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廣瀬陽子 KP00001678 慶應義塾大学出版会 200509 PDF ¥11,088 ‐ ¥16,632

旧ソ連地域と紛争 9784766411928

下斗米伸夫　島田博【編著】 KP00010968 明石書店 201210 PDF ‐ ¥4,400 ‐

現代ロシア

を知るための60章　第2版
9784750336794

羽場久美子【編著】 KP00010974 明石書店 201309 PDF ‐ ¥4,400 ‐

EU（欧州連合）

を知るための63章
9784750339009

ティモシ－・スナイダー　池田年穂 KP00016028 慶應義塾大学出版会 201607 PDF ¥8,690 ‐ ¥13,090

ブラックアース　上 9784766423501

ティモシー・スナイダー　池田年穂 KP00016029 慶應義塾大学出版会 201607 PDF ¥9,240 ‐ ¥13,860

ブラックアース　下 9784766423518

斎藤元秀 KP00016125 慶應義塾大学出版会 201801 PDF ¥14,190 ‐ ¥21,340

ロシアの対日政策　上 9784766424249

斎藤元秀 KP00016126 慶應義塾大学出版会 201801 PDF ¥14,190 ‐ ¥21,340

ロシアの対日政策　下 9784766424256

小泉悠 KP00033014 東京堂出版 201610 PDF ¥7,260 ¥8,712 ¥10,890

プーチンの国家戦略 9784490209501

ティモシー・スナイダー【著】　池田年穂【訳】 KP00033561 慶應義塾大学出版会 202003 PDF ¥7,700 ‐ ¥11,550

自由なき世界　上 9784766426656

ティモシー・スナイダー【著】　池田年穂【訳】 KP00033562 慶應義塾大学出版会 202003 PDF ¥7,700 ‐ ¥11,550

自由なき世界　下 9784766426663

立石洋子 KP00041790 慶應義塾大学出版会 202006 PDF ¥13,860 ‐ ¥20,790

スターリン時代の記憶 9784766426816

岡野弁 KP00048899 リットーミュージック 199507 EPUB(固定） ¥11,880 ‐ ¥23,760

メッテル先生 9784845600960

NO 書影

内容紹介

1

本書では、旧ソ連地域、とりわけコーカサス／アゼルバイジャンの事例に沿って、９．１１以降めま

ぐるしく変転する国際関係や続発するテロ、石油・ガスなどの天然資源をめぐる覇権争い、さらには

宗教・民族問題やナショナリズム、権威主義体制といった当地の内政問題に焦点をあて、平和構

築の阻害要因を詳細に検証。紛争の予防と、「人間の安全保障」について考察する。

2

隣国ロシアではふたたびプーチンが大統領の座についた。今後最長で12年間、最高権力者として

ロシアに君臨するかもしれない。ロシアはどのように変化していくのか。本書はもうひとつの大国の今を

現地でロシアと対した専門家が明らかにしていく。

3

大戦後、独仏和解から始まったヨーロッパ統合の動きは、5億800万人の人口をもち、いまやアメリ

カをしのぐ世界最大の経済圏となった。本書はそのEU（欧州連合）を、歴史、組織・制度、また

ユーロ危機と南欧問題・エネルギー問題についても詳細に解説。

4

 限られた資源、土地、食糧をめぐる生存競争の妄想にかられたヒトラーは、ポーランド、そしてウクラ

イナの肥沃な土壌（ブラックアース）を求めて侵攻し、国家機構を完璧に破壊し始める。 ドイツの

絶え間ない生存競争を、ユダヤ人の倫理観や法感覚が妨げると考えたヒトラーは、やがて、人種に

基づく世界、ユダヤ人のいない世界を構想し、それを現実のものとすべく実行に移した ――。

5

ホロコーストの多くは、戦前のドイツ国境線の外で起きたことであり、ユダヤ人は、現実には死の穴の

縁で殺害され、収容所ではなく、特別なガス殺の設備で殺害されたのだった。 そして、殺害に携わっ

たドイツ人の多くはナチスではなかったし、そもそも殺害した者のほぼ半分はドイツ人でさえなかった。 

極限状況における悪（イーブル）を問い直し、未来の大虐殺に警鐘を鳴らす世界的ベストセ

ラー。

6

豊富な資料を渉猟し、帝政ロシアからソ連最後のゴルバチョフ政権までの対日政策とその戦略を読

み解く。 北方領土問題を考えるうえで不可欠な「ヤルタ協定」「ソ連対日参戦」「日ソ共同宣言」

