
近代政治思想史Ⅱ（思） 2単位 （秋学期）
権力の表象と制度化、そして代表制の危機

教授 堤林 剣

授業科目の内容：

　「権力の表象と制度化」および「代表制の危機」というテーマに

即して、近代政治思想の歴史的展開とその思想（史）的意義につい

て検討する。その際，主としてイギリスとフランスの政治思想に着

目する。前期の授業とある程度連続しているので，近代政治思想史

Ⅰとあわせて履修してほしい。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　授業中に適宜紹介します。

現代政治思想Ⅰ（思） 2単位 （春学期）
全体主義とモダニズム―日本の戦間期から戦時期を中心に―

准教授 （有期） 片山 杜秀

授業科目の内容：

　1920 年代から1940 年代の日本では，言うまでもなく様々な思想が

輻輳し錯綜し，かなりの混乱が示され，その混乱はけっきょくあま

り解決されることなく，敗戦に至りました。それらのもろもろの限

界もしくは可能性を検討してみたいと思います。

　具体的には，術語としては，ファシズム，共産主義，モダニズム，

国家社会主義，日本主義，アジア主義，無の思想，ブロック経済，

体制翼賛思想，大東亜共栄圏など，個人名としては北一輝，大川周

明，原理日本社，石原莞爾，酒井鎬次、中柴末純、保田與重郎，西

田幾多郎，高坂正顕，高山岩男，三木清，戸坂潤，福本和夫などか

ら，なるたけ多くを取り上げたいと考えています。

参考書：

　片山杜秀「近代日本の右翼思想」講談社　2007 年
　片山杜秀「未完のファシズム」新潮社　2010年
　片山杜秀ほか　「日本思想という病」光文社　2010年

現代政治思想Ⅱ（思） 2単位 （秋学期）
教授 山 宏

授業科目の内容：

　　　　　　　　　　「社会の崩壊と政治思想」

　第一章．政治思想史の方法

　第二章．崩壊の舞台の個別研究

　　１．ドイツ・ワイマール共和国の場合

　　２．戦後日本の場合

　第三章．政治思想における日本とドイツ

　第二章が中心となる。「社会の崩壊」の問題を、「政治」と「文

化」、「東欧と西欧」、「全体主義とモダニズム」などの主題に即して

講義する。登場人物はウェーバー、シュミット、ルカーチ、マンハ

イム、アーレント、アドルノ、ベンヤミンなどになる予定。

テキスト（教科書）：

　特に用いない。

参考書：

　多数あるのでその都度紹介する。

政治哲学Ⅰ（思） 2単位 （春学期）
政治的なものの概念

教授 萩原 能久

授業科目の内容：

　この講義では，政治哲学，および政治学方法論上の基礎概念，基

本問題についての理解を深めることを目標におきます。しかし 終

的には，様々なアプローチや思想についての「知識」を得ることが

目的なのではなく，私としては受講者の皆さんが，政治的現実を批

判的に，かつ「他人の指導がなくても自分自身の悟性を敢えて使用

しようとする決意と勇気」（カント）をもって考えることができるよ

うになることを望んでいます。

テキスト（教科書）：

　特に用いません。

参考書：

　逐一，講義のなかで示していきます。

政治哲学Ⅱ（思） 2単位 （秋学期）
政治の暴力と戦争廃絶のために

教授 萩原 能久

授業科目の内容：

　この講義では，政治の暴力という問題を，ポストモダンと呼びな

らわされている現代世界とその政治状況との関連から思想的に理解

することを目標にします。政治哲学Ⅰとセットでの履修は望ましい

ですが，その履修が前提条件ではありません。

テキスト（教科書）：

　特に用いません。

参考書：

　逐一，講義のなかで示していきます。

政治理論史Ⅰ（思） 2単位 （春学期）
講師 犬塚 元

授業科目の内容：

　この授業は，政治理論の通史を扱うものであり，他大学では，「政

治学史」や「政治思想史」と呼ばれることもある授業である。この

Ⅰが扱うのは，古代ギリシアからおおよそ16 世紀に至るまでの，ヨ

ーロッパ政治理論史である。政治理論のテクストそのもの（実際に

は日本語訳の一部が掲載されたプリント）を通じた理解をめざすこ

と，政治理論の受容・継承関係を重視すること，この二点がこの講

義の特色である。

参考書：

　佐々木毅・鷲見誠一・杉田敦『西洋政治思想史』北樹出版，1995

政治理論史Ⅱ（思） 2単位 （秋学期）
講師 犬塚 元

授業科目の内容：

　この授業は，政治理論の通史を扱うものであり，他大学では，「政

治学史」や「政治思想史」と呼ばれることもある授業内容である。

このⅡが扱う予定は，16 世紀以降の，ヨーロッパ・アメリカ政治理

論史である。政治理論のテクストそのもの（実際には日本語訳の一

部が掲載されたプリント）を通じた理解をめざすこと，政治理論の

受容・継承関係を重視すること，この二点がこの講義の特色である。

参考書：

　佐々木毅・鷲見誠一・杉田敦『西洋政治思想史』北樹出版，1995

中世政治思想（思） 2単位 （春学期）
「政治と宗教の相剋」という視点から

准教授 田上 雅徳

授業科目の内容：

　西欧中世をキリスト教世界として位置づけたうえで，そこでの政

治思想的な問題群が，宗教との折衝の中で練り上げられていく流れ

をお話ししたいと思います。

テキスト（教科書）：

　鷲見誠一著『ヨーロッパ文化の原型』（南窓社）

参考書：

　授業の中で随時紹介していきますが，さしあたって，宮田光雄著

『宮田光雄集Ⅳ国家と宗教』（岩波書店），福田歓一著『政治学史』（東

京大学出版会）をあげておきます。

東洋政治思想史Ⅰ（思） 2単位 （春学期）
講師 大久保 健晴

授業科目の内容：

　この授業では、17世紀から20世紀に至る東アジアの学問・政治・

外交の動向、ならびに「西洋の衝撃」が東アジア世界にもたらした
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影響を視野に入れながら、近世・近代日本の歩みについて、比較思

想史的な観点から検討する。

　「開国」という出来事に象徴されるように、日本社会はこれまで、

中国、朝鮮、さらには西洋世界との接触を通じて、自らとは異なる

思想的伝統のなかで形作られた政治理論や法制度、倫理・道徳観念

を受容し、それらと格闘するなかで、独自の政治空間や政治文化を

創出してきた。東アジア諸国ならびに西洋世界との思想的な連鎖と

反撥に光を当てながら、近代日本の成り立ちを解明することにより、

私たちが生きている現代の諸課題を歴史的かつ国際的な視座から読

み解く力を養うような授業にしたい。

　春学期は、16世紀末以降の東アジア世界の形成と変容を概観しな

がら、徳川政治体制の成立から幕末に至る政治思想の展開について

明らかにする。

テキスト（教科書）：

　教科書は特に用いない。毎回プリントを配布し、それにそって講

義をすすめる。

参考書：

　初回および毎回の講義の進行に応じて、関連する主題ごとに参考

文献を挙げる。

東洋政治思想史Ⅱ（思） 2単位 （秋学期）
講師 大久保 健晴

授業科目の内容：

　この授業では、17世紀から20世紀に至る東アジアの学問・政治・

外交の動向、ならびに「西洋の衝撃」が東アジア世界にもたらした

影響を視野に入れながら、近世・近代日本の歩みについて、比較思

想史的な観点から検討する。

　「開国」という出来事に象徴されるように、日本社会はこれまで、

中国、朝鮮、さらには西洋世界との接触を通じて、自らとは異なる

思想的伝統のなかで形作られた政治理論や法制度、倫理・道徳観念

を受容し、それらと格闘するなかで、独自の政治空間や政治文化を

創出してきた。東アジア諸国ならびに西洋世界との思想的な連鎖と

反撥に光を当てながら、近代日本の成り立ちを解明することにより、

私たちが生きている現代の諸課題を歴史的かつ国際的な視座から読

み解く力を養うような授業にしたい。

　秋学科は、「開国」以降、ヨーロッパ政治理論を積極的に摂取しな

がら、非西洋圏における国家としての独立を志向するという、矛盾

と緊張を孕んだ複雑な権力関係のなかで、いかなる思想的格闘が展

開されたのか、そしてそこから東アジア世界へとどのような眼差し

が向けられていったのか、明らかにする。

テキスト（教科書）：

　教科書は特に用いない。毎回プリントを配布し、それにそって講

義をすすめる。

参考書：

　初回および毎回の講義の進行に応じて、関連する主題ごとに参考

文献を挙げる。

日本政治思想史Ⅰ（思） 2単位 （春学期）
幕末・明治の政治思想

准教授 小川原 正道

授業科目の内容：

　幕末から明治期にかけて政治思想について，幕末の討幕運動や明

治期の自由民権運動，士族反乱といった，現実政治に強い影響を与

えた政治運動と関連する思想に焦点を当てて検討を行う。とりわけ，

幕末期においては尊王・攘夷思想の形成と展開，明治以降では，福

沢諭吉をはじめとする啓蒙思想家の思想，自由民権運動と士族反乱

にかかわる思想に焦点を当て，明治後期の政治思想や仏教者のアジ

ア思想などについても視野に入れる。

　参考文献や講義の進行予定については，初回の講義で説明する。

参考書：

　寺崎修編『近代日本の政治』法律文化社，2006年
　小川原正道『西南戦争―西郷隆盛と日本 後の内戦』中公新書，

2007年
　小川原正道『大教院の研究―明治初期宗教行政の展開と挫折』慶

應義塾大学出版会、2004年
　小川原正道編『近代日本の仏教者-アジア体験と思想の変容』慶應

義塾大学出版会、2009年

日本政治思想史Ⅱ（思） 2単位 （秋学期）
福澤諭吉の政治思想

准教授 小川原 正道

授業科目の内容：

　福澤諭吉の政治思想について，主に明治前期に焦点を当てて検討

を加える。とりわけ，士族反乱や自由民権運動が高揚・発展する時

期に福澤が展開した政治思想に着目し，その特徴や内容について検

討するとともに，その政治思想に投げかけられた現実政治からの評

価・視線についても考察したい。

テキスト（教科書）：

　『福澤諭吉著作集』第7 巻（慶應義塾大学出版会，2003 年）

　『福澤諭吉著作集』第9 巻（慶應義塾大学出版会，2002 年）

参考書：

　適宜紹介する。

現代政治思想特殊研究Ⅰ（思） 2単位 （春学期）
教授 山 宏

授業科目の内容：

　　　　　　　　　　「現代政治思想の模索」

　担当者がこれまで発表してきた論文を演習形式で精読します。い

ずれも「現代とはどういう時代か」という問題意識のもとに書かれ

たもので、「現代の思想家」を取り上げたものです。必要に応じて講

義をまじえたり、関連する思想家（ウェーバー、ベンヤミン、丸山

眞男など）の文献も読みます。とりあえず下記の文献を読みます。

　１．「ジンメルと1920年代」

　２．「ロマン主義の精神構造」（シュミット論）

　３．「ドイツ印象主義の社会的側面」

　４．「ベンヤミンと遊歩者」

　５．『ワイマール文化とファシズム』所収の一部の論文、その他。

　　　

