
書名 副書名・（叢書名）・[内容注記] 著者等 出版者 出版年月 分類

貸出の

可否

＜ＤＶＤ＞大切なこと

１９４５年６月２９日伝えたい岡山空襲の

記憶

岡山市／企画・著

作

岡山市 2010 DV090 ○

＜ＤＶＤ＞炎の記憶 １９４５年６月２９日岡山空襲

岡山市／企画・著

作

岡山市 2012 DV090 ○

１９４５年６月２９日　岡山空襲の記憶

岡山市デジタルミュージアム「第３３回

岡山戦災の記録と写真展」リーフレット

岡山市 2010.6 092.11 ○

岡山の戦災 （岡山文庫　１１６） 野村　増一／編 日本文教出版 1985.6 092.11 ○

写真で見る岡山の戦災 岡山市 1996 092.11 ○

岡山の戦争・戦災遺跡ガイドマップ

岡山の戦争と戦災を

記録する会

2011.4 092.11 ○

写真集　岡山大空襲 平和教育資料　[42×60cm]

岡山県教員組合教育

運動推進センタ－

1984.3 092.11 ×

写真集　岡山の空襲 平和教育資料　[42×60cm]

岡山県教員組合教育

運動推進センタ－

2003.6 092.11 ○

岡山大空襲 炎と恐怖あれから３０年 朝日新聞社大阪本社 1975 092.11 ○

岡山大空襲 [『岡山大空襲展』パンフレット] [1985] 092.11 ○

岡山空襲　焼夷爆撃による焼失状況図 [１枚] 092.11 ×

岡山市町別戦災調査資料 [複製版もあり] 吉岡　三平／編 吉岡三平 1946 092.11 ×

防空警防詳報 昭和２０年６月２９日～８月１５日

岡山市防空本部, 岡山

市警防課／共同編集

岡山市役所 1945 093.92 ×

岡山市史　戦災復興編

岡山市史編集委員

会／編

岡山市役所 1960 092.11 ○

岡山市百年史　資料編Ⅰ 岡山市 1993.1 092.11 ○

岡山の戦災資料目録 岡山市立幸町図書館 1985 092.11 ×

今に残る街角の証言者 岡山大空襲から５０年

岡山の戦災・遺跡を

記録する市職員の会

1995.6 092.11 ○

今に残る街角の証言者　追録・改定

二十一世紀を平和な世紀に　岡山大空

襲から５５年

岡山の戦災・遺跡を

記録する市職員の会

2000.6 092.11 ○

今に残る街角の証言者　追録Ⅱ

二十一世紀を平和な世紀に　岡山大空

襲から半世紀

岡山の戦争と戦災を

記録する会

2002.6 092.11 ○

今に残る街角の証言者（改訂）

二十一世紀を平和な世紀に　憲法九条

は人類の宝

岡山の戦争と戦災

を記録する会／編

岡山の戦争と戦災を

記録する会

2007.6 092.11 ○

私たちの町にも空襲があった 三勲小学校区の戦災　岡山大空襲

岡山の戦争と戦災

を記録する会／編

岡山の戦争と戦災を

記録する会

2004.6 092.11 ○

私たちの町にも空襲があった　２

表八カ町商店街の戦災　岡山大空襲１

９４５年（昭和２０年）６月２９日

岡山の戦争と戦災

を記録する会／編

岡山の戦争と戦災を

記録する会

2005.4 092.11 ○

私たちの町にも空襲があった（改訂）

