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作成情報：作成者（宇佐市民図書館：作成日 2020.6.25） 

 

 

 

 

1945年（昭和 20年）長崎（8月 9日）に投下された原子爆弾は日本に物理的にも精神

的にも甚大な被害をもたらしました。悲惨な歴史を二度と繰り返さないための平和集会

や修学旅行の事前学習に役立つ資料情報です。 

 

目次 
原爆の被害について 
遺跡・博物館・資料館 
原爆の体験についての本・手記 
戦争と平和の創作・絵本 

… p.2 

… p.3 

… p.4 

… p.5 

 

キーワード 

長崎の原爆（原子爆弾）について調べるときのキーワード 

原爆・原子爆弾・長崎・戦争・原爆症・原水爆禁止運動・長崎平和記念像 

入門的な情報源 

「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事典を引いてみましょう。 

 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞事典などは、巻と該当ページを記載 

長崎 

書名（著者） 請求記号 出版年／該当ページ 

『平和学習に役立つ戦跡ガイド２』ナガサキ 

（平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会∥編） 

K210ヘ 2014年 

『総合百科事典ポプラディア 8』新訂版 K031ソ 2011年/p.24,25 

『目でみる「戦争と平和」ことば事典 1』  

（早乙女 勝元∥監修） 
K319 メ  2008年/p.54,55 

原子爆弾 

 

図書を探す 

●館内の所蔵を探す 

○テーマの棚に行って探す 

図書には 1 冊毎にテーマを表す分類番号が付いていて、この番号順に書架に並んでい

ます。 

＜関連分野の分類記号＞ 

210 日本の歴史 210.7 
昭和時代の日本

の歴史 
319 外交・国際問題 

319.8 戦争と平和 709 文化財 913 物語 

916 記録 Ｅ 絵本   

 

 

長崎の原爆 
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○OPACで調べる 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で図書館の蔵書を調べることができます。資料の所蔵の有無、

配架場所、請求記号がわかります。 

【図書館で所蔵している図書】 

＜原爆の被害について＞ 

 

書名（著者） 請求記号 出版年/該当ページ 

『平和学習に役立つ戦跡ガイド２』ナガサキ K210 ﾍ 2014年 

『池上彰の現代史授業  昭和編 1』   

21世紀を生きる若い人たちへ（池上 彰∥監修・著） 
K210 ｲ   2014年/p.18,19 

『被爆』ヒロシマ・ナガサキ いのちの証 

（江成 常夫∥著） 
748 ｴ 2019年/pp.75-144 

『長崎の鐘』（永井 隆∥著） B916 ﾅ  1995年 

『ロザリオの鎖』（永井 隆∥著） B916 ﾅ  1995年 

『ノーモア ヒロシマ・ナガサキ』原爆写真 

（黒古 一夫・清水 博義∥編） 
210.7 ｸ 2005年/pp.34-56 

『平和のたからもの 大きく育て、被爆くすの木の子

どもたち!』（寺田 志桜里∥著） 
K916 ﾃ  2001年 

『永井隆 平和を祈り愛に生きた医師』 

（中井 俊已∥著） 
K289 ﾅ  2007年 

『被爆者』60年目のことば（会田 法行∥写真・文） K369 ｱ  2005年 

『ナガサキ-1945年 8月 9日』  

（長崎総合科学大学平和文化研究所∥編） 
K319 ﾅ  1995年/pp.88-114 

『広島・長崎からの伝言』 （大川 悦生∥編著） K319 ｵ 1990年 

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第 2 巻 』ビジュ

アルブック（安斎 育郎∥文・監修） 
K210 ｱ 2004年  

 

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ 第 5巻』 ビジュ

アルブック  （安斎 育郎∥文・監修） 
K210 ｱ  2004年  

 

『綾瀬はるか「戦争」を聞く』 

（TBSテレビ『NEWS23』取材班∥編） 
K210 ﾃ  2013年/pp.43-101 

『シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 1』 

（安斎 育郎∥文） 
K210 ｱ  2004年/p.11， 

pp.16-19 

『シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 2』 

（安斎 育郎∥文） 
K210 ｱ 2004年/pp.22,23 

 

