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 「人文書ベストセレクションNo．110」をお届けします。

テーマは「戦争・紛争・論争」です。

ロシアのウクライナ侵攻は多くの人々に衝撃を与えました。

現代の国家間の諍いに限らず、古今東西の物理的な戦いから言論による争いまで、

広く集めてみました。

順位
出版社名 書名 著者名

本体価
格

ISBNコード 発行年月 ジャンル 内容紹介 ご注文

5 慶應義塾大学出版会 同性婚論争－「家族」をめぐるアメリカの文 小泉明子 2,000 9784766427004 2020/10 家族
アメリカを舞台に、同性愛者の権利運動が、激しい反動を受けながら、い
かに同性婚を実現したのか。その半世紀にもわたる歴史を辿る。

2 慶應義塾大学出版会 女性兵士という難問 佐藤文香 2,400 9784766428353 2022/7 ジェンダー・フェミニズム

この20余年のあいだに起こったさまざまな変化をふまえつつ、女性兵士
が果たすことを求められてきた役割とその効果を検証していく。

1 日本評論社 アニメと戦争 藤津亮太 2,000 9784535587533 2021/2 現代社会
『桃太郎　海の神兵』から『この世界の片隅に』まで、アニメに登場する
様々な戦争。その系譜をたどり、社会との関係を問い直す。

1 筑摩書房 現代ロシアの軍事戦略 小泉悠 940 9784480073952 2021/5 海外事情
ロシアはなぜ世界に覇権を誇示し続けられるのか。メディアでも活躍す
る研究者が戦争の最前線を読み解き、未来の世界情勢を占う。

2 青土社 女たちの中東 ロジャヴァの革命　民主的自治とジェンダーの平等 ミヒャエル・クナップ他 3,200 9784791772537 2020/3 海外事情
アラブの春の残響のなか北部シリアで、列強を恐れさせる革命が継続し
ている。ロジャヴァから究極の革命の意味と実情を追求する。

4 青土社 ガザ通信 サイード・アブデルワーヘド 1,500 9784791764754 2009/4 海外事情
空襲下のガザで、爆撃と死の恐怖とたたかいながら、大学教授が発信し
続けた47通のメールが語る真実。

2 白水社 〈米中新冷戦〉と中国外交 松本はる香 2,400 9784560097892 2020/9 海外事情
ポスト冷戦期のユーラシア大陸を新冷戦と中国外交から眺めた新たな
知の羅針盤。

5 白水社 破綻の戦略 髙橋博史 1,900 9784560098769 2021/11 海外事情
ソ連のアフガン侵攻前夜から中村哲氏との親交に至るまで、現地の人
びとと膝をつき合わせてきた元大使による異色のドキュメント。

3 晶文社 ルース・ベイダー・ギンズバーグ　アメリカを変えた女性

ルース・ベイダー・ギンズバーグ、
アマンダ・L・タイラー 2,500 9784794972910 2022/2 海外事情

平等の実現に向けて闘う姿勢やユーモアのある発言で、国中の尊敬と
支持を集めた“RBG”の生涯と業績をたどる。

3 平凡社 難民に希望の光を 真の国際人緒方貞子の生き方 中村恵 1,700 9784582838930 2022/2 海外事情
日本人初・女性初のＵＮＨＣＲの高等弁務官として10年間、世界中の紛
争地をめぐり、難民支援に携わった、緒方貞子の生涯をたどる。

5 青土社 占領と平和　新装版 道場親信 4,400 9784791774036 2021/7 日本論･日本人論
東アジア冷戦体制とナショナリズムを再審にかけ、反戦平和運動の実践
と思想のうちに豊穣な抵抗の歴史を見出す、戦後史研究。

4 誠信書房  精神分析とナチズムフロイト・反ユダヤ主義・ホロコースト 小俣和一郎 2,200 9784414429213 2022/6 心理一般
ヨーロッパ近代から現代への移行期。ユダヤ人として生きたフロイトと、
彼の生み出した精神分析を、ナチズムとの関係から読み解く

4 筑摩書房 戦争における「人殺し」の心理学 デーヴ・グロスマン 1,500 9784480088598 2004/5 心理一般
人間には、人を殺すことに強烈な抵抗がある。兵士として殺戮の場＝戦
争に送りだすにはどうするか。元米軍将校による戦慄の研究書。