近代政治思想史Ⅰ（思） 2単位 （春学期）
コンテクストを重視する思想史研究の方法と主題

教授 堤林 剣

授業科目の内容：

　はじめに準備作業として政治思想史研究の方法をめぐる論争を紹

介し，諸説の交通整理を試みる。特に考察の対象となるのはケンブ

リッジ学派の方法論である。本論では、ケンブリッジ学派の代表的

論者であるポーコック、スキナー、ダンの思想史解釈を批判的に吟

味する。

テキスト（教科書）：

　Quentin Skinner, Meaning and Context, ed. by James Tully, Princeton: 
Princeton University Press, 1989（半澤孝麿・加藤節編訳『思想史とは

なにか』岩波書店、1990年）

参考書：

　 John Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1957, rev. 1987
　ジョン・ポーコック、田中秀夫他訳『マキャヴェリアン・モーメ

ント』名古屋大学出版会、2008年
　クェンティン・スキナー、塚田富治訳『マキアヴェッリ――自由

の哲学者』未来社、1991年
　ジョン・ダン、加藤節訳『ジョン・ロック』岩波書店、1987年

アメリカの司法と政治（政） 2単位 （春学期）
講師 大林 啓吾

授業科目の内容：

　この講義では、アメリカの司法と政治の関係について、各時代の

社会的背景を踏まえながら、政治的・法的視点から分析していくこ

とを目的とする。アメリカでは、政治部門と裁判所が、時には協力

したり、時には対立したりしながら政治や社会に大きな影響を与え

ている。南北戦争の時やニューディールの時期などはその代表例で

ある。 近では、とくに中絶、死刑、同性婚、宗教等々の道徳問題

　
政
治
学
科
講
義
要
綱
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をめぐって、政治部門と裁判所がしばしば対立したり、妥協したり

している。そこで、この講義では、 初に司法と政治の関係につい

て歴史的展開を概観した上で、現代における司法と政治の動きを個

別の論点ごとに考察していく予定である。

テキスト（教科書）：

　大沢秀介著『アメリカの司法と政治講義ノート』（成文堂）

行政学特論Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
都市行政論

講師 佐々木 信夫

授業科目の内容：

　行政学特論Ⅰでは，身近な政府，自治体の活動について考察して

みたい。とりわけ都市自治体を中心に，そこで展開される公共政策

や行政経営について制度面，経営面，政策面からアプローチし，新

しい都市行政論の可能性を探りたい。

　公共政策は，個人や企業では解決できない「公共問題」に対し，

主に国や自治体が行う政策活動（立案，実施，評価）を指すが，学

問としての「公共政策論」や「自治行政論」は発展途上にあり，様

々なアプローチが行われている。講義内容も学者の数ほどある。

　しかし、実態を踏まえた講義は少ないのが現状。本講義では地域

主権国家をめざすわが国を中心に，制度があっても機能していない

面，制度はなくても機能している面，法律はあっても時代遅れな面

など，実態と制度，理論と実際のズレも指摘しながら都市の自治体、

行政活動について考察してみたい。

テキスト（教科書）：

　佐々木信夫『現代日本の地方自治』（学陽書房，2009 年）を使用する。

　

　随時、必要に応じレジュメ，資料などを配布する。ＴＶのＶＴＲ

なども用いる。

参考書：

　佐々木信夫『東京都政』（岩波新書，2003 年）

　　　同　　『自治体をどう変えるか』（ちくま新書，2006 年）

　　　同　　『地方議員』（ＰＨＰ新書．2009年）

行政学特論Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
行政過程論

講師 佐々木 信夫

授業科目の内容：

　行政学特論Ⅱでは，国，地方に共通する行政理論や原理、実際の

行政活動について、わかりやすく分析的に論じてみたい。一般に行

政学は官僚制や行政組織，公務員，行政管理，行政統制，行政責任

といったアメリカ行政学の体系に沿った講義の組み立てが多いが，

必ずしも、これが行政活動の実際を掘り下げて理解することに役立

っているとは考えにくい。

　そこで本講義では，例えば官僚制の理論を取り上げ、その実際の

活動と問題点、公務員制度の理論を取り上げ、その実際の活動と問

題点、そしてどう改革すべきかをセットで論ずる方式を試みたい。

　「行政過程論」と称しているが，講義は抽象的ではなく，具体的

に行政活動をタテ，ヨコに分析しながら，実際の行政活動の成り立

ちに接近してみたい。官僚依存をやめるべきだという政治の主張が

ある。しからばこれまで、立法過程において官僚の裁量はどの程度

あったのか，資金はどう配られ使われていたのか，それを政治主導

に変えるという意味はどの程度の効果をもたらすのか。いずれも一

般国民が知るべきテーマであるにも関わらず，実際知らされていな

いのが行政過程ではないか。

　こうした生きた問題も素材にしながら，理論と実際をクロスしな

がら考察し、日本の行政のあるべき姿を共に考えてみたい。

テキスト（教科書）：

　佐々木信夫『現代行政学』（学陽書房，2000 年）を使用する。

　ほか，必要に応じてレジュメ，資料なども配布する。ＴＶのＶＴ

Ｒなども使う。

参考書：

　佐々木信夫『都庁―もうひとつの政府』（岩波新書，1991 年）

　　同　『自治体をどう変えるか』（ちくま新書，2006 年）

　　同　『道州制』（ちくま新書，2010年刊行予定）

現代政治理論Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
現代の民主主義理論

教授 河野 武司

授業科目の内容：

　本講義では現代の政治理論の中でも特に，機能不全が叫ばれてい

るデモクラシーに関する様々な理論について紹介し，検討します。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　白鳥令他編『現代世界の民主主義理論』新評論，1984 年など、そ

の他，授業中に適宜紹介します。

現代政治理論Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
政治過程における集団・組織

教授 河野 武司

授業科目の内容：

　政治過程において利益団体に代表されるいわゆる中間集団の役割

には，非常に大きなものがあります。組織化された集団に言及する

こと政治過程を語ることはできません。そこで本講義では，現代政

治理論の中でも，政治過程における利益団体の役割や，その組織化，

さらには組織における政策決定の問題に関する様々な理論を取り上

げて，検討します。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

・白鳥令編『政策決定の理論』東海大学出版会，1990 年。

・森脇俊雅『集団・組織』東京大学出版会，2000 年。

・河野武司・岩崎正洋編『利益誘導政治―国際比較とメカニズム』

芦書房，2004 年。

　その他，授業中に適宜紹介します。

公共経済論Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
政府の役割とは何か

教授 麻生 良文

授業科目の内容：

　政府の役割はどうあるべきかについて講義する。経済学的には，

政府活動の根拠は「市場の失敗」に求められるが，市場の失敗とは

何かを明らかにし，その対処方法を議論する。講義内容は以下のと

おり。

　1. 市場の失敗と政府の役割

　2. 市場の失敗各論　（1）公共財，（2）外部性，（3）自然独占，

（4）情報上の失敗

　3. 応用　（1）国と地方の役割分担，（2）財政投融資制度

テキスト（教科書）：

　麻生良文『公共経済学』有斐閣　1998 年
参考書：

　スティグリッツ『公共経済学（上）』東洋経済新報社

　ミクロ経済学については次のページを参照のこと

　http://www.law.keio.ac.jp/~aso/kougi2.html

公共経済論Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
租税と公債の効果

教授 麻生 良文

授業科目の内容：

　租税が経済活動に与える影響，望ましい税制，財政政策の効果，

公債の効果について講義を行う。

主な内容は以下のとおり。

　1. 租税の理論入門　（1）租税原則，（2）課税ベースの選択

　2. 個別物品税の帰着

　3. 所得税か支出税か　（1）労働所得税の効果，（2）資本所得税の

効果，（3）課税の長期的効果

　4. 財政政策の効果　（1）乗数モデル，（2）減税の効果　リカード

の等価定理

　5. 公債の負担

テキスト（教科書）：

　麻生良文『公共経済学』有斐閣　1998 年
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参考書：

　・スティグリッツ『公共経済学（下）』東洋経済新報社

　・Rosen, Harvey. Public Finance, Irwin
　・麻生良文『マクロ経済学入門』ミネルヴァ書房

　・ミクロ経済学，マクロ経済学については次のページを参照のこと

　http://www.law.keio.ac.jp/~aso/kougi2.html

国際コミュニケーション論Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
国際報道の現状とニュースの流れの構造

