
書名 著者名 出版社名 資料番号

ss 391 ﾔ 情報立国・日本の戦争 山崎　文明 KADOKAWA 0150356861

ss 559 ｲ 生物兵器と化学兵器 井上　尚英 中央公論社 0110896111

ss 559 ﾂ 化学兵器犯罪 常石　敬一 講談社 0110896120

ss 559 ﾔ 核兵器のしくみ 山田　克哉 講談社 0110912339

210.7 ｻ 図説東京大空襲 早乙女　勝元 河出書房新社 0110885157

210.7 ｽﾞ 図説特攻 森山　康平 河出書房新社 0110883889

223 ｶ 枯葉剤は世代をこえて 亀山　正樹 新日本出版社 0150389820

289 ﾑ 地雷と聖火 クリス・ムーン 青山出版社 0110671322

290 ｾ 世界ダークツーリズム 洋泉社編集部 洋泉社 0150423809

302 ﾑ 中東テロリズムは終わらない 村瀬　健介 KADOKAWA 0160152191

319 ｶ 漁船「第五福竜丸」 河井　智康 同時代社 0110646136

319 ｼ 「いいね！」戦争 P.W.シンガー NHK出版 0160112880

319 ﾀ
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。

労働教育センター編集
部

労働教育センター 0110936570

319 ﾊ 母と子でみる 第五福竜丸 第五福竜丸平和協会 草土文化 0110527625

368 ﾍﾞ 大量殺人の”ダークヒーロー” フランコ・ベラルディ 作品社 0160024077

391 ｻ サイバー完全兵器 デービッド・サンガー 朝日新聞出版 0160108682

395 ﾓ 図説動物兵士全書
マルタン・モネスティ
エ

原書房 0110671175

509 ﾊ 中国の産業スパイ網
ウィリアム・C.ハンナ
ス

草思社 0150396579

559 ｲ 最新ミサイルがよ～くわかる本 井上　孝司 秀和システム 0160035256

559 ｳ 大図解・世界の武器（ウエポン） 上田　信
グリーンアロー出版
社

0110490243

559 ｺ 生物兵器と化学兵器 小林　直樹 アリアドネ企画 0110802936

559 ｼ 無人の兵団 ポール・シャーレ 早川書房 0160114927

559 ｾ 戦車名鑑 望月　隆一 光栄 0150095145

559 ﾀﾞ WWⅡドイツ軍歩兵兵器大百科
グラフィックアクション
編集部

グリーンアロー出版
社

0150095740

559 ﾊﾞ 世界生物兵器地図
ウェンディ・バーナ
ビー

日本放送出版協
会

0110818348

559 ﾊﾟ 戦争の物理学 バリー・パーカー 白揚社 0150424740

559 ﾌ 1 武器ビジネス　上
アンドルー・ファインスタイ
ン 原書房 0150382759

559 ﾌ 2 武器ビジネス　下
アンドルー・ファインスタイ
ン 原書房 0150382767

559 ﾎﾞ 亡国の武器輸出 池内　了 合同出版 0160032583

559 ﾖ ナチス・ドイツ「幻の兵器」大全 横山　雅司 彩図社 0160080384

559 ﾚ 図説世界史を変えた50の武器 ジョエル・レヴィ 原書房 0150350902

請求記号
一般



J 6 ｻ 花はどこへいった 坂田　雅子 トランスビュー 0111159360

書名 著者名 出版社名 資料番号

ss 319 ｶ 核兵器はなくせる 川崎　哲 岩波書店 0160067482

210.7 ｱ 1 語り伝える空襲　第1巻 安斎　育郎 新日本出版社 0111096083

210.7 ｱ 2 語り伝える空襲　第2巻 安斎　育郎 新日本出版社 0111104024

210.7 ｱ 3 語り伝える空襲　第3巻 安斎　育郎 新日本出版社 0111108945

210.7 ｱ 4 語り伝える空襲　第4巻 安斎　育郎 新日本出版社 0111132745

210.7 ｱ 5 語り伝える空襲　第5巻 安斎　育郎 新日本出版社 0111132753

210.7 ｼ 1
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　1

安斎　育郎 新日本出版社 0150349238

210.7 ｼ 2
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　2

安斎　育郎 新日本出版社 0150360176

210.7 ｼ 3
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　3

安斎　育郎 新日本出版社 0150360184

210.7 ｼ 4
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　4

安斎　育郎 新日本出版社 0150360192

210.7 ｼ 5
シリーズ戦争　語りつごうヒロシ
マ・ナガサキ　5

安斎　育郎 新日本出版社 0150360208

319 ｵ 地雷のない世界へ 大塚　敦子 講談社 0150008694

319 ﾔ 小型武器よさらば 柳瀬　房子 小学館 0110942585

319 ﾔ あたらしい戦争ってなんだろう？ 山中　恒 理論社 0111103952

319 ﾔ 戦争を取材する 山本　美香 講談社 0150146981

393 ｱ 子ども兵士
アムネスティ・インター
ナショナル

リブリオ出版 0111153436

559 ﾅ 悪魔の兵器・地雷 名倉　睦生 ポプラ社 0120174359

916 ｲ ヒロシマ8月6日、少年の見た空 井上　こみち 学研教育出版 0150375564
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