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図書名 著者 出版社（発⾏⼈など） 備考（寄贈など）
HIROSHIMA ⻑岡省吾 安達信雄 1953年
朝⽇ジャーナル ⼩南祐⼀郎 朝⽇新聞社 1970年
記録写真 原爆の⻑崎 ⾼嶋雄三郎 学⾵書院 1959年
写真記録 被爆者 森下⼀徹 ほるぷ出版 1985年
原⼦野に⽣きる 吉元尊則 株式会社⼣⽂社 1989年
⼩さき⼗字架 吉元尊則 株式会社⼣⽂社 1991年
地球ガ裸ニナッタ 吉元尊則 株式会社⼣⽂社 1991年
あの⽇あの時 兵庫県原爆被害者の会 ⽥中印刷出版株式会社 1962年
原爆前後 思い出集世語⼈ 有限会社伊勢清印刷所 1974年
北の被爆者 板野井冨貴⼦、⾼橋⼆三、平⽅良三など 北海道⽂化社 1985年
忘れられない感動の話 篠崎五六 株式会社変書房 1958年
太陽が消えたあの⽇ 株式会社童⼼社 株式会社第⼀製版所 1972年
煉⽡の壁 ⽥島治太夫 株式会社徳間書店 1980年
ヒロシマ・ナガサキを世界へ 肥⽥舜太郎 あけび書房株式会社 1991年
⻑崎原爆記 秋⽉振⼀郎 株式会社弘⽂堂 1966年
被爆⼆世 深川宗俊 株式会社時事通信社 1972年
炎の中から ⽥川清光 有限会社出島印刷所 1971年
原爆と⼈間 ⽯⽥忠 機関紙連合通信社 1983年
⻑崎原爆 ⻑崎市国際⽂化会館 凸版印刷株式会社 1969年
クイズ 反核・平和 安斎育郎 株式会社かもがわ出版 1988年
広島・⻑崎３０年の証⾔(上) ⻄⾕能雄 株式会社未来社 1975年
原爆はなぜ投下されたか ⻄島有厚 株式会社⻘⽊書店 1968年
⽣きとってよかった ⽥辺徹 光陽印刷株式会社 1979年
おかあさんと⽣活綴⽅ 後藤彦⼗郎 百合出版株式会社 1957年
チャンスの前髪をつかめ ⼋尋舜右 朝⽇新聞社 1987年
碑に誓う 江⼝保 東研出版 1983年
ナガサキの証⾔ 鎌⽥定夫 株式会社⻘⽊書店 1970年
炎の中を⽣きて 原⽔爆禁⽌⽇本協議会 ⽇本⻘年出版社 1971年
ぼく⽣きたかった 宇野書店 ⽵内淑郎 1968年
もういやだ ⻑崎原爆⻘年⼄⼥の会 あゆみ出版社 1956年
原爆被爆者問題 改訂版 ⽥沼 肇 新⽇本新書 1971年
反原爆 ⻑崎被爆者の⽣活史 ⽯⽥ 忠 未来社 1973年
被爆の思想と運動 伊藤 壮 新評論 1975年
原爆犯罪ー被爆者はなぜ放置されたかー 椎名 ⿇紗枝 ⼤⽉書店 1985年
原⽔爆禁⽌運動の原点 ⾦⼦ 満彦 新⽇本出版社 1984年
平和教育 1990年10⽉号 明治図書出版 1990年
被爆者問題から何を学ぶか 城丸章夫
⼈間は原爆とどう戦ったか 伊東壮
⽣き残った⼈間の責任 ⽯⽥明
実践記録 丸⾕敦⼦・和⽥幸⼀・妹背修治
詩・⽂学をとおして⽣き⽅をみる 増岡敏和
連載・平和教育⼊⾨講座 今井省三・古⾕信⼀・⽩根厚⼦
科学と思想 新⽇本出版社 1981年
激動の⼋〇年 ⻑崎平和⽂化研究所 ⻑崎総合科学⼤学 1986年
平和⽂化研究 第10集 ⻑崎平和⽂化研究所 ⻑崎総合科学⼤学 1987年
平和⽂化研究 第11集 ⻑崎平和⽂化研究所 ⻑崎総合科学⼤学 1987年
⻑崎原爆被害の実相 ⻑崎「原爆問題」研究普及協議会 昭和堂 1989年
現在の被爆問題 ⻑崎「原爆問題」研究普及協議会 昭和堂 1985年
⽶国戦略爆撃調査団報告 ⻑崎「原爆問題」研究普及協議会 昭和堂 1980年
はるかな道 鎌⽥ナミ 1986年
⽥沼肇 報筆⽬録 ⽥沼肇 なーる印刷 1987年
⼥たちは核兵器をゆるさない 関屋綾⼦ 岩波書店 1982年
核兵器と⼈間の鎖 岩波書店編集部 岩波書店
かながわ反核・平和の声 神⾕ 量平 みずち書房 1983年
⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔委員会 正⽂社印刷所 1973年
⻑崎の証⾔ 第６集 秋⽉⾠⼀郎 ⻑崎の証⾔刊⾏委員会 1974年
週刊朝⽇ 1970年7⽉25⽇号 ⼩松恒夫 朝⽇新聞社 1970年
ヒロシマナガサキの群像 庄野直美 広島・⻑崎証⾔の会 1987年
ヒロシマ・ナガサキの声 １９８７ 広島・⻑崎証⾔の会
ヒロシマ・ナガサキの声 １９８８ 広島・⻑崎証⾔の会
ヒロシマ・ナガサキの声 １９８９ 広島・⻑崎証⾔の会
ヒロシマ・ナガサキの声 １９９０ 広島・⻑崎証⾔の会
ヒロシマ・ナガサキの声 １９９４ 広島・⻑崎証⾔の会
ヒロシマ・ナガサキの声 １９７０ 広島・⻑崎証⾔の会
⻑崎の証⾔ 1972年
ヒロシマ・ナガサキの群像
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ʻ８２春 ⽯⽥明 浜崎均 広島・⻑崎の証⾔の会 1982年
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ʻ８２冬 ⽯⽥明 浜崎均 広島・⻑崎の証⾔の会 1982年
季刊⻑崎の証⾔１２ 鎌⽥定夫 ⻑崎の証⾔の会 1981年
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ヒロシマ・ナガサキの証⾔ʻ８６秋 ⽯⽥明 浜崎均 広島・⻑崎の証⾔の会 1986年
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ʻ８６夏 ⽯⽥明 浜崎均 広島・⻑崎の証⾔の会 1986年
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ʻ８６春 ⽯⽥明 浜崎均 広島・⻑崎の証⾔の会 1986年
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ʻ８６冬 ⽯⽥明 浜崎均 広島・⻑崎の証⾔の会 1986年
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ 秋⽉⾠⼀郎 広島・⻑崎証⾔の会 1985年
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ 秋⽉⾠⼀郎 広島・⻑崎証⾔の会 1985年
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ 秋⽉⾠⼀郎 広島・⻑崎証⾔の会 1985年
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ 秋⽉⾠⼀郎 広島・⻑崎証⾔の会 1985年
証⾔(春)83  秋⽉⾠⼀郎･庄野直美 ⻑崎の証⾔の会  1983年
証⾔(夏)83  秋⽉⾠⼀郎･庄野直美 ⻑崎の証⾔の会  1983年
証⾔(秋)83  秋⽉⾠⼀郎･庄野直美 ⻑崎の証⾔の会  1983年
証⾔(冬)83  秋⽉⾠⼀郎･庄野直美 ⻑崎の証⾔の会  1983年
証⾔ (春)84  秋⽉⾠⼀郎･庄野直美 ⻑崎の証⾔の会  1984年
証⾔(夏)84  秋⽉⾠⼀郎･庄野直美 ⻑崎の証⾔の会  1984年
証⾔(冬)84  秋⽉⾠⼀郎･庄野直美 ⻑崎の証⾔の会  1984年
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
季刊・⻑崎の証⾔ ⻑崎の証⾔の会
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ʻ８２夏 ⽯⽥明 浜崎均 広島・⻑崎の証⾔の会 #######
ヒロシマ・ナガサキの証⾔ʻ８２秋 ⽯⽥明 浜崎均 広島・⻑崎の証⾔の会 #######
⻑崎総合科学⼤学
⻑崎平和⽂化研究所

