
【２－１】郷土学習セット　中学生向ー読み物①
書誌情報 著者名 出版者

1 「戦争と平和」子ども文学館　１１ 長崎源之助／〔ほか〕編，椋鳩十／〔ほか〕著 日本図書センター

2 「戦争と平和」子ども文学館　１２ 長崎源之助／〔ほか〕編，あまんきみこ／〔ほか〕著 日本図書センター

3 「戦争と平和」子ども文学館　１３ 長崎源之助／〔ほか〕編，渡辺清／〔ほか〕著 日本図書センター

4 「戦争と平和」子ども文学館　１４ 長崎源之助／〔ほか〕編，竹崎有斐／〔ほか〕著 日本図書センター

5 「戦争と平和」子ども文学館　１５ 長崎源之助／〔ほか〕編，今西祐行／〔ほか〕著 日本図書センター

6 「戦争と平和」子ども文学館　１７ 長崎源之助／〔ほか〕編，那須正幹／〔ほか〕著 日本図書センター

7 「戦争と平和」子ども文学館　１８ 長崎源之助／〔ほか〕編，吉本直志郎／〔ほか〕著 日本図書センター

8 「戦争と平和」子ども文学館　１９ 長崎源之助／〔ほか〕編，古世古和子／〔ほか〕著 日本図書センター

9 「戦争と平和」子ども文学館　２０ 長崎源之助／〔ほか〕編，壺井栄／〔ほか〕著 日本図書センター

10 いとし子よ　　（アルバ文庫） 永井隆／著 サンパウロ

11 うそつき咲っぺ 長崎源之助／著，石倉欣二／挿絵 佼成出版社

12 黄金旋律　（カドカワ銀のさじシリーズ） 村山早紀／著 角川書店

13 がんばらんと！ 福田衣里子／著 朝日出版社

14 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

15 この素晴らしき世界に生まれて　 福田隆浩／作 小峰書店

16 デビルズドリーム 長谷川集平／作 理論社

17 熱風 福田隆浩／著 講談社

18 爆弾アラレ　 藤永博之／著 東洋出版

19 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

20 ぶらり、長崎へ 霜月洋子／著 文芸社

21 ミカさんの長崎弁スケッチ　 片山広子／文・絵 長崎新聞社

22 もう一人の少年使節ドラ－ド 青山敦夫／著 昭和堂出版事業部

23 ももたろう あいしずか／ぶん，ますだちさこ／え 北水

24 モモとムー あいしずか／ぶん，ますだちさこ／え 北水

25 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

26 雪のサンタマリア 安中栄子／著 らくだ出版

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 浦上の旅人たち　　（岩波少年文庫） 今西祐行／作 岩波書店