『わたしたちの戦争体験 7』原爆 

（日本児童文芸家協会∥著）ふりそでの少女 
K916 ﾆ  2010年/pp.80-101 

『ナガサキの命 伝えたい、原爆のこと』 

（吉永 小百合∥編） 
K916 ﾖ  2015年/ pp.122-133 

『ヒロシマ・ナガサキ死と生の証言 原爆被害者調

査』（日本原水爆被害者団体協議会∥編） 
319.8 ﾆ  1994年/ pp.248-348，

pp.504-588 

『長崎原爆写真集』決定版 

（小松 健一・新藤 健一∥編） 
K210 ｺ 2015年 

『長崎を忘れない』 （渡辺 千恵子∥著） K319 ﾜ  1980年 

『アジア・太平洋戦争』 ポプラディア情報館 

（森 武麿∥監修） 
K210 ｱ   2006年/p.78,79 
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＜遺跡・博物館・資料館＞ 

『語り伝える空襲 第５巻』ビジュアルブック 

 （安斎 育郎∥文 監修） 
210 ｱ  2008年/pp.7-9 

『トランクの中の日本』米従軍カメラマンの非公式

記録 （ジョー・オダネル∥写真） 
210.7 ｵ   1995年/pp.74-107 

『第二次世界大戦 10』ヒロシマ・ナガサキの原爆 

(槐 一男∥著) 
K209 ﾀﾞ 1985年 

『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） 
K210 ｼ   2000年/p.36,37 

『しらべ学習に役立つ日本の歴史 12』原爆ドーム

がかたる戦争の悲劇（古川 清行∥監修） 
K210 ｼ   2016年/pp.4-11 

『訪ねて見よう！日本の戦争遺産』 

（安島 太佳由∥著） 
A290 ﾔ 2009年/pp.54-56 

『母と子でみる 原爆を撮った男たち 反核』 K319 ﾊ 1987年 

書名（著者） 請求記号 出版年/該当ページ 

『しらべる戦争遺跡の事典』（菱 駿武ほか∥編） A390 ｼ 2002年/pp.247-249 

『日本の戦争遺跡』保存版ガイド  

（戦争遺跡保存全国ネットワーク∥編著） 

A390 ｼ 2004年/pp.284-286 

『シリーズ戦争遺跡 3』全国の空爆・原爆遺跡 

（辻 隆広∥編） 
K210 ｼ 2010年/pp.34-47 

『平和を考える戦争遺産図鑑』（安島 太佳由∥写真） K210 ﾔ 2015年/pp.14-17 

『ビジュアル版平和博物館・戦跡ガイド 2』 K319 ｻ 2004年 

『日本の戦争遺跡図鑑』 

（戦争遺跡保存全国ネットワーク∥監修） 
K210 ﾆ 2013年/pp46,47 

『事前学習に役立つみんなの修学旅行 長崎・福岡』 K291 ｼﾞ 2014年/pp.22-27 

『日本の歴史 4』幕末～昭和時代(前期) 

ポプラディア情報館 
K210 ﾆ 2009年/p.188 

『訪ねて見よう!日本の戦争遺産』 

（安島 太佳由∥著） 
A290 ﾔ 2009年/pp.54-56 

『九州の戦争遺跡』（江浜 明徳∥著） A390 ｴ 2018年/pp.125-129 

『戦争遺跡から学ぶ』 

（戦争遺跡保存全国ネットワーク∥編） 
A390 ｾ 2003年/pp.122-125 

『楽しい修学旅行ガイド』長崎/福岡・佐賀・阿蘇 K291 ﾀ 2003年/pp.20-25 

『日本の遺跡と遺産 7』戦争遺跡 K210 ﾔ 2009年/p.47  

『平和学習に役立つ戦跡ガイド ２』ナガサキ K210 ﾍ 2014年 

『ガイドブックながさき』 原爆遺跡と戦跡をめぐる 291.9 ﾅ 2009年 

『原爆遺構長崎の記憶』 291.9 ﾅ 2005年 

『日本戦跡を歩く』（安島 太佳由∥著） A319.8 ﾔ 2002年 pp.34-37 

『長崎・福岡修学旅行まるわかりガイド九州』 291.9 ﾀ 2014年 pp.48-51 

『事前に調べる修学旅行パーフェクトガイド 7』 K291 ｼﾞ 2003年 pp.12-15 
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＜原爆の体験についての本・手記＞ 

 

 

 

『平和を考える戦争遺物 5』 広島・長崎・空襲  K210 ｺ 2014年  

書名（著者） 請求記号 出版年／該当ページ 

『平和学習に役立つ戦跡ガイド２』ナガサキ 

（平和学習に役立つ戦跡ガイド編集委員会∥編） 

K210 ﾍ 

 

