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タ ンザ ニ ア と1980キ＼t

福

田 茂 夫 (名 古屋大学)

思 い もかけぬ機会に意 まれて,一 昨年 と昨年 の夏 (現
地では冬)に ,ア フ リカの タンザ ニア,ケ ニア,ガ ーナ
で調査研究 を行った。主 として滞在 したのはタンザ ニア

層 が,政 治・官僚・研究者 の間で,社 会民主主義 (SOCial

だが,そ の タンザ ニ アでは,1967年 の 「アル ー シ ャ宣
言」 で採択 された 農村 中心 の社会主義 (ウ ジヤマ利)

代的市民 の稀薄 なタンザ ニアでの社会民主主義 には首 を
か しげぎるをえないが,そ れはともか くとして,こ れま

建設 の路鮮 が,そ の後 どう展開 されてい るかが,は じ
め関心 のマ トだった。

での経済発展 の不振 の原因はラデ カル・ レフ トの観念的
画一主義 と無能 にあるとし,こ れか らはテクノクラー ト

ところが私たちが調査研究 をはじめる前年 の1977年 1
月に,タ ンザ ニアのニエレレ大統領 は「アルーシ ヤ宣言
は
10年 後」 と題する基調演説 を行い,そ の中で 生産能率

が指導権 をと,そ れは主張 しているよ うであった。そし
て,そ の具体的提言 は,カ ナダの研究者 との共同研究 の

の他 のことは考えずに経済的合理性 をと主張す る指導者

Democracy)を かか げて増大 しているよ うであった。近

とす るのは尚早 で,そ の定着 は20年 後 に"と 主張 してい

成果 の中で最 も明白に提示 されていた。
こ うい うよ うにテク ノクラー トの力 と発言 が強 くなっ
ている中で,独 立の父 ニエレレ大統領 は,社 会主義 の 目

た。私 たちは,は じめてタンザ ニ ア を訪 れ た1978年 に
は,そ の真意 を把握 しかねた。 しか し日
1:年 の調 査 訪 問

標 を堅持 し,民 族意識 の形成 に努 め,あ らゆる機会 に国
際融資 の増大 を訴 え,そ して国内各層間のバ ランスをと

で,新 しい在 り方が,か な り明 白に理解 できるよ うにな

りなが ら,自 主建設

った。

めようと懸命になっているよ うであった。 しか し,そ う
したタンザ ニアは,1980年 代 にはどうなってい くのだろ

の向上"を 力説 し,そ して 社会主義 を今 日明 日の問題

ウジ ヤマ村方式 の不成功が公然 と口にされ,土 地の私
有 と家族耕作 で増産をと主張 されていた。開発・建設 の
ためには国際rif資 増大 が必須 と力説 され ,ダ ル・エ ス・サ
radada Nab‐
ラーム大学 の代表的 マル クス主義者 (D.ヽ ヽ

(SCll‐

relhnce)を 一歩 で も前 に進

うか。

udere)も , それ を正当化す るかたちで主張 を展開 して

そこには二つの国際環境 がある。 ひ とつは1975年 のア
ンゴラとモザンビー クの独立 い らい,ア フリカで真 の独
立 と社会主義化 へ の第三のtlkが 起っていることである。