ナガサキ―1945年8⽉9⽇  岩波書店 1995年 新版

⻑崎総合科学⼤学
⻑崎平和⽂化研究所

ナガサキ―1945年8⽉9⽇  岩波書店 1984年 旧版

壇 ⼀雄 リツ⼦・その死 新潮社 1950年
⼭本 典⼈ 教科書と楽しい授業 新⽇本出版社 1983年
広島県被爆者の⼿記編集委員会 原爆ゆるすまじ 新⽇本出版社 1965年
増岡 敏和 広島の詩⼈たち 新⽇本出版社 1971年
服部 学 核先制攻撃症候群 岩波書店 1978年
安斎 育郎・森下 ⼀徹 地球⾮核宣⾔ ⽔曜社 1986年
⼾波 春雄 原爆から原発まで―各セミナーの記録（上） アグネ 1975年
⽯⽥ 忠 原爆体験の思想化―反原爆論集Ⅰ 未來社 1986年
郷 静⼦ れくいえむ ⽂藝春秋 1973年
モニカ・ブラウ 検閲 1945-1949 -禁じられた原爆報道- 時事通信社 1988年
⽯⽥ 忠 原爆被害者援護法―反原爆論集Ⅱ 未來社 1986年

きのこ雲 11時2分 川⼝印刷 1968年
きのこ雲Ⅲ 1976年
APPEALS FROM NAGASAK 1985年
APPEALS FROM NAGASAK 1985年

⽇本共産党中央委員会 前衛 ⽇本共産中央委員会 1993年
原⽔爆禁⽌⽇本協議会編 ヒロシマにてー九〇〇⼈の訪問 平和書房 1970年
広島県原爆被爆教師の会 未来を語り続けて（被爆体験と教育の原点） 労働旬報社 1969年
⽥沼肇 私のなかの平和と⼈権 草の根出版会 1995年
⼾波春雄 原爆から原発まで（下）〜核セミナーの記録 1975年
原爆体験を伝える会 ⽔ヲ下さい（通信７） 1975年
鶴⾒和⼦ パール・バック 岩波新書 1953年 著者から寄贈
⼭⼝仙⼆ 被爆43年の⾃分史 115500㎡の⽪膚 みずち書房 1988年
⽯⽥忠編 続反原爆 ⻑崎被爆者の⽣活史 未来社刊 1974年
森 南奈⼦ からだの不⾃由な⼈のおしゃれ 朱鷺書房 1977年
塩⽥庄兵衛 ⼈⽣案内 塩⽥庄兵衛対談集 昭和出版 1988年
⾼野義夫 ⽇本の原爆記録⑪ ⽇本図書センター 1991年
昭和⾔論史への証⾔ ⿊⽥ 秀俊 弘⽂堂 1966年
⺟の知らない海を知れ 宮尾 貞⼦ 協同組合通信社 1950年
⽇本社会運動史 塩⽥庄兵衛 岩波書店 1982年
出版ジャーナリズム⼩史 ⽇本ジャーナリスト会議・出版⽀部 ⾼⽂研 1985年
緑の党-その実験と展望 仲井 斌 岩波書店 1986年
⽣命系の危機 綿貫 礼⼦ 株式会社アンヴィエル 1980年 著者寄贈、再版分、初版1979年
かたくりの花 藤井 敬三 北海道⺠主医療機関連合会 1982年
講座現代の婦⼈労働 ⿊川 俊雄/嶋津 千利世/⽝丸 義⼀ 労働旬報社 1978年 著者寄贈
科学的釈迦主義（上） 岡本 博之 新⽇本出版社 1977年
核時代の哲学と倫理 ジョン・サマヴィル ⻘⽊書店 1980年
働くものの学習法 畑⽥ 重夫 東邦出版社 1968年 第4版、初版1967年
続雪の墓標 賀沢 昇 続・雪の墓標刊⾏委員会 1988年 著者寄贈
核廃絶か破滅か 吉野源三・具島兼三郎・飯島宗⼀ 時事通信社 1976年
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あばかれた⽇⽶核密約 新原昭治 新⽇本出版社 1987年
ゲンダーヌ ある北⽅少数⺠族のドラマ 」 1980年 第3版、初版1978年
⽇本の⾰新をどうすすめるか 全国⾰新懇 ⼤⽉書店 1982年 第2版、寄贈、初版は1982年
安保・沖縄問題⽤語辞典 ⽥沼 肇 労働旬報社 1969年
歩く、考える、アメリカ 中⾥喜昭 晩聲社 1980年
社会科学辞典 松宮 ⿓起 新⽇本出版社 1967年 第6版、初版1967年
わが戦後⾏動 吉⽥ 嘉清 新興出版社 1980年 著者寄贈
雪の墓標 ⼩池 慶孝・賀沢 昇 朝⽇新聞社 1979年 著者寄贈
ものの⾒⽅考え⽅ ⾼橋庄治 ⽂理書院 1960年 1960年
現代の課題Ⅰ 芝⽥ 進午 ⻘⽊書店 1978年 著者寄贈
国家秘密法は何を狙うか 奥平康弘 ⾼⽂研 1987年
コンピュータパワー ジョセフ・ワイゼンバウム サイマル出版会 1979年 著者寄贈
核戦争の基地⽇本 新原 昭治 新⽇本出版社 1981年 著者寄贈
わが告発―南ベトナム政治囚を救え！ ジャン・ピエール・デブリ 1973年
南京・広島・アウシュヴィッツ ⿊⽥ 秀俊 太平出版社 1974年 著者寄贈
⺠衆史運動 ⼩池 慶孝 現代史出版会 1978年 第2版、初版１９７８年
真珠と桜 秋葉忠利 朝⽇新聞社 1986年 1986年
はるかなる陽ざし 新堂 廣志 ⾵媒社 1968年 「敬贈」新堂廣志
ながい坂 ⼭本 周五郎 新潮社 1968年
⻘い地球をもっと⻘く 櫛⽥ ふき 新⽇本婦⼈の会 1988年
新婦⼈歌集Ⅱ 新⽇本婦⼈の会 新⽇本婦⼈の会 1989年 ⽯井あや⼦ 1989．9．24 寄贈
世界の戦争と平和 ⽇本図書センター 図書案内チラシ
じげもん記者 下瀬 隆治 じげもん記者出版委員会 1970年
リツ⼦・その愛 檀 ⼀雄 新潮社 1950年
交通権の思想 ⽇⽐野 正⺒ 講談社 1985年 謹呈 ⽇⽐野正⺒
福祉のまちづくり ⽇⽐野 正⺒ ⽔曜社 1978年 謹呈 ⽇⽐野正⺒
国鉄ローカル線は⽣きている ⽇⽐野 正⺒ ⽔曜社 1983年 謹呈 ⽇⽐野正⺒
喜怒哀楽の交通学 ⽇⽐野 正⺒ ⼤⽉書店 1987年 謹呈 ⽇⽐野正⺒