5 誠信書房 精神医学の近現代史－歴史の潮流を読み解く 小俣和一郎 2,400 9784414429206 2020/9 心理一般
戦争、安楽死、反精神医学、優生思想等、精神医学が長きに渡り関わっ
てきたにも関わらず、真正面から語られなかったテーマに切り込む

2 誠信書房 災害精神医学ハンドブック 

ロバート・J・ウルサノ編　キャロル・S・フ
ラート 編　ラース・ウェイゼス編　ビヴァ
リー・ラファエル編　重村淳監訳 5,400 9784414428681 2022/1 精神医学

災害時の個人とコミュニティへの標準的かつ適切な治療・介入・回復の
道筋を、最新の研究を背景とするエビデンスに基づいて解説

2 日本評論社 戦争トラウマ記憶のオーラルヒストリー 中尾知代 3,400 9784535587489 2022/7 精神医学
第二次大戦連合軍の英米蘭の元捕虜・民間人抑留者とその家族のトラ
ウマ・PTSDを整理。日本軍が与えた、今も残る痛みに向き合う。

1 誠信書房 紛争と和解を考える　集団の心理と行動 日本心理学会監　大渕憲一編 2,400 9784414311228 2019/8 社会心理
古今東西の知見に基づき、争いをもたらす集団心理の危うさを解説。そ
のうえで最新の実験・調査から和解の可能性を探る

3 誠信書房  フィクションが現実となるとき日常生活にひそむメディアの影響と心理

カレン・Ｅ・ディル－シャックル
フォード著　川端美樹訳 3,200 9784414304268 2019/11 社会心理

メディアの影響を、社会心理学によって分析した。現代社会で注目度の
高い問題を扱いながら社会心理学の入門書としても適した内容

5 紀伊國屋書店 社会はなぜ左と右にわかれるのか ジョナサン・ハイト 2,800 9784314011174 2014/4 社会心理
哲学、人類学、進化理論などの知見から現代の米国政治の分断に迫り、
新たな道徳の心理学を提唱。左派と右派する構図を明解に解説。

4 晶文社 沈黙の子どもたち　軍はなぜ市民を大量殺害 山崎雅弘 1,800 9784794970923 2019/6 歴史一般
アウシュヴィッツ、南京、ゲルニカ、沖縄、広島・長崎……組織的な市民
大量殺害の事例からその原因と構造を読み解く試み。

5 吉川弘文館 壬申の乱 倉本一宏 2,500 9784642063128 2007/2 日本史（古代）
古代史最大の皇位継承戦争。その真の首謀者は持統天皇だった！戦闘
の経過を克明に辿り、あたらしい「壬申の乱」像を明らかにする。

4 吉川弘文館 源平の争乱 上杉和彦 2,500 9784642063166 2007/3 日本史（中世）
主役は義経だけではない！一ノ谷合戦「坂落とし」の真相や戦の中の民
衆から、源氏武士団のリベンジ“源平合戦”の歴史的意味を問う。

3 吉川弘文館 関ヶ原合戦と大坂の陣 笠谷和比古 2,500 9784642063272 2007/11 日本史（近世）
誤算と逆説に満ちた“関ヶ原”。家康の本望ではなかった“大坂の陣”。
豊臣・徳川が覇権をかけて繰り広げた複雑な政治ドラマの真相に迫る。

1 吉川弘文館 アジア・太平洋戦争 吉田裕　森茂樹 2,500 9784642063333 2007/8 日本史（近代）
なぜアメリカとの無謀な戦争に突入したのか？　日本の敗因を徹底検証
する。戦後７０年を経た今、アジア・太平洋戦争を問い直す。

2 吉川弘文館 戊辰戦争 保谷　徹 2,500 9784642063289 2007/12 日本史（近代）
鳥羽・伏見の戦いから箱館戦争まで、戦争遂行のために動員されたヒ
ト・モノ・カネの実態に迫る。戊辰戦争を軍事史的な観点から解明。

2 勁草書房 天皇と軍隊の近代史 加藤陽子 2,200 9784326248506 2019/10 日本史（近代）
天皇の譲位による改元という経験をへた今、近代における天皇の位置と
役割をどう考えるのか。軍隊との関係を通して歴史を見つめる。

3 勁草書房 戦争の論理－日露戦争から太平洋戦争まで－ 加藤陽子 2,200 9784326248353 2005/6 日本史（近代）
近代日本において戦争の論理、軍の論理とはいかなるものであったか。
為政者や国民は、どのようにして戦争すると決意したのかを解明。

