
【１－１】郷土学習セット　小学生向ー読み物①
書誌情報 著者名 出版者

1 「戦争と平和」子ども文学館　１ 長崎源之助／〔ほか〕編，庄野英二／〔ほか〕著 日本図書センター

2 「戦争と平和」子ども文学館　２ 長崎源之助／〔ほか〕編，安藤美紀夫／〔ほか〕著 日本図書センター

3 「戦争と平和」子ども文学館　３ 長崎源之助／〔ほか〕編，鈴木隆／〔ほか〕著 日本図書センター

4 「戦争と平和」子ども文学館　４ 長崎源之助／〔ほか〕編，堀内純子／〔ほか〕著 日本図書センター

5 「戦争と平和」子ども文学館　５ 長崎源之助／〔ほか〕編，赤木由子／〔ほか〕著 日本図書センター

6 「戦争と平和」子ども文学館　６ 長崎源之助／〔ほか〕編，前川康男／〔ほか〕著 日本図書センター

7 「戦争と平和」子ども文学館　７ 長崎源之助／〔ほか〕編，今江祥智／〔ほか〕著 日本図書センター

8 「戦争と平和」子ども文学館　８ 長崎源之助／〔ほか〕編，森はな／〔ほか〕著 日本図書センター

9 「戦争と平和」子ども文学館　９ 長崎源之助／〔ほか〕編，大石真／〔ほか〕著 日本図書センター

10 あやと青い目の人形 松永照正／著，会田貴代／絵 クリエイティブ２１

11 アリになったカメラマン 栗林慧／写真・文 講談社

12 おかのうえのカステラやさん　　（おはなしだいすき） 堀直子／作，神山ますみ／絵 小峰書店

13 おかのうえのカステラやさん　　（おはなしだいすき） 堀直子／作，神山ますみ／絵 小峰書店

14 おばあちゃんのおにぎり さだまさし／作，東菜奈／え くもん出版

15 およげないカバモモ あいしずか／ぶん，ますだちさこ／え 北水

16 かぜのとこやさん 星奈陽斗子／著 新風舎

17 きっと泳げるよ、カバのモモちゃん 大塚菜生／作・絵 汐文社

18 くるくるまきげのビクン さとひろみっき／さく，モリ　ナオミ／え 新風舎

19 けがをしたコロちゃん 塚根素子／ぶん，大原まりあ／え 長崎新聞社

20 コムタチンコムタチン　　（ことりのほんばこ） 市川森一／著 新風舎

21 これはひよこのぴよちゃん まつうらさき／絵・文 文芸社

22 だいちゃんとうみ　　（こどものとも傑作集） 太田大八／さく・え 福音館書店

23 とびたいペンギン　　（ジュニア・ポエム双書） 新谷智恵子／著，徳田徳志芸／絵 銀の鈴社

24 とびらのむこうがわ 谷川志恵子／著 文芸社

25 ながさきくんち 太田大八／作，中西啓／解説 童心社

26 はじめまして 石橋秀子／著 新風舎

27 パッチン★どめ子ちゃん 山西ゲンイチ／作 佼成出版社

28 ハルミとハルオの愛の物語 あいしずか／ぶん，さとうまさみ／え 北水

29 ブツクタ　ブツクタ 酒井良子／著 文芸社ビジュアルアート

30 ももたろう あいしずか／ぶん，ますだちさこ／え 北水

31 モモとムー あいしずか／ぶん，ますだちさこ／え 北水

32 わたしの魚類図鑑　　（子ども詩のポケットえくすとら） 畑島喜久生／著 てらいんく

33 ワタルがわらった アトリエ・ＵＮＯ／著 新風舎

34 浦上の旅人たち　　（岩波少年文庫） 今西祐行／作 岩波書店

35 五島列島新上五島町の昔ばなし 富永重利／作，かわさきしんや／絵 米屋印刷所

36 黒いさくらんぼ　　（子どもに贈る昔ばなし） 福岡昔ばなし大学再話コース／再話 小沢昔ばなし研究所

37 長崎の童話　　（愛蔵版県別ふるさと童話館） 日本児童文学者協会／編 リブリオ出版