「新思考」外交などを取り上げ、帝政ロシアやスターリンの対日政策の成果とソ連歴代政権の対日

政策を多角的に再検証し、その核心に迫る。

7

米国一極支配に対抗し、国際政治に影響力を及ぼし続ける日本の北の隣国ロシア。ロシアの対

米・対中政策を睨みつつ、新生ロシア誕生からプーチン政権までの対日政策を検討する。▼大国

ロシアの領土、安全保障、シベリア・ロシア極東開発政策を貫くものを探るとともに今後の展望を考

察し、対日政策決定過程の解明も試みる。

8

今や、絶対的指導者として長くロシアに君臨するプーチン大統領。プーチンの支配のもと、ロシアはど

こに向かおうとしているのか。対ＮＡＴＯ政策、ウクライナをはじめ旧ソ連諸国との関係性、隣国と

の領土問題、核兵器、宇宙開発などの切り口から、ロシアの軍事、安全保障などについての戦略

に迫っていく。

9

ロシアはなぜクリミアに侵攻したのか。 法の支配を無効化し、民主主義を混乱に陥れ、歴史を葬り

去る「永遠の政治」。プーチンによる「永遠」の体制は、純潔無垢なるロシアの復活を唱え、EUの破

壊を画策し、遂にはウクライナの混乱に乗じてクリミアを併合する。

10

格差がファシズムを呼び寄せる ヨーロッパにおける相次ぐ右派政権の誕生、イギリスのEU離脱、アメ

リカのトランプ大統領誕生。西側を結束させてきた民主主義の価値観は、いまなぜ動揺し、世界は

混乱しているのか。新たなファシズムの台頭に警鐘を鳴らす。

11

▼スターリンとは何者だったのか  独ソ戦や、スターリン体制による市民への大規模な抑圧は、 ロシアの

人びとの記憶に何を遺したのか――。 体制転換後の新生ロシアにおける ソ連時代の歴史認識論

争の実像を、 歴史教育や歴史教科書をめぐる論争から明らかにする。  ソ連解体後の新生ロシアに

おいて、スターリン時代をはじめとするソ連時代の歴史はいかに議論されてきたのか――。

12

流浪の天才指揮者の生涯を描く長編ノンフィクション  戦前、ロシアから日本に移り住み、京都大学

交響楽団や大阪フィルハーモニック・オーケストラを一流の楽団に育て上げた指揮者、エマヌエル・L・

メッテル。門下には、服部良一、朝比奈隆ら、日本の音楽の発展に力を尽くした人材がいた。メッテ

ルはなぜ日本にやってきたのか、日本にもたらしたものは何か、なぜ亡命したのか…。
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加藤栄一【監修】光井明日香 菅井健太

　　　ミソチコ・グリゴリー サブリナ・エレオノーラ【著】
KP00052990 三修社 201909 PDF ¥4,840 ‐ ¥9,680

日本人が知りたい

　　　　ロシア人の当たり前
9784384058963

中澤英彦 KP00046944 白水社 201905 PDF ¥7,480 ‐ ¥11,220

ニューエクスプレスプラス

ウクライナ語
9784560088340

服部倫卓　越野剛【編著】 KP00061433 明石書店 201709 PDF ‐ ¥4,400 ¥6,600

ベラルーシを知るための50章 9784750345499

服部倫卓　原田義也【編著】 KP00061434 明石書店 201810 PDF ‐ ¥4,400 ¥6,600

ウクライナを知るための65章 9784750347325

Ｃ・ダグラス・ラミス KP00014416 平凡社 201407 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥4,620

戦争するってどんなこと？ 9784582836660

戸田清 KP00027264 法律文化社 201907 PDF ¥2,200 ‐ ¥3,300

人はなぜ戦争をするのか 9784589040206

ジャン＝ジャック・ルソー【著】 KP00049669 勁草書房 202007 PDF ¥18,150 ‐ ¥27,280

ルソーの戦争／平和論 9784326102815

佐藤雄亮 KP00032958 早稲田大学出版部 202006 PDF ¥5,280 ‐ ¥6,600

トルストイと「女」 9784657208040

半藤一利 KP00051658 平凡社 202105 EPUBリフロー ¥3,080 ‐ ¥4,620

墨子よみがえる 9784582769197

ティモシー・スナイダー【著】　池田年穂【訳】 KP00016088 慶應義塾大学出版会 201707 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

