
資料名 作者等 発行所 時代年代 請求記号

子どもに伝える太平洋戦争史 4 疎開した子どもたち 和歌森太郎他編集 岩波書店 1991年7月 2107/1/4

昭和二十年 第1部 5 女学生の勤労動員と学童疎開 鳥居民著 草思社 1994年1月 2107/101/5

子どもたちの昭和史 写真集
「子どもたちの昭和史」
編集委員会編

大月書店 1988年7月 2107/190/88

戦争と庶民 1940－49 3 空襲・ヒロシマ・敗戦　朝日歴史
写真ライブラリー

 朝日新聞社 1995年5月 2107/276/3

うちに帰りたい! 絵で見る学童疎開
全国疎開学童連絡協
議会編 小島義一絵

クリエイティブ21 2007年1月 2107/507/0007

東京都戦災誌 東京都編 明元社 2005年8月 2136/720/005-S00

東京大空襲・戦災誌 第5巻 空襲下の都民生活に関する
記録集

東京空襲を記録する会 1974年3月 2136/485/5

疎開の子ども600日の記録 東京女子高等師範学校附属
国民学校集団疎開学園

学童疎開記録保存グ
ループ編著 小川剛監
修

径書房 1994年8月 3721/111/94

学童集団疎開史 子どもたちの戦闘配置 逸見勝亮著 大月書店 1998年8月 3721/115/98

学童疎開展 いつまでも「平和」であるために 疎開学童連絡協議会編 疎開学童連絡協議会 1987年8月 3721/120/1

第5回学童疎開展 『語り継ぐ学童疎開』 いつまでも平和で
あるために

全国疎開学童連絡協議
会

2003年8月 3721/120/5

学童疎開展 第7回 65年前・子どもたちの戦争体験
全国学童疎開連絡協議
会

2009年10月 3721/120/7

学童疎開展 第4回 21世紀へ語り継ぐ学童疎開
全国疎開学童連絡協議
会

2000年8月 3721/123/4

語り継ぐ学童疎開
全国疎開学童連絡協
議会編

大空社 1995年7月 3721/127/95

座談会「今、語り継ぐ学童疎開」 戦時下の子どもたちに何
が起きていたのか

全国疎開学童連絡協議
会

2007年9月 3721/136/007

学童疎開下谷浅草の記録 新版 佐々木直剛編著 桜出版 2009年1月 3721/137/0009

東京の障害児学校の学童疎開 [第1集] 疎開パネル解説
東京都障害児学校退職
教職員の会

2008年11月 3721/143/0001

東京の障害児学校の学童疎開 第2集 疎開体験の証言
東京都障害児学校退職
教職員の会

2009年11月 3721/143/2

一訓導の学童疎開日誌 同成社近現代史叢書 6 岡本喬著 同成社 2003年8月 3721/147/0003

学童疎開 同成社近現代史叢書 2 内藤幾次著 同成社 2001年12月 3721/148/0001

東京都の学童集団疎開 東京都公立国民学校学童集団
疎開先一覧表

学童疎開史研究会 1993年11月 3721/65/93

学童集団疎開の研究 星田言著 近代文芸社 1994年5月 3721/73/94

50年を経た少年少女の戦時体験 三春・須賀川・江古田  
中野区立江古田小昭和
20年卒同期会

1994年4月 3721/76/94

写真・疎開生活の記録 蓮田宣夫編集 利根会 1975年8月 3721/81/75

東京都の学童集団疎開 東京都公立国民学校学童集団
疎開 先一覧表

学童疎開史研究会編
集

学童疎開史研究会 1993年11月 3721/88/93

“あの朝""がなかったら 「学童疎開」を追い続けた男鈴木
英夫・遺稿追悼

不忘会 1995年1月 3721/89/95

学童疎開の記録 東京・常磐松小学校 塩野入万作編著 青い鳥社 1971年12月 3721/92/71

幸手栗橋ゃ千里の先ょ 芳林国民学校疎開記録 蓮田宣夫編集 利根会 1995年12月 3721/93/95

学童疎開の記録 1～3
全国疎開学童連絡協
議会編

大空社 1994年7月 3721/L72/1～3

「図説」戦争の中の子どもたち 昭和少国民文庫コレクショ
ン　歴史博物館シリーズ

山中恒著 河出書房新社 1989年8月 3845/23/89

昭和の子どもたち 親から子に伝えたい,写真集  学習研究社 1983年7月 3845/24/86

三年生の学童疎開戦記 山田清次著 近代文芸社 1994年11月 9160/154/94

戦後50年学童疎開の子どもたち 第1～3巻 はらぺことさみ
しさの日々

嘉藤長二郎他編 汐文社 平成7年3月 9160/158/1～3

疎開先から東京へ 1  不明 不明 9160/170/1

わが子に伝える私の戦後50年　東京ブックレット 10
東京新聞地方部・社
会部編

東京新聞出版局 1995年1月 9160/171/1

疎開先の子供たちへ  坂本和恵 1995年7月 9160/173/95

特集コーナー「学童疎開」関連図書リスト



資料名 作者等 発行所 時代年代 請求記号

シリーズ・戦争の証言 4 学童集団疎開 浜館菊雄著 太平出版社 1971年11月 9160/223/4

多摩の学童疎開と御真影の疎開 [講演記録]
神奈川学童疎開史研究
会

2003年8月 9160/238/003

学童疎開船「対馬丸」の悲劇 [全国疎開学童連絡協議会
一九九九年(平成十一年)新年講演会記録]

