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New Contents 

ロシア・ウクライナ問題を考える 
歴史的背景・地政学的要因等を理解できる電子書籍や 

平和について考えさせられる電子書籍をご案内します。 
納入税込価（配信手数料込） 

 57点 ¥391,822 
★単品でもご購入いただけます 

★電子書籍なら即日納品可能！ 

• 電子図書館サービス           とは･･･ 
 文芸作品・新書・実用書・英語多読など、LibrariEにしかない多彩なコンテンツ！ 

 スマホ、PC、タブレットでいつでもどこでも読書ができる環境をご提供 

 教育機関は初期導入費・年間維持費とも不要 

 独自資料の搭載も可能（オプション契約） 

約96,000点搭載！ 
（2022年５月現在） 

国際関係/地政学 戦争/平和 

文学から平和を考える 



ロシア/ウクライナ 

2. 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 底本ISBN 納入税込価 
（配信手数料込） 

JD202103000064 
ハイブリッド戦争 ロシアの新しい国
家戦略 

廣瀬陽子 講談社 9784065227091 5,313 

JD202112301494 現代ロシアの軍事戦略 小泉悠 筑摩書房 9784480073952 3,696 

JD201706000122 
ロシアあるいは対立の亡霊 （講談
社選書メチエ） 

乗松 亨平  講談社 9784062586160 7,623 

JD201504000488 
ロシア語られない戦争 （アスキー新
書） 

常岡 浩介  
KADOKAWA/アス
キー・メディアワークス 

9784048671866 2,288 

JD202010001062 
アフター・リベラル （講談社現代新
書） 

吉田 徹  講談社 9784065209240 4,389 

JD202112301388 
ポスト社会主義の政治 ―ポーラン
ド、リトアニア、アルメニア、ウクライナ、
モルドヴァの準大統領制 

松里公孝 筑摩書房 9784480073808 4,389 

JD202112301096 ロシアと中国 反米の戦略 廣瀬陽子 筑摩書房 9784480071538 3,234 

JD201910000354 
ウクライナ人だから気づいた日本の危
機 

グレンコ・アンドリー 

著 
育鵬社 9784594082406 4,620 

JD202108000541 
冷たい戦争から熱い平和へ
（上）：プーチンとオバマ、トランプの
米露外交 

マイケル・マクフォー
ル／松島芳彦 

白水社 9784560098158 11,088 

JD202108000542 
冷たい戦争から熱い平和へ
（下）：プーチンとオバマ、トランプの
米露外交 

マイケル・マクフォール
／松島芳彦 

白水社 9784560098165 11,088 

JD202104143516 自由なき世界 上 
ティモシー・スナイ
ダー 著／池田 年
穂 訳 

慶應義塾大学出
版会 

9784766426656 10,780 

JD202104143517 自由なき世界 下 
ティモシー・スナイ
ダー 著／池田 年
穂 訳 

慶應義塾大学出
版会 

9784766426663 10,780 

JD202006122456 ブラックアース 上 
ティモシー・スナイ
ダー 著／池田 年
穂 訳 

慶應義塾大学出
版会 

9784766423501  13,398 

JD202006122457 ブラックアース 下 
ティモシー・スナイ
ダー 著／池田 年
穂 訳 

慶應義塾大学出
版会 

9784766423518  14,322 

国際関係・地政学 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 底本ISBN 納入税込価 
（配信手数料込） 

JD202112301542 ヨーロッパ冷戦史 山本健 筑摩書房 9784480073730 4,851 

JD202112301430 ヨーロッパ現代史 松尾秀哉 筑摩書房 9784480072221 4,389 

JD202110002040 
現代に生きるファシズム 電子書籍
版 （小学館新書） 

佐藤 優 ／片山 

杜秀  
小学館 9784098253456 2,587 

JD202201000821 ファシズム―警告の書 
マデレーン・オルブラ
イト／白川貴子／
高取芳彦 

みすず書房 9784622089438 13,860 

JD202105000743 東大白熱ゼミ 電子書籍版 小原 雅博  
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 

9784799324455 5,544 

JD202004000081 新しい地政学 電子版 
北岡 伸一 編／
細谷 雄一 編 

東洋経済新報社 9784492444566 7,392 



戦争/平和 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 底本ISBN 納入税込価 
（配信手数料込） 

JD202202001670 新しい国境 新しい地政学 
クラウス・ドッズ／町
田 敦夫 

東洋経済新報社 9784492444641 8,008 

JD202105000730 現代地政学 国際関係地図 パスカル・ボニファス 
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 

9784799324318 7,084 

JD202203000523 
新しい世界の資源地図 - エネル
ギー・気候変動・国家の衝突 

ダニエル・ヤーギン
／黒輪 篤嗣 

東洋経済新報社 9784492444665 9,856 

JD202112301604 リベラルの敵はリベラルにあり 倉持麟太郎 筑摩書房 9784480073358 4,389 

JD202112301427 教養としての政治学入門 成蹊大学法学部 筑摩書房 9784480072115 3,927 

JD202110001857 悪の指導者論 （小学館新書） 
山内 昌之 ／佐藤 

優  
小学館 9784098253104 2,587 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 底本ISBN 納入税込価 
（配信手数料込） 

