
ヒロシマ、ナガサキの原爆について 　

ノーモアヒロシマ・ナガサキ 黒古 一夫／編 日本図書センター 210.7

昭和の記憶を掘り起こす 中村 政則／著 小学館 210.7

世界を不幸にする原爆カード 金子 敦郎／著 明石書店 210.7

原爆を投下するまで日本を降伏させるな 鳥居 民／著 草思社 210.7

原爆で死んだ米兵秘史 森 重昭／著 光人社 210.7

まどうてくれ 大塚 茂樹／著 旬報社 289.1 フジイ

オッペンハイマー「原爆の父」と呼ばれた男の栄光と悲劇　　上・下 カイ・バード、マーティン・シャーウィン／著 PHP研究所 289.3 オツペ

語り伝えるヒロシマ・ナガサキ　第１～５巻 安斎 育郎／文・ 監修 新日本出版社 　  児　319

被爆者 会田 法行／写真・文 ポプラ社 　  児　319

原爆体験 濱谷 正晴／著 岩波書店 319.8

「原爆症」　　　罪なき人の灯を継いで 郷地 秀夫／著 かもがわ出版 369.3

かながわ被爆者のあゆみ 神奈川県原爆被災者の会／編 神奈川県原爆被災者の会      K 369.3     

ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 田口 ランディ／著 筑摩書房 YA  S  319.8

キノコ雲に追われて ロバート・トランブル／著 あすなろ書房 369.3

画集　わたしの見たあの日 横浜市原爆被災者の会／制作 横浜市原爆被災者の会 723

新藤兼人・原爆を撮る 新藤 兼人／著 新日本出版社 778.2

私はヒロシマ、ナガサキに原爆を投下した チャールズ　W.スウィーニー／著 原書房 936 スウイ

いしぶみ　碑　広島二中一年生全滅の記録 広島テレビ放送／編 ポプラ社 児   210

ヒロシマ・コレクション 土田 ヒロミ／撮影 日本放送出版協会 210.7

被爆45年広島の声なき証言者たち 福島 明博／著 日本機関紙出版センター 210.7

カウントダウン・ヒロシマ スティーヴン・ウォーカー／著 早川書房 210.7

広島爆心地中島 原爆遺跡保存運動懇談会／編 新日本出版社 217.6

原爆が消した廣島 田邊 雅章／著 文藝春秋 217.6

新版　１９４５年８月６日　　ヒロシマは語りつづける 伊東　壮／著 岩波書店 YA  S　319

ヒロシマ、60年の記憶 近藤 紘子／著 リヨン社 319.8
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 長崎 旧浦上天主堂 1945ー58  

     失われた被爆遺産                                                                                                    

   高原 至／著 横手 一彦／著 

        岩波書店                  

        『ヒロシマ 2005』  

           

      土田 ひろみ／著 
 

      日本放送出版協会 

爆心地から500メートルの所にあった、

旧浦上天主堂の、被爆後から解体される

までの記録。黒く焼け焦げた像や辛うじ

て残った壁などが被害の大きさを物語っ

ています。 

子どもたちの被爆体験の作文をまとめ

た『原爆の子』。そこに作文を寄せた

中の何名かを１９７６年～７８年に取

材し、2005年に再度取材。前回と今

回の写真を並べて掲載しています。原

爆の悲惨さが伝わる一冊です。 

1945年8月6日に広島、8月9日に長崎に原爆が投下されました。                 

６７年がたとうとしていますが、いまだに後遺症に悩まされている方がいらっしゃいます。 

原爆を通して、戦争とは、平和とは何か、考えてみましょう。           
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書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請求記号
原爆の絵 NHK広島放送局／編 日本放送出版協会 319.8

