
◆原爆って一体なに？（被害・戦争遺跡など）

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

210 広・長 あの日、広島と長崎で　写真物語 平和博物館を創る会／編 平和のアトリエ 1994

210 広・長 語り伝える空襲　第5巻　人類初の核攻撃 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2008

210 広・長
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ　１　天からふってき
た悪魔

安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2014

210 広・長
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ　２　キノコ雲の下で
起きたこと

安斎 育郎／文・監修 新日本出版社 2015

210 広・長
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ　３　歴史を未来に
いかす

安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2015

210 広・長
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ　４　核兵器とはどう
いうものか

安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2015

210 広・長
シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ　５　平和について
かんがえる

安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2015

210 広・長
人物や文化遺産で読み解く日本の歴史　７　吉田茂・原爆ドー
ム・日本国憲法

千葉 昇／監修・指導 あかね書房 2010

210 広・長 ノーモアヒロシマ・ナガサキ　原爆写真　英文併記
黒古 一夫、清水博義／編
James　Dorsey／訳

日本図書セン
ター

2005

210 広 ピカドン　復刻新版
丸木 位里、丸木俊／作
ナンシー　H.ツニソン、石川
保夫／英訳

小峰書店 1987

210 広
ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド　１　広島平和記念資料館
と戦跡めぐり

佐藤 広基、本地桃子／イ
ラスト・文

汐文社 2004

210 長
ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド　２　長崎原爆資料館と戦
跡めぐり

佐藤 広基、本地桃子／イ
ラスト・文

汐文社 2004

210 広 平和学習に役立つ戦跡ガイド　ヒロシマ
平和学習に役立つ戦跡ガ
イド編集委員会／編

汐文社 2014

210 長 平和学習に役立つ戦跡ガイド　ナガサキ
平和学習に役立つ戦跡ガ
イド編集委員会／編

汐文社 2014

210 広・長 平和を考える戦争遺物　５　広島・長崎・空襲 汐文社 2014

310 広 絵で読む広島の原爆 那須 正幹／文 福音館書店 1995

310 広・長
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。　原爆入門・写真詩集

労働教育センター編集部／
編

労働教育セン
ター

2004

310 広 ヒロシマは世界をむすぶ　核兵器廃絶に挑む 小島昌世／著 ポプラ社 1999

319 広 海をわたる被爆ピアノ 矢川 光則／著 講談社 2010

319 広・長 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第1巻　あの日、家族が消えた！ 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2004

319 広・長 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第2巻　天主堂も友達も消えた！ 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2004

319 広・長
語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第3巻　原爆はなぜ落とされたの
か？

安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2004

319 広・長 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第4巻　あの日を忘れない 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2004

319 広・長 語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第5巻　平和をひろげよう 安斎 育郎／文 監修 新日本出版社 2004