講師 内藤 耕

授業科目の内容：

　本講義では国際コミュニケーションを諸国家間のコミュニケーシ

ョンおよび国境を相対化するグローバル・コミュニケーションをめ

ぐる問題構成としてとらえていきます。とくにⅠでは，イラク戦争

でクローズアップされた，戦争報道を中心とした国際報道の現状と

問題点を考えていきます。戦争報道の歴史的変遷から始まって，報

道を支えるシステムのはらむ問題やニュースの国際的な流れの構造

にいたるまで概観していきます。事例研究と理論的議論をセットに

して紹介します。あまり明るい話はできませんが，「世界」に対する

批判的精神を養うと同時に，むしろ受講生自身の力でオルタナティ

ブな道を見つけていただけるような問題提起ができればと思ってい

ます。

テキスト（教科書）：

　・特に指定しません。

参考書：

　伊藤陽一編『ニュースの国際流通と市民意識』慶應義塾大学出版

会、2005年
　他は授業時に適宜指示します。

国際コミュニケーション論Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
メディアのグローバリゼーションと文化摩擦

講師 内藤 耕

授業科目の内容：

　グローバル化しつつあるメディアの現状とそれをめぐる問題につ

いて多面的に解説を試みます。講義は大きく二つに分かれ，前半が

資本，コンテンツの流通等の側面からの分析となります。メディア

資本の世界戦略，アジアにおける日本製アニメやテレビ番組の流通

と受容などの事例を取り上げます。後半は，政策論として，文化交

流政策と開発コミュニケーションについて概観していきます。受容

する側の「したたかさ」についても理解できればと思います。全体

的に，日本との関係，それから授業担当者の専攻領域の都合により，

アジアの事例を多く取り上げることになるでしょう。対象の性格上，

春学期の内容と一部重複する部分があるかもしれませんが，Iを受講

している必要はありません。

テキスト（教科書）：

　・特に指定しません。

参考書：

　伊藤陽一編『文化の国際流通と市民意識』慶應義塾大学出版会、

2007年
　その他は授業時に適宜指示します。

社会階層論Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
社会階層と社会的不平等

講師 竹ノ下 弘久

授業科目の内容：

　本講義では、社会階層論の基本的な考え方を、戦後日本の社会変

動を文脈におきながら、考察する。近年人々の格差・不平等に対す

る関心は高まっているといわれる。人々の不平等に対する見方は、

戦後の日本社会においてどのように変化してきたのであろうか。産

業化に伴う社会の変化は、社会階層や階層構造に対してどのような

影響を及ぼしてきたか。社会階層や階層移動を考えるとき、なぜ教

育を受ける機会が重要なのか。学校教育から労働市場への移行は、

何によって可能なのか。なぜ近年、若年層の非正規雇用が増加して

いるのか。現代日本社会で問題とされるこれらの事項について、社

会階層論の立場から検討を加え、考察したい。

テキスト（教科書）：

　講義中に随時指示します。

参考書：

　講義中に随時指示します。

社会階層論Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
グローバル化、社会階層、国際比較

講師 竹ノ下 弘久

授業科目の内容：

　春学期の社会階層論Iで、現代日本社会における階層構造について

検討した。秋学期には、春学期の授業内容をふまえて、近年のグロ

ーバル化という社会変動が、各国の階層構造に対していかなる影響

を及ぼしているかを考察する。グローバル化が階層構造、階層移動

に及ぼす影響は、各国に対して一様なものではなく、国によって大

きく異なっている。その際、各国ごとに異なる制度編成(institutional 
arrangements)のあり方に着目する。各国の階層移動を媒介する諸制

度と、グローバル化と階層移動とのかかわりについて検討する。加

えて、近年のグローバル化が国境を越える人の移動を増大させてい

ることにかんがみ、国際移民が、受け入れ社会の階層構造にどのよ

うに組み込まれているかも、あわせて考察する。

テキスト（教科書）：

　講義中に随時指示します。

参考書：

　講義中に随時指示します。

社会調査論Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
セット履修 講師 堀川 三郎

授業科目の内容：

　私たちの日常は直接経験できない事柄の報道に満ちている。とい

うことは，何が正しい情報で，どれが誤ったものなのかを常に判断

することなしには生きてゆけないことを意味している。つまり，モ

ノを書く「書き手」（新聞記者や学者たち）にとってだけでなく、彼

女ら／彼らによって書かれたものを読む「読み手」（それは私たち

だ）にとっても，調査によってもたらされる情報を選択し批判的に

解読する眼力が不可欠なのだ，ということである。社会調査につい

て学ぶ意義は，まずもってこの点にある。

　本講義では，１年間を通して，調査をもとに語られる「事実」や

「報告」をどう読み解いたら良いのかを軸に，社会調査という技法と

その思想について考察する。具体的な作品の解読と講師自身が行っ

てきた現地調査の体験を素材に進める予定である。なお，必ず堀川

の担当する「社会調査論 II 」とセットで履修すること。

テキスト（教科書）：

　いわゆる「教科書」というものは使用しない。毎回の講義で，読

むべき多くの文献を提示する。自習・復習には，下記の参考書を適

宜利用すること。

参考書：

　（1）佐藤郁哉（[1992] 2006）『フィールドワーク〔増訂版〕』（ワ

ードマップ）新曜社。ISBN: 4-7885-1030-8
　（2）森岡清志編（[1998] 2007）『ガイドブック社会調査』（第2版）

日本評論社。ISBN: 978-4-535-58246-0
　（3）盛山和夫（2004）『社会調査法入門』（有斐閣ブックス）有斐

閣。ISBN: 4-641-18305-8
　（4）佐藤健二・他編（2009）『社会調査論』八千代出版。ISBN: 
978-4-8429-1493-0
　（5）玉野和志（2008）『実践社会調査入門』世界思想社。ISBN: 
978-4-7907-1321-0

社会調査論Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
セット履修 講師 堀川 三郎

授業科目の内容：

　私たちの日常は直接経験できない事柄の報道に満ちている。とい

うことは，何が正しい情報で，どれが誤ったものなのかを常に判断

することなしには生きてゆけないことを意味している。つまり，モ

ノを書く「書き手」（新聞記者や学者たち）にとってだけでなく、彼

女ら／彼らによって書かれたものを読む「読み手」（それは私たち

だ）にとっても，調査によってもたらされる情報を選択し批判的に

解読する眼力が不可欠なのだ，ということである。社会調査につい

て学ぶ意義は，まずもってこの点にある。

　本講義では，１年間を通して，調査をもとに語られる「事実」や
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「報告」をどう読み解いたら良いのかを軸に，社会調査という技法と

その思想について考察する。具体的な作品の解読と講師自身が行っ

てきた現地調査の体験を素材に進める予定である。なお，必ず堀川

の担当する「社会調査論 I 」とセットで履修すること。

テキスト（教科書）：

　いわゆる「教科書」というものは使用しない。毎回の講義で，読

むべき多くの文献を提示する。自習・復習には，下記の参考書を適

宜利用すること。

参考書：

　（1）佐藤郁哉（[1992] 2006）『フィールドワーク〔増訂版〕』（ワ

ードマップ）新曜社。ISBN: 4-7885-1030-8
　（2）森岡清志編（[1998] 2007）『ガイドブック社会調査』（第2版）

日本評論社。ISBN: 978-4-535-58246-0
　（3）盛山和夫（2004）『社会調査法入門』（有斐閣ブックス）有斐

閣。ISBN: 4-641-18305-8
　（4）佐藤健二・他編（2009）『社会調査論』八千代出版。ISBN: 
978-4-8429-1493-0
　（5）玉野和志（2008）『実践社会調査入門』世界思想社。ISBN: 
978-4-7907-1321-0