表八カ町商店街の戦災　岡山大空襲１

９４５年（昭和２０年）６月２９日

岡山の戦争と戦災

を記録する会／編

岡山の戦争と戦災を

記録する会

2008.6 092.11 ○

①岡山空襲による被害状況等がわかる資料

　（※館内閲覧のみの資料もございます。「貸出の可否」の欄が×のものは、中央図書館にご来館の上、ご覧ください。）

岡山空襲関連資料リスト

平成２４年６月　岡山市立中央図書館　

　岡山市立図書館では、岡山空襲の関連資料（図書、パンフレット、紙芝居、新聞記事切り抜き等）を所蔵しています。岡山空襲

の惨禍を知っていただき、これらの資料を有効に活用していただけるよう、「岡山空襲関連資料リスト」を作成しました。

　お探しの資料やご不明な点等ございましたら、中央図書館（℡０８６－２２３－３３７３）までお尋ねください。



書名 副書名・（叢書名）・[内容注記] 著者等 出版者 出版年月 分類

貸出の

可否

１９４５．６．２２水島空襲

「米軍資料」の３３のキーワード

（岡山空襲資料センターブックレット １）

日笠　俊男／著

岡山空襲資料セン

ター

2001.5 092.13 ○

カルテが語る岡山大空襲

岡山医科大学皮膚科泌尿器科教室患者日

誌　（岡山空襲資料センターブックレット ２）

日笠　俊男／著

岡山空襲資料セン

ター

2001.6 092.11 ○

戦争の記憶

謎の３．６岡山空襲

（岡山空襲資料センターブックレット ３）

日笠　俊男／著

岡山空襲資料セン

ター

2002.8 092.11 ○

米軍資料で語る岡山大空襲

少年の空襲史料学

（岡山空襲資料センターブックレット ５）

日笠　俊男／著

岡山空襲資料セン

ター

2005.8 092.11 ○

Ｂ－２９少数機空襲

１９４５年４月８日狙われたのは玉野造船所

か　（岡山空襲資料センターブックレット ６）

日笠　俊男／著

岡山空襲資料セン

ター

2006.6 092.11 ○

Ｂ－２９墜落

甲浦村１９４５年６月２９日

（シリーズ〈岡山空襲の検証〉 １）

日笠　俊男／著 吉備人出版 2000.6 092.11 ○

ＯＫＡＹＡＭＡ　６・２９　米軍資料の中の岡山

空襲

手帖舎ブックレット 工藤　洋三／著 手帖舎 1996.1 092.11 ○

ルメイの焼夷電撃戦 米軍資料　参謀による分析報告

奥住　喜重／著

日笠　俊男／著

岡山空襲資料セン

ター

2005.3 093.91 ○

６．２９岡山空襲の米軍機Ｂ２９は一三八機

[『歴史地理教育』Ｎｏ．５５０７（1996.7）

所収]

日笠　俊男／著 1996 092.11 ×

『第２０航空軍1944.11～1945．8.15の間の各

種の戦闘作戦任務の概要』について

[『空襲通信-空襲・戦災を記録する会全

国連絡会議会報-』第７号抜刷]

日笠　俊男／著 2005 092.11 ×

津島遺跡から出土の焼夷弾信管について

[『岡山県埋蔵文化財発掘調査報告　１

８１　津島遺跡　５』抜刷]

日笠　俊男／著 2004.3 092.11 ×

会報６．２９岡山空襲研究

（１号～３２号）

[欠号あり]