⽇本と世界
⾼橋 磌⼀
徳武敏夫、⼭下国幸

岩崎書店 1976年

⺟の歴史 新⽇本婦⼈の会 草⼟⽂化 1978年
いのちの⿎動 ⼾川 克⼰ ⽔曜社 1980年 謹呈 ⽇⽐野正⺒
ながい坂＊ ⼭本 周五郎 新潮社 1967年
愛ちゃんと歩けば 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1981年
親になったが運のつき 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1980年
共働きはラクじゃないヨ 早⼄⼥勝元 草元⽂化 1974年 同⼀2冊
それぞれの恋 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1979年
わが⼦わが夢 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1978年
⺟と⼦の旅 東海⾃然歩道を⾏く ⼩⼭内美江⼦ サイマル出版会 1973年
コスモスの蘇る⽇まで ⿇⽣節⼦ 夏の書房 1981年
アウシュビッツと私 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1980年
ヒロシマ、ひとりからの出発 ⾼橋 昭博 筑摩書房 1978年 1980年2⽉14⽇⽇付、著者寄贈
核兵器廃絶と原⽔爆禁⽌運動の国⺠的統⼀をめざして原⽔爆禁⽌⽇本協議会 原⽔爆禁⽌⽇本協議会 1977年
⻑崎詩篇 ⾵⽊ 雲太郎 東峰書房・三ツ⽊幹⼈ 1955年

わたしのえほん いわさき ちひろ 新⽇本出版社 1979年
著者寄贈、第７版、
初版１９７８年

いまだ癒えず 現在を語る被爆者たち ⾮核⻑崎市⺠の会 ⾮核⻑崎市⺠の会 1969年
⻑崎の証⾔ 1977 第九集 ⻑崎の証⾔刊⾏委員会 ⻑崎の証⾔刊⾏委員会 1977年
⻑崎の証⾔ 1978 第10集 ⻑崎の証⾔刊⾏委員会 ⻑崎の証⾔刊⾏委員会 1978年
いまだ癒えず 現在を語る被爆者たち ⾮核⻑崎市⺠の会 ⾮核⻑崎市⺠の会 同⼀２冊
わが⾝焦がされてもなお
もういやだ第３集

