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★第一次世界大戦に関する簡単な解説 
           

1914 年 6 月 28 日、サラエボで起こった暗殺事件を

契機として、ヨーロッパ列強すべてを巻き込んだ大戦が 

8月に勃発しました。当時の日本の新聞は、これを「欧州大戦」と報じました。しかしこの戦争は、

ヨーロッパだけでなく全世界を、大戦以前とは別世界へと変貌させました。 

 戦争と技術の結合は、飛行機を戦闘機へと変え、戦車や毒ガス等その前には考えられなかった兵

器を誕生させました。国民すべてを巻き込んだ総力戦は、ほぼ一世代の若者が命を落とす凄惨な結

果をもたらしたのです。 

 イギリスの三枚舌外交が、現代まで続く中東問題の遠因となり、大戦によって起こったロシア革

命から、ニ十世紀を席巻した共産主義革命が生まれてきました。 

「八月の砲声」は、後戻りできない変容を世界にもたらし、「現代」がここから始まったのです。 

 

～大戦史を読む～ 

八月の砲声 バーバラ・Ｗ．タックマン/[著] 筑摩書房（1009310061004） 

第一次大戦はいかにして始まったか。マルヌ会戦までを描く、1968 年ピューリッツァ賞

受賞のノンフィクション。 

第一次世界大戦‐忘れられた戦争 山上正太郎/[著] 講談社学術文庫 （1000910086161） 

第一次世界大戦 上・下 リデル・ハート／著 中央公論新社 (1009910060153/1009910065115) 

第一次世界大戦の起原 ジェームズ・ジョル/[著] みすず書房 (1009610103059) 

２０世紀の歴史  13.第１次世界大戦 上：政治家と将軍の戦争 平凡社(1009410101057) 

２０世紀の歴史  14.第１次世界大戦 下：兵士と市民の戦争 平凡社 (1009410101058) 

いまなぜ第一次世界大戦か 教科書では学べない戦争の素顔 

 楳本捨三／著 光人社(1009310034017) 

仏独共同通史第一次世界大戦 上・下 ジャン＝ジャック・ベッケール／［著］ 

 岩波書店 (1001110189850/1001110189853)  

第一次大戦‐その戦略 リデル・ハート／著 原書房 (1009210190694) 

第一次世界大戦‐目で見る戦史 Ａ．Ｊ．Ｐ．テイラー／著 新評論 (1009410055244) 

第１次世界大戦‐１９１４－１９１９（毎日ムック シリーズ２０世紀の記憶） 

毎日新聞社 (1009810071853) 

暗殺者アピス‐第一次世界大戦をおこした男（２０世紀メモリアル） 

 デイヴィッド・マッケンジー／著 平凡社(1009410162465) 

 



写真が語る第一次世界大戦（「知」のビジュアル百科 16）サイモン・アダムズ／著 

あすなろ書房 (じどう図書) (1009915005568) 

世界の歴史 １６ 集英社版・学習漫画 第一次世界大戦 集英社（じどう図書）(1009912052486) 

シベリア出兵‐革命と干渉１９１７―１９２２ 原暉之／著 筑摩書房 (1009410071656) 

ドイツ海軍の熱い夏‐水兵たちと海軍将校団１９１７年（歴史のフロンティア） 

三宅立／著 山川出版社 (1009911017207) 

ドイツ艦隊大自沈  ダン・ファンデルバット／著 原書房 (1009210164566) 

不必要だった二つの大戦 チャーチルとヒトラー 

 パトリック・Ｊ．ブキャナン／著 国書刊行会 (1001210117138) 

 

～大戦と社会の変容～ 

「レクチャー第一次世界大戦を考える」シリーズ 

開戦 100 周年を目途に、京都大学人文科学研究所を中心に行われた共同研究の成

果です。第一次世界大戦を、社会・文化にわたる広範な視点でとらえた、国内最高

峰の「第一次世界大戦研究」です。 

・「戦争のるつぼ‐第一次世界大戦とアメリカニズム」中野耕太郎／著 人文書院(1001310072371) 

・「捕虜が働くとき‐第一次世界大戦・総力戦の狭間で」大津留厚／著 人文書院(1001310017568) 

・「表象の傷‐第一次世界大戦からみるフランス文学史」久保昭博／著 人文書院(1001010149812) 

・「葛藤する形態‐第一次世界大戦と美術」河本真理／著 人文書院  (1001010149809)  

・「徴兵制と良心的兵役拒否‐イギリスの第一次世界大戦経験」 

小関隆／著 人文書院(1001010051194) 

・「隣人が敵国人になる日‐第一次世界大戦と東中欧の諸民族」 

野村真理／著 人文書院(1001310072374) 

・「「クラシック音楽」はいつ終わったのか？‐音楽史における第一次世界大戦の前後」 

岡田暁生／著 人文書院(1001010051193) 

