図書館だより
～

沖縄戦・平和に関する本を読もう ～

２０１９年６月
具志川東中学校
図書館 発行
司書 宮城みちる

県民の 4 人に 1 人の命を奪った悲惨な沖縄戦から今年で 74 年。
図書館では、6/23 の慰霊の日にあわせ 6/10～7/5 の平和読書期間中、
沖縄戦の写真や資料とともに図書の展示を行っています。
今回、写真集「 沖縄 1935 」の 1935 年の戦前の沖縄から、
戦中、戦後と時系列で展示を行っています。
展示をするにあたり…
私自身、写真集「 沖縄 1935 」を見て、これまで沖縄戦を考えることはあっても、戦争
が起こる以前の人々の暮らしを考えたことがなかったことに気がつきました。1935 年の沖縄
には、現在の私たちと同じように平穏な日常があります。この写真が撮影された 10 年後に
沖縄戦が起き、県民の 4 人に 1 人の命を奪うことになるとは全く信じられないほど穏やかで
平和な暮らしがあることにとても衝撃を受け、ぜひ今回の展示で紹介したいと思いました。

写真集 沖縄 1935

これから社会を築いていく中学生たちが、少しでも関心をもつ機会になればとても嬉しいです。

戦後のコーナーでは、
60 年前に起こった
石川・宮森戦闘機墜落事故や、
6/13（木）平和集会の講師
沖縄戦遺骨収集ボランティアガマフヤー
代表具志堅隆松さん
の関連資料や図書も展示しています。
ひまわり

沖縄は忘れない、あの日の空を／ひろはた えりこ

ひまわりを愛する幼い少年の夢も、少女の未来も、一瞬のうちに奪われてしまった
…。1959 年 6 月 30 日、米軍ジェット戦闘機が、小学校に炎上しながら激突した…。
60 年前に沖縄県で起きた石川・宮森ジェット機墜落事故を描く。

ぐ し け ん たかまつ

【講師】沖縄戦遺骨収集ボランティアガマフヤー代表

具志堅隆松さん

1982 年、はじめて遺骨収集に参加。高齢化や情報の少なさなどのために、多くの遺族が遺骨や遺
品の収集をあきらめるのを見て「遺骨を遺族の元に帰したい」という思いを強める。以来、自営業
の傍ら、35 年以上、ガマやかつての激戦地の遺骨を収集しつづける。激戦地がつぎつぎと都市開
発によって消えていくのを目の当たりにして、遺骨収集の必要性を国や自治体に訴える。2009 年
10 月からの 2 ヵ月間、那覇市真嘉比地区で、ホームレスや生活保護受給者ら 55 人を雇用した戦争
遺骨収集事業を実施。子どもや若い世代に向けて遺骨収集のボランティア活動を募集するなどして、
戦争の現実を伝える活動をしている。

ぼくが遺骨を掘る人「ガマフヤー」になったわけ。／具志堅 隆松著
遺骨は沖縄戦の証言者―。ガマの奥でうずくまる少年、正座して自決した住民、た
こつぼ壕にくずおれた兵士…。沖縄戦の遺骨と戦争遺物を収集・記録してきた著者が
語る沖熱戦の真実。

【新着図書】沖縄戦・平和に関する本
シリーズ戦争 語りつごう沖縄

3 悲劇の沖縄戦／安斎 育郎

日本の一番南にある沖縄県。ほかの県とはちがう波乱に満ちた歴史がある沖縄の「む
かし」
「いま」
「これから」について考える全 5 巻。3 悲劇の沖縄戦では、日本で唯一
の大規模な地上戦と言われる沖縄戦の実相を、豊富な写真とともに紹介する。

琉球・沖縄史 ジュニア版／新城 俊昭
おもに中学生以上の若い世代に読んでもらうためにまとめた歴史教科書。先史時代
から古琉球の時代、近世琉球の時代、近代、戦後まで、琉球・沖縄の歴史を豊富な図
版を交えて解説します。学習の成果を試せるクイズ付き。

沖縄戦を知る事典／吉浜 忍〔ほか〕
「鉄の暴風」が吹き荒れた沖縄戦。その戦闘経過、「集団自決」の実態など、67 項目
を収録した読む事典。体験者の証言や戦争遺跡・慰霊碑などの理解を高める写真を豊
富に交え、
“なぜ今沖縄戦か”を問いかける。

平和を考える戦争遺産図鑑／安島 太佳由
広島の原爆ドーム、母島の海軍高角砲、ガダルカナル島の米軍戦闘機、インドネシ
アで見つかった遺骨…。70 年以上もの間、平和についてうったえ続けている「声なき
証人」たちの写真集。