⻑崎原爆⻘年⼄⼥の会 汐⽂社 1985年

遺品は語る 深沢 ⼀夫 汐⽂社 1982年 写真 森下⼀徹
われなお⽣きてあり 福⽥ 須磨⼦ 筑摩書房 1968年 著者サイン⼊り
⽣きる⽇々 ⽔上 勉 ぶどう社 1980年
北海道植物教材図鑑 ⾕⼝弘⼀、三上⽇出夫 北海道新聞社 1979年
したたかに⽣きた⼥たち 寺島 アキ⼦ 学習の友社 1982年 著者謹呈
歌集常臥の歌 新堂 廣志 協栄製本株式会社 1969年
⽇々の地図 ⾕川 俊太郎 集英社 1982年 第３版1983年（初版は1982年）
WOMEN351 ⼥たちは21世紀を ⾚松良⼦ほか 岩波書店 1984年
柿が⾚くなるころ 河野雅⼦ 河野雅⼦著作集を出版する会1973年
ちひろとわたし 松本善明 新⽇本出版社 1978年
⻑崎の証⾔20年 ⻑崎の証⾔の会 ⻑崎の証⾔20年 1989年
炎と影 被爆者⼆⼗周年の⼿記 原⽔爆禁⽌⻑崎県協議会 原⽔爆禁⽌⻑崎県協議会 1965年
A Voice from Nagasaki-The Story of Chieko Watan 尾⽥⻑ 三宮庄⼆ 1987年
戦争と⼈間 1 運命の序曲 第⼀部 五味川純平 三⼀書房 1965年
戦争と⼈間 2 運命の序曲 第⼆部 五味川純平 三⼀書房 1965年
戦争と⼈間 3 運命の序曲 第三部 五味川純平 三⼀書房 1965年
戦争と⼈間 4 髑髏の舞踏 第⼀部   五味川純平 三⼀書房 1965年
戦争と⼈間 5 髑髏の舞踏 第⼆部 五味川純平 三⼀書房 1966年
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戦争と⼈間 6 髑髏の舞踏 第三部 五味川純平 三⼀書房 1966年
戦争と⼈間 7 髑髏の舞踏 第四部 五味川純平 三⼀書房 1966年
戦争と⼈間 8 髑髏の舞踏 第五部 五味川純平 三⼀書房 1967年
戦争と⼈間 9 劫⽕の狩⼈ 第⼀部 五味川純平 三⼀書房 1967年
戦争と⼈間 10 劫⽕の狩⼈ 第⼆部 五味川純平 三⼀書房 1968年
戦争と⼈間 11 劫⽕の狩⼈ 第三部 五味川純平 三⼀書房 1969年
戦争と⼈間 12 劫⽕の狩⼈ 第四部 五味川純平 三⼀書房 1969年
戦争と⼈間 13 裁かれる魂 第⼀部 五味川純平 三⼀書房 1971年
かあさんと呼べた⽇ ⼭⼝勇⼦ 草⼟⽂化 1978年
⻑崎の⼥たち ⻑崎⼥性史研究会 ⻑崎⽂献社 1991年
ビードロの歌 ⾵社 中村印刷株式会社
偉⼤なる道 上 阿部知⼆ 岩波書店
偉⼤なる道 下 阿部知⼆ 岩波書店
東京⼤空襲 早⼄⼥勝元・緑川亨 岩波書店
⺟の歴史 ⽊下順ニ・ 鶴⾒和⼦編 河出新書
20年の⼤義を世界へ 原⽔爆禁⽌⻑野県協議会 三ッ井寿雄
刻を曳く 後藤みな⼦  河出書房新社
くノ⼀忍法帖 ⼭⽥⾵太郎 凸版印刷株式会社
みつばちマーヤ 今⽥ 敏 ⽇本書房株式会社
ギャロマンビードロ 株式」会社講談社
花のとき ⼩笠原貞⼦・松本 猛編 新⽇本出版社
祭りの場 林京⼦  信毎書籍出版社 
ながさき巡歴 ⽚寄俊秀 ⽇本放送出版協会
たくさんの⾜⾳ 櫛⽥ふき 草⼟⽂化
暮らしの流儀 鶴⾒和⼦  はる書房
語りつぐ戦争体験5 神の⼦たち ⽥辺徹 草⼟⽂化 1979年
きのこ雲 第四集 川崎きくえ 新⽇本婦⼈の会⻑崎⽀部 1978年
原爆と科学・教育・⽂化を考える 鎌⽥定夫 ⽇本科学者会議⻑崎⽀部 1974年
被爆者援護法-制定を拒むものは誰か- 椎名⿇紗枝 岩波書店 1991年
閃光の下で-原爆被爆の記録- 緑が丘中学校P・T・A⽂化教養部 緑が丘中学校P・T・A
⽣き続けて… −信州の被爆者は訴えるー ⻑野県原⽔爆被災者の会 ⻑野県原⽔爆被災者の会 1971年
⽣き続けて… 第2集≪信州からの証⾔≫ ⻑野県原⽔爆被災者の会 ⻑野県原⽔爆被災者の会 1976年
⽣き続けて… 第3集≪信州からの証⾔≫ ⻑野県原⽔爆被災者の会 ⻑野県原⽔爆被災者の会 1981年
あしあと 志⽔禎吉