暴政 9784766424386

ローベルト・ゲルヴァルト【著】　小原淳【訳】 KP00031189 みすず書房 201902 PDF ¥17,160 ‐ ¥25,740

敗北者たち 9784622087618

広島大学大学院総合科学研究科【編】　眞嶋俊造【著】 KP00058114 丸善出版 201901 PDF ¥6,270 ¥7,942 ¥9,405

平和のために戦争を考える 9784621303559

13

14

ロシア語とは共通の祖語を持ちキリル文字を用い、ルーシ、コサックなど豊かな歴史を背景に持つ

ヨーロッパの穀倉地帯の誇りある言語。★音声アプリ無料ダウンロード

17

戦争ってどんなことするの？　日本が戦争できる国になったら？　軍隊があるほうが危ない？……ラ

ミスさんが今こそ徹底的に答えます。

15

16

古来、周辺の強国の版図に組み込まれ、とくにロシアとポーランドに交互に支配されてきたベラルー

シの地。1991年のソ連解体に伴い初めて独立国となった、東スラブ系のベラルーシ民族を主体と

した新興国ベラルーシ共和国を紹介する。

2014年ウクライナのクリミアをロシアが併合したことは全世界を驚かせた。そもそもウクライナ

とはどういう国なのか。本書は、ウクライナを自然環境、歴史、民族、言語、宗教など様々

な面から、ウクライナに長らくかかわってきた執筆者によって紹介する。

「アイスが大好きって本当？」「ソ連時代ってどんな時代だったの？」「民族ごとの特徴は？」ロシア人

の友達や先生に聞きたいけれど…。そんな今さら聞けない基本的なことから、長年勉強していても

今ひとつ納得できないでいたことまで、ロシアについての100の疑問を解消します！ロシア語と日本

語の対訳なので、知りたくて読むからロシア語のリーディングスキルが身につく！すぐに使える会話例

も掲載。

18

戦争の残虐さや悲惨さを経験しながら「人はなぜ戦争をするのか」という根源的問いに応答するブッ

クレット。生物学や考古学などさまざまな学問的叡智から、その背景や要因を探究し、この〈難問〉

に答える。将来への展望として、戦争克服の可能性や平和教育の方向性も提言する。

19

現代のルソー政治哲学研究の第一人者ベルナルディ率いる「グループ・ジャン＝ジャック・ルソー」の

研究成果。ルソー研究、啓蒙思想、18世紀研究における大きな発見であり、テクスト生成論研

究における新たな展開を示す。戦争・平和について書かれた『永久平和論・批判』も新たに決定版

を付し、完全版ルソーの戦争／平和論を提示する。

20

幸福な家庭と理想的世界を結び付け、夢見たレフ・トルストイ。その生涯は、幼い頃死別した母を

はじめ、多くの女性たちによって彩られていた。女性たちとの体験は、『戦争と平和』『アンナ・カレーニ

ナ』『見知らぬひと』など数々の名作にどのように反映されているのだろうか。

戦争や、テロ・人質殺害などの悲劇的状況で、命の価値の極端な不均衡‐‐‐「剥き出しの非対称

性」が生じている。命の危機を目の前にした極限の状況で「より少ない悪」を選ぶことは可能なの

か。戦闘用ドローンなど現代の「戦争の悪」なども取り上げ、応用倫理学の視点から、「悪」をどう考

え、どう向き合うのか、平和に向けあらたな視座を提示する。

21

今こそ、墨子の思想が日本、そして世界を救うと確信する筆者が熱く語る“墨子のすすめ”。巻末に

中村哲氏との対談を収録。

22

ファシストは日々の暮らしのささやかな〈真実〉を軽蔑し、新しい宗教のように響き渡る〈スローガン〉を

愛し、歴史やジャーナリズムよりも、つくられた〈神話〉を好んだ。事実を放棄するのは、〈自由〉を放

棄することと同じだ。 ファシズム前夜、 いまこそ本を積み上げよう。〈真実〉があるのを信じよう。歴史の

教訓に学ぼう。  世界に台頭する圧政の指導者に正しく抗うための二〇の方法をガイドする。

23

未曾有の紛争が大量虐殺の論理を生んだ。敗北者にとって、戦後はまさに暴力の始まりだった。帝

国の崩壊、内戦、ファシズムの台頭。２０世紀を決定付けた暴力の起源を照らし、現代史の新た

な扉を開く。

24
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小泉悠 KP00033015 東京堂出版 201906 PDF ¥7,920 ¥9,504 ¥11,880