社会変動論Ⅱ（３・４年）（政） 2単位 （春学期）
現代オセアニアの社会変動――グローバルな人口移動の歴史と政

治・社会変動

教授 関根 政美

授業科目の内容：

　オーストラリアを研究していると、オーストラリアでは日本に比

べ遥かにオセアニアに関する報道が多く、関心も高いことが理解で

きる。本授業担当者は，従来，現代オーストラリアおよび現代日本

を題材に社会変動論を講じてきたが、本講義では、対象を広くして

オセアニア全体に焦点を当ててみたい。授業は，オーストラリアの

視点に強く影響されたものとなるだろうが、以下のような内容であ

る。（1）現代オセアニアの概要を論じてから、現代オセアニアの政

治・社会・経済問題を概観し、そうした問題が、オセアニアにおけ

る古来よりの人口移動、西洋人のオセアニア進出と植民地化の歴史

に由来することを明らかにするとともに、(2)オセアニア諸国をＭＩ

ＲＡＢ社会と見る観点より考察し、将来の発展のための示唆を得た

い。

　ＭＩＲＡＢ社会とは、国民の多くが海外出稼ぎに出かけることに

より外貨を獲得し、海外送金と援助によりかろうじて経済を維持し

ている国のことを言う。従来、否定的に捉えられてきた概念だが、

その積極的な面にも光を与えることにしたい。昨年は、本講義を現

代オーストラリア論Ⅱとして講義したが、内容的に社会変動論とし

て講義にふさわしいものだったので本年より変更。

　授業内容は、秋学期の現代オーストラリア論Ⅱと関連をもってい

るので双方を履修することを希望する。

テキスト（教科書）：

　黒柳米司・広瀬崇子・関根政美著『東南・南アジア／オセアニア

―ニュースを現代史から理解する（国際情勢ベーシックシリーズ）』

（自由国民社，2001 年3 月）の関根担当部分を教科書とする，現代オ

セアニアに関する文献は極めて少ないので、授業にはこまめに出席

すること。

参考書：

①吉岡政徳監修『オセアニア学』（京都大学学術出版会、２００９年

１０月）

②須藤健一著『オセアニアの人類学』(風響社、２００８年１２月）

参考書は授業で適宜提示する。

政治過程論Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
民主主義と民主化を考える

教授 小林 良彰

授業科目の内容：

　先進国における民主主義や途上国における民主化などデモクラシ

ーを軸にして、現代の各国の政治を解明する視点を学ぶことを目的

に授業を行います。授業は講義形式で行い、できるだけわかりやす

く説明したいと思います。比較政治や現代日本政治、国際関係、政

治理論を学ぶ学生だけでなく、政治思想や政治史を学ぶ学生にとっ

て有益になることを心がけて授業を行いたいと思います。

テキスト（教科書）：

　特にありません

参考書：

　小林良彰『現代日本の政治過程』東京大学出版会

　小林良彰『制度改革以降の日本型民主主義』木鐸社

　小林良彰『公共選択』東京大学出版会

地域社会論Ⅰ（政）（３・４年） 2単位 （春学期）
都市社会学概説

教授 有末 賢

授業科目の内容：

　都市化社会と呼ばれる現代社会において、都市と地域社会（コミ

ュニティ）は、われわれの社会生活において重要な＜空間＞である

だけではなく、＜集団＞でも＜関係＞でもある。本講義においては、

地域社会を対象として、都市社会学を中心とした学説・理論から解

説し、実証的研究の系譜や日本の農村と都市、都市問題と都市計画、

世界の都市と都市化現象などを講義していく。

　理論・学説においては、1920年代、アメリカのシカゴ学派による

「人間生態学」とシカゴ・モノグラフ・シリーズの登場、ヨーロッパ

を中心とした1970年代以降の新都市社会学や「空間の社会学」の動

向などを扱う。また。後半では、ビデオ視聴なども加えながら、先

進資本主義諸国の都市問題、発展途上国などの

都市化などについても考察する予定である。

テキスト（教科書）：

有末賢『現代大都市の重層的構造ー都市化社会における伝統と変容

ー』ミネルヴァ書房、1999年、ISBN:4-623-02967-0C3336
参考書：

・藤田弘夫・吉原直樹編著『都市社会学』有斐閣、1999年、ISBN:
4-641-　　08639-7 C1336
・園部雅久・和田清美編著『都市社会学入門』文化書房博文社、2004
年、　　　ISBN:4-8301-0870-3 C3036

地域社会論Ⅱ（政）（３・４年） 2単位 （秋学期）
東京圏の都市社会学

教授 有末 賢

授業科目の内容：

　地域社会論Ⅰから引き続いて、都市社会学を中心とした地域社会

の現代的・実証的なテーマを扱っていく。今回は、一つのケース・

スタディとして「東京圏」の社会学を講義する。「東京」は現代大都

市の中でも多くの問題を抱え、しかもダイナミックな社会変動によ

って、一刻一刻その姿を変えつつある。まず、イギリスのロンドン

と比較しながら、歴史的な都市化の特性をとらえ、都市化ー郊外化

ー脱都市化ー反都市化などの人口変動のサイクルを検証する。また、

東京圏内部を都心業務地域、下町ー山の手、戦前型郊外住宅地、戦

後ニュータウン、盛り場・繁華街などに類型化しながら、それぞれ

の地区特性と現代的問題点を解説していく。 後には、東京論とラ

イフスタイルについても考察していきたい。

テキスト（教科書）：

有末賢『現代大都市の重層的構造ー都市化社会における伝統と変容

ー』ミネルヴァ書房、1999年、ISBN:4-623-02967-0 C3336
参考書：

・藤田弘夫・吉原直樹編著『都市社会学』有斐閣、1999年、ISBN:
4-641-   08639-7 C1336
・吉見俊哉『都市のドラマトゥルギーー東京・盛り場の社会史ー』

河出文庫、2008年、ISBN:978-4-309-40937-5 C0136

地方自治論Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
市民社会と地方自治

教授 片山 善博

授業科目の内容：

　地方分権の確立が叫ばれて久しい。また、現政権は「地域主権」

を掲げ、新たな視点から自治体への分権化を進めようとしている。

そうした状況の中で、教育や福祉など国民にとって重要な役割を果

たすべき自治体は，不祥事や財政破綻などで現在その力量を問われ

ている。自治体は果たして地方分権を担う主体になりうるか。自治

体が提供する行政サービスに対する住民の満足度は高いか。透明性

や説明責任など自治体の質を担保すべき議会や監査制度は十分機能
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しているか。地方財政は持続可能か，などである。この講義では，

わが国の地方自治制度を詳述するとともに，それが機能不全を起こ

していることについてその原因を探り，あわせて今後の地方自治制

度改革の方向をも見通すこととしたい。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。講義資料はプリントを配布したい。

参考書：

　片山善博著『市民社会と地方自治』（慶應義塾大学出版会，2007 
年）など

地方自治論Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
自治体財政と民主主義

教授 片山 善博

授業科目の内容：

　春学期の講義を踏まえ，秋学期では主として地方税制や地方財政

の仕組みを取り上げたい。それらの制度を理解することに主眼をお

くこととするが，税制や財政の仕組みとその運用の中に，実は地方

自治や民主主義を具現化する重要な要素が内在していることにも注

目したい。住民の代表である議会を通じた財政の民主統制や納税者

自らの参画による財務監視などである。併せて、これらの制度や仕

組みが様々な要因により潜在化させられている実態をも摘示したい。

また、夕張市に代表される自治体の財政破綻や財政危機の原因を探

り，今後の財政運営を持続可能にする方途についても講義を通じて

示したい。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。講義資料はプリントを配布したい。

参考書：

　片山善博著『市民社会と地方自治』（慶應義塾大学出版会，2007 
年）など

マス・コミュニケーション発達史Ⅰ（政） 2単位 （春学期）
日本の近代化とジャーナリズム

講師 鈴木 雄雅

授業科目の内容：

　ジャーナリズムの発展について概説する。文字の誕生から紙，印

刷などの複製技術の出現，通信，交通手段の発展が，ジャーナリズ

ムの形式を規定していく状況を眺める。さらに幕末日本に新聞，雑

誌が出現してから近代新聞が成長し，その過程でジャーナリズムの

機能がどのように近代日本の社会発展と関わりあってきたかを考察

する。授業スケジュール・参考文献類については， 初の講義時に

発表。

授業サイト　URL  http://pweb.cc.sophia.ac.jp/s-yuga/keio/guide09.html
テキスト（教科書）：

　春原昭彦 武市英雄（編）『日本のマス・メディア【第2版】』 日本

評論社、2004
参考書：

　春原昭彦『日本新聞通史』［四訂］』（新泉社、2003）

マス・コミュニケーション発達史Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
イギリスのジャーナリズム

講師 鈴木 雄雅

授業科目の内容：

　ジャーナリズム揺籃の地といわれるヨーロッパ地域のマス･メディ

アについて学ぶ。外国のマス･メディアを学ぶ基礎的知識・オリエン

テーションののち，イギリス・ジャーナリズムの歴史，現状，問題

点を探る。

　適時，ヨーロッパのマス･メディア，ジャーナリズムの問題をとり

あげるが、国際的なマス・メディア産業の動態分析やジャーナリズ

ム研究にとどまらず，その形成過程に多大な影響を及ぼす政治体制

や社会構造の変化にも注目する。さらに、常に日本の状況と比較し

ながら，現代ヨ－ロッパのマス・メディアの構造と機能を研究する。

授業スケジュール・参考文献類については， 初の講義時に発表。

授業サイト　URL  http://pweb.cc.sophia.ac.jp/s-yuga/keio/guide09.html
テキスト（教科書）：

　適時指示する。

参考書：

　Euromedia Research Group,The Media in Europe: The Euromedia 
Handbook 　London : Sage, 2004.
　出口保夫・小林章夫・齊藤貴子（編）『21世紀イギリス文化を知る

事典』（東京書籍、2009年）

　http://pweb.cc.sophia.ac.jp/s-yuga/gakubu/FJ2ref.htm

マス・コミュニケーション論Ⅰ（政）（３・４年） 2単位 （春学期）
マス・コミュニケーション理解のための基礎知識

講師 津田 正太郎

授業科目の内容：

　近年、インターネット等の新たなメディアが登場し、新聞やテレ

ビといった旧来のメディアの存在を脅かしつつあると言われる。し

かし、現在においても、マス・コミュニケーションの役割を抜きに

して、政治や社会のあり方を語ることは困難だと言わざるをえない。

　本講義では、マス・コミュニケーションを理解するうえで基本的

な理論モデルの解説を行うとともに、現代社会を理解するうえで重

要ないくつかのテーマをとりあげ、それらとマス・コミュニケーシ

ョンとの関わりについて考察する。

　前半の講義では、マス・コミュニケーションが社会やそこに暮ら

す人びとにいかなる影響を与えるのかを研究してきた効果研究の流

れを解説し、主要な理論モデルを紹介する。さらに、それらの理論

モデルがどのような時代背景のもとで唱えられたのかについても論

じる。

　後半では、国民国家や近代化、グローバリゼーションといったテ

ーマをマス・コミュニケーションの観点から解説することにしたい。

テキスト（教科書）：

　大石裕『コミュニケーション研究（第2版）』慶應義塾大学出版会

参考書：

　講義内で適宜紹介する。

マス・コミュニケーション論Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
教授 大石 裕

授業科目の内容：

　主に、①ジャーナリズムに関する理論的考察（ニュース論や客観

報道論など），②言説分析によるニュース分析，③メディア・イベン

トとメディア言説，に関して講義する。

テキスト（教科書）：

・大石裕『ジャーナリズムとメディア言説』（勁草書房）

・大石裕編『ジャーナリズムと権力』（世界思想社）

参考書：

・大石裕ほか『現代ニュース論』（有斐閣）

・大石裕『政治コミュニケーション』（勁草書房）

・大石裕『コミュニケーション研究』』（慶應義塾大学出版会）

・大石裕・山本信人編『メディア・ナショナリズムのゆくえ』（朝日

新聞社）

・D.マクウェール『マス・コミュニケーション研究』（慶應義塾大学

出版会）

メディア社会論Ⅰ（政） 2単位 （秋学期）
現代社会の諸問題とメディア

講師 津田 正太郎

授業科目の内容：

　本講義の目的は、メディアという観点から現代社会の様々な問題

について受講者諸君の理解を深めることにある。メディアが高度に

発達した現代社会において、メディアがどのような役割を果たして

いるのかを理解することは不可欠である。逆に言えば、現在あるい

は将来のメディアのあり方について、社会との関係性を抜きにして

語ることはできない。

　以上の観点から、本講義の前半では、メディアを理解するうえで

重要な諸概念について解説を行う。一般的に使用される概念ばかり

であるが、そこには様々な問題が含まれており、それらについて理

解を深めることはメディア社会の分析にとって重要な意味を持つ。

後半では、消費、都市、地域、犯罪、監視といったトピックをとり

あげ、それらとメディアとがどのように関わっているのかについて

検討する。
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テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　講義中に適宜紹介する。