北の被爆者
 −原爆は⼈類にとって何であったかー

被爆体験を語りつぐ会 1982年

8.9の被爆者たち 国鉄⻑崎機関区 国鉄動⼒⾞労働組合⻑崎⽀部
⺟の戦争体験 ひなたグループ 1958年
戦争はのういらんⅡ ⻑崎レポート 福岡市原爆被害者の会 吉崎幸恵 1984年
⻑崎の証⼈たち第４集 ⻑崎造船⼤学付属⾼等学校 1974年
その時わたしは・・・・・ ⻑崎市⽴滑⽯⼩学校・分会 1971年
千葉県のヒバクシャ 被爆問題国際シンポジウム千葉県推進委員会 1984年
⻑崎原⽔協結成３０周年記念 原⽔爆禁⽌⻑崎協議会 1985年
⼆⼗五年のあゆみ 新⽇本婦⼈の会⻑崎県本部 1988年
⼩学校社会科地図帳４・５・６年 帝国書院 1960年
証⾔−ヒロシマ・ナガサキ ⻑崎の証⾔の会 ⻑崎の証⾔の会 1991年
ナガサキ・平和のあゆみ ⻑崎平和推進協会 ⻑崎平和推進協会 1988年
ヒロシマ・ナガサキの⾮核⾃治体宣⾔ ⻑崎「原爆問題」研究普及協議会 ⻑崎「原爆問題」研究普及協1990年
現在の被爆問題 第6集
原爆被害の新たな実相 ⻑崎「原爆問題」研究普及協議会 ⻑崎「原爆問題」研究普及協1990年
⺟と⼦でみる 反戦平和に⽣きた⼈びと 塩⽥庄兵衛 草の根出版会 1989年
仏教と世界平和 藤井⽇達 ⽇印サルボダヤ交友会 1980年
⽇本之四季 三⽊常正 1976年
エンピツをにぎる主婦 鶴⾒和⼦ 毎⽇新聞社 1954年
あすへの遺産 ⻑崎原爆被災者協議会 三省堂印刷所 1991年
素直に⻑⽣き 櫛⽥ふき 新⽇本出版社 1991年
医観遍路 ⻄野研⼀ 秋⽉⾠⼀郎 1993年 謹呈
道 −安井郁 ⽣の軌跡 「道」刊⾏委員会 安井⽥鶴⼦ 1983年
宗教の挑戦 ⼤川劉法 幸福の科学出版株式会社 1992年
蔵原惟⼈ ⼤平豊 東⾵社 1966年
近代⽇本⼥性史 上 ⽶⽥佐代⼦ 新⽇本出版社 1972年
続 元始、⼥性は太陽であった 平塚らいてう ⼤⽉書店 1972年
元始、⼥性は太陽であった 下 平塚らいてう ⼤⽉書店 1971年
元始、⼥性は太陽であった 上 平塚らいてう ⼤⽉書店 1971年
⻑崎を忘れない 渡辺千恵⼦ 草⼟⽂化 1988年 11版、初版は1980年
少年のひろしま ⼤平数⼦ 昇栄社 1981年
三浦梅園伝 三浦頼義 草⼟⽂化 1981年
南北の党アイヌ兵⼠と沖縄戦の物語 橋本進 草⼟⽂化 1981年
⽶政府安保外交秘密⽂書 新原昭治 新⽇本出版社 1990年
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写真集メコンの流れのように 株式会社ジャパン・プレス・サービス 株式会社ジャパン・プレス 1975年

バリア・フリー・デザイン ⻑崎バリア・フリー研究会
⻑崎県・社団法⼈
⻑崎県⾝体障碍者福祉協会

1986年

⺟と⼦でみる広島・⻑崎 ⽥辺徹 草⼟⽂化 1983年
アウシュビッツからの⼿紙 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1980年
写真で⾒る20年のあゆみ 新⽇本婦⼈の会 新⽇本婦⼈の会 1982年
パパママバイバイ 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1979年
原野の学校 穂積肇 草⼟⽂化 1982年
原⼦雲を⾒た⼦どもたち 坂⼝便作 あらき書店 1980年

⽣きて ⽣きて
「被爆の体験聞き書き集」
編集委員会編

原⽔爆禁⽌⽇本協議会 1980年

原野の少⼥ 穂積肇 草⼟⽂化 1982年
死んでもブレストを 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1981年
詩画集 学校ぎらい 中⻄徹 (有)浮游社 1991年

