
【３－１】郷土学習セット　高校生向ー読み物　①

書誌情報 著者名 出版者

1 お縫い子テルミー　　（集英社文庫 ） 栗田有起／著 集英社

2 カステラ文学館これくしょん 明坂 英二／著 松翁軒

3 シルビアの場合 宮原圭依子／著 文芸社

4 つなみ パール・Ｓ．バック／文，黒井健／画 径書房

5 てれんぱれん 青来有一／著 文芸春秋

6 パーク・ライフ　　（文春文庫） 吉田修一／著 文芸春秋

7 パリで出会った雪の聖母 廣木明美／著 新風舎

8 マイウェイ 太田正博／著，菅崎弘之／著 小学館

9 まほろばの国で　　（幻冬舎文庫） さだまさし／〔著〕 幻冬舎

10 ミカさんの長崎弁スケッチ 片山広子／文・絵 長崎新聞社

11 ライスカレーと母と海 藤川幸之助／著，永田理恵／写真 ポプラ社

12 ランドマーク　　（講談社文庫） 吉田修一／〔著〕 講談社

13 案外、買い物好き 村上　竜／著 幻冬舎

14 浦上の旅人たち　　（岩波少年文庫） 今西祐行／作 岩波書店

15 海のサムライたち　　（文春文庫） 白石一郎／著 文芸春秋

16 海辺の町の物語 海辺野　夏雲／著 日本文学館

17 活版印刷人ドラードの生涯 青山敦夫／著 印刷学会出版部

18 諌早思春記 浦野興治／著 右文書院

19 諌早少年記 浦野興治／著 風媒社

20 希望の国のエクソダス　　（文春文庫） 村上竜／著 文芸春秋

21 君たちに明日はない　　（新潮文庫） 垣根涼介／著 新潮社

22 件のその若者 本川次郎／著 本川　次郎

23 黒い雨　　（新潮文庫） 井伏鱒二／著 新潮社

24 砂の城　改版　　（新潮文庫） 遠藤周作／著 新潮社

25 最後の息子　　（文春文庫） 吉田修一／著 文芸春秋

26 捨てられた江戸娘 真海恭子／著 東洋出版

27 手をつないで見上げた空は 藤川幸之助／著，高橋和枝／絵 ポプラ社

28 春の日のかげり　（ 青春文芸セレクション） 島尾敏雄／著 勉誠出版

29 心にしみるいい話　第２集 長崎新聞社事業局開発事業部／編 長崎新聞社

30 西海の聖者 浜口賢治／著 葦書房

31 草のつるぎ・一滴の夏　　（講談社文芸文庫） 野呂邦暢／〔著〕 講談社

32 村上竜　　（はじめての文学） 村上竜／著 文芸春秋

33 蝶々夫人殺人事件 杉本陽子／著 新風舎

34 沈黙　改版　　（新潮文庫） 遠藤周作／著 新潮社

35 島原大変　新装版　　（文春文庫） 白石一郎／著 文芸春秋

36 爆心 青来有一／著 文芸春秋

37 眉山　　（幻冬舎文庫） さだまさし／〔著〕 幻冬舎

38 奉教人の死　　（新潮文庫） 芥川竜之介／著 新潮社

39 忘れがたい場所がある（遠藤周作エッセイ選集 ２　旅と歴史） 遠藤周作／〔著〕 光文社

40 遙かなるローマ　　（パウロ文庫） 松永伍一／著 女子パウロ会



見 やさしさ聞こ 山口美津恵／著 長崎文献社

【３－２】郷土学習セット　高校生向ー読み物②　

書誌情報 著者名 出版者

６９　ｓｉｘｔｙ　ｎｉｎｅ　　（集英社文庫） 村上竜／著 集英社

Ｉｔ’ｓ　ｎｏｗ　ｏｒ　ｎｅｖｅｒ 福田衣里子／著 書肆侃侃房

ｓｉｄｅ　Ｂ　　（小学館文庫） 佐藤正午／著 小学館

サウダージ　　（文春文庫） 垣根涼介／著 文芸春秋

サムライの海　　（文春文庫） 白石一郎／著 文芸春秋

ジャガタラお春 小島笙／著 海鳥社

ヒートアイランド　　（文春文庫） 垣根涼介／著 文芸春秋

まほろばの国で さだまさし／著 毎日新聞社