38 長崎県の民話　　（県別ふるさとの民話） 日本児童文学者協会／編 偕成社

39 長崎少女シェフ物語　　（文学の森） 堀直子／作，中釜浩一郎／絵 小峰書店

40 読みがたり長崎のむかし話 県小学校教育研究会国語部／編 日本標準



【１－２】郷土学習セット　小学生向ー読み物②　
書誌情報 著者名 出版者

1 おばあちゃんのおにぎり さだまさし／作，東菜奈／え くもん出版

2 およげないカバモモ あいしずか／ぶん，ますだちさこ／え 北水

3 かさ　　（文研ジョイフルえほん傑作集） 太田大八／作・絵 文研出版

4 カバのモモがママになった！ 中村翔子／文，塩田守男／絵 教育画劇

5 きっと泳げるよ、カバのモモちゃん 大塚菜生／作・絵 汐文社

6 くんちゃんはおおいそがし ドロシー・マリノ／さく，まさきるりこ／やく ペンギン社

7 こぶたのロビンソンのおはなし（ピーターラビットの絵本） ビアトリクス・ポター／さく・え，まさきるりこ／やく 福音館書店

8 シェーラひめのぼうけん魔神の指輪　　（フォア文庫） 村山早紀／作，佐竹美保／画 童心社

9 しちにんのとうぞく　　（はなののびるおうさま） よこたみのる／作 理論社

10 スーダ 八重瀬けい／作，しのはらともこ／絵 新風舎

11 ずるいねこのおはなし（ピーターラビットの絵本 ） ビアトリクス・ポター／さく・え，まさきるりこ／やく 福音館書店

12 だいちゃんとうみ　 太田大八／さく・え 福音館書店

13 たからのやま いしばしひでこ／作・絵 文芸社

14 ちえこショー 山西ゲンイチ／著 小学館

15 チンチンでんしゃのはしるまち 横溝英一／さく 福音館書店

16 ツシマヤマネコのひみつを追え！ 大塚菜生／作，宮崎耕平／絵 汐文社

17 つっきれ下駄とズック 鶴　文乃／著，はしもと　わたん／画 サンパウロ

18 どっさりのぼく　（絵本かがやけ詩 いきることば） 小池　昌代／編，太田　大八／画 あかね書房

19 ながさきくんち 太田大八／作，中西啓／解説 童心社

20 パッチン★どめ子ちゃん 山西ゲンイチ／作 佼成出版社

21 プンプンぷんかちゃん　 薫くみこ／作，山西ゲンイチ／絵 ポプラ社

22 ベスとアンガス マージョリー・フラック／さく・え，まさき　るりこ／やく アリス館

23 マーシャとババヤガーのおおきなとり 宮川やすえ／文，太田大八／絵 ひさかたチャイルド

24 また　もりへ　 マリー・ホール・エッツ／ぶん・え，まさきるりこ／やく 福音館書店

25 もりのなか　 マリー・ホール・エッツ／ぶん・え，まさきるりこ／やく 福音館書店

26 ろうそくをつぐ話　つぼつくりの柿丸 大木篤夫／著，吉田絃二郎／著 小峰書店

27 わたしの魚類図鑑　（子ども詩のポケットえくすとら ） 畑島喜久生／著 てらいんく

28 岩石おばさんとホー 福田章／作，川崎のぼる／絵 小学館

29 港倉庫のネズミたちとネコのぬいぐるみ 松野　ゆうじ／著 新風舎

30 新シェーラひめのぼうけん天のオルゴール 村山早紀／作，佐竹美保／画 童心社

31 新シェーラひめのぼうけん天のオルゴール（フォア文庫） 村山早紀／作，佐竹美保／画 童心社

32 新シェーラひめのぼうけん伝説への旅 村山早紀／作，佐竹美保／画 童心社

33 茶づつの中は笑いがいっぱい 石橋ちえこ／作，山口けい子／絵 新風舎

34 長崎の昔ばなし　第１集 近藤祐一／話，島本芳伸／画 竹下隆文堂