JPS写真報告
明⽇を拓く⼈びと イタリア・ベトナム・ラオス

ジャパン・プレス・サービス1976年

多⽑留 今村廣 偕成社 1976年
おかあちゃんごめんね 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 1981年
ソ連所蔵名品百選展 ⽇本経済新聞社 ⽇本経済新聞社 1971年
東松照明写真集1<11時02分>NAGASAKI 東松照明 写真同⼈社
わたしは⾼島が好きです ⾼島教師の会 ㈱教育史料出版会 1989年
⻑崎の⼥たち ⻑崎⼥性史研究会 ⻑崎⽂献社 1991年 新聞切り抜き有
鋼鉄はいかに鍛えられたか 上 エヌ・ア・オストロフスキー 新⽇本出版社 1962年
鋼鉄はいかに鍛えられたか 下 エヌ・ア・オストロフスキー 新⽇本出版社 1963年
腐蝕する暦⽇の底で ⼭⽥かん ⻑崎の証⾔刊⾏委員会 1971年 謹呈 ⼭⽥かん
とこしへの川 ⽵⼭広 雁書館 1981年
集合住宅 上 集合住宅研究会 新⽇本新書 1981年
集合住宅 下 集合住宅研究会 新⽇本新書 1981年
住宅貧乏物語 早川和男 岩波新書 1979年 「恵存」 早川和男
冬のばら 佐藤冬児 ⼩樽川柳社 1979年
私の被爆者運動 斎藤義雄 新⽇本新書 1986年
⽂化評論 松宮⿓起 新⽇本出版社 1985年
中央公論 ⻘柳正美 中央公論社 1980年
⽔野肇の糖尿病物語 ⽔野綾⼦ 東京書籍 1982年
朝を⾒ることなく 呉⼰順さん追悼⽂集刊⾏委員会 呉⼰順さん追悼⽂集刊⾏委員1980年
⼈類の希望 イリイチ・フォーラム 新評論 1981年 謹呈 著者
新・⽇本住宅物語 早川和男 朝⽇選書 1984年 恵存 早川和男
版画の魅⼒ ⼩野忠重 新⽇本出版社 1971年 謹呈 新⽇本出版社
涙より美しいもの 稲沢潤⼦ ⼤⽉書店 1981年
⻑崎よ，誓いの⽕よ 渡辺千恵⼦ 草の根出版会 1987年 サイン⼊り
歴史の旅路 櫛⽥克⼰ 櫛⽥貞⼦ 1985年 サイン⼊り ⾮売品
現代の家づくり 砂川幸雄 相模書房 1983年 謹呈 砂川幸雄
⼈間 ⾦⼦満広 ⼈⽣常に始発駅 『⼈間⾦⼦満広』刊⾏委員会 『⼈間⾦⼦満広』刊⾏委員会1990年 サイン⼊り
⺠族の悲劇・怒り・未来 瀬⻑⻲次郎 新⽇本出版社 1971・197三冊セット
埴輪ながらに 町⽥みどり 新星書房 1975年 サイン⼊り
現代社会 新井信⼀ ほか 三省堂 1982年
障害者福祉はいま…その⾃⽴を⽬指して 児島美都⼦ ミネルヴァ書房 1977年
愛すること・⽣きること 蜷川譲 株式会社社会思想社 1963年
寄るべなき⼈々 壺井栄 新潮社 1956年
峠の道 ⻄⾨⺠江 草⼟⽂化 1979年
学ぶこと⽣きること 清⽔寛 ぶどう社 1980年
家族、私有財産および国家の起源 平智享 ⼤⽉書店 1979年 第40版、初版は1954年
あゝ野⻨峠 ⼭本茂実 ⾓川⽂庫 1979年 第16版、初版は1977年
「敗北」の⽂学 宮本顕治 株式会社新⽇本出版社 1975年
善光寺 宮尾貞⼦ 株式会社三⼀書房 1959年
20年の⼤義を世界へ 原⽔爆禁⽌⻑野県協議会 原⽔爆禁⽌⻑野県協議会 1976年 第2版
城砦 井上靖 ⾓川書店 1979年 第20版、初版は1966年
葦折れぬ 千野敏⼦ ⼤⽉書店 1975年 著者寄贈
⿓の⼦太郎・ふたりのイーダ 野間省⼀ 株式会社講談社 1974年 第3版、初版は1972年
⽇本の⿊幕 ⼩佐野賢治の巻 中 「⾚旗」特捜班 新⽇本出版社 1976年
⽇本の⿊幕 ⼩佐野賢治の巻 上 「⾚旗」特捜班 新⽇本出版社 1976年
⾹焼町奮戦記 憲法を暮らしに⽣かす町 坂井孟⼀郎・岩本伉 あけび書房株式会社 1985年 著者サイン
⽂化・平和・連帯 原太郎 未来社 1983年 著者⼿紙同封
⾵雪のあゆみ（⼆） 野坂参三 新⽇本出版社 1975年
沖縄 ⽯井清 ⼑江書院 1963年
速さの違う時計 星野富弘 偕成社 1992年
宮本顕治対談集 宮本顕治 新⽇本出版社 1972年
ドキュメント・千代⽥丸事件 今崎暁⺒ 現代史出版会 1974年
⾵雪のあゆみ（⼀） 野坂参三 新⽇本出版社 1971年 著者サイン
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原太郎芸術論集 原太郎 未来社 1976年 著者サイン
⾵雪のあゆみ（三） 野坂参三 新⽇本出版社 1975年
⻑崎の⼼を訪ねて 旭丘⾼等学校 ロイヤルプリント
ナガサキの⼼を訪ねて 第七集⼆冊 旭丘⾼等学校 ロイアルプリント
私の被爆体験と戦後史 旭丘⾼等学校 1991年
修学旅⾏の記録 椙⼭⼥学園⾼等学校 1992年
50字平和メッセージ集 椙⼭⼥学園⾼等学校
「平和の旅へ」を聞いて ⼤村市⽴⼤村中学校
⻑崎修学旅⾏感想⽂集 聖学院⾼等学校 ⽂明堂印刷株式会社 1990年
被爆の実相と被爆者の実情 朝⽇イブニングニュース社 1978年
⻑崎の⼼を訪ねて 松蔭⼥⼦学院 河北印刷株式会社 1992年 寄贈
⻑崎の証⾔ ⻑崎原爆被害者協議会 1970年
醜貌 ⼤阪市原爆被害者の会 ダイヤ印刷 1980年
