
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0117948208 新しい国境新しい地政学 クラウス・ドッズ／著 東京：東洋経済新報社 社会科学

0117843110 アニメと戦争 藤津　亮太／著 東京：日本評論社 芸術

0116737255 アメリカはいかにして日本を追い詰めたか ジェフリー・レコード／著 東京：草思社 社会科学

0116977778 池上彰の戦争を考える 池上　彰／著 東京：KADOKAWA 歴史

0117784421 命を危険にさらして マリーヌ・ジャックマン／著 大阪：創元社 総記

0118000835 ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部／編 東京：岩波書店 社会科学

0118000314 ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略 遠藤　誉／著 東京：PHP研究所 社会科学

0117649657 宇宙の地政学　上 ニール・ドグラース・タイソン／著 東京：原書房 自然科学

0117649665 宇宙の地政学　下 ニール・ドグラース・タイソン／著 東京：原書房 自然科学

0117364018 海と空の軍略100年史 竜口　英幸／著 福岡：集広舎 民俗習慣

0117851766 AI・兵器・戦争の未来 ルイス・A.デルモンテ／著 東京：東洋経済新報社 工学

0117004176 温泉の平和と戦争 石川　理夫／著 東京：彩流社 自然科学

0117027367 君が戦争を欲しないならば 高畑　勲／著 東京：岩波書店 社会科学

0117423111 逆転の大戦争史 オーナ・ハサウェイ／著 東京：文藝春秋 歴史

0117271817 国のために死ぬのはすばらしい? ダニー・ネフセタイ／著 東京：高文研 歴史

0116957663 原典でよむ20世紀の平和思想 小菅　信子／編 東京：岩波書店 社会科学

0117207795 子どもの本から平和を考える 児童図書館研究会／編 東京：児童図書館研究会 社会科学

0117123745 サイバー戦争論 伊東　寛／著 東京：原書房 民俗習慣

0117306860 避けられたかもしれない戦争 ジャン=マリー・ゲーノ／著 東京：東洋経済新報社 社会科学

0117463679 宗教はなぜ人を殺すのか 正木　晃／著 東京：さくら舎 宗教

0117790956 諸世界の戦争 ブリュノ・ラトゥール／著 東京：以文社 社会科学

0117561209 真実が揺らぐ時 トニー・ジャット／著 東京：慶應義塾大学出版会 歴史

0117890756 すべてが武器になる 石川　明人／著 大阪：創元社 民俗習慣

0117813204 スポーツで蒔く平和の種 岡田　千あき／編著 吹田：大阪大学出版会 スポーツ娯楽

0117308452 生存権・戦争と平和 関家　新助／著 東京：彩流社 社会科学

0117017681 世界を変えた10の戦争 東京：洋泉社 歴史

特集名：長野8月一般テーマ「戦争と平和」
特集期間：2022/7/29～2022/8/24



0117392969 世界から核兵器がなくならない本当の理由 池上　彰／著 東京：SBクリエイティブ 社会科学

0116445495 世界軍歌全集 辻田　真佐憲／著 東京：社会評論社 芸術

0118019595 世界と日本を目覚めさせたウクライナの「覚悟」 倉井　高志／著 東京：PHP研究所 社会科学

0117450775 世界の戦争廃墟図鑑 マイケル・ケリガン／[編]著 東京：原書房 芸術

0117997031 ゼレンスキー大統領、世界に向けた魂の演説集 ゼレンスキー／[述] 東京：扶桑社 社会科学

0117561621 戦禍の記憶 大石　芳野／著 東京：クレヴィス 芸術

0117388116 戦場放浪記 吉岡　逸夫／著 東京：平凡社 総記

0117985564 戦争・革命・テロの連鎖 川上　泰徳／著 東京：彩流社 社会科学

0117742254 戦争と技術 アレックス・ローランド／著 大阪：創元社 工学

0117974667 戦争と国際法を知らない日本人へ 小室　直樹／著 東京：徳間書店 社会科学