653 広 広島の木に会いにいく 石田 優子／著 偕成社 2015

J319.8 広 ひろしま国　10代がつくる平和新聞 中国新聞社／編 明石書店 2009

関連地：広＝広島に関連のある本　長＝長崎に関連のある
本

原爆を調べるためのブックリスト

　広島・長崎の原爆に関連する本のリストを作りました。
　修学旅行の事前学習や、原爆に関する自由研究にご利用ください。

―　1　―



◆広島・長崎ってどんなところ？

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

709 広
新版　修学旅行で行ってみたい日本の世界遺産　５　広島と九
州・沖縄の世界遺産

本田純・小松亮一・清野憲
司／著

岩崎書店 2014

J291 長 事前学習に役立つみんなの修学旅行　長崎・福岡 西別府 元日／監修 小峰書店 2014

J291 広 事前学習に役立つみんなの修学旅行　広島・山口 西別府 元日／監修 小峰書店 2015

J291 広 事前に調べる修学旅行パーフェクトガイド　６　京都・神戸・広島 日本修学旅行協会／監修 金の星社 2003

J291 広
楽しい修学旅行ガイド　グループ見学のプラン作りに役立つ　大
阪／神戸／広島　最新版

日本修学旅行協会／監修 学研 2003

J291 長
楽しい修学旅行ガイド　グループ見学のプラン作りに役立つ　長
崎／福岡・佐賀・阿蘇　最新版

日本修学旅行協会／監修 学研 2003

291 長 ポプラディア情報館　都道府県別日本地理　九州地方
小松陽介、伊藤徹哉、鈴木
厚志／監修

ポプラ社 2010

◆被爆者のことばを伝える本

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

210 広 いしぶみ　広島二中一年生全滅の記録　改訂新版 広島テレビ放送／編 ポプラ社 2005

210 広
せんそうってなんだったの?　語りつぎお話絵本　第1期7　原爆・
沖縄

田代 脩、昭和の記憶／監
修

学研 2007

210 長
せんそうってなんだったの?　語りつぎお話絵本　第2期10　それ
でも星はかがやいていた

田代 脩／監修 学研教育出版 2014

210 広
せんそうってなんだったの?　語りつぎお話絵本　第2期9　8月6
日、モリオの見た空

田代 脩／監修 学研教育出版 2014

289 広・長
平和のバトンをつないで　広島と長崎の二重被爆者・山口疆さ
んからの伝言

池田まき子／著 WAVE出版 2014

310 広・長 被爆者　60年目のことば 会田 法行／写真・文 ポプラ社 2005

319 広・長 被爆者　続　７０年目の出会い 会田 法行／写真・文 ポプラ社 2015

916 広 あの日を、ぼくは忘れない　ヒロシマ原爆の絵日記
名柄 堯／絵と文　名柄敏
子／付録手記　早坂暁／
監修

勉誠出版 2008

916 広 あの日を、わたしは忘れない　ヒロシマ原爆の絵日記
河野 きよみ／絵と文　早坂
暁／監修

勉誠出版 2008

916 広 ピカドン　だれも知らなかった子ども達の原爆体験記 講談社 2003

916 広・長 広島・長崎からの伝言 大川 悦生／編著 岩崎書店 1990

916 広 ヒロシマ語り部の歌 大野 允子／作 汐文社 1999

916 広 ヒロシマ心の旅路 児玉 辰春／著 岩崎書店 1996

916 広 平和の木 長崎 源之助／著 童心社 1990

J369.3 広・長 キノコ雲に追われて　二重被爆者9人の証言
ロバート・トランブル／著
吉井知代子／訳

あすなろ書房 2010

J916 長 ナガサキに翔ぶ　ふりそでの少女像をつくった中学生たち 山脇あさ子／著 新日本出版社 1996

J916 長 雅子斃れず　長崎原子爆弾記 石田雅子／著
日本ブックエー
ス

2014
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◆折り鶴の少女・佐々木禎子さんについて

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

F 広 千羽づるのねがい
沢井一三郎／絵　山下夕
美子／作

小学館 1975

916 広
折り鶴は世界にはばたいた　平和への祈り・折り鶴をめぐる人
びとの物語

うみの しほ／作 PHP研究所 1998

916 広
折り鶴の少女　原爆症とたたかった佐々木禎子さんと＜原爆の
子の像＞の話

たいら まさお／著 偕成社 1988

916 広 禎子の千羽鶴 佐々木雅弘／著
学研パブリッシ
ング

2013

916 広 飛べ!千羽づる　ヒロシマの少女佐々木禎子さんの記録 手島 悠介／著 講談社 2000

P 広 海をわたった折り鶴 石倉欣二／作 小峰書店 2010

P 広 おりづるにのって　サダコと子どもたちの物語（英文併記）
吉田しんこ／絵　中村里美
／文

ミューズの里 2010

P 広 おりづるの旅　さだこの祈りをのせて
狩野富貴子／絵　うみのし
ほ／作

PHP研究所 2003

P 広 つる　サダコの願い
エド・ヤング／絵　エリナー・コ
ア／文　こだまともこ／訳

日本図書セン
ター

2005

J319.8 広 千羽鶴　原爆の子の像の記録 豊田清史／著
日本ブックエー
ス

2014

◆島根県三刀屋出身の医師・永井隆博士について

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

289 長 永井隆　平和を祈り愛に生きた医師 中井俊已／著 童心社 2007

289 長 平和への祈りは、ここから生まれた　―少年時代の永井隆 村尾靖子／著 三刀屋如己の会 2008

289 長 「平和を」いつまでも　―永井　隆博士―
きしもとみつこ／絵　三刀
屋町教育研究室／文

三刀屋町教育委
員会

1994

916 長 娘よ、ここが長崎です　永井隆の遺児、茅乃の平和への祈り 筒井茅乃／著 くもん出版 2007

JF 長
いま、戦争と平和を考えてみる。　読書が楽しくなるニッポンの
文学

太宰治ほか／著 くもん出版 2009

JE 長 この子を残して　平和文庫 永井隆／著
日本ブックエー
ス

2010

JE 長 ロザリオの鎖　平和文庫 永井隆／著
日本ブックエー
ス

2014

J916 長 長崎の鐘　平和文庫 永井隆／著
日本ブックエー
ス

2010

◆放射線のしくみを学ぶ本

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

539 広・長
原子力がわかる事典　正しく知ろう！　しくみから放射線・原発
まで

原子力教育を考える会／
監修

PHP研究所 2012

539 広・長 放射線の大研究
原子力教育を考える会／
監修　どりむ社／編集

PHP研究所 2012

539 広・長 みんなが知りたい放射線の話 谷川 勝至／著 少年写真新聞社 2011

◆原爆が使われたアジア・太平洋戦争は、どんな戦争だったのか

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

203 広・長 目でみる「戦争と平和」ことば事典　全3巻 早乙女勝元／監修
日本図書セン
ター

2008
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分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

