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古田陽久/著、世界遺産総合研究所/企画・編集 709セ スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ/著、松本妙子/訳 986ア

世界遺産ガイド
ウクライナ編

2022
チェルノブイリの祈り　完全版
未来の物語

岩波書店 2021

セカンドハンドの時代
「赤い国」を生きた人びと

岩波書店 2016

服部倫卓、原田義也/編著 302.3ウ スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ/著、松本妙子/訳 238.0ア

展示場所：中野区立中央図書館　地下1階
東京農大ウクライナ100の素顔編集委員会/編 293.8ウ スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ/著、三浦みどり/訳 文庫　986ア 　　　　◆大型図書コーナー前ガラスケース

　　　　　　「反戦」に関する記事・書籍の展示
　　　　◆大型図書コーナー壁
　　　　　　 2022年に出版された「ウクライナ」
　　　　　  「ロシア」「戦争」に関する書籍紹介

ウクライナを知るための65章 明石書店 2018

ウクライナ100の素顔
東京農業

大学出版会
2005

ボタン穴から見た戦争
白ロシアの子供たちの証言

岩波書店 2016

展示期間：令和5年 1月28日(土)～3月30日(木)

佐藤康彦/著 292.8サ スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ/著、三浦みどり/訳 227.1ア ※ 2/24・2/27・3/13は休館日です。

イスラエル×ウクライナ紀行
東欧ユダヤ人の跡をたずねて

彩流社 1997
アフガン帰還兵の証言
封印された真実

日本経済
新聞社

1995

2013
中野区立中央図書館 企画展示

『ピックアップライブラリー　2022』二見淑子/著 767.5フ 海野弘/解説・監修 726.5ロ

黒川祐次/著 新書　238.6ク 熊野谷葉子/著 767.5ク

グルジア、ウクライナの歌
民族の魂

近代文芸社 1995 ロシアの挿絵とおとぎ話の世界
パイインター
ナショナル

清水克彦/著 319.3ゼ 國本哲男、山口巌、中條直樹/訳者代表 238.0ロ

物語ウクライナの歴史
ヨーロッパ最後の大国

中央公論新社 2002
チャストゥーシカ
ロシアの暮らしを映す小さな歌

東洋書店 2007

エウゲーニー・M・ラチョフ/え、うちだりさこ/やく 黄緑　Eラチ いもとようこ/文絵 黄緑　Eトル

ゼレンスキー勇気の言葉100 ワニブックス 2022 ロシア原初年代記　新装版
名古屋大学

出版会
2022

ジャンニ・ロダーリ/作、ベアトリーチェ・アレマーニャ/絵、内田洋子/訳 桃　973ロ スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ/著、三浦みどり/訳 文庫　986ア

てぶくろ
ウクライナ民話

福音館書店 1965
おおきなかぶ
ロシア民話より

金の星社 2007

キーウの月 講談社 2022 戦争は女の顔をしていない 岩波書店 2016

ウクライナを知る ロシアを知る

はじめてでも美味しく
作れるロシア料理

世界文化社

小山哲、藤原辰史/著 YA　238.6コ ヴィタリ・ユシュマノフ/著 596.2ユ

二人の歴史学者がおこなったオ

ンラインでの講義、対談を書籍化。

地域としてのウクライナの歴史

や小国を見過ごすことのない歴史

の学び方を語る。

バリトン歌手でロシア・サンク

トペテルブルク生まれのヴィタ

リ・ユシュマノフさんが教えるロ

シア料理のレシピ集。

スーパーの食材で作れるロシア

料理が写真で丁寧に解説されてい

る。

ミシマ社

シンクタンクせとうち

総合研究機構



マザー・テレサ
100の言葉

2009 2010 2013
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世界を変えた100のスピーチ　上・下 原書房 2020

レフ・ワレサ/著、筑柴哲也、水谷驍/訳 312.3ワ スザンヌ・スレード/文、アリス・ラタ―リー/絵、小林晶子/訳 黄緑　Eラタ コリン・ソルター/著、大間知知子/訳 209ソ

ワレサ自伝
希望への道

社会思想社 1988 「危険なジェーン」とよばれても
世界をみちびいた知られざる女性たち2

岩崎書店 2019

平和をつくった世界の20人 岩波書店 2009

堀内隆行/著 新書　289.3マ アンゲリーカ・Ｕ．ロイッター、アンネ・リュッファー/著、松野泰子、上浦倫人/訳 319.8ロ ケン・ベラー、ヘザー・チェイス/著、作間和子/ほか訳 YA　280べ