・「カブラの冬‐第一次世界大戦期ドイツの飢餓と民衆」 

藤原辰史／著 人文書院(1001010126017) 

・「複合戦争と総力戦の断層‐日本にとっての第一次世界大戦」 

山室信一／著 人文書院(1001010126018) 

 

 

第一次世界大戦と社会主義者たち 世界歴史叢書 西川正雄／著 岩波書店(1009410073587) 

第一次世界大戦と社会主義者たち（岩波人文書セレクション）西川正雄／著 岩波書店(1001310088143) 

第一次世界大戦とモダニズム‐数の衝撃（ＳＥＫＡＩＳＨＩＳＯ ＳＥＭＩＮＡＲ） 

荒木映子／著 世界思想社(1000810026813) 

第一次大戦とイギリス文学‐ヒロイズムの喪失（ＳＥＫＡＩＳＨＩＳＯ ＳＥＭＩＮＡＲ） 

清水一嘉／編 世界思想社 (1009915083396) 

明け方のホルン‐西部戦線と英国詩人 草光俊雄／著 小沢書店著 (1009710061539) 

 



～総力戦～ 

マルヌの会戦‐第一次世界大戦の序曲１９１４年秋 

 アンリ・イスラン／著 中央公論新社 (1001310125373) 

ガリポリ‐第１次大戦における最大の勇気と最大の愚行  

アラン・ムーアヘッド／著 フジ出版社(1009310068126) 

第一次大戦‐その戦略 リデル・ハート／著 原書房 (1009210190694) 

 

～新たな技術…大量殺戮の幕開け～ 

魔性の煙霧‐第一次世界大戦の毒ガス攻防戦史 ルッツ・Ｆ・ハーバー／著 原書房 (1009911046480) 

戦車大突破‐第一次大戦の戦車戦 Ｄ．オーギル／著 原書房 (1009210108009) 

撃墜王リヒトホーフェン（文庫版航空戦史シリーズ） 

Ｓ．Ｍ．ウラノフ／編 朝日ソノラマ(1009915020054) 

ドイツ空軍のエースとして名高いリヒトフォーフェン男爵の伝記。巻末に第１次世界

大戦における連合国・同盟国双方の「使用航空機の仕様と明細」あり。 

戦車大突破‐第一次大戦の戦車戦 Ｄ．オーギル／著 原書房 (1009210108009) 

 

～外交と裏切り～  

平和を破滅させた和平‐中東問題の始まり〈１９１４－１９２２〉上・下 

  デイヴィッド・フロムキン／著 紀伊国屋書店(1009914037551/1009914037553) 

中東ではなぜ血なまぐさい争いが絶えないのか？第一次大戦前夜までさかのぼる、近代中

東地域形成の全貌をあぶりだす歴史ノンフィクション。 

★アラビアのロレンス 

よく知られた英雄像から、研究の進んだ現在では、さまざまな視点から論じられています。 

砂漠の反乱（中公文庫 ＢＩＢＬＩＯ２０世紀） 

Ｔ．Ｅ．ロレンス／著 中央公論新社 (1009911028858) 

アラビアのロレンス（平凡社ライブラリー334） Ｒ．グレーヴズ／著 平凡社 (1009819073007) 

アラビアのロレンス（東洋文庫）ロバート・グレーブス／著 平凡社 (1009310091762) 

「アラビアのロレンス」の真実‐『知恵の七柱』を読み直す 田隅恒生／著 平凡社 (1001310032361) 

アラビアのロレンス ジェレミー・ウィルソン／著 新書館 (1009410065326) 

アラブが見たアラビアのロレンス スレイマン・ムーサ／著 リブロポート (1009410026129) 

アラビアのロレンス(岩波新書) 中野好夫／著 岩波書店 (1009310027732) 

アラビアのロレンスの秘密（ハヤカワ・ノンフィクション） 

Ｐ．ナイトリイ 早川書房 (1009210024126) 

アラビアのロレンスを探して‐揺れる英雄像 ２０世紀メモリアル 

 スティーヴン・Ｅ．タバクニック 平凡社 (1009410130671) 

 

スパイの世界史 海野弘／著 文藝春秋 (1009913054829) 

スパイから見た裏の世界史。第１次大戦を扱った第２部では「マタ・ハリ」「アラビアのロ

レンス」等も登場する。 



マタ・ハリ‐抹殺された女スパイの謎（ハヤカワ文庫） 

ラッセル・ウォーレン・ハウ／著 早川書房 (1009510000886) 

危険な愛人マタハリ‐今世紀最大の女スパイ（２０世紀メモリアル） 

ジュリー・ホィールライト／著 平凡社 (1009410214128) 

