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◇外交の現場◇
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

米軍基地権と日米密約 信夫隆司／著 岩波書店 2019.1 1110945860

検証米秘密指定報告書「ケーススタディ沖縄返還」 西山太吉／監修 岩波書店 2018.8 1110931894

日韓国交正常化交渉の政治史 金恩貞／著 千倉書房 2018.2 1110775325

英国のEU離脱とEUの未来 須網隆夫／編 日本評論社 2018.11 1111010078

朝鮮半島 危機から対話へ 李鍾元／編 岩波書店 2018.1 1110933858

尖閣諸島と日中外交 塩田純／著 講談社 2017.4 1110717244

返還交渉 東郷和彦／著 PHP研究所 2017.3 1110843644

冷戦の終焉と日本外交 若月秀和／著 千倉書房 2017.12 1110758305

冷戦と「アメリカの世紀」 菅英輝／著 岩波書店 2016.8 1110487525

ニクソン訪中機密会談録 毛里和子／訳 名古屋大学出版会 2016.8 1110483276

証言北方領土交渉 本田良一／著 中央公論新社 2016.12 1110700919

外交交渉回想 枝村純郎／著 吉川弘文館 2016.11 1110496088

対ソ国交回復交渉の軌跡 佐瀬昌盛／著 南窓社 2016.1 1110496914

アジア外交 谷野 作太郎／著 岩波書店 2015.12 1110554522

戦争と諜報外交 白石 仁章／著 KADOKAWA 2015.11 1110457486

機密解禁文書にみる日米同盟 末浪 靖司／著 高文研 2015.11 1110454079

人道的介入 小松 志朗／著 早稲田大学出版部 2014.2 1110360169

環境外交 加納 雄大／著 信山社 2013.6 1110145271

「京都議定書」後の環境外交 鄭 方?／著 三重大学出版会 2013.5 1110139126

歴史を変えた外交交渉 フレドリック・スタントン／著 原書房 2013.3 1110300371

湾岸戦争・普天間問題・イラク戦争 折田 正樹／著 岩波書店 2013.2 1110122635

若泉敬と日米密約 信夫 隆司／著 日本評論社 2012.3 1108793124

日中国交正常化 服部 龍二／著 中央公論新社 2011.5 1108689819

紛争屋の外交論 伊勢崎 賢治／著 NHK出版 2011.3 1108700723

沖縄返還・日中国交正常化・日米「密約」 栗山 尚一／著 岩波書店 2010.8 1110011812

日中国交正常化の政治史 井上 正也／著 名古屋大学出版会 2010.12 1108666346

プロフェッショナルの交渉力 田中 均／著 講談社 2009.3 1108833821

ヴェルサイユ条約 牧野 雅彦／著 中央公論新社 2009.1 1108581826

外交 細谷 雄一／著 有斐閣 2007.12 1108443290

◇外交官たち◇
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

お殿様、外交官になる 熊田忠雄／[著] 祥伝社 2017.12 1110761937

僕は沖縄を取り戻したい 宮川徹志／著 岩波書店 2017.8 1110740204

ホロコーストと外交官 モルデカイ・パルディール／著 人文書院 2015.6 1110436944

外交官の仕事がわかる本 法学書院編集部／編 法学書院 2015.3 1110421284

新・外交官の仕事 河東 哲夫／著 草思社 2015.2 1110513668

大使たちの戦後日米関係 千々和 泰明／著 ミネルヴァ書房 2012.6 1108956267

外交官の誕生 箱田 恵子／著 名古屋大学出版会 2012.2 1110005772

戦後日米交渉を担った男 伊奈 久喜／著 中央公論新社 2011.9 1108732817

わが外交人生 丹波 實／著 中央公論新社 2011.7 1108727676

明治外交官物語 犬塚 孝明／著 吉川弘文館 2009.10 1108849504

大使館国際関係史 木下 郁夫／著 社会評論社 2009.4 1108591650

外交の力 田中 均／著 日本経済新聞出版社 2009.1 1108814300

大使夫人 横井 弘海／著 朝日新聞社 2003.10 1108039585
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◇国際組織◇
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