3 大月書店 帝国に生きた少女たち 京城第一公立高等女学校生の植民地経験 広瀬玲子 2,500 9784272521142 2019/8 日本史（近代）
植民者二世の生活と意識をたどり、支配構造における役割を分析。戦後
における、内なる植民地主義との葛藤や克服過程をたどる。

3 日本評論社 教誨師 関口亮共とBC級戦犯 布川玲子　伊藤京子 2,300 9784535587076 2017/7 日本史（近代）
87名のBC級戦犯死刑囚を見送った教誨師に届いた遺族からの手紙と
生還者の手記。「庶民にとっての戦争」の記憶がいま甦る。

4 日本評論社 日本降伏－迷走する戦争指導の果てに 纐纈厚 2,200 9784535586604 2013/12 日本史（近代）
戦前、天皇制国家・日本はアジア太平洋戦争に突き進み、1945年8月、
「降伏」に至った。その過程で何があったのか。

5 日本評論社 法学者・法律家たちの八月十五日 日本評論社法律編集部 3,000 9784535525580 2021/7 日本史（近代）
日本が終戦を迎えたあの日。法学者・法律家たちは何を思ったのか。戦
時下の学者と学問の有り様を記録したエッセイ集。

4 慶應義塾大学出版会 南方からの帰還　日本軍兵士の抑留と復員 増田弘 2,700 9784766426090 2019/7 日本史（近代）
当時の一次史料から、未だ謎の多い南方日本軍兵士の抑留・強制労
働・復員の全体像を明らかにする一冊。

1 平凡社 昭和史　１９２６－１９４５ 半藤一利 900 9784582766714 2009/6 日本史（近代）
「わかりやすい通史」として絶賛を博したシリーズ、待望のライブラリー
版。過ちを繰り返さない日本へ、今こそ読み直すべき一冊。

2 平凡社 世界史のなかの昭和史 半藤一利 1,000 9784582769050 2020/7 日本史（近代）
ヒトラーやスターリンらが動かした世界と日本はどう関わっていたのか、
戦前の盲点が明かされる。半藤昭和史完結編、待望の文庫化！

5 平凡社 南京事件論争史　増補　日本人は史実をどう 笠原十九司 1,500 9784582768763 2018/12 日本史（近代）
明白な史実であるのに否定派の存在によって論争が続く南京事件。否
定派の論拠のトリックとは？　親本刊行後の10年を増補した全史。

1 春秋社 あなたはどこにいるのか 籠原 あき 1,800 9784393435168 2022/3 日本史（現代）
満州からの帰還。敗戦の傷跡を背負いつつ真摯に生き抜いた人々。若
い世代は過去から何を伝え聞いたか。後世に語り継ぐ再生の物語。

2 春秋社 あのときの蒼い空　それぞれの戦争 比企寿美子 1,800 9784393436547 2018/9 日本史（現代）
幼い頃に空襲を体験した著者が、戦争の日々を生きた市井の人、その人
生ドラマを活写した、あの時代へのレクイエム。
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3 春秋社 戦争は犯罪である　加藤哲太郎の生涯と思想 小松隆二 2,000 9784393441671 2018/6 日本史（現代）
『私は貝になりたい』の著者が真に伝えたかったこと。いまなお、現代人
の心情に訴えかけてくる哲太郎の反戦争論と平和社会論の迫力。

4 春秋社 私は貝になりたい　あるBC級戦犯の叫び　普及版 加藤哲太郎 1,600 9784393441688 2018/6 日本史（現代）
「こんど生まれかわるのなら、私は人間になりたくありません」市民にとっ
て戦争とは何かを暴いた昭和史の貴重な記録。

1 ミネルヴァ書房 命のビザ　評伝・杉原千畝 白石仁章 2,200 9784623092000 2022/3 日本史（現代）
自分や家族の危険を顧みず、勇気と 強い意志をもって、数千人もの命を
救った外交官の一生を、未来を生きる中高生に伝える１冊

3 青土社 戦時下の日常と子どもたち 佐々木賢 1,600 9784791774340 2021/12 日本史（現代）
戦後教育の現場で活躍してきた著者が綴る、これだけは知ってもらいた
い「負の歴史遺産」。

3 筑摩書房 水木しげるのラバウル戦記 水木しげる 950 9784480032867 1997/7 日本史（現代）
太平洋戦争の激戦地ラバウル。その戦闘に一兵卒として送り込まれ、九
死に一生をえた作者が描いた絵物語風の戦記。