1997～

2000

092.11 ×

岡山空襲資料センターニュース

（1号～１０号）

2000～

2007

092.11 ×

ぼっこう横丁　続 岡　長平／著 岡山日日新聞社 1972 092.11 ○

日本の空襲　７　中国・四国 三省堂 1980 210.75 ○

戦災復興誌　第９巻 都市編　６ 建設省／編 都市計画協会 1960 092.1 ○

空襲・戦災を記録する会　第２９回全国連絡

会議岡山大会集録

６．２９岡山空襲研

究会／編

６．２９岡山空襲研究会 1999 092.1 ×

新聞記事と写真で見る世相おかやま 昭和戦前明治大正編 山陽新聞社 1990 092.1 ○

写真集　明治大正昭和　岡山 （ふるさとの想い出　 １５） 蓬郷　巌／編 図書刊行会 1978.12 092.911 ○

目で見る岡山・玉野の１００年 太田　健一／監修 郷土出版社 2001.2 092.11 ○

書名 副書名・（叢書名）・[内容注記] 著者等 出版者 出版年月 分類

貸出の

可否

空襲の思出 戦災１周年記念 岡南国民学校 1946 099.16 ×

死の脱出記 岡山大空襲の記録 河田　秀信／著 河田秀信 1946 098.16 ×

岡山戦災の記録　１ 昭和20年6月29日 岡山戦災を記録する会 1973 099.15 ×

岡山戦災の記録　２ 昭和20年6月29日 岡山戦災を記録する会 1976 099.15 ×

あれから３０年 我が病院　空襲・終戦の昭和２０年 岡山赤十字病院 1975 099.16 ×

三十年目の記録

岡山師範学校男子部附属国民学校初

等科昭和二十年度卒業生の戦争体験

日笠俊男 1976 099.16 ×

平和への誓い

高校生が記録する岡山空襲

（戦争を知らない世代へ　２８　岡山編）

創価学会青年部反

戦出版委員会／編

第三文明社 1977 099.16 ×

②岡山空襲に関する体験・記録等の資料



書名 副書名・（叢書名）・[内容注記] 著者等 出版者 出版年月 分類

貸出の

可否

岡山市の戦災体験座談記録 岡山市 1978 099.15 ×

岡山の空襲その他 林　鹿太郎／編 林鹿太郎 1978 099.16 ×

８・１５前後 戦争と私たち

戦争を語りつぐ岡山

婦人の会

1979 099.16 ○

８・１５前後　第２集 戦争と私たち

戦争を語りつぐ岡山

婦人の会

1981 099.16 ○

昭和２０年（１９４５）夏を中心とした思い出 林　鹿太郎／編 林鹿太郎 1982 099.16 ×

子どもたちへ　戦争体験記 岡山市立弘西小学校 1983.8 099.16 ×

戦争の潮騒 岡山県高校教師の戦争体験記 岡山高退協 1986 099 ○

先生が子どものころ戦争があった 桑田中学校図書館 1987 099.16 ×

この街ふたたび燃やすな 岡山戦災反戦の歌

岡山市平和際実行委

員会

1989 093.19 ×

戦争が通り過ぎた （手帖舎フォト・エッセイ ２）

日本ジャーナリスト

会議岡山支部／編

手帖舎 1990.1 092.1 ○

戦禍に生きて 平和って何

上南公民館婦人学

級／編

岡山市立上南公民館 1993 099.16 ○

激動の昭和　あの日あの時 五十年忌法要に捧ぐ 廣田忠義／著 廣田忠義 1993 092.1 ×

空襲・疎開・敗戦・占領　岡山師範学校男子

部附属国民学校児童の昭和二十年

母校創立百二十周年記念文集

母校創立百二十周年

記念文集編集委員

日笠俊男 1996.8 098.16 ×

あの日あのとき

深柢尋常高等小学校昭

和十五年卒業生一同

1996 099.16 ×

吾は語り継ぐ ２０００人の証言

岡山空襲資料セン

ター／編集

岡山空襲資料セン

ター

2003.6 092.11 ○

いのち、神からのたまもの 戦後六〇年の戦争・空襲の証言

岡山カトリック教会平

和共生委員会／著

岡山カトリック教会 2005.6 092.11 ○

夢のなかの息子 （戦争の民話　３） 立石　憲利／著 吉備人出版 2005.8 093.88 ○

空襲の歌

一本の焼夷弾　十二歳の少年が見た岡

山空襲

斉藤　三郎／著 斉藤　三郎 2005.9 099.111 ×

戦争・戦災体験記

岡山市戦後６０周年

記念事業実行委員会

2006.3 092.1 ○

わたしと岡山大空襲

十代に語りつぐ1945.6.29

（吉備人選書　７）

日笠　俊男／著 吉備人出版 2008.6 092.11 ○

岡山空襲　６３年目の証言 深柢国民学校４年小国民

岡山空襲を語る深柢

国民学校４年有志の

会

2008.6 092.11 ○

空襲の史料学 史料の収集・選択・批判の試み 日笠　俊男／著 大学教育出版 2008.9 092.1 ○

わたしと西川 ”６．２９”私の見た岡山大空襲 川野辺　郁／著 2010.6 099.16 ○

旭東・平井地区住民がみたあの日、あのと

き　忘れてはいけない岡山大空襲の悲劇

岡山市立東山公民館開館十周年記念

事業

旭東・平井地区の戦災

記録を残す会／編

岡山市立東山公民館 2010.6 092.11 ○

罹災日録

※(1)『戦争文学全集　３』、(2)『日本の

文学　１９』に所収。

永井　荷風／著

(1)毎日新聞社

(2)中央公論社

(1)1971

(2)1979

○

摘録断腸亭日乗　下 （岩波文庫）

永井　荷風／著

磯田　光一／編

岩波書店 1987.8 915.6 ○

コッペパンの思い出

丸橋　正恵／文

森　暢子／絵

アジアの子どもに「絵

本を贈る会」

2003.6 ｴ ○

I MISSED THE ‘KOPPE-PAN’ コッペパンの思い出　[本文は英語]