35 長崎の昔ばなし　第２集 河野伸枝／話，福居顕則／画 竹下隆文堂

36 百合若大臣 たかしよいち／文，太田大八／絵 ポプラ社

37 百八のわらぞうりがとんだ 石橋ちえこ／著 文芸社ビジュアルアート

38 魔女のルルーと風の少女　（風の丘のルルー ４） 村山早紀／作，ふりやかよこ／絵 ポプラ社

39 魔女のルルーと赤い星の杖（風の丘のルルー ５） 村山早紀／作，ふりやかよこ／絵 ポプラ社

40 魔女のルルーと魔法使いの塔　（風の丘のルルー ６） 村山早紀／作，ふりやかよこ／絵 ポプラ社



【１－３】郷土学習セット　小学生向－原爆・平和学習①
書誌情報 著者名 出版者

1 小さな祈り 吉永小百合／編，男鹿和雄／画 汐文社

2 原爆を子どもにどう語るか 横川嘉範／著 高文研

3 授業にすぐ使える作文集　３ 永山絹枝／著 ゆるり書房

4 ながさき原爆の記録 長崎原爆資料館

5 長崎原爆資料館 有田嘉伸／監修，高橋眞司／監修 長崎平和推進協会

6 はだしのゲン　第１０巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

7 はだしのゲン　第５巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

8 はだしのゲン　第６巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

9 はだしのゲン　第９巻　愛蔵版 中沢啓治／著 汐文社

10 はだしのゲン　第１巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

11 はだしのゲン　第２巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

12 はだしのゲン　第３巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

13 はだしのゲン　第４巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

14 はだしのゲン　第７巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

15 はだしのゲン　第８巻　愛蔵版 中沢啓治／著 汐文社

16 「戦争と平和」子ども文学館　１０ 長崎源之助／〔ほか〕編，宮川ひろ／〔ほか〕著 日本図書センタ－

17 広島・長崎　２００１年版 子どもたちに世界に！被爆の記録を贈る会／編集 平和のアトリエ

18 長崎の童話　　（愛蔵版県別ふるさと童話館 ４２） 日本児童文学者協会／編 リブリオ出版

19 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第４巻 安斎育郎／文／監修 新日本出版社

20 ふりそでの少女　　（長崎平和絵本シリーズ ６） 松添博／作・絵 汐文社

21 戦争と紛争（池上彰の君ならどう考える、地球の危機 ２） アンソニー・リシャック／著，青木　桃子／訳 文渓堂

22 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１巻 安斎育郎／文／監修 新日本出版社

23 ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド　１ 佐藤広基／イラスト・文，本地桃子／イラスト・文 汐文社