社会変動論特殊研究Ⅰ（政） 2単位 （秋学期）
グローバリゼーションと多文化交差社会の文化・社会変動

教授 関根 政美

授業科目の内容：

　本授業では，履修者の自発的な報告とそれらを土台に討論を行う

「演習授業」を実施したい。履修者の数にもよるが，毎回2，3 名の

報告者による競争的報告を行ってもらい，それらを土台に討論をし

てゆきたい。また，必要に応じて本授業のテーマに沿ってビデオを

見て討論したいと思っている。

　授業のテーマは以下の通り。現代世界はグローバリゼーション（国

際化）の影響を経験し大きな文化・社会変動を経験している。「グロ

ーバリゼーションは」，近年日本でも盛んに使われるようになった言

葉だが，グローバリゼーションそのものは多様な現象であり，一筋

縄ではその実態をつかむことが難しい。本授業では，人口移動のグ

ローバリゼーションだけではなく様ざまなグローバリゼーションに

注目し，国民国家への文化・社会・政治的影響について議論しなが

ら授業を進めたい。授業担当者は，オーストラリア研究を生業とし

ているが，本授業では必ずしもオーストラリアに関する文献を使用

するわけではい。その場合でもオーストラリアに関する深い知識を

必要とはしないはずである。

テキスト（教科書）：

　未定（ 新の著作・論文を利用したいので……）である。授業開

始前に掲示する予定であるが， 初の授業で輪読書について提示・

解説する。履修者からの希望があれば参考としたい。なお、参考ま

でに過去の輪読書を幾つか挙げておく

２００５年＝川島正樹編著『アメリカニズムと「人種」』名古屋大学

出版会、2005年。

２００６年＝ローディガー、デイヴィッド　Ｒ．（小原豊志・竹中興

慈他訳、2006年）『アメリカにおける白人意識の構築――労働者階級

の形成と人種』明石書店、

２００７年＝タミール、ヤエル（押村高・高橋愛子他訳）『リベラル

なナショナリズム――ナショナリズムは果たして人類悪なのか』（夏

目書房、2006年）今回の教材は・・・・・

２００８年＝関根政美･塩原良和編著『多文化･多世代交差世界の市

民意識と政治社会秩序形成』（慶應義塾大学出版会、2008年）

２００９年＝関根政美･塩原良和編著『多文化･多世代交差世界の市

民意識と政治社会秩序形成』（慶應義塾大学出版会、2008年）

参考書：

　関根政美『多文化主義社会の到来』（朝日新聞社，2000 年）。カー

スルズ／ミラー（関根・関根訳）『国際移民の時代』（名古屋大学出

版会，1996年），D・ヒーター（田中・関根訳）『市民権とは何か』

（岩波書店，2003年）。関根政美・塩原良和編著『多文化交差社会の

政治社会秩序形成』（慶應義塾大学出版会，2008 年）

社会変動論特殊研究Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
多民族・多文化社会としての日本―実践の場からの視点

准教授 塩原 良和

授業科目の内容：

　グローバル化にともない増大する越境する人や文化の移動によっ

て，日本社会におけるニューカマー外国人住民はますます増加して

います。それと同時に，戦前から日本に住み続けてきた在日コリア

ンの人々や，アイヌ民族をはじめとする先住民族の存在や主張も改

めて注目されています。また「多民族・多文化社会としての日本」

で生きるこうした人々が抱えるさまざまな課題に取り組むために，

市民社会において多くの支援者・当事者が活動を展開しています。

　この授業では，文献の輪読のほか，大学外でのフィールドワーク

や活動体験などをつうじて，より良い「多文化共生」を目指す実践

の現状を具体的に学び，私たち自身がそのような状況とどのように

向き合うべきかを考えることを目指します。

テキスト（教科書）：

　講義中に随時提示します。

参考書：

　講義中に随時提示します。

政治過程論特殊研究Ⅱ（政） 2単位 （秋学期）
政治現象を分析する

教授 小林 良彰

授業科目の内容：

　本特殊研究は、特に上級者の学生を対象として政治現象を実証的

に分析することを目的に、講義形式ではなく少人数による演習形式

で行います。このため本特殊研究の履修に際しては、ＳＰＳＳとＳ

ＴＡＴＡの両方を十分にマスターしていることが必要になるので、

統計情報処理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを履修していることを前提にします。

なお、初回授業の際に、上記の確認をします。

テキスト（教科書）：

　特にありません

参考書：

　必要に応じて、適時、紹介します

近世日本政治史Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
講師 門松 秀樹

授業科目の内容：

　江戸幕府は成立から終焉まで２６０余年の長きにわたった政権で

した。このため、幕府は様々な環境の変化に直面し対応を迫られる

ことになります。

　本講義では、江戸時代の前半期を中心として、幕藩体制の確立と

発展の過程について論じてみたいと考えています。特に、幕府や藩

の政治・行政機構がいかにして確立され、どのように機能していた

のかということに注目して、検討を進めていきます。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません（授業時に適宜レジュメ等を配布します）

参考書：

　授業中に適宜紹介します。

近世日本政治史Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
講師 門松 秀樹

授業科目の内容：

　江戸幕府は、２６０余年にわたって政権を維持しましたが、１８

世紀後半以降は、社会や経済の変動による多大な影響を受けること

になりました。

　本講義では、１８世紀後半以降、幕藩体制がどのように変容し、

終焉を迎えたのかについて、幕府や藩の「改革」を中心に、朝廷と

幕府の関係の変化や、対外関係の変化にも留意しつつ、論じていき

たいと考えています。

　また、これらの議論を通じて、幕末・維新期と呼ばれる、近世と

近代の移行期において、連続面や不連続面などについて考察を進め

てみたいと考えています。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません（授業時に適宜レジュメ等を配布します）。

参考書：

　授業中に適宜紹介します。

近代日本政治史Ⅰ（３・４年）（日） 2単位 （春学期）
戦後日本の歴史観の特徴とその淵源

教授 玉井 清

授業科目の内容：

　本授業は，日本政治史研究の現状と課題について，戦後のGHQ に
よる占領統治下，我が国の中で醸成された歴史観に注目しながら考

察を加える。さらに、かかる考察を通じ、現代日本人が抱く歴史観、

さらには政治社会観の淵源を探りながら、その通弊を浮き彫りにし

たいと考えている。

　主たるテーマは，戦後の歴史観の特徴と問題点であるが，ここで

いう「歴史」は、明治から昭和戦前までの政治，外交、軍事，社会，
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文化を対象とするものである。とりわけ日中戦争から日米開戦を経

て敗戦に至るまでの戦時下の政治あるいは社会文化事象に注目し、

その内実の解説に重点を置く。その上で、戦後それらの事象がどの

ように封印、あるいは変容され語られるようになったか検証する。

取り上げる資料は，文字情報だけでなく、戦時啓蒙のために作成さ

れた歌や映像等、歴史資料を幅広く捉え、それらを積極的に利用す

る予定である。

参考書：

　玉井清編『戦時日本の国民意識―写真週報とその時代―』（慶應義

塾大学出版会、2008年）

　北岡伸一『政党から軍部へ』（中央公論新社、1999年）

　平野共余子『天皇と接吻』（草思社、1998年）

　江藤淳『閉された言語空間―占領軍の検閲と戦後日本―』（文藝春

秋、平成元年）

近代日本政治史Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
近代日本における立憲政治の導入と展開

教授 玉井 清

授業科目の内容：

　近代日本における立憲政治導入の意義を，伊藤博文を中心に推進

された明治憲法制定の過程と，当時のわが国を取り巻く国際環境と

の連関から明らかにする。また，導入された立憲政治が，その後の

日本の政治にいかなる道筋を作っていくことになるのか，立憲政友

会の成立，原敬内閣の誕生，昭和の二大政党政治に注目しながら話

を進める予定である。

　さらに，立憲政治の導入過程で看取できる近代日本の西洋に対す

る二律背反の感情に注目し，時代が下る中で，それらの感情がいか

なる変容をみせたか、対西洋観、対英米観に注目し考察を加えるつ

もりである。

参考書：

　玉井清『立憲政友会と原敬』（慶應義塾大学出版会）

近代日本政党史Ⅰ（日） 2単位 （秋学期）
明治・大正・昭和初頭における政党政治の発展

講師 坂本 健蔵

授業科目の内容：

　本講義では、明治・大正・昭和初頭における政党政治の発展につ

いて講義する予定である。近代民主国家における政治の担い手であ

る政党が、日本においてどのように権力を掌握したのか、またその

政治運営はいかなるものであったかについて検証していきたい。当

時の国際環境、内政事情、憲法的制約、民意を総合的に考察しつつ、

戦前期日本の政党政治について解説する。

参考書：

　玉井清『原敬と立憲政友会』（慶應義塾大学出版会、1999年）

　奥健太郎『昭和戦前期立憲政友会の研究』（慶應義塾大学出版会、

2004年）

　清水唯一朗『政党と官僚の近代』（藤原書店、2007年）

　升味準之輔『日本政党史論』第1～５巻（東京大学出版会、1965～
1979年）

現代日本行政論Ⅰ（３・４年）（日） 2単位 （春学期）
日本の行政組織の課題は何か

講師 三田 妃路佳

授業科目の内容：

　この講義では，行政学で扱う主要トピックを取り上げ，日本の行

政の特徴について説明します。行政は，行政活動に関する透明性を

向上させ，市民に対して説明責任を果たすことが求められています。

また，行政は市民を行政サービスの受け手として捉えるのではなく，

市民を行政運営における協働関係のパートナーとして考え，関係を

築いて行くことが期待されています。講義では，こうした前提の下

で，具体的な事例を取り上げ，行政資料や映像資料の使用しながら，

現代日本の行政の現実と課題について見て行きます。特に，春学期

は，日本の行政の仕組みに焦点を当て，政治と行政の関係，中央・

地方関係，行政組織の意思決定，公務員制度について説明します。

さらに，地方分権改革，公務員制度改革等行政改革の歴史とその課

題について解説して行きます。

テキスト（教科書）：

　今村都南雄・武藤博己・沼田良・佐藤克廣・武藤博巳『ホーンブ

ック基礎行政学』北樹出版，2009年，ISBN:978-4779301827　
参考書：

　真渕勝『行政学』有斐閣，2009年，ISBN:978-4641049833 
　西尾勝『行政学（新版）』有斐閣，2001 年，ISBN:978-4641049772
　村松岐夫『行政学教科書（第二版）』有斐閣，2001 年，ISBN:
978-4641049796
　村松岐夫『日本の行政』中公新書，1994 年，ISBN:978-4121011794 