いた。す なわち先進資本主義国か らの隔離 を主張す るニ
ュー・レフ ト (Samir Amin)を 攻撃 し,先 進資本主義

これ にタンザニアの社会主義者 は鼓舞 されているに違 い
ない。 もうひ とつ はアメリカの1980年 代 の世界政策 であ

国のマル クス主義者 のなかには国内矛盾だけに 目を向け
て第二世界問題 を軽視する傾向があると非難 し,こ うし

latiOns)の 1980年 代 プ ロジェク トが提示 したよ うに,第

て ロメ協定 の抜本的改善など,第 二世界の立場 にたった
新国際経済秩序 の前進 が現在 の最大課題 と設 定 して い
た。タンザ ニアの国内政治 については,ど こへ行って も
間か され るのはマネジ メン トの習熟・ 向上 であ り,ア ル
ーシヤ宣言 で唱われた 自主建設 (Se11‐ reliance)は ,現
在それ に集約 されているかのよ うであった。
こ うい うのが今 日のタンザ ニアではないか と私には思
われた。 それ と同時 に,経 済的効率 (elfiCiency)ヵ ヽ
ヵ
説 され具体化 され るにつれ ,そ の コロラリー として,そ
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り, それは外交問題評議会 (COunCi1 0n FOreign Re・
三世界 のテクノクラー トと先進国 との協力 による南北 の
相互依存 の促進が政策 日標 と設定 している。 タンザ ニア
のテクノクラー トも,そ れ との関係 で活躍 の場 が増大 し
てい くに違 いない。
こ うした国際環境 の中でタンザ ニ アは,1980年 代 にど
うなってい くだろ うか。 しか し,そ れがどうなってい く
にせ よ, 日本国際政治学会 は1980年 代 には,分 析 と占い
の段階 か ら,も う一歩飛躍 したい ものである。

研 究 分 科会 の 近 況

国際統合 部会
中

日本外交史研究部会
大

畑

篤 四 郎 (早 稲 田大学)

日本外交史研究分科会では本 レター第 7号 に紹介 した
研究活動 につづいて,下 記 の よ うな活動 を行なっている。
(1979左 F)

5月 20日

太田弘毅 (桐 蔭学園高校)「 日本陸軍南方
占領期 の兵補制度」
9月 22日 大久保利隆 (元 駐 ハンガ リー公使 ,駐 アル
ゼンチン大使)「 第二 次世界大戦 と日本外交」
10月 14日

槍山幸夫 (昭 和第一高校)「 日清戦争 にお

ける『 宣戦』 の問題」

原

喜

二

郎 (東 海大学)

この部会 は,1977年 に金沢大学で開催 された秋季研究
大会 の際 に最初 の会合 をし,そ の後 ,春 秋 の大会 ごとに
会合 をもったが,顔 合 わせの域 を出るものではなかった。
このニューズ・ レターの第 1号 で国際統合部会 のこと
を紹介 して以来 ,こ の部会 の消息 を伝 えるのは今度 で二
度 日である。 この間 における活動 として記録 に残 してお
くべ きことがひ とつ ある。それは欧州共同体 の法律顧問
マル ク・ ソイエ氏 を迎えて「欧州議会 の直接選挙」をテ
ーマ とす る講演 会 を1978年 1月 14日 に一橋大学 の如水会
館 で開催 したことである。 これはEC委 員会駐 日代表部
か ら日本国際政治学会への 申し入れ によるもので,本 部
会 の主催するところとなった もので あったが,時 間的・

(1980年 )

島田 宏 (大 阪学院大学)「 日本人初期 ハ
フイ 出稼ぎ移民 とその立役者J
上記 の研究会 の うち,1979年 5月 と10月 の研究会 は
1月 12日

,

地理的制約 のため関東地方 に居住 のメンバーに対 しての
み案内状 を発送す るにとどまった。
1979年 の秋季研究大会 は九州大学 で開催 され,各 部会
とも二 日間 にわたる会合 の機会 を与え られた。本大会 で