24 わすれていてごめんね　改訂版 緒方俊平／画・文 ガリバープロダクツ

25 長崎修学旅行ハンドブック 平和・国際教育研究会／編 平和文化

26 夕凪の街　桜の国 こうの史代／著 双葉社

27 科学物語・平和をめざした科学者たち 伊藤博／著 平和文化

28 核災害からの復興 高田純／著 医療科学社

29 原爆の絵 ＮＨＫ広島放送局／編 日本放送出版協会

30 原子野からの旅立ち 女子パウロ会／編 女子パウロ会

31 朝の別れを 大野允子／著 ポプラ社

32 あの日… 日本原水爆被害者団体協議会／編 新日本出版社

33 原子雲の下に生きて　　（アルバ文庫） 永井隆／編 サンパウロ

34 ヒロシマ・ナガサキ（岩波ＤＶＤブックＰｅａｃｅ　Ａｒｃｈｉｖｅｓ） 立命館大学国際平和ミュージアム／監修 岩波書店

35 娘よ、ここが長崎です 筒井　茅乃／作，松岡　政春／写真 くもん出版

36 うそつき咲っぺ 長崎源之助／著，石倉欣二／挿絵 佼成出版社

37 母と子でみる広島・長崎 朝日新聞企画部／編 草土文化

38 友よ・夏の花・原爆詩　　（日本の文学 ４０） 林京子／著，原民喜／著 金の星社

39 〔ビデオ〕平和への祈り　第１巻／第１回ー第１５回 〔町屋　住男／作〕，〔Ｎきいち／線〕 大空社

40 〔ビデオ〕平和への祈り　第２巻／第１６回ー第３０回 〔町屋　住男／作〕，〔Ｎきいち／線〕 大空社



【１－４】郷土学習セット　小学生向－原爆・平和学習②
書誌情報 著者名 出版者

1 いしぶみ　　（ポプラポケット文庫）　　 広島テレビ放送／編 ポプラ社

2 今伝えたい被爆者の心　　 高校生１万人署名活動実行委員会／監修 長崎新聞社

3 海の向こうの被爆者たち　　 平野伸人／編著 八月書館

4 ガイドブックながさき　新版　　（新日本Ｇｕｉｄｅ　Ｂｏｏｋ）　 長崎平和研究所／編 新日本出版社

5 消え行く少女　前編　 白土三平／著 小学館クリエイティブ

6 消え行く少女　後編　 白土三平／著 小学館クリエイティブ

7 汽笛　　　 長崎源之助／作 ポプラ社

8 希望の平和学 山川　剛／著 長崎文献社

9 夾竹桃の花ふたたび 高田チエ子／著 南方新社

10 原子雲の下に生きて　　（アルバ文庫）　 永井　隆／編 サンパウロ

11 原子野からの旅立ち　 女子パウロ会／編 女子パウロ会

12 原爆詩集八月　　 合同出版編集部／編 合同出版

13 原爆体験　六七四四人・死と生の証言　　 浜谷正晴／著 岩波書店

14 原爆の声　　２００９．６　２１ｃｍ　１６７ｐ 今石元久／編著　 渓水社

15 原爆の少女たち　ＣＤブック 今石元久／編著　 渓水社

16 高校生平和大使　ビリョクだけどムリョクじゃない！ 高校生１万人署名活動実行委員会／監修 長崎新聞社

17 高知の被爆者未来への伝言　　（高知新聞ブックレット） 岡村啓佐／著　 高知新聞社

18 行李の中から出てきた原爆の詩 広島文学資料保全の会／編 暮しの手帖社

19 この子を残して　　（アルバ文庫）　　 永井　隆／著 サンパウロ

20 少女・十四歳の原爆体験記　 橋爪　文／著　 高文研

21 １０代がつくる平和新聞ひろしま国　　 中国新聞社／編 明石書店

22 第二楽章長崎から　 吉永小百合／編 講談社

23 ナガサキ消えたもう一つの「原爆ドーム」　 高瀬　毅／著 平凡社

24 ナガサキに翔ぶ　 山脇あさ子／著 新日本出版社

25 ナガサキのおばあちゃん　　 高橋克雄／作 『ナガサキのおばあちゃん』出版支援会

26 長崎の鐘　　（人間愛叢書）　 永井　隆／著 勉誠出版

27 ナガサキノート　　（朝日文庫）　 朝日新聞長崎総局／編 朝日新聞出版

28 長崎游学　１　原爆被災地跡に平和を学ぶ 長崎文献社

29 夏の残像　ナガサキの八月九日　　 西岡由香／著 凱風社

30 夏雲の丘　改訂版　被爆医師・秋月辰一郎　 山下昭子／著 長崎新聞社