まほろばの国で　終章 さだまさし／著 毎日新聞社

もう愛の唄なんて詠えない さだまさし／著 ダイヤモンド社

やわらかなまっすぐ 藤川幸之助／著 ＰＨＰエディターズ・グループ

悪魔のパス天使のゴール　　（幻冬舎文庫） 村上竜／〔著〕 幻冬舎

永遠の１／２　　（集英社文庫 ） 佐藤正午／著 集英社

永遠の球児たち 鈴木洋史／〔ほか〕執筆 竹書房

家族いっしょにいる幸せ 全国ＰＧＣ運動発信委員会／編 善本社

眼の皮膚・遊園地にて　　（講談社文芸文庫） 井上光晴／〔著〕 講談社

月夜見の島 青来有一／著 文芸春秋

見えますか やさしさ聞こえますか ありがとうえますか・・・ えますか・・・ありがとう 山口美津恵／著 長崎文献社

砂の城　改版　　（新潮文庫） 遠藤周作／著 新潮社

最後の息子　　（文春文庫） 吉田修一／著 文芸春秋

私、バリバリの認知症です 太田正博／著，菅崎弘之／著 クリエイツかもがわ

自分に出会う 小塩節／著 青娥書房

手をつないで見上げた空は 藤川幸之助／著，高橋和枝／絵 ポプラ社

出発（たびだち） 浜口典子／著，大山妙子／著 グローバル教育出版

女子大生ナツエモンの「しあわせの成功ノート」 山口奈津江／著 広済堂出版

女神の詩が聞こえる 三谷純／著 文芸社

上海・ミッシェルの口紅　　（講談社文芸文庫） 林京子／〔著〕 講談社

食卓で会いましょう 岩松了／著 ポット出版

聖水　　（文春文庫） 青来有一／著 文芸春秋

十三夜 田頭由美／著 日本文学館

草のつるぎ・一滴の夏　　（講談社文芸文庫） 野呂邦暢／〔著〕 講談社

長崎殺人事件　　（角川文庫） 内田康夫／〔著〕 角川書店

島原大変　新装版　　（文春文庫） 白石一郎／著 文芸春秋

東由多加が遺した言葉 東由多加／著 而立書房

奈緒子　　（小学館文庫） 坂田信弘／原作，百瀬しのぶ／著 小学館

日本が聞こえる　　（講談社文庫） さだまさし／〔著〕 講談社

秘密。　　（ダ・ヴィンチブックス） 吉田修一／ほか著，佐藤正午／ほか著 メディアファクトリー

文体とパスの精度　　（集英社文庫） 村上竜／著，中田英寿／著 集英社

野田秀樹シンドローム 野田秀樹／著 而立書房

遙かなるローマ　　（パウロ文庫） 松永伍一／著 女子パウロ会



母と子でみる　原爆を撮った男たち 反核・写真運動／編 草の根出版会

母と子でみる広島・長崎 朝日新聞企画部／編 草土文化

【３－３】郷土学習セット　高校生向ー原爆・平和学習
書誌情報 著者名 出版者

アジア・太平洋戦争　　（ポプラディア情報館） 森武麿／監修 ポプラ社

あの日、広島と長崎で 平和博物館を創る会／編 平和のアトリエ

あの日… 日本原水爆被害者団体協議会／編 新日本出版社

ガイドブックながさき 長崎平和研究所／編 新日本出版社

ここが家だ ベン・シャーン／絵，アーサー・ビナード／構成・文 集英社

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

ナガサキに翔ぶ 山脇　あさ子／著 新日本出版社

ピース！ＰＥＡＣＥ！ 高校生１万人署名活動実行委員会／著 長崎新聞社

ピカドン 講談社

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

ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド　２ 佐藤広基／イラスト・文，本地桃子／イラスト・文 汐文社