生まれ変わっても国連 丹羽敏之／著 人間と歴史社 2019.2 1111021679

国際政治史 小川浩之／著 有斐閣 2018.4 1110780119

戦争・平和・国際組織 武田昌之／著 東海大学出版部 2018.11 1110940978

新渡戸稲造日本初の国際連盟職員 玉城英彦／著 彩流社 2018.10 1110764592

国際連合の基礎知識 国際連合広報局／著 関西学院大学総合政策学部 2018.10 1110945902

国際連合 植木安弘／著 日本評論社 2018.2 1110770730

エスカレーション 藤田直央／著 岩波書店 2017.12 1110762026

国連で学んだ修羅場のリーダーシップ 忍足謙朗／著 文藝春秋 2017.8 1110859913

安達峰一郎 柳原正治／編 東京大学出版会 2017.2 1110711643

介入のとき　上下 コフィ・アナン／[著] 岩波書店 2016.11 1110700117

国際主義との格闘 後藤春美／著 中央公論新社 2016.5 1110800966

レナード・ウルフと国際連盟 籔田有紀子／著 昭和堂 2016.3 1110573787

第一次世界大戦とその影響 軍事史学会／編 錦正社 2015.3 1110425996

日本と国連の50年 明石 康／編著 ミネルヴァ書房 2008.3 1108540376

◇交渉を支える◇
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

同時通訳はやめられない 袖川裕美／著 平凡社 2016.8 1110821491

知られざる皇室外交 西川恵／[著] KADOKAWA 2016.10 1110828991

私は中国の指導者の通訳だった 周 斌／著 岩波書店 2015.2 1110513080

プロフェッショナル・ファシリテーター ラリー・ドレスラー／著 ダイヤモンド社 2014.7 1110385463

シモネッタのどこまでいっても男と女 田丸 公美子／著 講談社 2014.4 1110371919

伝える極意 長井 鞠子／著 集英社 2014.2 1110358031

ニュルンベルク裁判の通訳 フランチェスカ・ガイバ／[著] みすず書房 2013.10 1110339429

話す技術・聞く技術 ダグラス・ストーン／著 日本経済新聞出版社 2012.11 1110078688

饗宴外交 西川 恵／著 世界文化社 2012.4 1110021415

<通訳>たちの幕末維新 木村 直樹／著 吉川弘文館 2012.2 1108776368

同時通訳 松本 道弘／著 角川学芸出版 2010.3 1108625813

コンセンサス・ビルディング入門 ローレンス・E.サスカインド／著 有斐閣 2008.4 1110143821

通訳者と戦後日米外交 鳥飼 玖美子／[著] みすず書房 2007.8 1108526383

通訳ブースから見る世界 原 不二子／著 ジャパンタイムズ 2004.12 1108075118

エリゼ宮の食卓 西川 恵／[著] 新潮社 1996.8 1106736315

◇交渉術◇
タイトル 著者名 出版社 出版年 バーコード

逆転交渉術 クリス・ヴォス／著 早川書房 2018.6 1110788393

よい謝罪 竹中功／著 日経BP社 2016.11 1110863865

喧嘩の作法 高橋 宏／著 講談社 2015.3 1110424510

うまくいく人はいつも交渉上手 齋藤 孝／[著] 講談社 2014.1 1110171038

外交プロに学ぶ修羅場の交渉術 伊奈 久喜／著 新潮社 2012.11 1110076195

交渉の作法 小林 秀之／編 弘文堂 2012.2 1108790237

プロフェッショナル・ネゴシエーターの頭の中 藤井 一郎／著 東洋経済新報社 2011.10 1108756980

「独裁者」との交渉術 明石 康／著 集英社 2010.1 1108618917

交渉術 佐藤 優／著 文藝春秋 2009.1 1108818178

となりのクレーマー 関根 眞一／著 中央公論新社 2007.5 1108424365

交渉ハンドブック 藤田 忠／監修 東洋経済新報社 2003.9 1108034917