29 夏の花　　（集英社文庫） 原民喜／著 集英社

30 鬼の橋　　（福音館創作童話シリーズ） 伊藤遊／作，太田大八／画 福音館書店

31 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

32 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

33 少女たちの帆を張って　　（ジョイ・ストリート） 堀直子／作，佐竹美保／絵 あかね書房

34 少女リブの冒険 アニタ・ステイナー／作・絵，武田　和子／訳 悠書館

35 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

36 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

37 読みがたり長崎のむかし話 長崎県小学校教育研究会国語部／編 日本標準

38 父と暮せば 井上ひさし／著，ロジャー・パルバース／訳 こまつ座

39 父と暮せば　　（新潮文庫） 井上ひさし／著 新潮社

40 遙かなるローマ　　（パウロ文庫） 松永伍一／著 女子パウロ会



【２－２】郷土学習セット　中学生向ー読み物②　
書誌情報 著者名 出版者

1 アリになったカメラマン 栗林慧／写真・文 講談社

2 キミは長崎を発見したか 林内みのる／著 佐世保　芸文社

3 長崎の鐘　　（アルバ文庫） 永井隆／著 サンパウロ

4 コンビニたそがれ堂　　（ポプラの木かげ） 村山早紀／作，名倉靖博／絵 ポプラ社

5 シェーラひめのぼうけんダイヤモンドの都　（フォア文庫 ） 村山早紀／作，佐竹美保／画 童心社

6 シェーラひめのぼうけん闇色の竜　（フォア文庫） 村山早紀／作，佐竹美保／画 童心社

7 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

8 つなみ パール・Ｓ．バック／文，黒井健／画 径書房

9 デビルズドリーム 長谷川集平／作，前田秀信／絵 理論社

10 はるかな空の東　　（新こみね創作児童文学） 村山早紀／著・画 小峰書店

11 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

12 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

13 ろうそくをつぐ話　つぼつくりの柿丸　（赤い鳥名作童話８） 大木篤夫／著，吉田絃二郎／著 小峰書店

14 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

15 浦上の旅人たち　　（岩波少年文庫） 今西祐行／作 岩波書店

16 影の谷を越えて　（Ｎｅｗ　Ｍｏｎｔｇｏｍｅｒｙ　ｂｏｏｋｓ） Ｌ．Ｍ．モンゴメリ／作 篠崎書林

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 銀のたてがみ　１　　（あかねワンダー・ボックス） 堀直子／作，さべあのま／絵 あかね書房