ネルソン・マンデラ
分断を超える現実主義者

岩波書店 2021 ピース・ウーマン
ノーベル平和賞を受賞した12人の女性たち

英治出版 2009

ノーベル平和賞で世の中がわかる マガジンハウス 2012

ダライ・ラマ、デズモンド・ツツ、ダグラス・エイブラムス/著、菅靖彦/訳 180.9ダ ミハイル・ゴルバチョフ/著、工藤精一郎、鈴木康雄/訳 289.3ゴ 池上彰/著 319.8イ

よろこびの書
変わりゆく世界のなかで幸せに生きるということ

河出書房
新社

2018 ゴルバチョフ回想録　上・下 新潮社 1996

赤十字とアンリ・デュナン
戦争とヒューマニティの相剋

中央公論社 1991

ダライ・ラマ14世、よしもとばなな/著 180.9ダ ミハエル・ゴルバチョフ/著、副島英樹/訳 319.3ゴ 吹浦忠正/著 参考平和　289.3デ

小さないじわるを消すだけで 幻冬舎 2014
ミハエル・ゴルバチョフ
変わりゆく世界の中で

朝日新聞
出版

2020

シュヴァイツァー伝 白水社 1963

ダライ・ラマ14世/文、バオ・ルー/絵、 久山太市/訳、石濱裕美子/監修 黄緑　Eル
ラファエル・フリエル/原作、ザウ/絵、高野優/監訳、
田中裕子、美濃部美恵子/訳 灰　289キ ハーマン・ハーゲドーン/著、原田義人/訳 289.3

こころにいつくしみの種をまく
ダライ・ラマ14世から子どもたちへ

評論社 2021
キング牧師とローザ・パークス
黒人の平等な権利を求めて

汐文社 2015

ユヌス教授のソーシャル・ビジネス
グラミン銀行創設者・ノーベル平和賞受賞者

滋慶出版/
つちや書店

2016

サーロー節子/述、くさばよしみ/編、やまなかももこ/絵 赤　Eヤマ
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア/文、
カディール・ネルソン/絵、さくまゆみこ/訳 黄緑　Eネル 加来耕三/企画・構成、すぎたとおる/原作、早川大介/作画 335.8ユ

光にむかって
サーロー節子ノーベル平和賞のスピーチ

汐文社 2022 わたしには夢がある
光村教育
図書

2013

戦争する国、平和する国
ノーベル平和賞受賞者現コスタリカ大統領
オスカル・アリアス・サンチェス氏と語る

佼成出版社 2007

サーロー節子、金崎由美/著 289.3サ キング/述、クレイボーン・カーソン、ピーター・ホロラン/編、梶原寿/訳 198.6マ 小出五郎/著 312.5コ

光に向かって這っていけ
核なき世界を追い求めて

岩波書店 2019
真夜中に戸をたたく
キング牧師説教集

日本キリスト
教団出版局

2007

ソロー語録 文遊社 2009

沖守弘/文・写真 灰　289テ
フランク・プレヴォ/原作、オーレリア・フロンティ/絵、
高野優/監訳、坂田雪子、長井佑美/訳 灰　289マ ヘンリー・デイヴィッド・ソロー/著、岩政伸治/編訳 937ソ

マザー・テレサ
あふれる愛

講談社 2010
ワンガリ・マータイ
「もったいない」を世界へ

汐文社 2015

マララさんこんにちは
世界でいちばん勇敢な少女へ

西村書店 2014

マザー・テレサ/著、ルシンダ・ヴァーディ/編、清水紀子/訳 198.2テ ワンガリ・マータイ/著、小池百合子/訳 文庫　289.3マ ローズマリー・マカーニー/文、西田佳子/訳 赤 367マ

マザー・テレサ　愛のことば　祈りのことば
メトロポリタン

プレス 2010
へこたれないＵＮＢＯＷＥＤ
ワンガリ・マータイ自伝

小学館 2017

ワンガリの平和の木
アフリカでほんとうに
あったおはなし

わたしはマララ
教育のために立ち上がり、
タリバンに撃たれた少女

マザー・テレサ/著、ヴォルフ
ガング・バーダー/編、山本文子/訳 198.2テ ジャネット・ウィンター/作、福本友美子/訳 黄緑　Eウイ

マララ・ユスフザイ、クリスティーナ・
ラム/著、金原瑞人、西田佳子/訳 289.2ユ

世界の平和に貢献した人々

9本の苗木が3000万本になった。

グリーンベルト運動を詩的な文章

と美しいイラストで描く、ワンガ

リ・マータイの伝記絵本。

「一人ひとりがわたしにとって、こ

の世界におけるたったひとりの人で

す」

マザー・テレサの行動を通して

語られ、満たされた勇気あるひた

むきな生涯を綴る100の言葉を紹

介している。

イスラム武装勢力に銃撃された

16歳の少女マララの手記。

幼少期から銃撃戦と、その後ま

でを綴る。国連本部でのスピーチ

も収録されている。

学研

パブリッシング
女子パウロ会 BL出版


