
書名 著者名 出版社 資料番号

159 ﾖ 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 岩波書店 0450068950

209 ｳ
私たちが子どもだったころ、世界
は戦争だった

サラ・ウォリス 文藝春秋 0450059735

209 ｲ
図解でわかる14歳から知る影響
と連鎖の全世界史

インフォビジュアル研
究所

太田出版 0460055377

210.6 ｼ 写真図説日本の侵略
アジア民衆法廷準備
会

大月書店 0400408056

210.6 ﾎ 対談戦争とこの国の150年 保阪　正康 山川出版社 0460082741

210.6 ｲ 関東大震災と中国人虐殺事件 今井　清一 朔北社 0460105254

210.6 ｶ
それでも、日本人は「戦争」を選
んだ

加藤　陽子 朝日出版社 0450030048

210.7 ﾎ 戦場体験者沈黙の記録 保阪　正康 筑摩書房 0450312480

210.7 ｱ
朝日新聞の秘蔵写真が語る戦
争

朝日新聞社「写真が
語る戦争」取材班

朝日新聞出
版

0401060466

210.7 ﾌ 特攻の総括 深堀　道義 原書房 0400841221

210.7 ｶ 密室の戦争 片山　厚志 岩波書店 0450362196

210.7 ｺ 女たちのシベリア抑留 小柳　ちひろ 文藝春秋 0460101722

210.7 ｷ 消えゆく太平洋戦争の戦跡
「消えゆく太平洋戦争
の戦跡」編集委員会

山川出版社 0460066580

210.7 ﾌ 朝鮮戦争を戦った日本人 藤原　和樹 NHK出版 0460139396

210.7 ｶ かくされてきた戦争孤児 金田　茉莉 講談社 0460110707

210.7 ﾀ 真珠湾攻撃 太平洋戦争研究会
新人物往来
社

0400803380

219.7 ﾉ
今こそ伝えたい子どもたちの戦
中・戦後

野崎　耕二 日貿出版社 0450315070

219.9 ｵ 大田昌秀が説く沖縄戦の深層 大田　昌秀 高文研 0450262220

220 ﾜ 朝鮮戦争70年 和田　春樹 かもがわ出版 0460119347

238 ﾌ
ナチスから図書館を守った人た
ち

デイヴィッド・E.フィッ
シュマン

原書房 0460071511

239 ﾊ ぼくたちは戦場で育った
ヤスミンコ・ハリロビッ
チ

集英社インター
ナショナル

0450324980

253 ﾌ
アメリカにおけるヒロシマ・ナガサ
キ観

藤田　怜史 彩流社 0460088550

289 ｺﾞ ジャーナリスト後藤健二 栗本　一紀
法政大学出
版局

0450382515

289 ｽ 千畝 ヒレル・レビン 清水書院 0450333419

289 ｷ 15歳の被爆者 切通　理作 彩流社 0450363459

289 ﾕ わたしはマララ マララ・ユスフザイ
学研パブリッ
シング

0450278378

289 ﾌ アメリカ本土を爆撃した男 倉田　耕一 毎日ワンズ 0450279178

請求記号



290 ｾ 世界ダークツーリズム 洋泉社編集部 洋泉社 0450342396

302 ｱ バナの戦争 バナ・アベド 飛鳥新社 0460014570

302 ﾒ ヤンバルの深き森と海より 目取真　俊 影書房 0460109985

302 ﾑ THE LAST GIRL ナディア・ムラド
東洋館出版
社

0460051267

319 ｱ 14歳からの戦争のリアル 雨宮　処凛
河出書房新
社

0450313397

319 ｷ 国際平和とは何か 吉川　元
中央公論新
社

0450314336

319 ｲ
世界を平和にするためのささや
かな提案

池澤　春菜
河出書房新
社

0450305279

319 ﾐ なぜ原爆が悪ではないのか 宮本　ゆき 岩波書店 0460124056

319 ﾍ 平和のための名言集 早乙女　勝元 大和書房 0450180702

319 ﾍ 平和学のいま 平井　朗 法律文化社 0460123280