19 銀のたてがみ　２　　（あかねワンダー・ボックス） 堀直子／作，さべあのま／絵 あかね書房

20 銀のたてがみ　３　　（あかねワンダー・ボックス） 堀直子／作，さべあのま／絵 あかね書房

21 砂漠の歌姫　　（偕成社ポッシュ） 村山早紀／作，森友典子／絵 偕成社

22 私の夢先案内人 岡村正義／著 文芸社

23 車椅子父さんの絵日記 伊藤英樹／著，飯田史彦／著 ＰＨＰ研究所

24 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

25 盾（シールド） 村上竜／著，はまのゆか／絵 幻冬舎

26 少女たちの帆を張って　　（ジョイ・ストリート） 堀直子／作，佐竹美保／絵 あかね書房

27 新シェーラひめのぼうけん天と地の物語 村山早紀／作，佐竹　美保／画 童心社

28 生命（いのち）しているか 伊規須美春／著，長谷川集平／絵 石風社

29 村上竜　　（はじめての文学） 村上竜／著 文芸春秋

30 大好きだよキヨちゃん。 藤川幸之助／文・絵 クリエイツかもがわ

31 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

32 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

33 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

34 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

35 読みがたり長崎のむかし話 長崎県小学校教育研究会国語部／編 日本標準

36 二つの鐘 森乃糺／著 文芸社ビジュアルアート

37 発覚、シーボルト事件　　（ものがたり日本歴史の事件簿） 小西聖一／著，高田勲／絵 理論社

38 百年めの秘密　　（あかねワンダー・ボックス） 村山早紀／作，中釜浩一郎／絵 あかね書房

39 父と暮せば　　（新潮文庫） 井上ひさし／著 新潮社

40 遙かなるクリスマス さだまさし／〔著〕 講談社



【２－3】郷土学習セット　中学生向ー原爆・平和学習①
書誌情報 著者名 出版者

1 「原爆の絵」と出会う　　（岩波ブックレット） 直野章子／〔著〕 岩波書店

2 １５歳のナガサキ原爆　　（岩波ジュニア新書） 渡辺浩／著 岩波書店

3 いのちを学ぼう平和学習実践集　３ 満川尚美／監修 汐文社

4 ガイドブックながさき 長崎平和研究所／編 新日本出版社

5 カラー写真で見る「原爆」秘録　　（写真集・２０世紀の記録） 原勝洋／編著 ベストセラーズ

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

7 ナガサキの郵便配達 ピーター・タウンゼンド／著，間庭恭人／訳 「ナガサキの郵便配達」を復刊する会

8 なみだのファインダー 松重美人／著，柏原知子／監修 ぎょうせい

9 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

10 ヒバクシャ　　（母と子でみる） 桐生広人／写真と文 草の根出版会

11 ヒロシマ・ナガサキ　（岩波ＤＶＤブック） 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

12 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

13 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

14 核災害からの復興 高田純／著 医療科学社

15 核兵器はいらない！ 沢田昭二／著 新日本出版社

16 原子爆弾　　（ブルーバックス） 山田克哉／著 講談社

17 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

18 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

19 原爆の絵　英文併記 広島平和記念資料館／編 岩波書店

20 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

21 原爆投下・１０秒の衝撃　　（ＮＨＫスペシャルセレクション） ＮＨＫ広島「核・平和」プロジェクト／著 日本放送出版協会

22 原爆碑を洗う中学生　　（母と子でみる） 小林文男／〔著〕 草の根出版会

23 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

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

25 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

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

27 証言　第２０集（２００６） 長崎の証言の会／編集 長崎の証言の会

28 証言　長崎が消えた 長崎の証言の会／編集 長崎の証言の会

29 新聞資料原爆　１ 小田切秀雄／監修 日本図書センター

30 新聞資料原爆　２ 小田切秀雄／監修 日本図書センター

31 石の記憶 田賀井　篤平／著 智書房

32 第五福竜丸とともに 大石又七／お話，川崎昭一郎／監修 新科学出版社

33 知っているようで知らない原爆の話　増補・改訂版 出口　輝夫／編著 ゆるり書房

34 長崎曼荼羅　　（長崎新聞新書） 東松照明／監修 長崎新聞社

35 長崎游学　１ 長崎文献社

36 被爆者　　（シリーズ自然いのちひと） 会田法行／写真・文 ポプラ社

37 被爆二世の問いかけ 全国被爆二世団体連絡協議会／編 新泉社

38 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

39 米軍が空撮した広島・長崎　昭和２０年８月　（地図中心） 日本地図センター

40 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



【２ー４】郷土学習セット　中学生向ー原爆・平和学習②
書誌情報 著者名 出版者

1 いとし子よ　　（アルバ文庫） 永井隆／著 サンパウロ

2 この子を残して　　（アルバ文庫） 永井隆／著 サンパウロ

3 それぞれの、夏　　（祥伝社黄金文庫） 加世田智秋／編 祥伝社

4 なみだのファインダー 松重美人／著，柏原知子／監修 ぎょうせい

5 はだしのゲン　第１０巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

6 はだしのゲン　第１巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

7 はだしのゲン　第２巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

8 はだしのゲン　第３巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

9 はだしのゲン　第４巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

10 はだしのゲン　第５巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

11 はだしのゲン　第６巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

12 はだしのゲン　第７巻　愛蔵版 中沢啓治／作 汐文社

13 はだしのゲン　第８巻　愛蔵版 中沢啓治／著 汐文社

14 はだしのゲン　第９巻　愛蔵版 中沢啓治／著 汐文社

15 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

16 ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道あや／著 ポプラ社

17 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

18 夏雲の丘　改訂版 山下昭子／著 長崎新聞社

19 科学物語・平和をめざした科学者たち 伊藤博／著 平和文化

20 原爆詩選　４／日・仏・英語版 見目誠／訳・編，パトリック・ブランシュ／訳・編 見目誠

21 原爆児童文学を読む 水田九八二郎／著 三一書房

22 原爆先生 江頭千代子／著 葦書房

23 語り継ぐあの八月を 加世田智秋／編著 北水

24 広島・長崎の平和宣言 鎌田定夫／編著 平和文化

25 小説夕凪の街　桜の国 こうの　史代／原作，国井　桂／脚本・著 双葉社

26 新聞資料原爆　〔１〕 小田切秀雄／監修 日本図書センター

27 新聞資料原爆　２ 小田切秀雄／監修 日本図書センター

28 生かされている命 山口　彊／著 講談社

29 石の記憶 田賀井　篤平／著 智書房

30 第五福竜丸とともに 大石又七／お話，川崎昭一郎／監修 新科学出版社

31 知ってください！あの日のことを 子どもたちに世界に被爆の記録を贈る会／著 子どもたちに世界に！被爆の記録を贈る会

32 長崎の鐘　　（アルバ文庫） 永井隆／編著 サンパウロ

33 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

34 長崎原爆絵巻崎陽のあらし（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

35 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

36 頭と手と足で学ぶ平和・環境教材集 関根一昭／編 平和文化

37 被爆二世の問いかけ 全国被爆二世団体連絡協議会／編 新泉社

38 平和への祈り 平山　郁夫／著 毎日新聞社

39 平和読本ながさきへの旅 長崎の証言の会／編 長崎の証言の会

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



【２－５】郷土学習セット　中学生向ー原爆・平和学習③
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 海のむこうのヒロシマ・ナガサキ 太田康男／著 麦秋社