31 ヒロシマ・ナガサキ二重被爆　　（朝日文庫）　 山口　彊／著　 朝日新聞出版

32 ヒロシマ・ノート　　（岩波新書 青版）　 大江健三郎／著　 岩波書店

33 ヒロシマのいのちの水　　（えほんのもり）　　 指田　和／文 文研出版

34 ピカドン　新装改訂版　 木下蓮三／作 ダイナミックセラーズ出版

35 ピース・トークきみたちに伝えたい　９　 長崎平和推進協会／編 長崎平和推進協会

36 平和博物館・戦争資料館ガイドブック　増補 歴史教育者協議会／編 青木書店　

37 焼けたロザリオ　 しおうらしんたろう／作 聖母の騎士社

38 わが航路　 山口広治／著 朝日クリエ

39 私の戦争　　（岩波ジュニア新書）　 黒木和雄／著 岩波書店

40 私たちは長崎にいた　　（アルバ文庫）　 永井　隆／編著 サンパウロ



【1－５】郷土学習セット　小学生向ー原爆・お話
書誌情報 著者名 出版者

1 「戦争と平和」子ども文学館　１６ 長崎源之助／〔ほか〕編，松谷みよ子／〔ほか〕著 日本図書センター

2 あの夏の日 葉祥明／絵・文，長崎市／英訳 自由国民社

3 あの日のこと 西山進／文・絵 クリエイティブ２１

4 あやと青い目の人形 松永照正／著，会田貴代／絵 クリエイティブ２１

5 おこりじぞう 山口勇子／作，四国五郎／絵 金の星社

6 かよこ桜　　（新日本おはなし文庫） 山本典人／さく，井口文秀／え 新日本出版社

7 せんそうってなんだったの？　７ 田代脩／監修，昭和の記憶／監修 学研

8 たった一発の爆弾でヒロシマ２０万人、ナガサキ１０万人が死んだ。 労働教育センター編集部／編 労働教育センター

9 つるにのって　　（アニメ版） ミホ・シボ／原案 金の星社

10 トビウオのぼうやはびょうきです いぬいとみこ／作，津田櫓冬／絵 金の星社

11 トビウオのぼうやはびょうきです（紙芝居） いぬいとみこ／作，津田櫓冬／画 童心社

12 ナガサキのおばあちゃん 高橋克雄／作，吉田隆／絵 『ナガサキのおばあちゃん』出版支援会

13 ながさきの子うま　　（新日本おはなし文庫） 大川悦生／さく，宮本忠夫／え 新日本出版社

14 ノーモアヒロシマ・ナガサキ 黒古一夫／編，清水博義／編 日本図書センター

15 はだしのゲン（絵本） 中沢啓治／作・絵 汐文社

16 はだしのゲン　第１巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

17 はだしのゲン　第２巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

18 はだしのゲン　第３巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

19 はだしのゲン　第４巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

20 はだしのゲン　第５巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

21 はだしのゲン　第６巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

22 はだしのゲン　第７巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

23 はだしのゲン　第８巻　愛蔵版 中沢啓治／著 汐文社

24 はだしのゲン　第９巻　愛蔵版 中沢啓治／著 汐文社

25 はだしのゲン　第１０巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

26 ピカドン　だれも知らなかった子どもたちの原爆体験記 講談社

27 ヒロシマの火　　（新日本おはなし文庫） 山口勇子／さく，四国五郎／え 新日本出版社