それぞれ慶應義塾大学 ,九 州大学 で開かれた 日本国際政
治学会研究大会 の機会 を利用 して行なわ れ た も の で あ

は「 EC部 会」が設け られ,金 丸輝男会員の司会で,沢

る。また 9月 の大久保氏 の報告は,今 次大戦中の戦時外
交につ き外交官 としての立場 か ら御報告 いただいた もの

田マル ガレーテ会員の「 EC会 計検査院」 についての報
告,丸 山繁郎会員 の「 ヨーロッパ連合 システムについてJ

で,貴 重な御示唆をいただいた。現代史 の部門ではこ う
した現場当局者 の方 のお話 を伺 うことも今後 も必要であ

の報告 が行われている。本部会 では小生が「欧州議会 の

ろ う。なお10月 の 日本国際政治学会秋季大会の 日本外交
史部会 (劾 「明治六年政変論 をめぐって」 (報 告者 毛利
敏彦 ,デ ィスカ ッサ ン ト 広瀬靖子)も ,事 実上本研究
分科会 を基盤 に,そ のメンバーの協力 によって企画 ,実
施 された ものである。
本研究分科会はこれまで実証的な研究活動 を積み上 げ
てきたが,今 後 もそ うした伝統 の上 にた って更 に多面的
な研究活動 をつづ けたい と思ってい ますが,そ れにはメ
ンバーの積極的な御協力が不可欠であ ります。そ うした

直接選挙」 について簡単 な現地視察報告 をしたが,本 部
会 と トランス・ナ シ ョナル部会 の合同会合 では分 田順子
会員が初期欧州統合運動 におけるイギ リス労働組合会議
を事例 として「労働運動 と国際関係」について報告 した。
トランス・ナ シ ョナル部会 と国際統合部会 は,こ こで
最初 の合同会合 をもったわけであるが,両 部会 は研究対
象 が共通す る面が多 く,今 後 とも春秋 の 研 究 大 会 の 際
や ,そ の他 の機会 に合同会合 を開いてゆ く こ とに な っ
た。次 の春期研究大会 の分科会で研究発表 をなさ りたい
方 は,金 丸輝男会員または小生あてに御連絡 ください。

御助力を得 て研究分科会 を今後 も発展 させたい と願 って
います。

学会活動報告

(1979年 7月

〜12月 )

7月 7日 1979年 度第 2回 運営委員会 の開催
1979年 度第 3回 運営委員会 の開催
10月 13日 〜14日 1979年 度秋季研究大会 の開催 (於 九州
大学法学部),大 会出席者約200名 ,懇 親会出
席者約100名
10月 13日 1979年 度第 2回 理事会の開催
10月 13日 1979年 度第 2回 総会 の開催
10月 13日
機関誌「国際政治」第63号 (1979年 度第 3号 )
『 現代 の安全保障』 の発行,配 布

10月 13日

「会員名簿」 の発行,配 布

10月 14日

1979年 度第 2回 編集委員会 の開催

10月 15日

JoN.ロ ーズ ノウ教授 (米 国南 カリフォル ニ
ア大 学)講 演会 の開催 (於 私学会館), テー

10月 12日
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マ「80年 のアメリカ外交」
研究大会報告希望 などのアンケー ト発送
11月 16日
維持会員 を対象 とす る懇談会 の開催 (於 都市
センター),講 師 :川 田 侃 (上 智大学),テ
ーマ「80年 代 の国際関係」
12月 15日 1979年 度第 4回 運営委員会 の開催
(大 畠英樹)
11月 15日

(1)入 会手続

東 ア ジア国際政 治 史部会

従来 の理事長届 出制 か ら理事会承認制に変更す る。
宇

野

重

昭 (成 膜大学)

また推薦会員数 も従来 の 1名 を 2名

す。次回は1980年 3月 22日 午後 2時 か ら5時 まで成 瞑大
学 (吉 祥寺)4号 館 2階 で開きます。報告御希望 の方 iま

,

筆署名)に 変

等 を含 む)を 添える。

12)学 生会員
原則 として学生会員 を大学院生会員に限定する。な

宇野またIま 藤井まで御連絡下 さい (現 在 お 中 し 出 は 1
名)。 なお10〜 15分 間 の書評 も歓迎 します。 また, 分科
会 のなかで,中 国国民党史研究 ,お よび,中 国における
近代国家 の成立過fi研 究 の特定課題 の研究希望 があ り