5 「核」に立ち向かった人びと　 岩垂  弘／著 日本図書センター

6 韓国原爆被害者苦痛の歴史　 鄭　根埴／編 明石書店

7 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

8 汽笛　　 長崎源之助／作 ポプラ社

9 希望の平和学 山川　剛／著 長崎文献社

10 夾竹桃の花ふたたび　 高田チエ子／著 南方新社

11 原爆詩集八月　　 合同出版編集部／編 合同出版

12 原爆体験　六七四四人・死と生の証言　 浜谷正晴／著 岩波書店

13 原爆の声　　 今石元久／編著 渓水社

14 原爆の少女たち　ＣＤブック　　 今石元久／編著 渓水社

15 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

16 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

17 三歳児を目覚めさせた長崎原爆　 川原征一郎／著 文芸社

18 証言　第２２集（２００８）　ヒロシマ・ナガサキの声　 長崎の証言の会／編集 長崎の証言の会

19 昭和の記憶を掘り起こす 中村政則／著 小学館

20 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

21 第二楽章長崎から　 吉永小百合／編 講談社

22 トランクの中の日本 ジョー・オダネル／写真 小学館

23 ナガサキから平和学する！　　　 高橋眞司／編 法律文化社

24 ナガサキ消えたもう一つの「原爆ドーム」　　　 高瀬　毅／著 平凡社

25 長崎原爆の記録　完全版　 泰山弘道／著 東京図書出版会

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 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