丸橋　正恵／文

森　暢子／絵

アジアの子どもに「絵

本を贈る会」

2004.5 ｴ ○

コッペパンの思い出 [紙芝居]

丸橋　正恵／文

森　暢子／絵

岡山市戦後６０周年

記念事業実行委員会

2005.12 ｶ ○



③岡山空襲関連新聞記事切り抜き（岡山市立図書館作成）

作成年月 分類

貸出の

可否

朝日新聞 1945.6.30 1993 092.11 ×

中国新聞 1971.8.14～8.23 1971 092.1 ×

岡山日報 1976.8.14～8.18 1976 099.16 ×

山陽新聞 1977.6.26～7.6 1977 092.11 ×

赤旗 1983.8.10～8.14 1987 092.1 ×

朝日新聞 1985.6.20～7.3 1986 092.11 ×

朝日新聞 1986.8.15～9.6 1986 099.16 ×

山陽新聞 1988.8.10～8.15 1990 099.16 ×

山陽新聞 1991.8.14～8.19 1991 099.16 ×

毎日新聞 1994.6.23～7.14 1995 092.1 ×

毎日新聞 1994.8.17～8.24 1995 093.19 ×

山陽新聞 1995.6.22～6.29 1995 092.11 ×

中国新聞 1995.6.25～10.7 1998.6 092.1 ×

山陽新聞夕刊 1996.6.24～7.2 1996.11 092.11 ×

朝日新聞 1997.8.17～8.30 1998.8 092.11 ×

山陽新聞 1998.6.29～8.15 1998.8 092.11 ×

中国新聞 1998.8.16～8.24 2002.5 092.1 ×

朝日新聞 2001.8.10～8.15 2002.1 092.1 ×

山陽新聞 2002.6.22～6.28 2002.11 092.13 ×

山陽新聞 2002.8.11～8.16 2002.9 092.1 ×

山陽新聞 2003.8.12～8.16 2003.12 092.1 ×

山陽新聞 2005.6.18～6.28 2005.7 092.11 ×

毎日新聞 2005.6.29～7.9 2005.7 092.11 ×

山陽新聞 2005.6.27～8.15 2005.9 092.1 ×

山陽新聞 2005.10.3～12.26 2006.3 092.1 ×

山陽新聞 2006.8.10～8.15 2006.11 092.1 ×

山陽新聞夕刊 2008.6.26～7.2 2008.10 092.11 ×

山陽新聞 2006.8.11～8.15 2008.10 092.11 ×

山陽新聞 2009.6.27～7.2 2009.8 092.11 ×

山陽新聞 2010.6.23～7.8 2010.8 092.11 ×

山陽新聞ほか 2012.1 092.1 ×

６５回目の６・２９

岡山大空襲展によせて

５３年目の夏　戦争の足跡を訪ねて

おばあちゃんが語る戦争体験

かの地にて　岡山と戦争

女たちの戦争体験

風化させるな岡山空襲

郷土の戦災　岡山・戦後５０年

語り継ぐ記憶　水島空襲

岡山空襲６０年

６０年の断層　戦争を知らない世代へ-６・２９岡山空襲-

焼け残った岡山　空襲から５１年

語り継ぐ５３回目の夏

岡山空襲　３３回忌を迎えて

空襲　街は焼かれた　-８・１５草の根から問いかけ-

新聞名・記事日付

忘れ得ぬ日々　私の戦災体験

戦後６０年　書き記す惨禍

あの日の空　五十年目の戦災

戦跡　世紀を超えて

記事（特集）名

戦跡の記憶

伝える夏　’０２　終戦から５７年

つむぐ平和　５８回目の夏

うた　私の戦争体験

岡山市大空襲の記事

記録・市民の戦場　中国地方の戦災都市

戦後６０年　書き記す惨禍　続

語り継ぐ

このリストの情報は、平成24年6月1日現在のものです。

沈黙の語り部　６．２９岡山空襲

つづられた６．２９　岡山空襲６４年

埋もれた「あの日」　戦後６３年

おかやまの空襲　第１集