(自

更 し,さ らに参考資料 として本人 の業績表 (修 士論文

現在 は原則 として年 2回 研究会 を開 くことにしていま

お,既 に入会 している学部学生会員 にはこの原則 は適
用 されない。
(鋤

退

会

正式 に理事長 に届 出のあった場合 の他 に,新 たに

日下前向きに検討中です。

,

満 3年 以上会費未納 の場合も,こ れ を退会の意思表示
とみなす。
以上 の とお りです。よろしくご理解下 さいます よ うお

東 ア ジ ア部 会
中

嶋

嶺

雄 (東 京外国語大学)

東 アジア分科会では,昨 79年 10月 に九州大学で行 なわ
れた秋季研究大会 と時を同 じ くして,第 3回 日の定例研
究会 を開きま した。当 日は九州での会合 とい うことで き

願 い 中し上 げます。なお,今 後会費 のご納入は 4〜 9月
の間 にお済ませ戴けますならば幸 いです。 (大 畠英樹)

学会誌編 集委員会 だ よ り

ほど多 くの出席者 を得 られないので はないか と懸念 され
ましたが,そ れで も22名 の会員の参加 を得 て熱心な討論
が繰 りひろげられ,む しろ研究大会 の合間 を●って行 な
われた会 合であっただけに時間の不足 を感 じたほどで し
た。今回の分科会報告 の内容 は以下 の通 りです。
岩島久夫 (防 衛研修所)「 中越戦争 の軍事的教訓 と中
国軍近代化 にかんす る一観察」
中嶋徹雄 (東 京外国語大学)「 中国国際問題研究刃Tを
訪問 して」

川

田

(FL(上 智大学)

す でに最近のニ ューズレター No 8(」 uly 1979)お よ
び No 9(Septela■ ber 1979)で お知 らせ 申し上 げました
よ うに, 機関誌第64号 『 国際開発論』 (編 集責任 :森 利
一,1980年 5月 刊予定),機 関誌第65号 『社会主義 とナシ
ョナ リズム』(編 集責任 :中 西治,1980年 8月 刊予定),
機関誌第66号 『変革期 における東 アジアと日本一その史
的考察』(編 集責任 :自 井勝美 , 吉村道男, 藤井昇三
1980年 10月 刊予定)の 3冊 につい ては,現 在鋭意編集が
,

岩島報告 は,中 越戦争 の軍事戦略上 の評価 を中心 に
とくに中国側 の「敗北Jの 原因が検討 され るなど,き わ
,

めて注 目すべ きものであ り,中 嶋報告 1ま , 日本人 として
初めて訪れた北京の国際問題研究所 (非 公開)に ついて
の学術情報 として貴重なものでした。
なお,次 国の定例研究会開催予定 も迫 ってきてお りま
すので,報 告 のご希望 な らびに当分科会へ のご意見など
r̲絡

ございました ら積極的 に事務局 の方 までご
・

ぃただけ

れば幸 いに存 じます。

進 められています。
また,1981年 以降 の機関誌 の発行 については,前 回の
編集委員会 (1979年 10月 14日 ,九 州大学法学部会議室に
て開催)に おいて,『 相互侵透 システムと国1祭 理論』
『日
豪関係』
『 日本外交 の ロビース ト』
『 国際関係思想 の展開』
『 日米関係』(以 上 いずれ も仮題)を 遂次取 り上 げてい く
ことで意見が一致 しました。それぞれについ て編集内容
等 の詳細が決ま り次等,ニ ューズレターでお知 らせ の う
え原稿 を募集 したい と思 います ので,ど うぞよろしくお
願 い致 します。

(連 絡先 :東 京外国語大学中嶋嶺雄研究室

〒114北 区西ケ原 4‑51‑21
Tel.917‑6111,eX 322)

ニ ューズ・ レター委員会 では,会 員 の皆様 か らの
ご投稿 をお待 ち申し上 げてお ります。
200字 詰原稿用紙 で,「 巻頭言」 (8枚 ),「 海外 ニ