現代日本行政論Ⅱ（３・４年）（日） 2単位 （秋学期）
行政に対する民主的統制はどうなっているか。

講師 三田 妃路佳

授業科目の内容：

　この講義では，行政学で扱う主要トピックを取り上げ，日本の行

政の特徴について説明します。行政は，行政活動に関する透明性を

確保し，市民に対して説明責任を果たすことが求められています。

また，行政は市民を行政サービスの受け手として捉えるのではなく，

市民を行政運営における協働関係のパートナーとして考え，関係を

築いて行くことが期待されています。講義では，こうした前提のも

とで，具体的な事例を取り上げ，行政資料や映像資料の使用しなが

ら，現代日本の行政の現実と課題について見て行きます。特に，秋

学期は政策過程を中心に扱います。行政活動は市民や利益団体にど

のように影響し，市民や利益団体はどのような形で行政活動に参加

することが可能であるのかについて説明して行きます。

テキスト（教科書）：

　授業時に指示します。

参考書：

　今村都南雄・武藤博己・沼田良・佐藤克廣・武藤博巳『ホーンブ

ック基礎行政学』北樹出版，2009年，ISBN:978-4779301827　
　真渕勝『行政学』有斐閣，2009年，ISBN:978-4641049833
　西尾勝『行政学（新版）』有斐閣，2001 年，ISBN:978-4641049772

現代日本政治論Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
講師 増山 幹高

授業科目の内容：

　この講義では，現代の日本政治における「制度と行動の相互性」

について論じる．現代的な国民国家においては，民主主義は自ずと

間接的なものであり，代議制度がその根幹となる．そうした代議制

度としては，議院内閣制と大統領制が大別される．後者がアメリカ

憲法を典型とするような三権分立による均衡と抑制を民主主義的な

原理とするのに対して，前者はイギリスに代表されるように，政治

的な権力を内閣に集中させ，政府運営や政策形成における責任所在

を明確にし，そうした責任を選挙において国民が問うという意味に

おいて民主主義を実現する．ただし，実際の代議制度はこれら二つ

の原理を複合的に体現しており，その運用も政治的な環境によって

異なるものである．

 　日本は制度的には議院内閣制を採用しているが，必ずしもイギリ

スのように権力の集中が促進されるわけではない．どの程度の権力

集中が達成されるかは，まず政府を樹立し，権力を握る段階に大き

く依存する．権力集中型の代議制度においては，理念型として，選

挙は現政権の実績と将来の政権構想の二者択一を有権者に意識させ

るものである．このために選挙制度としては小選挙区相対多数制を

採用し，与野党の明確な二大政党制になる必要があると考えられて

いる．日本においても90年代半ばに選挙制度改革が行われたように，

制度とは行動の制約条件であるとともに，行動の結果として変更の

加えられる選択対象でもある．この講義では，こうした選挙から組

閣までの過程における「制度と行動の相互性」を検証し，現代日本

において権力の集中がどのように促進されるのかを明らかにしてい

く．

参考書：

　飯尾潤『日本の統治構造』（中央公論新社2007年）

　村松ほか著『日本の政治：第二版』（有斐閣，2001年）

　伊藤ほか著『政治過程論』（有斐閣，2000年）

　川人ほか著『現代の政党と選挙』（有斐閣，2001年）

　
政
治
学
科
講
義
要
綱
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現代日本政治論Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
講師 増山 幹高