⽇本被団協「原爆被害者調査」第2次報告 ⽇本原⽔爆被害者団体協議会 1993年
「あの⽇」の証⾔ ⽇本原⽔爆被害者 団体協議会 1989年
世界の戦争と平和 ⾼野義夫 ⽇本図書センター 1995年
ナガサキの⼼を訪ねて第七集
ひき裂かれて 鶴⾒和⼦ 牧瀬菊枝 筑摩書房
広島・⻑崎30年の証⾔（下） 広島・⻑崎の証⾔の会 未来社
熱い思いを⾔葉にのせて ⾦⼦満広 新⽇本出版
⺟たちの戦争体験 鶴⾒和⼦ 牧瀬菊枝 ⻨秋社 鶴⾒和⼦サイン有
かくへいきのないちきゅうを 原⽔爆禁⽌⽇本協議会 渡辺千恵⼦ 書類2枚
殺されたもののゆくえ 鶴⾒和⼦ はる書房
戦争を知っていますか② NHKおはようジャーナル制作班 ⽇本放送出版協会 ⼿紙有
原爆・戦争体験と想像⼒ ⼀橋論叢 ⽇本評論社 新聞切り抜き
沈黙の壁をやぶって ⻑崎県教職員組合⻑崎総⽀部⻑崎市原爆被爆教師労働旬報者社
⾻壺 ⽇本児童⽂学者協会⽇本⼦どもを守る会 草⼟⽂化
われ炎となりて アリス・ハーズ/芝⽥進午 弘⽂堂
ビルマのくず湯 ⽇本児童⽂学者協会⽇本⼦どもを守る会 草⼟⽂化
⽩き⾵船 安井⽥鶴⼦ 不識書院
中国残留⽇本⼈孤児 ⼤場かをり・橋本進 草の根出版会
ぼくもわたしも梅の花 ⽇本児童⽂学者協会⽇本⼦どもを守る会 草⼟⽂化
オランダ兵⼠⻑崎被爆記 レネ・シェーファー/緒⽅靖夫 草⼟⽂化
もういやだ ⻑崎原爆⻘年⼄⼥の会 ⻑崎原爆⻘年⼄⼥の会
ともに語り、ともにめざす ⾦⼦光弘 新⽇本出版 ⾦⼦光弘サイン有
⽣きるための道具づくり 光野有次 晶⽂社
街の⼩さな⽊⼯所から ⽵野広⾏ はる書房
宮沢賢治集 宮沢賢治 ポプラ社
⼩林多喜⼆全集 第⼀巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版 サイン有
⼩林多喜⼆全集 第⼆巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版
⼩林多喜⼆全集 第三巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版 サイン有
⼩林多喜⼆全集 第四巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版 サイン有
⼩林多喜⼆全集 第五巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版 サイン有
⼩林多喜⼆全集 第六巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版 サイン有
⼩林多喜⼆全集 第七巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版 サイン有
⼩林多喜⼆全集 第⼋巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版 サイン有
⼩林多喜⼆全集 第九巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版
⼩林多喜⼆全集 第⼗巻 ⼩林多喜⼆ 新⽇本出版
宮本百合⼦選集 第⼀巻 宮本百合⼦ 新⽇本出版
宮本百合⼦選集 第⼆巻 宮本百合⼦ 新⽇本出版
宮本百合⼦選集 第三巻 宮本百合⼦ 新⽇本出版
宮本百合⼦選集 第四巻 宮本百合⼦ 新⽇本出版
宮本百合⼦選集 第五巻 宮本百合⼦ 新⽇本出版
宮本百合⼦選集 第六巻 宮本百合⼦ 新⽇本出版
宮本百合⼦選集 第七巻 宮本百合⼦ 新⽇本出版
窓ぎわのトットちゃん ⿊柳徹⼦ 講談社 ？仁君より
⼭恋い 早船ちよ 草⼟⽂化
⼈間ならば 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化
⼈間らしく 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 著者サイン有
⼈間として 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化 著者サイン有
それぞれの愛 早⼄⼥勝元 草⼟⽂化
翼は⼼につけて 関根庄⼀ ⼀光社
いのちの讃歌 今崎暁⺒ 労働旬報社 サイン有
あ・うん 向⽥邦⼦ ⽂芸春秋 サイン有
「死への準備」⽇記 千葉敦⼦ 朝⽇新聞社
アラスカ物語 新⽥次郎 新潮社
MARIKO 柳⽥邦男 新潮社 ⼿紙有
松本清張全集1 松本清張 ⽂芸春秋
松本清張全集2 松本清張 ⽂芸春秋
松本清張全集3 松本清張 ⽂芸春秋
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松本清張全集4 松本清張 ⽂芸春秋
松本清張全集5 松本清張 ⽂芸春秋
松本清張全集6 松本清張 ⽂芸春秋
松本清張全集7 松本清張 ⽂芸春秋
松本清張全集8 松本清張 ⽂芸春秋
松本清張全集9 松本清張 ⽂芸春秋
松本清張全集10 松本清張 ⽂芸春秋
源⽒物語上 村⼭リウ 主婦の友社
源⽒物語下 村⼭リウ 主婦の友社
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