◇ 「 会 員 規 則 」 改 定 の お 知 らせ
昨年10月 13日 の理事会 において「会員規則」の一部変
更が議決され,同 日の総会でこれが諒承されました。そ
の内容は以下のとお りです。
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ューズ」(6枚 ),「 海外留学記」(4枚 ),「 資料 セン
ター めぐり」(4枚 ),「 力i著 余滴」 (4枚 ),「 会員 の
声」(2枚 )で ,横 書 でお願 いいたします。

らに第二 次大戦 のオース トラリア外交 を研究す る上で欠
くことができない Documents on Austral● n FOreign

1980年 春 季 研 究 大 会 のお 知 らせ
時 :1980年 5月 24日 (土 ),25日

日

P01icy 1937〜 1949が それで,後 者 は 3巻 まで出版 され

(日 )

てお り,な お完結 までには数年要す る見 込 み で あ る。

所 :神 戸学院大学
共通 テーマ :80年 代 のF■ 壼政治

Fo Crowleyら の解説付 き編年史料集全 6巻 も,今 年 中

学会会 計報告

録では,R.〇 'Neil等 のオース トラリア軍 事 史 文 献
WJ.Hudsonの オース トラリア外交 の雑誌文献 日録が

場

に 5巻 までが発刊 され る運び となってい る。一方文献 日
,

ある。 このよ うな資料編纂 の興隆 は,今 までのオース ト
宇

野

重

昭 (城 瞑大学)

ラリア外交史における空 白部分 を埋 める上で,大 きな意

日下学会会計 はほぼ順調 ですが,資 金繰 りは多少窮屈
で,会 費 の早期納入 を強 く希望 してお ります (現 在納入
率65%)。 なお研究分科会 を開かれた方 で会費 (通 信費・

味 があろ う。p)総 論 か ら各論へ の研究 のシフ トが起って
い る。 lEド イツ領南洋諸島やチモール など,オ ース トラ
リアにとって身近かにして研究 が手薄 になっていた領域

会場費・茶代)未 請求 の分科会 は,領 収書 を添えて, 3
月25日 までに会計主任 (〒 180武 蔵野市吉祥寺北町3‑3

へ,本 格的 に光 があたるようになった。 さらに,オ ース

‑1 成 瞑大学法学部宇野研究室)に 御請求下 さい。 ま
た一橋大学 の学会事務室 では下記 の『学会誌』 のバ ック
ナンバーを取 り扱 ってお ります。ゼ ミナール などで御利

した ことも特筆 に値す ると思われ る。英国の植民地であ
ったオース トラリアには,建 国以来独 自の外来防衛政策

用いただけると幸 いです。 (会 員 2割 引)
ナ ンバー
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タイ トル
世界政治 とマル クス主議

定価

¥1,200
¥1,200
¥1,2011
¥1,500
¥1,500

国際政治学 のアプ ローチ
日本外交 の￨ヨ 際認識
沖縄返還交渉 の政治過程

「冷戦」一 その虚像 と実像一
「平和研究」一 その方法 と課題―
国際紛争 の研究
日英関係 の史的展開
国際経済 の政治学
戦後 日本 の 1祭 政治学
現代 の安全保 障
i■

¥1,500

トラリア外交 のいわゆる「神話」 をめぐる論争が活発化

が存在 しなかった とい う,従 来 の学説 を「神話」である
と N.K.Meaneyは 批判 し,こ れを受けて T.B.Millar

.MCCartllyら
の反批判,前 者 の再論 と展開してきた。」
へ
の
わ り,論 争 が英豪関係
根本的 な再検討 を促
も一枚カロ
へ
す とともに,米 豪関係 も波及 してい る点,今 後 の研究
成果が待たれ る。(鋤 行動科学の手法 を使 った研究 は極 め
て少 な く,ご く一部 の研究者 が家内工業 に進 めてい るに
過 ぎない。に)外 交政策決定 に関与 した主要政治家研究は
比較的盛ん といえるが,官 僚 の役害1を とりあげた研究は
少ない。 これは19世 紀以来 ,主 にオー ス トラ リア の政
治 が党人支配型 であ り,官 僚 の役割 がはなはだ低かった
とい う事実 に呼応 す るもの と思われる。 )近 年 ,第 二世

¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥3,000
¥1,500

界へ の関心が高まっている。豪州 と貿易関係 をもつ 中近
東 ・ アフリカ諸国へ本格的 な研究 のメスが入れ られ る動
｀リス報告 はその一端 を示す
きにあ り,昨 年公表 された′
ものであろ う。(0日 豪関係 の分析 は経済 に重点が置 かれ
てお り,外 交・ 防衛 とい う視座 が現在 で も欠 落 して い

海 外留学 記

る。D.Sissonsの 古典的研究 を金字塔 として,今 後そ
れに接近 し,さ らに乗 り越 える研究が大 きな課題 として

「 オ ー ス トラ リア の 学 界 動 向 」
竹
1979月 8日 か ら約 3〜

田 い さみ

(シ

横 たわってい るとい えよう。

ドニー大学)

4年 の予定 で,オ ース トラリア

の国費留学生 としてシ ドニー大学 に留学 してい る。 ここ
では,私 の専攻す るオース トラリア外交 ・防衛史 に焦点
をあてて,学 界 の動 きを多少触れ てみ ることにしたい。
(11資 料及び文献 目録 の編算が近年盛ん とな り,英

国の

Documcnts on British Foreign Policyな どに相当する
一次資料集 の出版が相次 いだ。 1901〜 1918年 を扱 っ た
Documents on Australian lnternational AIIairs, さ
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学会事務局 からのお願 い
最近 ,学 会 のご案内や ニ ューズ 。レターなどが宛
先人不明 で返送 されることがあ ります。住所 を変更
された場合 には学会事務局 にご連絡下 さい。
連絡先〕 〒186国 立市 中 2‑1
〔
究館 内細谷研究室

‑橋

大学磯野研

日本国際政治学会事務局

(Tel)0425‑72‑1101

内線 409

送 出版 協会 ,1979年 4月

栗原会 員 に「 国際交流奨励 賞 J

高橋康 昌編『 現代社会 の政治 と文化』法学書院,1979年
4月

外務省外交史利館 の元閲覧室長 であっ た 栗 原 健 会 員
が,こ のほ ど「国際交流奨励賞」 を受賞 した。栗原会員

E.」 .ホ ブズボーム

は周知 の如 く,長 年外交史十1の 編 纂に携わ り, 日本外交
史 を研究する多 くの本学会員がそのお世 話 を受 け て い

市川正明『 安重根 と日韓関係史』原書房,1979年 4月
河原 宏『 昭和政治思想研究』早稲 田大学出版部 ,1979

る。 また多 くの外国人研究者 も,「 栗原教室」 で外交文
書 の読み方等 を学び とることで,幾 多の研究成果 をあげ

(木 畑洋一・斎藤孝訳)『 反乱 と

革命―― 同時代的論集 1鋤 』未来社 ,1979年 4月

年 5月
増 田 与ほか『 現代イン ドネシアの社会 と文化』現代 ア
ジア出版会 ,1979年 5月

ることができた。 こ うした国際交流 にはた した業績 が認
め られて,今 回の受賞 となった ものである。 この受賞 に

江頭数.鳴『 七十年代政変期 の中国』霞山会 ,1979年 5月

際 し,栗 原会員は次 の感想 を述べ ている。

池 田文雄『 北 アイル ラン ド問題』教育社 ,1979年 5月

40年 余 り, 外務省 の仕事 として「記録事務J「 外交文

書事務」 に殆ん ど専従 し,い わば外務省 の Archivistと
もい うべ き仕事 に終始 して参 りました。戦後まだ占領期
の昭和25,6年 頃 ,米 国 の若 い 研 究 者 ,J MOrley,