210 広・長 語り伝えるアジア・太平洋戦争　全5巻 吉田裕／文・監修 新日本出版社 2012

210 広・長 調べ学習日本の歴史　８　アジア太平洋戦争の研究 鎌田和宏／監修 ポプラ社 2000

210 広・長 シリーズ戦争孤児　全5巻 汐文社 2015

210 広・長 図解楽しく調べる日本の歴史　８　激動の昭和と現代
桐谷正信／監修　牧口典
子／指導

日本標準 2010

210 広・長
21世紀を生きる若い人たちへ　池上彰の現代史授業　昭和編
①　　昭和二十年代　戦争と復興

池上彰／監修・著 ミネルヴァ書房 2014

210 広・長 ビジュアルブック　語り伝える東京大空襲　全5巻
早乙女勝元／監修　東京
大空襲・戦災資料センター
／編

新日本出版社 2010

210 広・長 ポプラディア情報館　アジア・太平洋戦争 森 武麿／監修 ポプラ社 2006

210 広・長 わたしたちのアジア・太平洋戦争　全３巻
古田足日、米田佐代子、西
山利佳／編

童心社 2004

◆戦前・戦時中の暮らしを知ろう

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

210 広・長 くらべてみよう！昭和のくらし　全5巻 新田太郎／監修 学研教育出版 2009

210 広・長
ビジュアルガイド明治・大正・昭和のくらし　３　昭和のくらしと文
化

多田歩実／絵と文 汐文社 2007

210 広・長 目でみる戦争とくらし百科　全5巻 早乙女勝元／監修
日本図書セン
ター

2001

◆原爆をテーマにした物語

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

720 広 はだしのゲン　全10巻 中沢啓治／作 汐文社 1988

720 広 夕凪の街 桜の国 こうの 史代／著 双葉社 2004

F 広 おこりじぞう 山口勇子／さく 新日本出版社 1982

F 広 原爆の図物語 宇佐美承／作 小峰書店 1985

F 広 ３＋６の夏　ひろしま、あの子はだあれ 中澤晶子／作 汐文社 2015

F 広 白い鳥とねむの木の町 大野 允子／作 小峰書店 1990

F 広 虹をみた日　ヒロシマ、少女あきの物語 大野 允子／作 ポプラ社 1995

F 長 八月がくるたびに おおえ ひで／作 理論社 2001

Ｆ 広・長 パンプキン！　模擬原爆の夏 令丈ヒロ子／作 講談社 2011

F 広 広島の友 山本 真理子／作 岩崎書店 1995

F 広 ヒロシマ、八月、炎の鎮魂歌(レクイエム) 大野 允子／作 ポプラ社 1998

F 広 ふたりのイーダ 松谷みよ子／著 講談社 1976

Ｆ 広 ミサコの被爆ピアノ 松谷みよ子／文 講談社 2007

JF 広 光のうつしえ 朽木 祥／作 講談社 2013
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◆原爆をテーマにした絵本

分類 関連地 書名 著者名 出版者名 出版年

P 広 海をわたったヒロシマの人形
指田 和／文　牧野鈴子／
絵

文研出版 2011

P 広 クロがいた夏 中沢啓治／作・絵 汐文社 1990

P 広 原爆の火
毛利まさみち／絵　岩崎 京
子／文

新日本出版社 2000

P 広 さがしています
アーサー・ビナード／作　岡
倉禎志／写真

童心社 2012

P 広 伸ちゃんのさんりんしゃ 児玉辰春／作 童心社 1992

P 広 春姫（チュニイ）という名前の赤ちゃん
チョン・スンガク／絵　ピョ
ン・キジャ／文

童心社 2017

P 広 とうろうながし
松谷 みよ子／文　丸木俊
／絵

偕成社 1985

P 広 ドームがたり　未来への記憶
スズキコージ／画　アー
サー・ビナード／作

玉川大学出版部 2017

P 広 ８月６日のこと
長谷川義史／絵　中川ひろ
たか／文

河出書房新社 2011

P 広 彼岸花はきつねのかんざし
朽木 祥／作　ささめやゆき
／絵

学研教育出版 2015

P 広 ヒロシマに原爆がおとされたとき 大道 あや／著 ポプラ社 2002

P 広 ヒロシマのいのちの水
野村たかあき／絵　指田
和／文

文研出版 2009

P 広 ひろしまのエノキ
二俣英五郎／絵　長崎源
之助／作

童心社 1988

P 広 ひろしまのピカ 丸木俊／え・文 小峰書店 1980

P 広 まちんと 司修／絵　松谷みよ子／文 偕成社 1989

P 広 まっ黒なおべんとう
長沢靖／絵　児玉 辰春／
文

新日本出版社 1995

P 広 よっちゃんのビー玉
北島新平／え　児玉辰春
／ぶん

新日本出版社 1996

P 広 わたしのヒロシマ 森本順子／作・絵 金の星社 1988

2017年7月現在

※これらの本は、島根県立図書館子ども室　あるいはジュニアコーナーに所蔵されている本です。
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