ヒバクシャ　　（母と子でみる ２３） 桐生広人／写真と文 草の根出版会

リトルボーイとファットマン マッド・アマノ／パロディと文 七つ森書館

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

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

核兵器はいらない！ 沢田昭二／著 新日本出版社

学校演劇で平和を学ぶ　　（母と子でみる Ａ４２） 上田精一／〔著〕 草の根出版会

原爆を見た聞こえない人々原爆を見た聞こえない人々 長崎県ろうあ福祉協会／編長崎県ろうあ福祉協会／編 文理閣文理閣

原爆遺構長崎の記憶　新版 長崎の原爆遺構を記録する会／編 海鳥社

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

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第２巻 安斎育郎／文／監修 新日本出版社

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第３巻 安斎育郎／文／監修 新日本出版社

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

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第５巻 安斎育郎／文／監修 新日本出版社

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，平和博物館を創る会／編集 平和のアトリエ

広島・長崎修学旅行案内　新版　　（岩波ジュニア新書 ３００） 松元寛／著 岩波書店

高校生一万人署名活動　　（長崎新聞新書 ０１０） 高校生一万人署名活動実行委員会／著 長崎新聞社

高校生平和大使 高校生１万人署名活動実行委員会／監修 長崎新聞社

写真でたどる第五福竜丸 第五福竜丸平和協会／編集 第五福竜丸平和協会

女子学生の長崎原爆の記録　　（皓星社ブックレット ８） 中野道子／編著 皓星社

少女・十四歳の原爆体験記 橋爪文／著 高文研

新聞資料原爆　〔１〕 小田切秀雄／監修 日本図書センター

新聞資料原爆　２ 小田切秀雄／監修 日本図書センター

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

長崎原爆絵巻崎陽のあらし　英文併記　　（母と子でみる Ａ３０） 深水経孝／作，人吉高校英語研究会／編 草の根出版会

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

被爆者たち 森下一徹／著 小峰書店

平和へのさざなみ　英文併記 井尻富美代／編 日本放送出版協会



【３－４】郷土学習セット　高校生向ー原爆文学
書誌情報 著者名 出版者

〔カセットテープ〕平和への祈り　第２回　実演テープ 〔町屋　住男／作〕，永田　為春／実演 大空社

〔紙芝居〕平和への祈り　第２回　ものがたり 町屋　住男／作，Ｎきいち／線〔絵〕 大空社

１５歳のナガサキ原爆　　（岩波ジュニア新書 ４１６） 渡辺浩／著 岩波書店

２１世紀を生きる人たちへ 長崎の証言の会／編集 長崎の証言の会

あの日、広島と長崎で 平和博物館を創る会／編 平和のアトリエ

あの日のこと 西山進／文・絵 クリエイティブ２１

ナガサキ－１９４５年８月９日　新版　　（岩波ジュニア新書 ２６０） 長崎総合科学大学平和文化研究所／編 岩波書店

ピース・トークきみたちにつたえたい　８（総集編） 長崎平和推進協会／編 長崎平和推進協会

ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド　２ 佐藤広基／イラスト・文，本地桃子／イラスト・文 汐文社