31 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

32 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

33 ピース！ＰＥＡＣＥ！　ＮＡＧＡＳＡＫＩから世界へ飛び出す若者たち 高校生１万人署名活動実行委員会／著 長崎新聞社

34 ふたたび被爆者をつくるな　本巻　日本被団協５０年史　 日本被団協史編集委員会／編著 あけび書房

35 ふたたび被爆者をつくるな　別巻　日本被団協５０年史 日本被団協史編集委員会／編著 あけび書房

36 平和へのさざなみ　　 井尻富美代／編 日本放送出版協会

37 平和博物館・戦争資料館ガイドブック 歴史教育者協議会／編 青木書店

38 焼けたロザリオ　 しおうらしんたろう／作 聖母の騎士社

39 夕凪の街　桜の国　　 こうの史代／著 双葉社

40 わが航路　ある被爆者のピースボート体験、そして人生行路　　 山口広治／著 朝日クリエ



【２－６】郷土学習セット　中学生向ー食・料理
書誌情報 著者名 出版者

1 「ド・ロさまそうめん」の外海町を訪ねて　　（麺の世界） 尾崎　正利／〔著〕 「麺の世界」編集局

2 「食」で地域探検　３ 服部幸応／監修・著 岩崎書店

3 「食」で地域探検　５ 服部幸応／監修・著 岩崎書店

4 ＮＨＫうまか！ながさき食材王国 ＮＨＫ長崎放送局／編著 家の光協会

5 カステラ文學館これくしょん 明坂　英二／著，下谷　二助／著 松翁軒

6 クジラと日本人　　（岩波新書　新赤版 ８３５） 大隅清治／著 岩波書店

7 この駅弁が旨い！　　（角川ｏｎｅテーマ２１） 小林しのぶ／〔著〕 角川書店

8 サーベイ長崎 ながさき観光サーベイ委員会／監修 昭文社

9 ながさきのおもてなし　其の二　 ながさきプレス

10 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

11 ブタとサツマイモ　　（自然とともに） 梅崎　昌裕／著 小峰書店

12 ふるさと野菜礼賛 さとうち　藍／著 家の光協会

13 まるごといただきます　　（シリーズ・食卓の向こう側） 吉田　俊道／著，タカコ・ナカムラ／著 西日本新聞社

14 牛乳と日本人 吉田　豊／著 新宿書房

15 九州　１　　（伝承写真館日本の食文化 １１） 農文協／編集 農山漁村文化協会

16 九州の逸品１００選 月刊はかた編集室／編 月刊はかた編集室

17 九州宝御膳物語 豊田謙二／監修 西日本新聞社

18 言葉としての「ちゃんぽん」の変遷　　（麺の世界） 松島　憲一／〔著〕 「麺の世界」編集局

19 五島うどん全国区にデビュー　　（麺の世界） 中多　育郎／〔著〕 「麺の世界」編集局

20 佐世保ならでわＢＯＯＫ　Ｖｅｒ．４ 佐世保ならでわブック編集部／編 芸文堂

21 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

22 食卓の向こう側　１　　（西日本新聞ブックレット １） 西日本新聞社「食　くらし」取材班／著 西日本新聞社

23 西洋料理と日本人　　（ＮＨＫ知るを楽しむ歴史に好奇心 ２００６年１０月１１月） 勝見　洋一／著 日本放送出版協会

24 総料理長の四季 上柿元勝／著，立木義浩／写真 料理王国社

25 長崎　２版　　（まっぷるたびまる?こんどの旅はまるごと楽しい！? ２６） 昭文社

26 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

27 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

28 長崎の食文化 柳原　政史／著，越中　哲也／著 タウンニュース社

29 長崎県の歴史散歩　　（歴史散歩 ４２） 県高等学校教育研究会／編 山川出版社

30 長崎佐世保ベストガイド　２００８年版 成美堂出版

31 長崎卓袱料理 有馬喜幸／企画・撮影・制作 ナガサキインカラー

32 長崎料理 脇山順子／著 長崎新聞社

33 長崎料理歳時記 長崎新聞社／編著 長崎新聞社

34 南蛮から来た食文化 江後迪子／著 弦書房

35 肥前の菓子 村岡安広／著 佐賀新聞社

36 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

37 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

38 聞き書長崎の食事　　（日本の食生活全集 ４２） 「日本の食生活全集長崎」編集委員会／編 農山漁村文化協会

39 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

40 洋風料理私のルール 内田　真美／著 アノニマ・スタジオ



【２－７】郷土学習セット　中学生向ー龍馬編 
書誌情報 著者名 出版者

1 《トピックスで読む》長崎の歴史　 江越弘人／著 弦書房

2 「竜馬」と幕末維新がよくわかる本　 本郷陽二／著 ワンツーマガジン社

3 ＮＨＫその時歴史が動いた　新選組・竜馬編　　　 ＮＨＫ取材班／編 ホーム社

4 お龍さんの長崎日和 小曽根育代／著 長崎新聞社

5 歳三と龍馬 菊地　明／ほか著 集英社

6 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

7 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

8 岩崎弥太郎　下 村上元三／著 学陽書房

9 岩崎弥太郎　上　 村上元三／著 学陽書房

10 共同研究・坂本竜馬　 新人物往来社／編 新人物往来社

11 坂本龍馬事典 小西　四郎／編，山本　大／編 新人物往来社

12 坂本竜馬　　（ＰＨＰ文庫）　 黒鉄ヒロシ／著 ＰＨＰ研究所

13 坂本竜馬　　（ポプラポケット文庫）　 横山　充男／文 ポプラ社

14 坂本竜馬　　（角川ソフィア文庫）　 百瀬明治／〔著〕 角川学芸出版

15 坂本竜馬　　（岩波新書　新赤版） 松浦　玲／著 岩波書店

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

17 坂本竜馬　　（講談社学術文庫） 飛鳥井雅道／〔著〕　 講談社

18 坂本竜馬と海援隊　　（歴史群像シリーズ ）　 学研パブリッシング

19 坂本竜馬と海援隊１０１の謎　　（ＰＨＰ文庫 ）　 川口素生／著 ＰＨＰ研究所

20 坂本竜馬幕末歴史検定公式テキストブック　 新人物往来社／編 新人物往来社

21 坂本龍馬　　（カラー版徹底図解）　 榎本　秋／著 新星出版社

22 坂本龍馬がゆく　　（文藝春秋増刊くりま）　 文芸春秋

23 坂本龍馬とその時代　 佐々木克／著 河出書房新社

24 坂本龍馬地図帳　 小美濃　清明／監修・考証 人文社

25 侍たちの異郷の夢　幕末長崎物語　　 三好　徹／著 光文社

26 図解坂本竜馬の真実　　 日本博学倶楽部／著 ＰＨＰ研究所

27 図説幕末土佐の群像　　（歴史群像シリーズ）　 学研パブリッシング

28 幕末・維新　 大石　学／監修 日東書院本社

29 幕末・近代化の先覚者たち　 小笠原真司／編著 英光社

30 幕末維新の暗号 加治将一／著 祥伝社

31 幕末維新を歩く　　（ＪＴＢキャンブックス）　 ＪＴＢ

32 竜馬伝　前編　（ＮＨＫ大河ドラマ・ストーリー）　 日本放送出版協会

33 龍馬が見た長崎　　（朝日選書 ８６２） 姫野順一／著 朝日新聞出版

34 龍馬とあるく幕末長崎 長崎文献社

35 龍馬と弥太郎　　（こはるブックス）　 新井恵美子／著 北辰堂出版

36 龍馬の長崎 本田貞勝／著 長崎文献社

37 龍馬伝　１　 福田　靖／作 日本放送出版協会

38 旅する長崎学　１０　近代化ものがたり 長崎文献社／編 長崎文献社

39 旅する長崎学　７　近代化ものがたり　 長崎文献社／編 長崎文献社

40 旅する長崎学　８　近代化ものがたり 長崎文献社／編 長崎文献社