JD202105000255 内なる平和が世界を変える シーラ・エルワージー 
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 

9784799320136 8,624 

JD201908000108 戦争の記憶 （講談社現代新書） キャロル・グラック  講談社 9784065154304 3,696 

JD202112301384 紛争解決ってなんだろう 篠田英朗 筑摩書房 9784480683939 3,234 

JD201707000105 何が戦争を止めるのか 小原 凡司  
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 

9784799319666 4,389 

JD201903000235 戦争を取材する （世の中への扉） 山本 美香  講談社 9784062170499 3,696 

JD201609000383 「戦争学」概論 （講談社現代新書）黒野 耐  講談社 9784061498075 2,156 

JD201910000040 
「国境なき医師団」になろう! （講談
社現代新書） 

いとう せいこう  講談社 9784065173152 3,927 

JD202111002818 
戦争する国にしないための中立国入
門 

礒村英司  平凡社 9784582858327 3,964 

JD201912000588 私たち、戦争人間について 石川 明人  創元社 9784422300719 6,930 

JD202112301407 
国境なき助産師が行く ─難民救
助の活動から見えてきたこと 

小島毬奈 筑摩書房 9784480683366 3,465 

JD202105000110 AI・兵器・戦争の未来 
ルイス・A.デルモンテ 

著／川村 幸城 訳 
東洋経済新報社 9784492444597 9,240 

JD202202002349 平和のために戦争を考える 眞嶋 俊造 丸善出版 9784621303559 8,778 

JD202109000373 
スポーツで蒔く平和の種－紛争・難
民・平和構築 

岡田千あき／長谷
一宏／加朱将也／
奥野輔 

大阪大学出版会 9784872596410 8,316 



＊コンテンツ価格、取扱い状況は予告なく変更となる場合がございます。  

＊ライセンス有効期限はコンテンツによって異なります。 

＊詳細は明細をご確認下さい。明細ダウンロードはこちらから ↓ 

https://mirai.kinokuniya.co.jp/wp-content/uploads/2022/05/LibrariE_RussiaUkraine_list_202205.xlsx 
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文学から平和を考える 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 底本ISBN 納入税込価 
（配信手数料込） 

JD202112301118 
あやつられる難民 ─政府、国連、
ＮＧＯのはざまで 

米川正子 筑摩書房 9784480069474 3,696 

JD202112301606 
ルポ 入管 ─絶望の外国人収容
施設 

平野雄吾 筑摩書房 9784480073464 3,696 

JD201812000815 
難民鎖国ニッポンのゆくえ 

（POPLAR SHINSHO） 
根本 かおる  ポプラ社 9784591154687 2,526 

JD202104143531 「難民」をどう捉えるか 小泉 康一 編著 
慶應義塾大学出
版会 

9784766426076 19,404 

JD201902000023 日本と出会った難民たち 根本 かおる  英治出版 9784862761569 4,928 

JD202008001350 移民の世界史 
ロビン・コーエン 著／
小巻 靖子 訳 

東京書籍 9784487812547 8,008 

JD202201000746 
エクソダス――移民は世界をどう変え
つつあるか 

ポール・コリアー／
松本裕 

みすず書房 9784622088332 17,556 

JD202108000536 
「移民の国アメリカ」の境界：歴史の
なかのシティズンシップ・人種・ナショナ
リズム 

メイ・M・ナイ／小
田悠生 

白水社 9784560097953 19,404 

難民/移民 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 底本ISBN 納入税込価 
（配信手数料込） 

JD202201000671 
夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記
録 

ヴィクトール・Ｅ・フラ
ンクル／霜山徳爾 

みすず書房 9784622006015 8,316 

JD202201000660 夜と霧 新版 
ヴィクトール・Ｅ・フラ
ンクル／池田香代子 みすず書房

 9784622039709 6,930 

JD201511000744 翼に息吹を （角川e文庫） 熊谷 達也  KADOKAWA 9784041019559 1,848 

JD201511000922 太陽の子 （角川e文庫） 灰谷 健次郎  KADOKAWA 9784043520107 2,033 

JD201701000023 三浦綾子電子全集 44 銃口 上  三浦 綾子  小学館 9784094021813 770 

JD201701000024 三浦綾子電子全集 45 銃口 下 三浦 綾子  小学館 9784094021820 770 

JD201906000095 ザ・ディスプレイスト 
ヴィエト・タン・ウェン 
編／山田 文 訳 

ポプラ社 9784591162125 5,236 

JD202201000639 三ギニー―戦争と女性 
ヴァージニア・ウルフ
／出淵敬子 

みすず書房 9784622045076 12,936 

JD202201000668 平和か戦争か―戦時の記録1 
アントワーヌ・ド・サン
＝テグジュペリ／山
崎庸一郎 

みすず書房 9784622045250 12,936 

JD202012000470 移民たち 
W.G.ゼーバルト 著
／鈴木 仁子 訳 

白水社 9784560097588 8,932 
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