28 ふりそでの少女　　（長崎平和絵本シリーズ） 松添博／作・絵 汐文社

29 永井隆 中井俊已／著 童心社

30 絵で読む広島の原爆　　（かがくのほん） 那須正幹／文，西村繁男／絵 福音館書店

31 原子力のことがわかる本　　（チャートＢＯＯＫＳ） 舘野淳／監修 数研出版

32 原爆の絵　ナガサキの祈り ＮＨＫ長崎放送局／編 日本放送出版協会

33 原爆の絵　ヒロシマの記憶 ＮＨＫ広島放送局／編 日本放送出版協会

34 朝の別れを 大野允子／著 ポプラ社

35 長崎の童話　　（愛蔵版県別ふるさと童話館） 日本児童文学者協会／編 リブリオ出版

36 八月がくるたびに　　（新・名作の愛蔵版） おおえひで／作，篠原勝之／絵 理論社

37 舞台シナリオ　はだしのゲン誕生 星功一／脚本，中沢啓治／原作 柘植書房

38 平和のたからもの　　（くもんのノンフィクション児童文学） 寺田志桜里／ぶん・え くもん出版

39 平和のちかい　　（平和かみしばい） 稲庭桂子／脚本，佐藤忠良／絵 童心社

40 娘よ、ここが長崎です 筒井茅乃／作，松岡政春／写真 くもん出版



【１－６】郷土学習セット　小学生向ー自然・産業
書誌情報 著者名 出版者

1 〈原色〉九州の花・実図譜　３ 益村聖／作画・解説 海鳥社

2 １３歳のハローワーク 村上竜／著，はまのゆか／絵 幻冬舎

3 ＹＯＲＩＭＩＣＨＩ　ＤＡＹＳ　　（ながさきプレス臨時増刊） 下妻みどり／文・絵・写真 株式会社ながさきプレス

4 アリになったカメラマン 栗林慧／写真・文 講談社

5 カバのモモがママになった！ 中村翔子／文，塩田守男／絵 教育画劇

6 スーダ 八重瀬けい／作，しのはらともこ／絵 新風舎

7 だいちゃんとうみ　　（こどものとも傑作集） 太田大八／さく・え 福音館書店

8 チンチンでんしゃのはしるまち 横溝英一／さく 福音館書店

9 ツシマヤマネコのひみつを追え！ 大塚菜生／作，宮崎耕平／絵 汐文社

10 ツシマヤマネコの百科　　（動物百科） 山村辰美／著，今泉忠明／監修 データハウス

11 ミクロの世界にズームイン！　 阿達直樹／著，岩永浩／著 文研出版

12 もみがらカラス 椛島千義／作，風乃／絵 新風舎

13 雲仙岳の生物 長崎県生物学会／編集 長崎新聞社

14 火山の大研究 鎌田浩毅／監修 ＰＨＰ研究所

15 花の旅・長崎　２ 牛島嘉雄／絵・文，松永チハル／絵・文 長崎新聞社

16 花粉との出会い 枩本トモヱ／著 昭和堂（発売）

17 花誘うながさき 長崎県自然保護課／企画・編集 長崎新聞社

18 九州の滝 熊本広志／著 海鳥社

19 九州遺産 砂田光紀／文・写真 弦書房

20 九州特急物語　　（ＪＴＢキャンブックス 鉄道） 石井幸孝／著 ＪＴＢパブリッシング

21 国鉄特急 広田尚敬／〔撮影〕，梅原淳／文 生活情報センター

22 事前に調べる修学旅行パーフェクトガイド 日本修学旅行協会／監修 金の星社

23 手づくりヨットで日本一周６５００キロ・ヤワイヤ号の冒険 大浦範行／原作，河村章人／原作 小学館

24 小さな町小さな旅九州・沖縄　 宮川透／写真 山と渓谷社

25 全国路面電車でゆく旅　　（ＣＡＲＴＯＰ　ＭＯＯＫ） 交通タイムス社

26 多良岳の生物 長崎県生物学会／編 長崎出島文庫

27 大村湾再発見ガイドブック 長崎県自然保護課／企画・編集 長崎新聞社

28 虫の目になりたい　　（ＮＨＫ知るを楽しむこの人この世界） 日本放送出版協会

29 長崎 移動教室出版事業局

30 長崎　２版（まっぷるたびまる） 昭文社

31 長崎「電車」が走る街今昔　　（ＪＴＢキャンブックス 鉄道） 田栗優一／著 ＪＴＢパブリッシング

32 長崎の海釣り 長崎新聞社

33 長崎県の山　　（新・分県登山ガイド） 山野辺捷雄／著，井上晋／著 山と溪谷社

34 長崎県の両生・爬虫類 松尾公則／著 長崎新聞社

35 長崎佐世保ベストガイド　２００８年版　 成美堂出版