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，安斎　育郎／編 岩波書店

わたしが十五歳のとき日本の国は戦争に敗れた 畑島喜久生／著 リトル・ガリヴァー社

永井隆 永井誠一／著 サンパウロ

永井隆 中井　俊已／著 童心社

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

永井隆の生涯 片岡弥吉／著 サンパウロ

永井隆全集　１ 永井隆／著，永井徳三郎／監修 サンパウロ

永井隆全集　２ 永井隆／著，永井徳三郎／監修 サンパウロ

永井隆全集 ３永井隆全集　３ 永井隆／著 永井徳三郎／監修永井隆／著，永井徳三郎／監修 サンパウサンパウロ

原爆の絵 ＮＨＫ長崎放送局／編 日本放送出版協会

原爆は文学にどう描かれてきたか　　（２１世紀の若者たちへ ４） 黒古一夫／著 八朔社

原爆遺構長崎の記憶　新版 長崎の原爆遺構を記録する会／編 海鳥社

原爆詩一八一人集 長津　功三良／編，鈴木　比佐雄／編 コールサック社

原爆詩集　復刻版 峠三吉／著 峠三吉記念事業委員会

原爆被爆記録写真集 荒木正人／監修，ブライアン・バークガフニ／翻訳 長崎国際文化会館

語り継ぐあの八月を 加世田智秋／編著 北水

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第２巻 安斎育郎／文／監修 新日本出版社

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第３巻 安斎育郎／文／監修 新日本出版社

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第５巻 安斎育郎／文／監修 新日本出版社

写真が語る原爆投下 工藤洋三／著，奥住喜重／著 工藤洋三

新編原爆詩集 峠三吉／著 青木書店

生かされている命 山口　彊／著 講談社

長崎原爆の記録 泰山　弘道／著 東京図書出版会

被爆 恵の丘長崎原爆ホーム別館／編著 ゆるり書房

被爆の底で 原之夫／著 新読書社

被爆者　　（シリーズ自然いのちひと ７） 会田法行／写真・文 ポプラ社

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

母と子でみる広島・長崎 朝日新聞企画部／編 草土文化

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

林京子－人と文学 渡辺澄子／著 長崎新聞社

林京子全集　１ 林京子／著，井上ひさし／編集委員 日本図書センター



【３－５】郷土学習セット　高校生向ー歴史

　　　　　　　書  誌  情  報               著者名          出版社

《トピックスで読む》長崎の歴史 江越弘人／著 弦書房

「鎖国」を見直す　　（かわさき市民アカデミー講座ブックレット） 荒野泰典／著 シーエーピー出版（発売）

カクレキリシタン　第３版　　（長崎新聞新書） 宮崎賢太郎／著 長崎新聞社

させぼ歴史散歩　改訂増補版 筒井隆義／著 芸文堂

シーボルトと町絵師慶賀　　（長崎新聞新書） 兼重護／著 長崎新聞社

ながさき古代紀行　Ｖｏｌ．１ 正林護／著 タウンニュース社

伊能九州図と平戸街道　　（九州文化図録撰書） 図書出版のぶ工房／編集 図書出版のぶ工房

遠藤周作と歩く「長崎巡礼」　　（とんぼの本） 遠藤周作／著，芸術新潮編集部／編 新潮社

華の長崎　英文併記 ブライアン・バークガフニ／編著 長崎文献社

活版印刷紀行 青山敦夫／著 印刷学会出版部

諌早を歩く 山口八郎／著 昭和堂

軍艦島の遺産　　（長崎新聞新書） 後藤惠之輔／著，坂本道徳／著 長崎新聞社

出島以前　　（ろうきんブックレット） 海外交流史研究会／著 長崎県労働金庫

新日本のなかのロシア　　（ユーラシア・ブックレット） 長塚　英雄／編，「日本とユーラシア」紙編集部／編 東洋書店

世界航路へ誘う港市・長崎・平戸　　（シリーズ「遺跡を学ぶ」） 川口洋平／著 新泉社

世界史の中の出島 森岡美子／著 長崎文献社