5 筑摩書房 若い人に語る戦争と日本人 保阪正康 780 9784480687883 2008/7 日本史（現代）
昭和は悲惨な戦争にあけくれた時代だった。戦争の本質をさぐり、日本
人の国民性を知り、歴史から学ぶことの必要性を問いかける。

2 晶文社 きみが死んだあとで 代島治彦 2,300 9784794972699 2021/6 日本史（地方史・郷土史）

10・8羽田闘争。この伝説の学生運動に関わった若者達のその後を描
いた長編ドキュメンタリー映画『きみが死んだあとで』を書籍化。

1 大月書店 これならわかる戦争の歴史Q&A 石出法太　石出みどり 1,600 9784272502264 2020/9 世界史（概論・通史・史料）

先史時代から現代まで、戦争の歴史をＱ＆Ａ形式で解説する。戦争を通
して世界史が学べる書。

2 大月書店 勝者なき戦争　世界戦争の200年  イアン・Ｊ．ビッカートン 3,600 9784272530434 2015/5 世界史（概論・通史・史料）

主要な戦争を仔細に検証し、その勝利の代償がいかに甚大なもので
あったのかを独自のアプローチで明らかにする。

1 創元社 軍事戦略入門
アントゥリオ・エチェヴァリア著　前
田 祐司訳 2,400 9784422300757 2019/12 世界史（概論・通史・史料）

先行研究と豊富な歴史的事例を交えながら、軍事戦略の基本類型を整
理分析。その概念や歴史的背景、理論的争点を示す。

2 創元社 第二次世界大戦
ゲアハード・L・ワインバーグ著
矢吹啓訳 2,400 9784422300764 2020/3 世界史（概論・通史・史料）

第二次世界大戦の起源と推移を辿るとともに、戦場の兵士および戦争
を生き延びた民間人たちに戦争が及ぼした影響を考察。

3 創元社 戦争と技術
アレックス・ローランド著　塚本勝
也訳 2,400 9784422300771 2020/6 世界史（概論・通史・史料）

技術の進化とそれが戦争に与えた影響に着目、先史時代から現代にい
たる豊富な事例を引用しつつ「技術と戦争の相互作用」を考察。

4 創元社 近代戦争論
リチャード・イングリッシュ著　矢吹
啓訳 2,400 9784422300788 2020/10 世界史（概論・通史・史料）

近代戦争の性質について、歴史学、政治学、経済学、神学、心理学など
さまざまな観点から考察した入門書。

5 創元社 航空戦 フランク・レドウィッジ著　矢吹啓訳 2,400 9784422300849 2022/9 世界史（概論・通史・史料）

エア・パワーが重要的な役割を果たした戦いを紹介。その技術的変遷や
各時代の理論と実践を考察した、すぐれた概説書。

3 白水社 戦争記念碑は物語る キース・ロウ 3,200 9784560098813 2022/1 世界史（概論・通史・史料）

世界各地の25の戦争記念碑を「英雄」「犠牲者」「モンスター」「破壊」
「再生」に分類して考察する。

1 慶應義塾大学出版会 ウクライナの夜 マーシ・ショア 2,500 9784766428285 2022/6 世界史(ヨーロッパ）
マイダン革命・クリミア侵攻・ドンバス紛争――。大文字の歴史に、多様
なの証言者たちの声を織り交ぜながら立体的に描き出す現代史。

3 慶應義塾大学出版会 秘密の戦争 ティモシー スナイダー 4,500 9784766427707 2021/11 世界史(ヨーロッパ）
ソ連とドイツの思惑に蹂躙されたポーランドで、秘かな戦いをくり広げた
男の数奇な生涯を通して20世紀東欧史の最深部を描き出す。

1 白水社 ナポレオン戦争 マイク・ラポート 2,300 9784560097809 2020/6 世界史(ヨーロッパ）
初めての世界大戦にして、初めての総力戦はいかに戦われたか？　師団
の創設からトリアージの開発まで、すべてを変えた戦争の全体像。

4 白水社 トロイア戦争 エリック・H・クライン 2,500 9784560098257 2021/2 世界史(ヨーロッパ）
古典文学に伝えられる伝説の戦争は現実にあったのか。最新の研究成
果を様々な分野から総合的に描き出す。

