社 2012
13 児童書 210 カタ 語り伝えるアジア・太平洋戦争 第5巻 吉田 裕∥文　監修 新日本出版社 2012
14 児童書 210 セン 戦争とくらしの事典 ポプラ社 2008
15 児童書 210 ニホ 日本の遺跡と遺産 7 岩崎書店 2009
16 児童書 210 ヘイ 平和学習に役立つ戦跡ガイド 1 平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会∥編 汐文社 2014
17 児童書 319 アノ 被爆者 続 会田 法行∥写真　文 ポプラ社 2015
18 児童書 319 アノ 被爆者 [正] 会田 法行∥写真　文 ポプラ社 2005
19 児童書 319 ナマ 絵で読む広島の原爆 那須 正幹∥文 福音館書店 1995
20 児童書 916 サマ 禎子の千羽鶴 佐々木 雅弘∥著 学研パブリッシング 2013
21 児童書 916 テユ 飛べ!千羽づる 手島 悠介∥作 講談社 2015
22 絵本  E        イキ 海をわたった折り鶴 石倉 欣二∥作 小峰書店 2010
23 絵本  E        オタ さがしています アーサー　ビナード∥作 童心社 2012
24 絵本  E        オマ 伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉 辰春∥作 童心社 1992
25 絵本  E        カフ おりづるの旅 うみの しほ∥作 PHP研究所 2003
26 絵本  E        キシ よっちゃんのビー玉 児玉 辰春∥ぶん 新日本出版社 1996
27 絵本  E        ツオ まちんと 松谷 みよ子∥文 偕成社 1989
28 絵本  E        ツヤ いのりの石 こやま 峰子∥文 フレーベル館 2015
29 絵本  E        ツレ ヒロシマのピアノ 指田 和子∥文 文研出版 2007
30 絵本  E        ナヤ まっ黒なおべんとう 児玉 辰春∥文 新日本出版社 1995
31 絵本  E        ノタ ヒロシマのいのちの水 指田 和∥文 文研出版 2009
32 絵本  E        ハユ いわたくんちのおばあちゃん 天野 夏美∥作 主婦の友社 2006
33 絵本  E        フエ ひろしまのエノキ 長崎 源之助∥作 童心社 1988
34 絵本  E        マス 海をわたったヒロシマの人形 指田 和∥文 文研出版 2011
35 絵本  E        マト ひろしまのピカ 丸木 俊∥え　文 小峰書店 1980
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