西海のくじら捕り　　（ろうきんブックレット） 立平進／著 長崎県労働金庫

石が語る中世の社会　　（ろうきんブックレット） 大石一久／著 長崎県労働金庫

孫文と長崎 横山宏章／著，陳東華／著 長崎文献社

対馬からみた日朝関係　　（日本史リブレット） 鶴田啓／著 山川出版社

対馬の生活文化史 矢野道子／著 源流社

大村藩と川棚の史話・民話　　（筑紫文庫） 喜々津健寿／著 芸文堂

地図でみる佐世保 平岡昭利／編著 芸文堂

朝鮮通信使　　（岩波新書　新赤版） 仲尾　宏／著 岩波書店

蝶々夫人を探して ブライアン・バークガフニ／著 クリエイツかもがわ

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

長崎街道　２版　　（九州文化図録撰書） 図書出版のぶ工房／編集 図書出版のぶ工房

長崎県の考古学　　（ろうきんブックレット） 長崎県考古学会／編著 長崎県労働金庫

長崎県の歴史散歩　　（歴史散歩） 県高等学校教育研究会地歴公民部会／編 山川出版社

長崎游学　２ 長崎文献社

東アジアと東南アジアの船　　（ろうきんブックレット） 柴田　恵司／著 長崎県労働金庫

平戸オランダ商館　　（長崎新聞新書） 萩原博文／著 長崎新聞社

明治７年の古写真集　　（長崎大学コレクション） 長崎大学附属図書館／企画・編集 長崎文献社

明治期長崎のキリスト教　　（長崎新聞新書） 坂井信生／著 長崎新聞社

旅する長崎学　１ 五野井隆史／監修，デ・ルカ・レンゾ／監修 長崎文献社

旅する長崎学　２ 五野井隆史／監修，デ・ルカ・レンゾ／監修 長崎文献社

旅する長崎学　３ 長崎文献社／編集 長崎文献社

旅する長崎学　４ 長崎文献社／編集 長崎文献社

旅する長崎学　６ 長崎文献社／編集 長崎文献社

旅する長崎学　７ 長崎文献社／編集 長崎文献社



【３－６】郷土学習セット　高校生向ー食・料理

　　　　　　　　書誌情報 　　　　　　　著者名 　　　　　出版社

ＮＨＫうまか！ながさき食材王国 ＮＨＫ長崎放送局／ほか編著 家の光協会

おふくろの味長崎四季料理 島田昌子／著 長崎新聞社

クジラと日本人　　（岩波新書　新赤版） 大隅清治／著 岩波書店

これから食えなくなる魚　　（幻冬舎新書） 小松　正之／著 幻冬舎

サーベイ長崎 ながさき観光サーベイ委員会／監修 昭文社

さすがだね長崎　小中高 長崎県スポーツ科学・栄養研究会／著 ゆるり書房

シュガーロード　　（長崎新聞新書） 明坂英二／著 長崎新聞社

ながさきのおもてなし　其の二　　（ながさきプレス臨時増刊） ながさきプレス

ながさきのカフェとベツバラ本 ＮＡＧＡＳＡＫＩよか本製作委員会／編集 ＮＡＧＡＳＡＫＩよか本製作委員会

ふるさとの食卓 中山美鈴／著 葦書房

ふるさと野菜礼賛 さとうち　藍／著 家の光協会

壱岐焼酎　　（長崎新聞新書） 山内　賢明／著 長崎新聞社

牛乳と日本人 吉田　豊／著 新宿書房

九州　１　　（伝承写真館日本の食文化） 農文協／編集 農山漁村文化協会

九州の逸品１００選 月刊はかた編集室／編 月刊はかた編集室

九州宝御膳物語 豊田謙二／監修 西日本新聞社

佐世保ならでわブック　Ｖｏｌ．４ ならでわブック編集部／編 芸文堂

最後にうれしいお菓子たち 内田真美／著 アノニマ・スタジオ

出たばい、ちゃんぽん本 ながさきよか本製作委員会／編著 ながさきよか本製作委員会

食卓の向こう側　３　（西日本新聞ブックレット） 西日本新聞社「食　くらし」取材班／著 西日本新聞社

食卓の向こう側　７　　（西日本新聞ブックレット） 西日本新聞社「食くらし」取材班／著 西日本新聞社

食卓の向こう側　９　　（西日本新聞ブックレット） 西日本新聞社「食くらし」取材班／著 西日本新聞社

食卓の向こう側　１０　　（西日本新聞ブックレット） 西日本新聞社「食　くらし」取材班／著 西日本新聞社

食旅入門　　（旅のマーケティングブックス） 安田　亘宏／著，中村　忠司／著 教育評論社

西洋料理と日本人　　（ＮＨＫ知るを楽しむ歴史に好奇心） 勝見　洋一／著 日本放送出版協会

総料理長の四季 上柿元勝／著，立木義浩／写真 料理王国社