原爆と峠三吉の詩 下関原爆展事務局／編集 下関原爆展事務局 319.8

サダコ　　「原爆の子の像」の物語 NHK広島「核　平和」プロジェクト／著 日本放送出版協会 319.8

ドゥユーノウサダコ? 守屋 敦子／著 よも出版 319.8

「はだしのゲン」への手紙 中沢 啓治／編 教育史料出版会 319.8

ヒバクシャの心の傷を追って 中澤 正夫／著 岩波書店 493.7

原爆の図 丸木 位里、丸木　俊／共同制作 小峰書店 723.1

ヒロシマ2005 土田 ヒロミ／著 日本放送出版協会 748

ヒロシマ ジョン・ハーシー／著 法政大学出版局 936 ハシ

原爆遺構長崎の記憶 長崎の原爆遺構を記録する会／編 海鳥社 210.7

長崎旧浦上天主堂1945-58 高原 至／写真　横手 一彦／文 岩波書店 210.7

ナガサキ昭和20年夏 ジョージ　ウェラー／著 毎日新聞社 210.7

ナガサキ消えたもう一つの「原爆ドーム」 高瀬 毅／著 平凡社 219.3

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 岩波書店 YA  S  319

ヒロシマの九日間 池田 眞徳／著 文芸社 913.6　イケダ

明日 井上 光晴／著 埼玉福祉会 D 913.6 イ

黒い雨 井伏　鱒二／著 新潮社 B 913.6 イブセ

爆心 青来 有一／著 文藝春秋 913.6　セイラ

被爆のマリア 田口 ランディ／著 文藝春秋 913.6　タグチ

夏の花・鎮魂歌　上・下 原 民喜／著 埼玉福祉会 D 913.6 ハ

神の火を制御せよ　　原爆をつくった人びと パール・バック／著 径書房 933　バツク

サダコ カール　ブルックナー／著 よも出版 943　ブルツ

忘れられないあの日 神奈川県原爆被災者の会／編 神奈川県原爆被災者の会 721.9

行李の中から出てきた原爆の詩 広島文学資料保全の会／編 暮しの手帖社 911.5　コウリ

第二楽章長崎から 吉永 小百合／編 講談社 911.5　ダイニ

広島の女・八月六日 村井 志摩子／著 影書房 912.6　ムライ

“核”を求めた日本 「NHKスペシャル」取材班／著 光文社 319.8

非核兵器地帯 梅林 宏道／著 岩波書店 319.8

「核」の世界地図 浅井 信雄／監修 青春出版社 319.8

核兵器はいらない! 沢田 昭二／著 新日本出版社 319.8

核を追う　　テロと闇市場に揺れる世界 吉田 文彦／編 朝日新聞社 319.8

「核」に立ち向かった人びと 岩垂 弘／著 日本図書センター 319.8

日米核密約 不破 哲三／著 新日本出版社 319.1

私はサダム・フセインの原爆を作っていた! ハディル・ハムザ／著 広済堂出版 392.2

北朝鮮が核を発射する日 イ・ヨンジュン／著 PHP研究所 392.2

核に蝕まれる地球 森住 卓／著 岩波書店 559.7

核・細菌・毒物戦争 ジェシカ・スターン／著 講談社 559.7

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 559.7

太平洋戦争について

図説日米開戦への道 平塚 敏克／著 河出書房新社 210.7

「写真週報」に見る戦時下の日本 保阪 正康／監修 世界文化社 210.7

人物・事件でわかる太平洋戦争 太平洋戦争研究会／編著 日本文芸社 210.7

知識ゼロからの太平洋戦争入門 半藤 一利／監修 幻冬舎 210.7

もう一度学びたい太平洋戦争 後藤 寿一／監修 西東社 210.7

アジア・太平洋戦争 吉田 裕／著 岩波書店 Ｓ　210.7

図説太平洋戦争16の大決戦 森山 康平／著 河出書房新社 210.7

太平洋戦争最後の証言　　第１部　零戦・特攻編 門田 隆将／著 小学館 391.2

太平洋戦争最後の証言　　第２部　陸軍玉砕編 門田 隆将／著 小学館 391.2

　　　　　　Ｂ …文庫

　　　　　　Ｄ …大活字

　　　　　ＹＡ …ヤングアダルト

　　　　　　Ｓ …新書

核兵器について

原爆を題材にした小説、詩