R Butowさ

ん ら数名が,外 務省史料 の閲覧方 を中出て
りました。
参
特別 に研究室 を設け,質 問に応 じまた 1日 い
筆書 きの「候文 の原史十1」 などを読んで上げました。そ

馬場 崇『 アメリカの石油戦略安全保障』教育社 ,1979
年 5月
岡倉古志郎・唐沢 敬『 アメリカの世界戦略―一 ニ クソ
ンか らカー ターヘ 』新 日本 出版社 ,1979年 5月
ダ フ・ クーパー (曾 村保信訳)『 タレイ ラン評伝』下巻

の時 は,英 語 を使 うことを一切や めました。その青j後 か
ら日本 の〕T究 者 もだんだん と開覧 に見え,こ こにこれ ら
内外 の研究者 の学問的交流 の一筋の途が,外 務省史わ￨の

社 ,1979年 6月
白′
特 令irH『 革新勢力』東洋経済新報社 ,1979年 6月
￨￨■ 1明 編『 日韓外交史十
市り
1』 第 一巻 ,原 書房 ,1979年 6

開覧 を機縁 として,自 ら開かれて参った ものと存 じてお
ります。近頃見える内外 の若 い研究者 は,私 が30年 前 に
お世話 した方 々の指導 を受けた学生 であ り,今 昔 の感 を
覚 えます。
それにいたしまして も,右 のよ うな私 の ささやかな仕

月
足立純夫『現代戦争法規論』啓正社 ,1979年 5月
細谷千博『 日本外交 の座標』中央公論社 ,1979年 7月
浦野起央 ,西 修編著『資料体 系 アジア・アフリカ国際
関係政治社会史』第七巻,パ ピルス出版 ,1979年 8月
暢『 日本 の南洋史観』中央公論社,1979年 8月

事 に対 しまして,こ のよ うな栄ある賞を賜 るよ うに,御

矢野

推薦下 さった方な らびに選考委員の皆様方 に,心 か ら御

市川正明編『 日韓外交史料』第二巻 ,原 書房 ,1979年 8

礼 を中上げます。なおそれは,私 一人のよろこび許 りで
な く,外 交史FI館 な らびに同様 の機関に働 く後 進 の た
め,こ の上ない励 ましになるもの と存 じ,重 ねて厚 く御
礼 を中上げる次第 でございます。

会 員 に よる新著

(1979年 10月

,

中央公論社 ,1979年 5月
心力』 教育
木村明生 『 ソ連 ・ 東欧関係―― 求心力 と遠′

月
高坂正尭『豊 か さの試 練』新潮社,1979年 9月
福 田茂夫『 第二 次大戦 の米軍事戦略』中央公論社 ,1979
年10月

まで,未 完)

永井陽之助『時間の政治学』中央公論社 ,1979年 10月
我部政男『 明治国家 と沖 /Li』 三一書房 ,1979年 10月
石沢芳次郎『 日本経済 の安全保障』産業経済研究協会

,

19791F3月
浦野起央編著『 資十1体 系 アジア・ アフ リカ国際関係政治
社会史』第三巻 (第 一分 冊), パ ピルス出版, 1979年
2月

ーズ (犬 童一 男訳)『 現代 イギ リスの政治』 I,
岩波書店 ,1979年 7月

武彦 ,山 本吉彦共編『相互依存の国際政治学』有信
堂 ,1979年 9月

鴨

木坂l原 一郎編『体系 日本現代史』第 3巻 (日 本 フ ァシズ
ムの確立 と愧壊), 日本評論社 ,1979年 3月
森 利一・山田浩編『戦争 と平和に関す る総合的考察』
広島大学総合科学部 ,1979年 3月
佐藤栄一・斎藤 優編『核 エネルギー政策』 日本国際問
題研究所 ,1979年 3月
西川

R.ロ

潤『 南北問題一― 世界経済 を動 かす もの』 日本放
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追記〕 「会員 による新著J欄 は,主 として 日本国際
〔
問題研究所 発行 の雑誌『 国際問題』 の文献月報か ら採録
してお ります。 しかしなが ら会員 の増カロ
,採 録方法等の
事情か ら万全 を期 しがたい部分 もございます ので,お 気
付 きの点が ございました ら,ニ ューズ・レター委員会ま
で御一報下 さいますよ うぉ願 い 申し上 げます。(K.M.)