卓袱料理のすすめ　英文併記 古場　久代／著，ブライアン・バークガフニ／訳 長崎文献社

朝ごはんの愉しみ 内田真美／著 技術評論社

長崎・島原半島のサツマイモ押し出し麺「六兵衛」　（麺の世界） 松島　憲一／〔著〕 「麺の世界」編集局

長崎ごちそう大図鑑　Ｖｅｒ．７．０　（ながさきプレス臨時増刊） ながさきプレス

長崎さかな料理 ＮＨＫ長崎放送局／監修 長崎新聞社

長崎の菓子　　（ろうきんブックレット） 大坪藤代／著 九州労金長崎県本部

長崎の食文化 柳原　政史／著，越中　哲也／著 タウンニュース社

長崎料理 脇山順子／著 長崎新聞社

長崎料理歳時記 長崎新聞社／編著 長崎新聞社

肥前の菓子 村岡安広／著 佐賀新聞社

美味しんぼ　９８　　（ビッグコミックス） 雁屋　哲／作，花咲　アキラ／画 小学館

美味しんぼ　９８　　（ビッグコミックス） 雁屋　哲／作，花咲　アキラ／画 小学館

聞き書長崎の食事　　（日本の食生活全集） 「日本の食生活全集長崎」編集委員会／編 農山漁村文化協会

明治のヌーヴェル・シノワ「ちゃんぽん」「皿うどん」　　（麺の世界） 奥山　忠政／〔談〕，陳　優継／〔談〕 「麺の世界」編集局



【３－７】郷土学習セット　高校・一般向ー龍馬編 
 　　　　　　　書誌情報 　　　著者名 　　出版者

あやつられた龍馬　 加治将一／著 祥伝社

岩崎弥太郎　上　　（人物文庫）　 村上元三／著 学陽書房

岩崎弥太郎　下　　（人物文庫）　 村上元三／著 学陽書房

岩崎弥太郎不屈の生き方 武田鏡村／著 ＰＨＰ研究所

海の長崎学　３　幕末の長崎港情勢　　 松竹秀雄／著 くさの書店

海の長崎学　４　幕末長崎イカルス号事件　 松竹秀雄／著 くさの書店

海はるか坂本龍馬　足跡ガイド　 京都新聞出版センター／編 長崎新聞社

お吉と龍馬　 石垣直樹／著 文芸社

お龍　　（新人物文庫 ）　 植松三十里／著 新人物往来社

海舟語録　　（講談社学術文庫 ）　 勝海舟／〔著〕 講談社

検証・竜馬伝説　　 松浦　玲／著 論創社

坂本龍馬　　（成美文庫） 八尋舜右／著 成美堂出版

坂本龍馬　　（じっぴコンパクト新書）　 加来耕三／著 実業之日本社

坂本竜馬　幕末志士の旅　 河合敦／著 光人社

坂本竜馬と竹島開拓　　　 小美濃清明／著 新人物往来社

坂本竜馬の３３年　クロニクル　 菊地　明／著 新人物往来社

坂本竜馬の野望　 鷲田小弥太／著 ＰＨＰ研究所

坂本龍馬１０１の謎　　（新人物文庫） 菊地　明／著 新人物往来社

坂本龍馬ゆかりの地を歩く　 清水克悦／著 ＰＨＰ研究所

七人の龍馬　坂本龍馬名言集　 出久根達郎／編著 講談社

史料が語る坂本竜馬の妻お竜　　 鈴木かほる／著 新人物往来社

それでも龍馬が好き　 本川次郎／著 本川次郎

追跡！坂本龍馬　 菊地　明／著 ＰＨＰエディターズ・グループ

定本坂本龍馬伝　 松岡　司／著 新人物往来社

東京幕末維新を歩く旅　　（エコ旅ニッポン ）　　 一坂　太郎／著 山と渓谷社

長崎居留地の西洋人　 レイン・アーンズ／著 長崎文献社

長崎さるくマップブック　平成１９年度版　　 長崎さるく博’０６推進委員会

幕末維新の暗号　 加治将一／著 祥伝社

幕末史　　　 半藤一利／著 新潮社

竜馬暗殺の謎　　（ＰＨＰ新書 ）　 木村幸比古／著 ＰＨＰ研究所

竜馬を斬った男　　（集英社文庫） 早乙女貢／著 集英社

竜馬を斬る　 黒鉄ヒロシ／著 小池書院

龍馬が歩いた幕末地図　　 木村幸比古／監修 朝日新聞出版

竜馬、原点消ゆ。 前田秀徳／著 三五館

龍馬語録 木村幸比古／著　 　ＰＨＰ研究所

龍馬と志士たち　　（コスミック・時代文庫）　 清水将大／編 コスミック出版

竜馬と長州　（ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ別冊 山口の歴史シリーズ） ザメディアジョン

竜馬と八人の女性　　 阿井景子／著 戎光祥出版

竜馬の手紙　　（講談社学術文庫） 坂本竜馬／〔原著〕 講談社

竜馬のピストル 松田十刻／著 ＰＨＰ研究所
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