2014年 

『原子雲の下に生きて』長崎の子供らの手記 

（永井 隆∥編） 
B916 ﾅ  1995年 

『この子を残して』（永井 隆∥著） B916 ﾅ  1995年 

『長崎の鐘』（永井 隆∥著） B916 ﾅ  1995年 

『ロザリオの鎖』（永井 隆∥著） B916 ﾅ  1995年 

『娘よ、ここが長崎です』 

（筒井 茅乃∥著） 
K916 ﾂ  1985年 

『平和のたからもの 大きく育て、被爆くすの木の

子どもたち!』 （寺田 志桜里∥ぶん え） 
K916 ﾃ  2001年 

『永井隆』平和を祈り愛に生きた医師 

 （中井 俊已∥著） 
K289 ﾅ  2007年 

『ゲンバクとよばれた少年』 （中村 由一∥著） K916 ﾅ  2018年 

『被爆者』60年目のことば（会田 法行∥写真・文） K369 ｱ  2005年 

『ナガサキ-1945年 8月 9日』 

 （長崎総合科学大学平和文化研究所∥編） 
K319 ﾅ  1995年/pp.88-114  

『広島・長崎からの伝言』 （大川 悦生∥編著） K319 ｵ 1990年/pp.95-107 

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ ビジュアルブッ

ク 第 2巻』 （安斎 育郎∥文 監修） 
K210 ｱ  2004年  

 

『語り伝えるヒロシマ・ナガサキ ビジュアルブッ

ク 第 5巻』 （安斎 育郎∥文 監修） 
K210 ｱ  2004年  

 

『綾瀬はるか「戦争」を聞く』 K210 ﾃ  2013年/ pp.43-101 

『長崎を忘れない』 （渡辺 千恵子∥著） K319 ﾜ  1980年 

『シリーズ戦争 語りつごうヒロシマ・ナガサキ 

2』 （安斎 育郎∥文・監修） 
K210 ｱ  2004年/p.22,23 

 

『わたしたちの戦争体験 7』原爆 

（日本児童文芸家協会∥著） 
K916 ﾆ  2010年/pp.80-101 

『ナガサキの命 伝えたい、原爆のこと』 

（吉永 小百合∥編） 
K916 ﾖ  2015年/pp.122-133 

『ヒロシマ・ナガサキ死と生の証言』 原爆被害者

調査 (日本原水爆被害者団体協議会∥編) 
319.8 ﾆ  1994年/pp.248－348 

『原子野からの旅立ち』（女子パウロ会∥編） 916 ｼﾞ 2005年/ pp.131-265 
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＜戦争と平和の創作・絵本＞ 

 

 

ＡＶ資料 

 

書名（著者） 請求記号 出版年／該当ページ 

『原爆投下 活かされなかった極秘情報』 

ＮＨＫエンタープライズ 

DV 390 ｹﾞ  2012年 

 

Webサイト 

●関連サイトの紹介 

〇 総務省 一般戦災コーナー  

「子どもと学ぶ太平洋戦争」「国内各地の戦災の状況」 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/kids/index.html         

〇 「長崎市のホームページ」  

http://www.city.nagasaki.lg.jp/ 

〇 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館 

    http://www.peace-nagasaki.go..jp/ 

〇長崎市 平和・原爆総合ページ 

    http://nagasakipeace.jp/japanese.html 

 

 

書名（著者） 請求記号 出版年／該当ページ 

『長崎の原爆シリーズ 第１巻』 

原子雲を見た子どもたち（坂口 便∥著） 

K913 ｻ 1981年 

『長崎の原爆シリーズ 第２巻』 

見えないほうがよかった（坂口 便∥著）） 

K913 ｻ 1981年 

『長崎の原爆シリーズ 第３巻』 

世界でいちばん悲しいクラス（坂口 便∥著） 

K913 ｻ 1982年 

『長崎の原爆シリーズ 第４巻』 

なぐさめの天使（坂口 便∥著） 

K913 ｻ 1982年 

『長崎の原爆シリーズ 第５巻』 

あの子らの碑（坂口 便∥著） 

K913 ｻ 1982年 

『長崎の原爆シリーズ 第６巻』 

土のなかの顔（坂口 便∥著） 

K913 ｻ 1982年 

『ふりそでの少女』（松添 博∥著） E ﾏ 1992年 

『ながさきアンジェラスのかね』1945年のクリスマ

ス（中村 俊巳//文 おむら まりこ∥え） 
E ﾅ 2017年 

『ようすけ君の夢 平和への思いをこめて被爆者と

学生たちがつくった絵本』 

（上村 吉・眞柳 タケ子∥語り） 

E ｳ  2008年 

『シリーズ戦争 語

りつごうヒロシマ・

ナガサキ 2』関連 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/kids/index.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/
http://www.peace-nagasaki.go..jp/
http://nagasakipeace.jp/japanese.html