「帝国」ロシアの地政学 9784490210132

奥山真司【監修】 KP00052802 新星出版社 202006 EPUB(固定） ¥3,960 ¥6,336 ¥11,880

サクッとわかる ビジネス教養　地政学 9784405120099

中欧・東欧文化事典編集委員会【編】　羽場久美子【編集代表】 KP00058246 丸善出版 202108 PDF ¥72,600 ¥91,960 ¥108,900

中欧・東欧文化事典 9784621306161

北岡伸一　細谷雄一【編】 KP00029692 東洋経済新報社 202003 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

新しい地政学 9784492444566

ダニエル・ヤーギン 黒輪篤嗣  KP00060120 東洋経済新報社 202202 EPUBリフロー ¥10,560 ¥14,080 ¥15,840

新しい世界の資源地図 9784492444665

クラウス・ドッズ 町田敦夫 KP00059134 東洋経済新報社 202112 EPUBリフロー ¥8,580 ¥11,440 ¥12,870

新しい国境　新しい地政学 9784492444641

荒巻豊志【監修】 KP00057007 誠文堂新光社 201608 EPUB(固定） ¥3,520 ‐ ‐

図解でよくわかる地政学のきほん 9784416616291

現代地政学事典編集委員会【編】 KP00058271 丸善出版 202001 PDF ¥79,200 ¥100,320 ¥118,800

現代地政学事典 9784621304631

2022年4月21日改訂

25

今やロシアの勢力圏は旧ソ連諸国だけでなく中東、東アジア、そして北極圏へと張り巡らされている

が、その狙いは何か。蜜月を迎える中露関係をどう読むか。ウクライナ、ジョージア、バルト三国など

旧ソ連諸国との戦略的関係は。中東政策にみるロシアの野望とは。ロシアの秩序観を知り、国際

社会の新たな構図を理解するのに最適の書である。第41回サントリー学芸賞受賞作品。

26

本書は「見るだけで、地政学の会話・説明ができる」ようになる本。アメリカと中国の貿易戦争、沖

縄基地の移転、北方領土の返還、中国の一帯一路政策、イギリスのEU離脱など、日々ニュース

は、わかったようでわからないもの。「地政学」の知識があれば、これらを根本的に理解できる！

30

「気候変動」による海や河川の変化は「境界線」を移動させるのか。「スマートボーダー」は収益性の

高い国境ビジネスを生み出すのか。「新型コロナ」は「資源の争奪戦」を加速させるのか。従来型か

らウイルス、気候変動、宇宙、サイバー空間、南極まで、今後数十年で激化する「国境紛争」４つ

の類型。「人新世」が揺さぶる「国境」の概念、地政学研究の第一人者が迫る。

30

31

  本書は、日本、中国、ロシア、アメリカ、イギリス、ヨーロッパなど国・地域別の歴史を、地図を使って

わかりやすく解説。  「地政学って何?」と思っている中高生や、歴史を苦手に感じている人たちも気

軽に読み進めることができる1冊。

32

「私たちは何におびえ、どう乗り越えるのか」。現代の地政学は国家中心主義や地理的要因を絶

対視する古い地政学を乗り越え、ローカルからグローバルなレベルまでを横断し、複雑化する空間と

政治を考察する学問へ変貌しつつある。２１世紀の地球社会が抱える問いに向き合い、国家以

外のアクターも分析の射程に入れた「新しい」地政学を構築する事典。

27

中欧、東欧、中東欧…。ドイツとロシアのはざまには、その地域に住む人々が自分たち自身でも「こ

の地域」を一言で到底言い表せないほど多様で複雑な世界が広がっている。この多様で多彩な文

化を持ち、独立心旺盛で、勇猛果敢な地域・民族・人々の暮らす地域を、日本を代表する研究

者の編集の元、340テーマでたどる初の中項目事典。

28

民主主義や法の支配が失われ、リベラルな国際秩序が失われつつある世界はどこに向かうのか？

日本を代表する知性を結集し、再び動き始めた「地理」と｢歴史」で世界を理解する視座を提示。

「ポスト・マッキンダー」時代の地政学を示す。

29

地政学とエネルギー分野の劇的な変化によって、どのような新しい世界地図が形作られようとしてい

るのか？エネルギー問題の世界的権威で、ピューリッツァー賞受賞者の著者が、エネルギー革命と

気候変動との闘い、ダイナミックに変化し続ける地図を読み解く衝撃の書。