資料 セ ンターめ ぐ り

立公文書館 の公 開要領 に準 じ公 開す ることにしてい る。
そのた めに完全 な目録 ・索引の作成 に,現 在鋭意取組ん

防衛 研 修 所 戦 史部

でいるところである。完成 までにはまだ何年かを必要 と
す るよ うであるが,貴 重 な史料 を,で きるだけその道 の

岩

島

久

夫 (第 1戦 史研究室長)

太平洋戦史叢書 の刊行 で知 られ る防衛 研 修 所 戦 史 部
(昭 和51年 5月 に戦史室 を改組)は ,51年 8月 に当初計
画 の96巻 刊行 を終了 し,そ の後補備 6巻 の刊行 を進 めて
いたが, 54年 度中にこの作業 が終 り, 通巻 102巻 をもっ
て,一 応太平洋戦史 の編 さん 。刊行 の仕事 を終結す るこ

権威 あるいは関心 のある方に利用 して頂 こ う とい うの
が,戦 史部 の基本的姿勢 である。
幸 なことに,戦 史部 の新庁舎 が54年 12月 に完成 し,こ
のほど古 い市ケ谷台の建物 か ら,下 記 のよ うに史料 とも
ども移転が完了 し,地 理的にも閲覧環境的 にも,利 用閲

とになっている。
この戦史部 には,米 国返還史料 を含み ,陸 軍 史 料 約

覧者 の便 に一層資す ることができるよ うになった ことは
喜 こば しい。ただ整理 の都合上 ,閲 覧業務再開 は本年 2
月頃か らとな り,そ の間御迷惑 をかけることにな り申し

83,000,海 軍史料約32,800, その他史料約8,000, 図書

わけない。

約31,300, 計約155,100が 保管 されてお り, このほか地
図類約47,900枚 を蔵 し,部 内外 の利用閲覧者 も年 々増加
してきた。昭和53年 度 における利用者 は,部 内約120名

,

部外者約1,500名 の多きに達 した。
個人回想録や 日記 などは,提 供者や関係者 との約束 も
あって公開 されていない ものが多いが,原 則 としては国

「新 らしい革袋 に新 らしい酒」 をの意気で,第 1戦 史
研究室 (国 防政策史等担当)。 第 2戦 史研究室 (作 戦戦
闘史等担当), 史卜1係 その他全員張切 っているので, 忌
憚 のない御指導 を学会 の方 々にお願 い したい。
新住所 ・(〒 153)東 京都 目黒区中目黒 2‑2‑1
電話 (03)713‑6111(代 表)

事 務 局 ニ ューズ

編

集

後

記

新年おめでとうございます。

AIR NEWSLETTER第 10号 をお届 け致 します。
」
同僚 の円中俊郎君 が英 L■ に留学 し,慶 應大学大学院 の
赤木完雨君 と共 に,そ の穴を埋 めることにな りました。
第10号 とい うことで,そ ろそろ反抗期 に達する NEWS―
LETTERを 果 して うま く操縦 できますかどうか,心 西己
です。
今後 とも,積 極的 な御 協力 をお願 い 申 し上 げます。

(M.0.)
昭和55年 1月 25日

発行

日本国際政治学会
ニ ュー ズ 。レ ター委 員 会
〒108東 京都港区三田 2‑15‑45
慶應義塾大学法学部松本三郎研究室内
発行人 細 谷 千 博
編集人 松 本 二 郎
印婦1所 梅沢印刷所
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