マタハリ マッシモ・グリッランディ／［著］ 中央公論社 (1009310050626) 

 

 

～日本と世界大戦～ 

日本にとって第一次世界大戦とは、青島での日独戦とシベリア出兵でした。ドイツ人捕虜

に対して、当時の日本政府は模範的な扱いをし、様々なエピソードが残されています。 

 外交では、列強が相争う隙間を縫うように「対華二十一カ条要求」が中国に対して行われ、

日中関係の悪化と日本の示した露骨な野心への各国の警戒を招きよせました。 

 

第一次大戦の時代‐写真記録 日本近代史研究会／編 日本ブックエース (1000910106695) 

ＮＨＫさかのぼり日本史 外交篇３-大正・明治 帝国外交の光と影 ＮＨＫ出版(1001210075072) 

複合戦争と総力戦の断層‐日本にとっての第一次世界大戦 

（レクチャー第一次世界大戦を考える） 山室信一／著 人文書院 (1001010126018) 

総力戦とデモクラシー‐第一次世界大戦・シベリア干渉戦争（戦争の日本史 ２１） 

 小林啓治／著 吉川弘文館 (1009917065238) 

第一次世界大戦と水野広徳‐ヴェルダンの罌粟の花 河田宏／著 三一書房 (1009610012695) 

松江豊寿と会津武士道 板東俘虜収容所物語（ベスト新書） 

星亮一／著 ベストセラーズ (1009916014999) 

平和の失速‐〈大正時代〉とシベリア出兵 １－５ 児島襄／著 文芸春秋 

(1009410222067/1009410224080/1009410236927/1009410236928/1009410239493) 

板東俘虜収容所‐日独戦争と在日ドイツ俘虜 冨田弘／著 法政大学出版局 (1009410150397) 

日本海軍地中海遠征記‐第一次世界大戦の隠れた戦史 紀脩一郎／著 原書房 (1009410052729) 

青島から来た兵士たち‐第一次大戦とドイツ兵俘虜の実像 

瀬戸武彦／著 同学社 (1009916018686) 

「八月の砲声」を聞いた日本人‐第一次世界大戦と植村尚清「ドイツ幽閉記」 

奈良岡聡智／著 千倉書房 (1001310001387) 

 

 

～小説・映像で見る第一次大戦～ 

西部戦線異状なし（新潮文庫） レマルク／［著］ 新潮社 (1009916073909) 

西部戦線異状なし（ビデオ） 淀川長治名作映画ベスト＆ベスト 

 淀川長治／解説 図書館流通センター (300993000018) 

武器よさらば 上・下 （光文社古典新訳文庫）ヘミングウェイ／著 光文社 

(1009917033920/1009917033922) 

武器よさらば （新潮文庫）ヘミングウェイ／［著］ 新潮社 (1009916017067) 



バルトの楽園（がくえん） 古田求／著 潮出版社 (1009916011379) 

「歓喜の歌（交響曲第９番・べートーべン）」は、1918年ドイツ人捕虜によって日本で初め

て演奏されました。徳島県・鳴門にあった板東俘虜収容所での、ドイツ人捕虜と住民の交流

を描いた 2006年公開映画のノベライズ版 

八月四日‐第一次世界大戦の悲劇 （歴史の中の人間シリーズ １） 

ペネロピ・ファーマー／作 篠崎書林 (じどう図書) (1009210201892) 

映像の世紀［第２集］ Ｔｈｅ ２０ｔｈ ｃｅｎｔｕｒｙ（ＤＶＤ） 

‐大量殺戮の完成‐ 山根基世／語り ＮＨＫソフトウェア（3009933000602） 

 

「ヤング・インディ・ジョーンズ」シリーズ 

映画でお馴染みの、インディ・ジョーンズの若き日の活躍を描くシリーズです。 

国籍・年齢を偽ってベルギー軍の志願兵となったインディは第一次大戦を目の当たりにし

ます。ＴＶシリーズとして作成されたシリーズの日本語ノベライズ版です。 

「戦下の別離 ヤング・インディ・ジョーンズ４」文春文庫 友成純一／著 (1009510021308) 

「最後の伝令 ヤング・インディ・ジョーンズ５」文春文庫 矢野浩三郎／著(1009510021309) 

「皇帝の密使 ヤング・インディ・ジョーンズ８」文春文庫 小尾芙佐／著 (1009510021311) 

「硝煙の詩 ヤング・インディ・ジョーンズ１０」文春文庫 川又千秋／著 (1009510021313) 

「脱走大作戦 ヤング・インディ・ジョーンズ１１」文春文庫 岡崎弘明／著 (1009510021314) 

「笑うバルセロナ ヤング・インディ・ジョーンズ１２」文春文庫 梶尾真治／著(1009510021315) 

 

 

 制作：名古屋市富田図書館 