36 都道府県別２１世紀日本の産業　１ 目賀田八郎／監修，北俊夫／監修 学研

37 都道府県別日本の地理データマップ　７ 小峰書店

38 日本の国立公園　下 森田敏隆／写真 山と渓谷社

39 日本の地理　９ 井田仁康／監修 学研

40 甦れ、いのちの海 川口祐二／著 ドメス出版



【1－7】郷土学習セット　小学生向ー龍馬編 
書誌情報 著者名 出版者

1 エヘン！ようわかるぜよ！坂本龍馬 木村　武仁／著 京都新聞出版センター

2 この人を見よ！歴史をつくった人びと伝１４　坂本龍馬 プロジェクト新・偉人伝／著・編集 ポプラ社

3 なかおかはどこぜよ 田島征彦／文 ブッキング

4 もっと知りたい坂本龍馬　　（歴史を動かした人物Ｓｅｒｉｅｓ） 木村幸比古，木村武仁／著 日本実業出版社

5 龍馬の愛した町　　（マイコミ旅ブック 「大人の修学旅行」シリーズ） 山縣　基与志／編 毎日コミュニケーションズ

6 龍馬の時代 木村幸比古／著 淡交社

7 龍馬海へ 浜田けい子／著，依光隆／画 四季社

8 るるぶ長崎　’１０　　（るるぶ情報版 九州 ３） ＪＴＢパブリッシング

9 維新創世坂本龍馬　　 学研

10 一冊でわかるイラストでわかる図解幕末・維新　 東京都歴史教育研究会／監修 成美堂出版

11 岩崎弥太郎　（ＰＨＰ文庫） 立石　優／著 ＰＨＰ研究所

12 激動を見た　　（ものがたり日本歴史の事件簿 １０） 小西　聖一／著 理論社

13 坂本龍馬　　（講談社学習コミック アトムポケット人物館 ４） すぎたとおる／作 コミックス

14 坂本龍馬　（学研まんが伝記シリーズ） 田代　脩／監修 学研教育出版

15 坂本龍馬のことがマンガで３時間でわかる本 津田大愚／著 明日香出版社

16 坂本龍馬の系譜 土居晴夫／著 新人物往来社

17 坂本龍馬を歩く　改訂版　　（歩く旅シリーズ 歴史・文学） 一坂　太郎／著 山と渓谷社

18 坂本竜馬　　（ＮＨＫにんげん日本史）　 小西聖一／著 理論社

19 坂本竜馬　　（おもしろくてやくにたつ子どもの伝記 １３） 横山充男／文 ポプラ社

20 坂本竜馬　（時代を動かした人々 維新篇 １） 古川　薫／著 小峰書店

21 坂本龍馬　　（コミック版日本の歴史 １１ 幕末・維新人物伝） 加来　耕三／企画・構成・監修 ポプラ社

22 坂本龍馬　　（中公新書 ６９ 維新前夜の群像 ２） 池田　敬正／著 中央公論新社

23 坂本龍馬　（小学館版学習まんが ドラえもん人物日本の歴史 第１１巻） 小井土　繁／漫画 小学館

24 坂本龍馬事典 加来　耕三／著 東京堂出版

25 坂本龍馬歴史大事典　　（歴史読本ライブラリー）　 『歴史読本』編集部／編 新人物往来社

26 図説坂本龍馬 小椋克己，土居晴夫／監修 戎光祥出版

27 図説地図とあらすじで読み解く！坂本龍馬の足跡 木村幸比古／監修 青春出版社

28 土佐の龍馬　　（人間愛叢書） 泉　淳／著 勉誠出版

29 日本の歴史　４ 小和田哲男／監修 成美堂出版

30 日本人が意外と知らない幕末龍馬伝　 にほん幕末研究会／編 幻冬舎エデュケーション

31 幕末・維新　　（カラー版徹底図解） 新星出版社編集部／編 新星出版社

32 幕末英雄伝坂本龍馬　下　飛翔編 吉田健二／漫画 ポプラ社

33 幕末英雄伝坂本龍馬　上　青春編 吉田健二／漫画 ポプラ社

34 幕末検定クイズ　龍馬編 木村幸比古，木村武仁／著 淡交社

35 幕末動乱と開国　　（ビジュアル版日本の歴史を見る ８） 半藤一利／監修・年表解説 世界文化社

36 面白くてよくわかる！坂本龍馬 山村　竜也／監修 アスペクト

37 龍馬　　（ちくま文庫） 菊地　明／著 筑摩書房

38 旅する長崎学　７ 長崎文献社／編 長崎文献社

39 旅する長崎学　８ 長崎文献社／編 長崎文献社

40 旅する長崎学　９ 長崎文献社／編集 長崎文献社