綱島磨智子,粂川和
枝,嘉門壽一編集

全国疎開学童連絡協議
会広報部

2003年8月 9160/239/003

トーク学童縁故疎開 創立10周年記念座談会
全国疎開学童連絡協議
会

1997年5月 9160/240/97

山なみを越えて 親子の絆、学童疎開のとき 伊藤幸子編著 東銀座出版社 2006年8月 9160/244/006

成城学園初等学校 疎開の想い出文集 成城学園疎開の会編 成城学園疎開の会 2005年12月 9160/246/005

学童疎開日記
辻井光子著 藤原立子
編

藤原立子 2009年8月 9160/250/0009

第5回東京都平和の日記念写真展・絵画展・学童疎開展
図録

東京都生活文化局コミュ
ニティ文化部

平成7年3月 C36/3198/3

資料東京都の学童疎開 教育局学童疎開関係文書 東京都編集 東京都 1996年2月 C36/3721/4

東京都公立国民学校学童集団疎開先一覧表 東京都立教育研究所 1973年12月 C36/3721/9

越後の思い出 学童疎開30周年感謝事業記念誌 東京都葛飾区 1975年2月 C3622/3721/1

江戸川区の学童疎開
学童疎開の記録編集
委員会編

江戸川区教育研究所 1973年10月 C3623/3721/23

語りつごう平和への願い 学童疎開墨田体験記録集 墨田区教育委員会 2005年12月 C3624/9160/2-2

こんな時代があったんだ 家族と別れて暮した少年少女の
400日 再版

常磐松小城端会編集 常磐松小城端会 1999年8月
C3648/9160/1-1-
S00

こんな時代があったんだ 第2集 菅間昭他編 常盤松小城端会 1937年9月 C3648/9160/1-2

品川の学童集団疎開資料集 品川区教育委員会 1988年3月 C3651/3721/1

平和のいしずえ 大田区の学童集団疎開 大田区教育委員会 平成6年3月 C3652/3721/2

出流原の日々 森村学園学童疎開の記録
森村学園「出流原の
会」編

森村学園 1986年11月 C3654/3762/1

家族と離れて 学童疎開・絵日記を中心として 昭和館[編] 昭和館 平成15年8月
M3634/SH-1/16-
S00

写された学童疎開 新宿区教育委員会 平成8年3月 M3636/SH-1/17

豊島の集団学童疎開資料集 1～10 日記・書簡編 Ⅰ 豊島区教育委員会 1990年3月
M3643/TO-1/1-1
～10

さやうなら帝都勝つ日まで 豊島の学童疎開 豊島区教育委員会 1987年7月 M3643/TO-1/32

板橋区立郷土資料館資料集 第1集 板橋の学童集団疎開 板橋区立郷土資料館 1997年10月 M3644/IT-2/47-1

祖先の足跡 練馬の集団学童疎開資料集 1 練馬区教育委員会 2004年3月 M3645/NE-2/12-1

練馬の集団学童疎開資料集 2 祖先の足跡 練馬区教育委員会 2005年3月 M3645/NE-2/12-2

杉並区立郷土博物館研究紀要 第3号 杉並の学童集団
疎開資料集 学童集団疎開の証言

杉並区立郷土博物館 平成6年3月 M3647/SU-1/5-3

杉並区立郷土博物館研究紀要 第5号 学童集団疎開の
証言Ⅱ－公的文書・記録を中心として－ 杉並の学童疎
開資料集2

杉並区立郷土博物館 平成9年8月 M3647/SU-1/5-5

稚心をすてて… 杉並の学童集団疎開展 杉並区立郷土博物館 平成5年7月 M3647/SU-1/8

品川歴史館資料目録 戦時下の学童絵画 疎開学童の絵
画を中心に

品川区立品川歴史館 平成6年3月 M3651/SH-1/54

あの日々の記憶 東村山の空襲と学童疎開 企画展図録 東村山ふるさと歴史館 2007年4月 M3663/HI-1/19

街から子どもがやってきた 戦時下の多摩と学童疎開
パルテノン多摩,多摩市
文化振興財団

2013年1月 M3671/PA-1/55

戦火を逃れて富山に来た子どもたち 学童集団疎開 富山県教育記念館 平成8年10月 M42/TO-2/2

別冊一億人の昭和史 (1977.9) 学童疎開 毎日新聞社 1977年9月

2015/7/31７階図書室(入室無料）で閲覧できます。 

（資料の状態によっては閲覧できない場合があります。） 

図書室開室時間 9:30－17:30 （月曜休室 月曜が祝日の場合は翌日） 

複写・閉架図書閲覧請求時間 9:30-11:30、13:00-16:30 

複写料金 白黒30円/1枚、カラー100円/1枚 
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/purpose/library/ 