戦争体験を「語り」・「継ぐ」広島・長崎・沖縄“次世代型”の平和教育
／大石 学
戦争を知らない世代が、
「どうやって戦争体験を語り継いでいくか」ということを考え
るための本。広島、長崎、沖縄をはじめとする日本各地の「戦争体験を「語り」・「継
ぐ」
」活動や、平和を訴える世界の活動を紹介する。

【新着図書】沖縄戦・平和に関する本
「できごと」と「くらし」から知る戦争の 46 か月／大石 学〔ほか〕
戦争、生活、文化、人々…。太平洋戦争の始まった 1941 年 12 月から戦争が終わっ
た 1945 年 9 月までの 46 か月のできごとを、写真やマンガを交えて、月ごとにわかり
やすく紹介する。

cocoon ／今日 マチ子
憧れも、初恋も、爆撃も、死も。シマいちばんの女学校に通う主人公・サンらは、
クラスメイトとともに学徒隊として戦地に赴く。戦況の悪化とともに、ひとり、また
ひとりと仲間を喪っていく中、 世界の凄惨さと自己の少女性との狭間でサンは…。

戦争なんか大きらい!

絵描きたちのメッセージ／子どもの本・九条の会

2015 年に企画され、全国を巡回した「戦争なんか大きらい!―絵描きたちのメッセ
ージ」展。61 人の画家が、平和への想いを表現した 61 枚の絵にたいせつな憲法の条
文をそえて一冊の本になりました。

戦場で心が壊れて

元海兵隊員の証言／アレン・ネルソン

突然よみがえる戦場、得体の知れない恐怖…。ベトナム帰還兵である著者を苦しめ
た PTSD と、その克服までの衝撃と感動の記録。今の日本がどう見えるのか、憲法 9
条について感じたことにもふれた、貴重な証言。
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平和読書月間期間中（6/10～7/5）は毎日３冊貸出です。
沖縄戦・平和に関する本を読んで、知識を深めましょう。

★☆★今月の新着図書情報★☆★
僕たちはなぜ働くのか上・下 ／池上 彰
「幸せに働くってどういうこと?」 働くことの意味や、これからのキャリア、生き方
について、マンガを豊富に交えてわかりやすく解説する。コラム「働く人の声」、おす
すめのキャリア本も収録。

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ／あなたがくれた憎しみ アンジー・トーマス
ギャングがはびこる町に暮らす女子高生スター。ある晩、幼なじみカリルが白人警官
により射殺される。目の前で起こった事件は、事実と異なって報道されていく。悩み、
怯えながらも、スターはカリルの声となるため立ち上がり…。

ぼくとニケ／片川 優子
5 年生で突然登校拒否になった幼なじみの仁菜が、薄汚れた子猫を拾い、ぼくの家
へ連れてきた。自分の家で飼えない仁菜にかわり、ぼくと家族がお世話することにな
り…。獣医師が描く、子猫のニケとぼくの大切な話。

生きるための「正義」を考える本／押谷 由夫
「友だちは多いほうがいい?」といった身近な事例から「死刑制度の是非」まで、さ
まざまなジレンマを取り上げて「正義」について考え方を学ぶ。正解のない問題に挑
むことで、生きる力が身につく。
犬房女子 犬猫殺処分施設で働くということ

藤崎 童士

645

手塚治虫からの伝言(メッセージ)

手塚 治虫

726

上橋 菜穂子

913 ウ

命/人間の未来/友情/ロボットと暮らす世界 全４巻
鹿の王 水底の橋

ヒマラヤに学校をつくる カネなしコネなしの僕と、見捨てられた子 吉岡 大祐

372

どもたちの挑戦
龍神王子(ドラゴン・プリンス)! 5、6

宮下 恵茉

913 ミ

堀越 耕平

913 ヨ

読書がたくましい脳をつくる

川島 隆太

491

子どもがかかりやすい病気とけがの大事典

秋山 千枝子

493

まるわかり記号の大事典

太田 幸夫

801

中塚 幹也

367

松田 博康

291

調べる学習子ども年鑑 2019

朝日小学生新聞

304

スポーツが得意な子に育つたのしいお話 365

日本体育学会

780

池上彰と考えるフェイクニュースの見破り方

池上 彰

361

名探偵コナン怪盗キッドセレクション月下の予告状(イリュージョン)

青山 剛昌

913 ア

ジャングルのサバイバル 10

洪 在徹

786

夏川 草介

913 ナ

僕のヒーローアカデミア雄英白書 4

個「性」ってなんだろう?
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3 知らないとあぶない SNS/4「ウソの情報」を出さない、受け取らない
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