授業科目の内容：

　この講義では，春学期に続いて，現代の日本政治における「制度

と行動の相互性」について論じるとともに，焦点を政権が樹立され

た後における政府運営に移行させ，立法過程や政策形成において，

議院内閣制による権力集中がどのように促進されるのかということ

を検証していく．

　議院内閣制においてどの程度の権力集中が達成されるかは，政府

を樹立し，権力を握る段階に次いで，いかに内閣が立法や政策を主

導していけるかに依存し，それは内閣がいかに行政機関を管理しう

るのかということに規定される．権力集中の理念型としては，内閣

が一切の立法や政策を主導し，議会はその内閣の方針を裁可するだ

けの受動的なものとなる．このために議会制度としては一院制によ

る本会議主義を採用し，与党が議会運営を完全に掌握する必要があ

る．これに対して，実際には二院制や委員会制が多くの国々の議会

で採用されており，立法や政策はむしろ与野党間の交渉に委ねられ

ている．したがって，権力の集中度は緩和され，政府運営や政策形

成における責任所在は不明確となるが，同時に与野党の交渉を通じ

て国民各層の意見を広く立法や政策に反映させるという意味での権

力の均衡と抑制を求める民主主義が実現される．日本においても首

相公選制や国会改革が検討されているが，そうした制度設計もいか

なる制度が権力集中か権力分散のいずれを促進するのかを適切に把

握して初めて可能となる問題である．この講義では，立法過程や政

策形成における「制度と行動の相互性」を検証し，現代日本におけ

る立法－行政関係を検討していく．

参考書：

　飯尾潤『日本の統治構造』（中央公論新社2007年）

　村松ほか著『日本の政治：第二版』（有斐閣，2001年）

　伊藤ほか著『政治過程論』（有斐閣，2000年）

　川人ほか著『現代の政党と選挙』（有斐閣，2001年）

政治過程論Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
民主主義と民主化を考える

教授 小林 良彰

授業科目の内容：

　先進国における民主主義や途上国における民主化などデモクラシ

ーを軸にして、現代の各国の政治を解明する視点を学ぶことを目的

に授業を行います。授業は講義形式で行い、できるだけわかりやす

く説明したいと思います。比較政治や現代日本政治、国際関係、政

治理論を学ぶ学生だけでなく、政治思想や政治史を学ぶ学生にとっ

て有益になることを心がけて授業を行いたいと思います。

テキスト（教科書）：

　特にありません

参考書：

　小林良彰『現代日本の政治過程』東京大学出版会

　小林良彰『制度改革以降の日本型民主主義』木鐸社

　小林良彰『公共選択』東京大学出版会

戦後日本政治史Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
敗戦からの復興と高度経済成長

講師 佐藤 晋

授業科目の内容：

　本講義では，従来しばしば見られたような「戦後史＝内閣史」と

いう整理ではなく，国際環境の変容と，国民世論および各利益集団

の動向に規定された歴史としての戦後日本政治史の構築を試みます。

取り扱う時期は，1945（昭和20）年の太平洋戦争終戦時から，東京

オリンピックが開催された1964（昭和39）年までの約20 年間です。

　本講義を通じて，履修者が，多角的かつバランスよく戦後日本政

治をとらえることができるようにします。

　また，戦後日本の進路をめぐる，実現には至らなかったさまざま

な構想を取り上げることで，戦後政治上の指導者が実際にとった選

択の是非を，受講者自身が評価することができるようになることを

目指します。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。毎回，講義資料プリントを配布します。

参考書：

　講義の中で逐次紹介します。まずは，石川真澄『戦後政治史』（岩

波新書，2004 年），渡邉昭夫編『戦後日本の宰相たち』（中央公論

社，1995年），北岡伸一『自民党』（読売新聞社，1995 年）をお勧め

します。

戦後日本政治史Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
グローバル化していく世界の中の日本

講師 佐藤 晋

授業科目の内容：

　本講義では，従来しばしば見られたような「戦後史＝内閣史」と

いう整理ではなく，国際環境の変容と，国民世論および各利益集団

の動向に規定された歴史としての戦後日本政治史の構築を試みます。

取り扱う時期は，日本が世界の経済大国の仲間入りを果たしつつあ

った1965（昭和40）年から，グローバル化の波が強く日本政治に影

響を与えた2005（平成17）年までの約40 年間です。

　本講義を通じて，履修者が，多角的かつバランスよく戦後日本政

治をとらえることができるようにします。

　また，戦後日本の進路をめぐる，実現には至らなかったさまざま

な構想を取り上げることで，戦後政治上の指導者が実際にとった選

択の是非を，受講者自身が評価することができるようになることを

目指します。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。毎回，講義資料プリントを配布します。

参考書：

　講義の中で逐次紹介します。まずは，石川真澄『戦後政治史』（岩

波新書，2004 年），渡邉昭夫編『戦後日本の宰相たち』（中央公論

社，1995年），北岡伸一『自民党』（読売新聞社，1995 年）をお勧め

します。

中世日本政治史Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
中世に「政治」はあったか

講師 新田 一郎

授業科目の内容：

　中世日本に「政治」は存在したのか。存在したとすればそれはど

のようなものであったか。存在しなかったとすればそれはなぜか。

そもそも「政治」とは何か。「政治」の存否を分かち，あるいは「政

治」の様態を規定するのは，どのような条件なのか。本講義は，こ

うした問題に接近するための第一歩として，「政治」の舞台を構成す

る「国家」について考えることからスタートする。また，そのこと

と不可分な問題として，日本史上に「中世」という時代を措定する

ことの意味について論じ，以て「中世日本の政治」について考える

材料を提供する。なお、授業はおおよそテキストの構成に沿って進

めるが、適宜脱線する予定。また、「授業の計画」は暫定的なものな

ので、あまり信用しないこと。

テキスト（教科書）：

　新田一郎『中世に国家はあったか』（山川出版社　2004 年）

参考書：

　さしあたり『石井進著作集6 中世社会論の地平』（岩波書店　2005
年）。他は講義中に適宜指示する。

中世日本政治史Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
中世「政治」史における｢天皇」

講師 新田 一郎

授業科目の内容：

　春学期「中世日本政治史Ⅰ」の内容をうけて，中世日本における

「政治」を条件づけた要素およびその推移について，主として中世後

期に重点をおいて論ずる。とりわけ，この時代の「政治」史や「権

力」構造において「天皇」という仕組みがどのような意味を持った

のか，という問題に焦点を据える。中世前期と後期とで、「天皇」の

持つ「政治」的な作用には、構造的な変化が観察されるが、その「変

化」をどのようなモノサシを用いて測定するのかが、中世日本にお

ける「政治」を（現代人の目から）理解するために肝心なこととな

る。本講義は、こうした問題の周辺を彷徨する。シラバスに載せる

「授業の計画」は、あくまでも暫定的なものなので、あてにはしない

こと。
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テキスト（教科書）：

　教科書として指定するものはない

参考書：

　さしあたり、新田一郎「継承の論理」（『岩波講座・天皇と王権を

考える』２　岩波書店　2001年）、河内祥輔『中世の天皇観』（山川

出版社　2003年）を挙げておく。あとは講義中適宜指示する。

日本外交史Ⅱ（日） 2単位 （春学期）
教授 添谷 芳秀

授業科目の内容：

　戦後日本外交の変遷を講義する。重要事項を外交史の事例として

理解することとあわせて，戦後日本外交の全体像を理解するための

視角や枠組みを重視して講義する。とりわけ，選択の自由が根本的

に締約されていた占領下での吉田茂の選択が，その後不完全なまま

定着したことの意味を考えてみたい。

　吉田茂の選択とは，具体的には戦後憲法と日米安全保障条約であ

り，戦後一貫して日本外交の基本原則とされてきた。それらは，戦

後日本外交の自立を根本的に制約する要因でもあり，常に自立を求

める左右のナショナリズムの攻撃にさらされてきたが、いまだに基

本的に揺らいでいない。

　こうした戦後日本の外交と政治をめぐる複雑な構図は，冷戦後の

1990年代においても，そして21世紀に入った今日においても，基本

的に変わっていない。そのことの意味を深くみつめ直さなければ，

今後の日本外交の指針もみえてこないだろう。

テキスト（教科書）：

　添谷芳秀『日本の「ミドルパワー」外交』（ちくま新書，2005 年）

参考書：

　参考文献を適宜講義のなかで紹介する。概説としてはとりあえず

以下を参照のこと。

　五百旗頭真編『戦後日本外交史』（有斐閣，2006 年）［新版］

日本行政史Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
太政官制から内閣制度へ

講師 進邦 徹夫

授業科目の内容：

　明治国家成立期は，「官」と「民」の対立図式を強調することが多

いのですが，実際には多様な権力主体が政権の主導権を争う状況と

して理解することで，より立体的に捉えることが可能となります。

「官」とひとくちにいっても，藩閥対立のみならず，政策をめぐる対

立や天皇親政や立憲制導入をめぐる思想的対立など，さまざまな対

立軸が存在します。このように錯綜する対立軸の中で，明治国家は

どのような制度設計が志向されたのでしょうか。

　政治主導の政策決定を目指し，民主党政権ではウエストミンスタ

ー型民主主義に近い内閣が志向されています。本講義では，内閣制

度導入にいたる明治国家成立期の行政改革の史的展開を追うことに

よって，わが国の内閣制度への理解を深めるとともに，現行の内閣

制度の抱える問題点を検討してみたいと考えています。

テキスト（教科書）：

　講義中に指示します。

　また，講義資料等は以下のURL からダウンロードできます。

　http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/general_policy/shimpou/
参考書：

　・笠原英彦『日本行政史序説』芦書房　1998 年
　・笠原英彦・桑原英明編著『日本行政の歴史と理論』2004 年

日本行政史Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
明治国家の地方制度

講師 進邦 徹夫

授業科目の内容：

　2000 年に地方分権一括法が施行され，機関委任事務が法定受託事

務に改められるなど，地方分権への動きが加速されました。いっぽ

うで，地方財政三位一体の改革は，地方への税源移譲が進まないう

え，昨今の経済状況の悪化から税収不足となり，地方財政はますま

す厳しい状況に置かれています。

　第二次世界大戦後の制度改革により，地方制度は大きく転換した

と言われますが，制度面と実態では大きな乖離があるのが実情です。

制度的には，明治国家の地方制度と大きく異なる制度が構築されて

いますが，実態はどうでしょうか。本講義では，明治国家の地方行

政の史的展開を追うことによって，わが国の地方行政を規定した主

体的条件を考察していきたいと考えています。

テキスト（教科書）：

　講義中に指示します。

　また，講義資料等は以下のURLからダウンロードできます。

　http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/user/general_policy/shimpou/
参考書：

　・笠原英彦『日本行政史序説』芦書房　1998 年
　・笠原英彦・桑原英明編著『日本行政の歴史と理論』2004 年

日本政治運動史Ⅰ（３・４年）（日） 2単位 （春学期）
幕末・維新の政治運動

講師 落合 弘樹

授業科目の内容：

　幕末・維新期における政治運動を概観する講義です。幕末期にお

いては、幕藩体制の危機、さらには対外危機に触発され、様々な政

治運動が展開する変動期を迎えます。主要な人物や組織の動向を見

据えつつ、それらが歴史において果たした役割を考えていきます。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　『西郷隆盛と士族』　落合弘樹著　吉川弘文館，2005年

日本政治運動史Ⅱ（３・４年）（日） 2単位 （秋学期）
明治期の政治運動

講師 落合 弘樹

授業科目の内容：

　明治期における政治運動を概観する講義です。明治政府成立後も、

統治機構のあり方や公論の形成、対外政策をめぐり、様々な政治運

動が展開されました。主要な人物や組織の動向を見据えつつ、それ

らが歴史において果たした役割を考えていきます。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　別途、指示します。

日本政治思想史Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
幕末・明治の政治思想

准教授 小川原 正道

授業科目の内容：

　幕末から明治期にかけて政治思想について，幕末の討幕運動や明

治期の自由民権運動，士族反乱といった，現実政治に強い影響を与

えた政治運動と関連する思想に焦点を当てて検討を行う。とりわけ，

幕末期においては尊王・攘夷思想の形成と展開，明治以降では，福

沢諭吉をはじめとする啓蒙思想家の思想，自由民権運動と士族反乱

にかかわる思想に焦点を当て，明治後期の政治思想や仏教者のアジ

ア思想などについても視野に入れる。

　参考文献や講義の進行予定については，初回の講義で説明する。

参考書：

　寺崎修編『近代日本の政治』法律文化社，2006年
　小川原正道『西南戦争―西郷隆盛と日本 後の内戦』中公新書，

2007年
　小川原正道『大教院の研究―明治初期宗教行政の展開と挫折』慶

應義塾大学出版会、2004年
　小川原正道編『近代日本の仏教者-アジア体験と思想の変容』慶應

義塾大学出版会、2009年

日本政治思想史Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
福澤諭吉の政治思想

准教授 小川原 正道

授業科目の内容：

　福澤諭吉の政治思想について，主に明治前期に焦点を当てて検討

を加える。とりわけ，士族反乱や自由民権運動が高揚・発展する時

期に福澤が展開した政治思想に着目し，その特徴や内容について検
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討するとともに，その政治思想に投げかけられた現実政治からの評

価・視線についても考察したい。

テキスト（教科書）：

　『福澤諭吉著作集』第7 巻（慶應義塾大学出版会，2003 年）

　『福澤諭吉著作集』第9 巻（慶應義塾大学出版会，2002 年）

参考書：

　適宜紹介する。

マス・コミュニケーション発達史Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
日本の近代化とジャーナリズム

講師 鈴木 雄雅

授業科目の内容：

　ジャーナリズムの発展について概説する。文字の誕生から紙，印

刷などの複製技術の出現，通信，交通手段の発展が，ジャーナリズ

ムの形式を規定していく状況を眺める。さらに幕末日本に新聞，雑

誌が出現してから近代新聞が成長し，その過程でジャーナリズムの

機能がどのように近代日本の社会発展と関わりあってきたかを考察

する。授業スケジュール・参考文献類については， 初の講義時に

発表。

授業サイト　URL  http://pweb.cc.sophia.ac.jp/s-yuga/keio/guide09.html
テキスト（教科書）：

　春原昭彦 武市英雄（編）『日本のマス・メディア【第2版】』 日本

評論社、2004
参考書：

　春原昭彦『日本新聞通史』［四訂］』（新泉社、2003）

マス・コミュニケーション発達史Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
イギリスのジャーナリズム

講師 鈴木 雄雅

授業科目の内容：

　ジャーナリズム揺籃の地といわれるヨーロッパ地域のマス･メディ

アについて学ぶ。外国のマス･メディアを学ぶ基礎的知識・オリエン

テーションののち，イギリス・ジャーナリズムの歴史，現状，問題

点を探る。

　適時，ヨーロッパのマス･メディア，ジャーナリズムの問題をとり

あげるが、国際的なマス・メディア産業の動態分析やジャーナリズ

ム研究にとどまらず，その形成過程に多大な影響を及ぼす政治体制

や社会構造の変化にも注目する。さらに、常に日本の状況と比較し

ながら，現代ヨ－ロッパのマス・メディアの構造と機能を研究する。

授業スケジュール・参考文献類については， 初の講義時に発表。

授業サイト　URL  http://pweb.cc.sophia.ac.jp/s-yuga/keio/guide09.html
テキスト（教科書）：

　適時指示する。

参考書：

　Euromedia Research Group,The Media in Europe: The Euromedia 
Handbook 　London : Sage, 2004.
　出口保夫・小林章夫・齊藤貴子（編）『21世紀イギリス文化を知る

