
【４－１】郷土学習セット　一般向ー原爆・平和学習
書誌情報 著者名 出版者

1 「核」に立ち向かった人びと 岩垂弘／著 日本図書センター

2 ティニアン・ファイルは語る 奥住喜重／著，工藤洋三／著 工藤洋三

3 ナガサキの平和学 長崎総合科学大学／編，長崎平和文化研究所／編 八朔社

4 ナガサキ昭和２０年夏 ジョージ・ウェラー／著，アンソニー・ウェラー／編 毎日新聞社

5 ヒバクシャ・シネマ ミック・ブロデリック／編著，柴崎昭則／訳 現代書館

6 ヒバクシャの心の傷を追って 中沢　正夫／著 岩波書店

7 ヒロシマ・ノート　　（岩波新書 青版　５６３） 大江健三郎／著 岩波書店

8 ヒロシマ２００５ 土田ヒロミ／著 日本放送出版協会

9 ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道あや／著 ポプラ社

10 ヒロシマをさがそう　　（＜文明の庫＞双書） 山下和也／著，井手三千男／著 西田書店

11 ヒロシマを持ちかえった人々　新装増補版 市場淳子／著 凱風社

12 ボクのピースラン 馬籠正雄／著 光陽出版社

13 ゆるす思想（こころ）ゆるさぬ思想（こころ） 本島等／著，山口仙二／著 こうち書房

14 リトルボーイ 高?烈／著，韓成礼／訳 コールサック社

15 引き裂かれながら私たちは書いた 丸屋博／編，石川逸子／編 西田書店

16 隠されたヒバクシャ グローバルヒバクシャ研究会／編著 凱風社

17 永井隆に愛と平和を考える　　（アルバ文庫） サンパウロ／編 サンパウロ

18 横から見た原爆投下作戦 秋吉美也子／著 元就出版社

19 夏の花・心願の国　　（新潮文庫） 原民喜／著 新潮社

20 花びらのような命 松尾　あつゆき／〔著〕，竹村　あつお／編 竜鳳書房

21 拒絶された原爆展 マーティン・ハーウィット／〔著〕，渡会和子／訳 みすず書房

22 共同研究広島・長崎原爆被害の実相 沢田昭二／ほか著 新日本出版社

23 原爆ドームと産業奨励館の模型をつくろう 関根一昭／編著 平和文化

24 原爆と写真 徳山喜雄／著 御茶の水書房

25 原爆の絵　英文併記 広島平和記念資料館／編 岩波書店

26 原爆の絵ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 童心社

27 原爆の子どもたち ジェームズ・Ｎ・ヤマザキ／著，ルイス・Ｂ・フレミング／著 ブレーン出版

28 原爆体験 浜谷正晴／著 岩波書店

29 原爆投下・１０秒の衝撃 ＮＨＫ広島「核・平和」プロジェクト／著 日本放送出版協会

30 黒い雨　　（新潮文庫） 井伏鱒二／著 新潮社

31 祭りの場・ギヤマン　ビードロ　　（講談社文芸文庫） 林京子／著 講談社

32 証言　第２１集（２００７） 長崎の証言の会／編集 長崎の証言の会

33 新藤兼人・原爆を撮る 新藤兼人／著 新日本出版社

34 石の記憶 田賀井　篤平／著 智書房

35 第五の被爆者 全国被爆二世団体連絡協議会／編 全国被爆二世団体連絡協議会

36 帝国と核兵器 ジョセフ・ガーソン／著 新日本出版社

37 頭と手と足で学ぶ平和・環境教材集 関根一昭／編 平和文化

38 頭と手と足で学ぶ平和・環境教材集　続 関根一昭／編著 平和文化

39 被爆の底で 原之夫／著 新読書社

40 米軍資料原爆投下の経緯 奥住喜重／訳，工藤洋三／訳 東方出版



【４－２】郷土学習セット　一般（高校生）向ー長崎の人々
書誌情報 著者名 出版者

1 １０人の聖なる人々 島村菜津／〔ほか〕著 学研

2 大村純忠の夢 為永一夫／ほか編 活き活きおおむら推進会議

3 グラバー家の最期 多田茂治／著 葦書房

4 古賀十二郎 中嶋幹起／著 長崎文献社

5 シーボルト　（人物叢書　新装版） 板沢武雄／著 吉川弘文館

6 シーボルト、波瀾の生涯 ヴェルナー・シーボルト／著 どうぶつ社

7 ジャガタラお春 小島笙／著 海鳥社

8 ド・ロ神父黒革の日日録 矢野道子／著 長崎文献社

9 ニコライの首飾り 白浜祥子／著 彩流社

10 幕末の外交官森山栄之助 江越弘人／著 弦書房

11 ふうけもん　ながさき明治列伝 増永驍／著 長崎文献社

12 マイウェイ 太田正博／著，菅崎弘之／著 小学館

13 康子十九歳戦禍の日記 門田隆将／著 文芸春秋

14 ルイズが正子であった頃 ルイズ・ルピカール／著 未知谷

15 ロレンソ了斎　　（長崎人物叢書 ） 結城了悟／著 長崎文献社

16 愛のひと　ド・ロ神父の生涯 西岡由香／著 長崎文献社

17 医療福祉の祖長与専斎 外山幹夫／著 思文閣出版

18 花と霜　改訂版 ブライアン・バークガフニ／著 長崎文献社

19 感性の絵巻・仲町貞子　（長崎新聞新書） 田中俊広／編著 長崎新聞社

20 国見発サッカーで「人」を育てる（生活人新書） 小嶺忠敏／著 日本放送出版協会

21 車椅子父さんの絵日記 伊藤英樹／著，飯田史彦／著 ＰＨＰ研究所

22 心の杖 池田隆蔵／著 長崎新聞社

23 神近市子　　（人間の記録） 神近市子／著 日本図書センター

24 西海の聖者 浜口賢治／著 葦書房

25 草莽のヒーロー（長崎新聞新書） 横山宏章／著 長崎新聞社

26 対馬物語 田井友季子／著 光言社

27 大浦慶女伝ノート 本馬恭子／著

28 長崎の歌 パウロ・アロイジウス・グリン／著 マリスト会

29 長崎の女たち 長崎女性史研究会／編著 長崎文献社

30 長崎を開いた人 結城了悟／著 サンパウロ

31 長崎居留地の西洋人 レイン・アーンズ／著 長崎文献社

32 長崎蘭学の巨人 松尾竜之介／著 弦書房

33 沈黙のしずく 尼子かずみ／編著 郁朋社

34 天を翔けた男 河村哲夫／著 梓書院

35 逃げる男 江越弘人／著 長崎新聞社

36 日英蘭奇跡の出会い 鶴亀彰／著 学研

37 梅屋庄吉と孫文 読売新聞西部本社／編 海鳥社

38 肥前加津佐村孝子安永安次伝 福田　八郎／編 奎書店

39 筆子その愛 山田火砂子／著 ジャパン・アート出版

40 富永シヅ物語 椿六郎／著 スカイビュープランニング