0117623777 戦争と資本 エリック・アリエズ／著 東京：作品社 社会科学

0117784694 戦争と平和を考えるNHKドキュメンタリー 日本平和学会／編 京都：法律文化社 社会科学

0117543223 戦争と平和の岐路で デイヴィッド・クリーガー／著 東京：コールサック社 外国文学

0118002518 戦争と平和の経済思想 小峯　敦／編著 京都：晃洋書房 社会科学

0117602664 「戦争と平和」の世界史 茂木　誠／著 東京：TAC株式会社出版事業部 歴史

0117250050 戦争と平和のテクノロジー 齋藤　勝裕／著 新潟：シーアンドアール研究所 工学

0115828162 戦争の見せ方 三野　正洋／著 東京：ワールドフォトプレス 歴史

0117945170 戦争の未来 ローレンス・フリードマン／著 東京：中央公論新社 社会科学

0117355164 戦争文化と愛国心 海老坂　武／[著] 東京：みすず書房 社会科学

0117892778 戦争はいかに終結したか 千々和　泰明／著 東京：中央公論新社 民俗習慣

0117930180 戦争論 マーガレット・マクミラン／著 東京：えにし書房 民俗習慣

0117149914 戦地からのラブレター ジャン=ピエール・ゲノ／編著 東京：亜紀書房 歴史

0117597633 体罰と戦争 森田　ゆり／著 京都：かもがわ出版 社会科学

0116680240 誰も戦争を教えてくれなかった 古市　憲寿／著 東京：講談社 歴史

0117762427 地政学世界地図 バティスト・コルナバス／著 東京：東京書籍 社会科学

0117195958 中東とISの地政学 山内　昌之／編著 東京：朝日新聞出版 社会科学

0117748806 超限戦 喬　良／著 東京：KADOKAWA 民俗習慣

0117732446 朝鮮戦争70年 和田　春樹／著 京都：かもがわ出版 歴史

0116708215 テロリズムの歴史 フランソワ=ベルナール・ユイグ／著 大阪：創元社 社会科学

0117967596 なぜ人類は戦争で文化破壊を繰り返すのか ロバート・ベヴァン／著 東京：原書房 歴史

0117469965 21世紀の戦争と平和 三浦　瑠麗／著 東京：新潮社 民俗習慣

0117724385 21世紀の平和憲法 川本　兼／著 東京：三一書房 社会科学



0118000827 日本がウクライナになる日 河東　哲夫／著 東京：CCCメディアハウス 社会科学

0117242750 日本人のための平和論 ヨハン・ガルトゥング／著 東京：ダイヤモンド社 社会科学

0117219238 人間の安全保障と平和構築 東　大作／編著 東京：日本評論社 社会科学

0117790972 ノーベル平和賞の裏側で何が行われているのか? ゲイル・ルンデスタッド／著 東京：彩図社 社会科学

0117364232 反戦歌 竹村　淳／著 東京：アルファベータブックス 芸術

0117939041 半藤一利語りつくした戦争と平和 半藤　一利／[述] 東京：東京新聞 歴史

0117797555 ひとはなぜ戦争をするのか? A.アインシュタイン／著 東京：講談社 文庫本

0116936576 ヒトラーの科学者たち ジョン・コーンウェル／著 東京：作品社 自然科学

0118015288 プーチン3.0 殺戮と破壊への衝動 塩原　俊彦／著 東京：社会評論社 社会科学

0117996736 紛争地のポートレート 白川　優子／著 東京：集英社クリエイティブ 社会科学

0117336669 米中海戦はもう始まっている マイケル・ファベイ／著 東京：文藝春秋 社会科学

0116537697 平和のための名言集 早乙女　勝元／編 東京：大和書房 社会科学

0115110926 本当の戦争 クリス・ヘッジズ／著 東京：集英社 民俗習慣

0117763516 湯川秀樹の戦争と平和 小沼　通二／著 東京：岩波書店 歴史

0117499681 4つの視点から考える戦争と平和 内田　準吉／著 京都：ウインかもがわ 歴史

0117455410 ルポ プーチンの戦争 真野　森作／著 東京：筑摩書房 社会科学

0117411223 ロシアと中国反米の戦略 廣瀬　陽子／著 東京：筑摩書房 社会科学

0117285379 私たち、戦争人間について 石川　明人／著 大阪：創元社 民俗習慣