1 みすず書房 コード・ガールズ ライザ・マンディ 3,600 9784622090199 2021/7 世界史(ヨーロッパ）
戦後も守秘義務を守続けた当事者らへのインタビュー、情報戦の一翼を
担った女性たちに光をあて、ベストセラーとなった一冊。

2 みすず書房 ＳＳ将校のアームチェア ダニエル・リー 4,000 9784622090342 2021/11 世界史(ヨーロッパ）
古いアームチェアを修理に出したところ、中からナチの書類の束が見つ
かった。誰が、何のために隠したのか。その行方を追う。

4 みすず書房 エルサレム〈以前〉のアイヒマン ベッティーナ・シュタングネト 6,200 9784622089605 2021/5 世界史(ヨーロッパ）
「もはや本書への言及なしに、アイヒマン現象は語れない」NYタイムズ書
評。従来のアイヒマン像を覆しナチズム研究の一画期をなす。

6 みすず書房 夜と霧　新版 Ｖ．Ｅ．フランクル著　池田香代子訳 1,500 9784622039709 2002/11 世界史(ヨーロッパ）
人間の偉大と悲惨をあますところなく描いた本書は、世界的なロングセ
ラーとして600万を超える読者に読みつがれている。

2 法政大学出版局 ロシアの愛国主義　プーチンが進める国民統 西山 美久 3,600 9784588603525 2018/5 世界史(ヨーロッパ）
失われた超大国を取り戻すため、プーチンが打ち出した、愛国主義とは
どんなものだったのか。

3 法政大学出版局 パレスチナの民族浄化　イスラエル建国の暴 イラン・パペ 3,900 9784588603501 2017/11 世界史(ヨーロッパ）
パレスチナ全土で住民は殺され、郷土を追われたとき、なぜ世界はそれ
を黙認したのか。

4 法政大学出版局 第一次世界大戦 マイケル・ハワード 2,800 9784588366079 2014/9 世界史(ヨーロッパ）
イギリスの代表的研究者が平易な言葉で「人びとが戦争をする理由」に
迫った定評ある入門書。

4 勁草書房 クラウゼヴィッツ マイケル・ハワード著　奥山真司監訳1,800 9784326351824 2021/7 世界史(ヨーロッパ）
なぜ『戦争論』は世界的名著となったのか？　その本質は何なのか？　戦
争研究の巨匠が読み解く最高峰の解説書が、ついに日本語訳！

4 ミネルヴァ書房 論点・西洋史学 金澤周作監修 3,200 9784623087792 2020/4 世界史(ヨーロッパ）
139の論点を最新の研究動向に照らし、史実とともにコンパクトに解説
した学生・関連領域研究者必携の一冊。

4 紀伊國屋書店 殺す理由－なぜアメリカ人は戦争を選ぶのか リチャードＥ．ルーベンスタイン 2,500 9784314011068 2013/4 世界史(アメリカ、南北を含む）

アメリカ国民が開戦を受け容れてきた歴史をたどり、市民宗教ともいう
べき愛国心観、共同体意識、孤高のヒーロー像などをあぶりだす。

1 紀伊國屋書店 平和を破滅させた和平　上 デイヴィッド・フロムキン 3,800 9784314009669 2004/8 世界史(アジア）
中東ではなぜ抗争やテロが絶えないのか。今日の中東が形成された表
舞台、裏舞台をあぶり出す一大歴史ノンフィクション。

2 紀伊國屋書店 平和を破滅させた和平　下 デイヴィッド・フロムキン 3,800 9784314009676 2004/8 世界史(アジア）
中東ではなぜ抗争やテロが絶えないのか。今日の中東が形成された表
舞台、裏舞台をあぶり出す一大歴史ノンフィクション。

3 みすず書房 日ソ戦争　南樺太・千島の攻防 富田武 3,400 9784622095262 2022/7 世界史(アジア）
日本人捕虜や居留民の実態、ソ連による南樺太・千島の占領と併合、兵
士、および住民の多様な記録から戦闘の全貌と詳細をしるす。

5 みすず書房 日ソ戦争１９４５年８月　棄てられた兵士と 富田武 3,800 9784622089285 2020/7 世界史(アジア）
「触れたくない敗戦史」ゆえに放置された日ソ戦争の全体像を初めて描
く。断片的にしか分かっていなかった戦争の真実をが明らかに。