319 ｼ 証言戦後日中関係秘史 天児　慧 岩波書店 0460115692

319 ｹﾞ ユネスコ世界遺産原爆ドーム 中国新聞社 中国新聞社 0400638539

319 ｾ
戦争と平和を考えるNHKドキュメ
ンタリー

日本平和学会 法律文化社 0460131870

319 ｳ 明日の平和をさがす本 宇野　和美 岩崎書店 0450378705

319 ｷ 絶対平和論 菊地　昌実 新評論 0460015850

329 ﾌ 日報隠蔽 布施　祐仁 集英社 0460019770

329 ｺ 戦争は犯罪である 小松　隆二 春秋社 0460034199

BS 333 ｷ 南スーダンに平和をつくる 紀谷　昌彦 筑摩書房 0460055070

BS 361 ﾓ 空気が支配する国 物江　潤 新潮社 0460137050

367 ﾘ 暴力は絶対だめ!
アストリッド・リンドグ
レーン

岩波書店 0450315326

391 ｾ
戦争はどのように語られてきた
か

河出書房新社編集部
河出書房新
社

0450304923

391 ﾀ 太平洋戦争大全 平塚　柾緒 ビジネス社 0460040476

391 ﾀ 太平洋戦争大全 平塚　柾緒 ビジネス社 0460036385

393 ﾌ ドキュメント世界の傭兵最前線 アル・J.フェンター 原書房 0450346918

395 ｵ <沖縄>基地問題を知る事典 前田　哲男 吉川弘文館 0450219778

402 ｺ ヒトラーの科学者たち ジョン・コーンウェル 作品社 0450302603

507 ｽ 「軍事研究」の戦後史 杉山　滋郎
ミネルヴァ書
房

0450385090

559 ｲ
武器輸出大国ニッポンでいいの
か

池内　了 あけび書房 0450373383



748 ｵ 戦禍の記憶 大石　芳野 クレヴィス 0460076167

748 ｴ 被爆 江成　常夫 小学館 0460085224

767 ﾀ 反戦歌 竹村　淳
アルファベー
タブックス

0460025677

933 ｸ 一時帰還 フィル・クレイ 岩波書店 0450313255

936 ﾊ ヒロシマ ジョン・ハーシー
法政大学出
版局

0450265141

943 ｼ 朗読者
ベルンハルト・シュリン
ク

新潮社 0400687338

945 ｹ ケストナーの終戦日記 エーリヒ・ケストナー 駸々堂出版 0400155566

946 ﾍﾞ ネオナチの少女
ハイディ・ベネケンシュ
タイン

筑摩書房 0460059329

946 ﾌ 夜と霧
ヴィクトール・E.フラン
クル

みすず書房 0450232399

949 ﾘ リンドグレーンの戦争日記
アストリッド・リンドグ
レーン

岩波書店 0460011667

J36 ﾐｳ1 銃口 三浦　綾子 小学館 0400473511

J36 ﾀｸﾞ 被爆のマリア 田口　ランディ 文藝春秋 0400931199

J36 ﾅｶ 世界の果てのこどもたち 中脇　初枝 講談社 0450307216

J36 ｱｻ 花や咲く咲く あさの　あつこ
実業之日本
社

0450192668

J36 ﾐｳ2 銃口 三浦　綾子 小学館 0400473520

BB J36 ｲﾌﾞ 黒い雨 井伏　鱒二 新潮社 0400687263

J36 ｽｶﾞ また、桜の国で 須賀　しのぶ 祥伝社 0450386526

J36 ﾌﾙ 君死に給ふことなかれ 古川　薫 幻冬舎 0450312645

J36 ﾅｶ1 赤い月 なかにし　礼 新潮社 0400724220

J36 ﾅｶ2 赤い月 なかにし　礼 新潮社 0400724238

J6 ｵ <夜と霧>をこえて 大石　芳野
日本放送出
版協会

0400323387

J6 ﾋ 特攻と日本軍兵士 広岩　近広
毎日新聞出
版

0460123652

J6 ｻ 自決こころの法廷 沢地　久枝
日本放送出
版協会

0400731671

J6 ｾ 戦争は終わらない
語りつぐ昭和史編集
委員会

鶴書院 0400816466

J6 ﾜ わたしの終戦記念日 瀬谷　道子 新水社 0450060002