5 ミネルヴァ書房 論点・東洋史学 吉澤誠一郎監修 3,600 9784623092178 2022/1 世界史(アジア）
158の〈論点〉を最新の研究動向に照らし、〈背景〉〈探究のポイント〉と
ともにコンパクトに解説した学生・関連領域研究者必携の書

3 紀伊國屋書店 原爆を盗め！－史上最も恐ろしい爆弾はこう スティーヴ・シャンキン 1,900 9784314011273 2015/3 世界史(その他）
米英ソ独の原爆開発競争を、科学者とスパイたちを主人公にしてスリリ
ングな筆致で綴った歴史ノンフィクション。

1 晶文社 増補版 戦争と建築 五十嵐太郎 2,400 9784794973238 2022/7 哲学（事典・概論・哲学史）

2003年に刊行され大きな話題を呼んだ1冊に、ウクライナ侵攻と9・11
の受容についての新たな書き下ろし2篇を加えた増補版。

1 法政大学出版局 戦争論　新装版－われわれの内にひそむ女神 ロジェ・カイヨワ 3,000 9784588022715 2013/8 構造主義・ポスト構造主義 NHK「100分de名著」で紹介されました。

5 法政大学出版局 暴力 リチャード・Ｊ．バーンスタイン 4,200 9784588011269 2020/12 構造主義・ポスト構造主義

戦争や暴動がすぐそばにある時代に、私たちは「暴力」をどう考えればい
いのか。

4 平凡社 チョムスキーが語る戦争のからくり
ノーム・チョムスキー 　アンドレ・ヴ
ルチェク 1,700 9784582703290 2015/6 国家論･帝国論

鉄壁な情報操作により西側諸国がいかに自らのテロリズムを巧妙なも
のとしてきたか。「テロとの戦い」を標榜する西洋の欺瞞を暴く。

5 勁草書房 日本SF論争史 巽孝之編 5,000 9784326800445 2000/5 文学・芸術批評/理論
SFの成果を豊穣な思想史として位置づける。各時代を代表するSF批評
全21篇を収録。

1 勁草書房 リベラル・コミュニタリアン論争
アダム・スウィフト／スティーヴン・ムル
ホール著　谷澤正嗣・飯島昇藏訳者代表 5,000 9784326101665 2007/7 政治哲学・社会哲学

1980年代から90年代初頭に米国の政治哲学を席巻した論争につい
て、体系的で隅々まで行き届き明快に構成された議論を提供する。

1 青土社 戦争・記憶　沖縄戦と集団自決 亀山亮 2,200 9784791774043 2021/9 その他
世界の戦場を撮り続けてきた写真家・亀山亮。写真・テキストを駆使し、
自身が向き合い続けてきた「戦争と記憶」を明らかにしていく。

1 東京大学出版会 ウクライナ戦争と世界のゆくえ 池内恵 ほか 1,700 9784130333054 2022/8 その他
いまもっともアクチュアルに活躍する地域・国際関係の研究者がロシア･
ウクライナ戦争と今後の世界を見通す。

2 東京大学出版会 ウクライナ・ナショナリズム　独立のディレンマ 中井和夫 7,200 9784130360937 1998/11 その他
第二次世界大戦からペレストロイカに至る軌跡と独立のプロセスを描き
出し、さらには独立後に直面するディレンマを明らかにする。

3 東京大学出版会 「暴力」から読み解く現代世界 伊達聖伸・藤岡俊博 編 2,500 9784130333047 2022/6 その他
世界は今、暴力で覆われている。これらの暴力を生み出しうる構造を解
き明かす。

2 筑摩書房 アフガニスタンの診療所から 中村哲 740 9784480420534 2005/2 その他
戦争、宗教対立、難民。アフガニスタン、パキスタンでハンセン病治療、農
村医療に力を尽くす医師と支援団体の活動。

2 ミネルヴァ書房 ハンドブックヨーロッパ外交史
岩間陽子編著　君塚直隆編著
細谷雄一編著 3,500 9784623092260 2022/4 その他

16世紀後半から今日に至るまでの近現代ヨーロッパ外交史における
70の要点を取り上げ、その全貌を明らかにする。
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3 ミネルヴァ書房 同盟の起源
スティーヴン・M・ウォルト著　今井
宏平訳　溝渕正季訳 5,500 9784623092345 2021/12 その他

諸国家はなぜ同盟を形成するか。その説明として一般的であった勢力均
衡理論に代わり脅威均衡理論を打ち出した古典的名著
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