事典』（東京書籍、2009年）

　http://pweb.cc.sophia.ac.jp/s-yuga/gakubu/FJ2ref.htm

マス・コミュニケーション論Ⅰ（日）（３・４年） 2単位 （春学期）
マス・コミュニケーション理解のための基礎知識

講師 津田 正太郎

授業科目の内容：

　近年、インターネット等の新たなメディアが登場し、新聞やテレ

ビといった旧来のメディアの存在を脅かしつつあると言われる。し

かし、現在においても、マス・コミュニケーションの役割を抜きに

して、政治や社会のあり方を語ることは困難だと言わざるをえない。

　本講義では、マス・コミュニケーションを理解するうえで基本的

な理論モデルの解説を行うとともに、現代社会を理解するうえで重

要ないくつかのテーマをとりあげ、それらとマス・コミュニケーシ

ョンとの関わりについて考察する。

　前半の講義では、マス・コミュニケーションが社会やそこに暮ら

す人びとにいかなる影響を与えるのかを研究してきた効果研究の流

れを解説し、主要な理論モデルを紹介する。さらに、それらの理論

モデルがどのような時代背景のもとで唱えられたのかについても論

じる。

　後半では、国民国家や近代化、グローバリゼーションといったテ

ーマをマス・コミュニケーションの観点から解説することにしたい。

テキスト（教科書）：

　大石裕『コミュニケーション研究（第2版）』慶應義塾大学出版会

参考書：

　講義内で適宜紹介する。

マス・コミュニケーション論Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
教授 大石 裕

授業科目の内容：

　主に、①ジャーナリズムに関する理論的考察（ニュース論や客観

報道論など），②言説分析によるニュース分析，③メディア・イベン

トとメディア言説，に関して講義する。

テキスト（教科書）：

・大石裕『ジャーナリズムとメディア言説』（勁草書房）

・大石裕編『ジャーナリズムと権力』（世界思想社）

参考書：

・大石裕ほか『現代ニュース論』（有斐閣）

・大石裕『政治コミュニケーション』（勁草書房）

・大石裕『コミュニケーション研究』』（慶應義塾大学出版会）

・大石裕・山本信人編『メディア・ナショナリズムのゆくえ』（朝日

新聞社）

・D.マクウェール『マス・コミュニケーション研究』（慶應義塾大学

出版会）

立法過程論Ⅰ（日）（３・４年） 2単位 （春学期）
議会と政策

講師 熊谷 得志

授業科目の内容：

　この講義では、日本の国会における立法手続きに焦点を当て、我

が国の議会制度の特徴や立法過程にかかる制度、仕組みについての

解説を行うとともに、国会運営、委員会審査等の実例を紹介しなが

ら、立法過程における行動規範を解明してゆくこととします。また、

政権交代後の国会運営の変化に注目し、国会運営についての新しい

動きや制度改正等の紹介、解説を行うとともに課題や問題点を掘り

起こします。

　更に、後半の講義では、国政調査、国会と政策、国会と情報につ

いての制度解説や実例分析を試みることにより、国会における行政

統制機能及び政策形成へのかかわりなど、立法機能以外の国会の機

能や開かれた国会に向けての情報公開のあり方についての課題を検

証してゆくこととします。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。必要に応じ講義資料プリントを配布します。

参考書：

　授業で随時紹介します。

立法過程論Ⅱ（日）（３・４年） 2単位 （秋学期）
外交･安全保障政策にかかる国会の役割

講師 前田 光政

授業科目の内容：

　この講義では，国会における外交・安全保障論議を冷戦終結後に

起きた主要な事件や成立した主要な法律を中心に解説し，日本の外

交政策，安全保障政策の策定・実施過程における国会の係わりにつ

いて具体的事例を示しつつ受講者の理解を促します。その上で，日

本外交が直面する課題や独立国家として必要な安全保障法制のある

べき姿について論じ，時代に即した国益をどのように考えるべきな

のかについて議論を深め，受講者が的確に分析・考察ができること

を目標とします。

テキスト（教科書）：

　必要に応じ講義資料プリントを配布します。

参考書：

　森本敏編著「国民として知っておきたい日本の安全保障問題」（海

竜社，2007 年12 月）
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近代日本政治史特殊研究Ⅰ（日） 2単位 （春学期）
戦時日本のナチス・ヒットラー観

教授 玉井 清

授業科目の内容：

　ナチス・ヒットラーの抬頭を同時代の日本人はどのように捉えて

いたのだろうか。昭和戦前期日本人の対独観を下記のテキストを土

台にして考察してみたい。同時代の種々のメディア上に表出された

ナチス・ドイツ像やヒットラーに対するイメージの内実と変容が、

あるいはそれを通じて見いだすことのできる言論空間の特徴が議論

される予定である。

テキスト（教科書）：

　岩村正史『戦前日本人の対独意識』（慶應義塾大学出版会）

近代日本政治史特殊研究Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
戦時日本のプロパガンダー国策グラフ雑誌を通じてー

教授 玉井 清

授業科目の内容：

　戦時下日本人の生活と国民意識の実態を解き明かすため，下記の

研究書を輪読し討論する予定である。本書が考察の対象としている

『写真週報』は，日中戦争勃発の約半年後から敗戦直前まで，政府が

啓蒙宣伝のため発刊し続けた週刊グラフ誌である。そこに表出され

た内容を通じて同時代の政府が求めた、理想の日本及び日本人像を

明らかにするとともに、当時の国民の生活を躍動的に映し出す写真

や，国民の考えや意識を反映させた挿絵や風刺漫画等をも考察対象

にし，同時代の日本の実像に迫りたいと考えている。

　

テキスト（教科書）：

　玉井清編『戦時下日本の国民意識― 『写真週報』とその時代』（慶

應義塾大学出版会）

政治過程論特殊研究Ⅱ（日） 2単位 （秋学期）
政治現象を分析する

教授 小林 良彰

授業科目の内容：

　本特殊研究は、特に上級者の学生を対象として政治現象を実証的

に分析することを目的に、講義形式ではなく少人数による演習形式

で行います。このため本特殊研究の履修に際しては、ＳＰＳＳとＳ

ＴＡＴＡの両方を十分にマスターしていることが必要になるので、

統計情報処理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを履修していることを前提にします。

なお、初回授業の際に、上記の確認をします。

テキスト（教科書）：

　特にありません

参考書：

　必要に応じて、適時、紹介します

アフリカ社会論Ⅰ（地） 2単位 （春学期）
アフリカの音楽性と黒人音楽の歴史

講師 鈴木 裕之

授業科目の内容：

　本講義の目的は，音楽を通してアフリカを理解することである。

アフリカは無文字社会であるがゆえに，豊かな音の文化を発達させ

てきた。儀礼を彩る歌，メッセージを伝える太鼓，歴史を伝承する

語り部などが過去から現在に至るまでアフリカ社会の中に息づいて

いる。また現代の都市社会においても，ポップスというかたちでさ

まざまな音楽が発達している。伝統からポップスにいたるまで，ア

フリカにおいてもっとも重要な役割を果たしている音楽の諸相を紹

介する。

　アフリカの音楽性はアフリカ大陸の中に留まるものではない。奴

隷貿易を通して新大陸に渡ったアフリカ人達は，アメリカ世界の各

地でさまざまな音楽を誕生させていった。本講義ではアメリカ合衆

国の例をとりあげ，そこでどのような黒人音楽が形成され発展して

いったのかについて概観する。さらにアメリカ黒人音楽の強い影響

のもと，英米の白人がロックをつくりあげたプロセスについても言

及し，アフリカ音楽が歴史的にグローバルな展開を見せる中で，我

々の音楽文化にも直接的・間接的に関わっていることを示す。

　経済的には完全に立ち遅れ，政治的には混乱の極みにあるアフリ

カであるが，20 世紀以降における音楽の歴史において 大の貢献を

果たしてきた。「音楽」を通してアフリカを眺めた時，そこに見える

のは救うべき哀れな姿でも，忌み嫌うべき無秩序でもない。そこに

は他者に多くを与え，これからも与えつづけるであろうアフリカの

姿が見えてくるだろう。

テキスト（教科書）：

　特になし。

参考書：

　特になし。

アフリカ社会論Ⅱ（地） 2単位 （秋学期）
アフリカ音楽の世界的展開（レゲエとラップ）

講師 鈴木 裕之

授業科目の内容：

　本講義では，アフリカ音楽の世界的展開を理解するために，20 世
紀後半に誕生し，急激に世界に広がったレゲエとラップをとりあげ

る。ジャマイカで生まれたレゲエは，アフリカ帰還を唱える宗教・

文化運動であるラスタファリ運動におおきな影響を受けた。

　ジャマイカ黒人奴隷の子孫とアフリカとの関係，ラスタファリ運

動の形成・発展，レゲエ誕生のプロセスを紹介し，カリブ海で誕生

した音楽が示す強いアフリカ性を指摘する。

　レゲエの影響を受けて，ニューヨークのストリートで生まれたの

がラップである。ニューヨークのストリートでは70 年代にヒップ・

ホップと呼ばれるストリート文化が誕生するが，ラップはその重要

な要素であった。ラップの形成過程を見ることで，そこにいかにア

フリカ音楽の特徴が反映されているかが理解されるであろう。

　レゲエとラップの普及は世界の若者文化におおきなインパクトを

与えたが，アフリカもその例外ではない。両音楽はアフリカ都市部

の若者をとらえ，アフリカ産のレゲエ・ラップが量産されている。

本講義の 後では，コート・ジヴォワールの大都市アビジャンのス

トリート音楽をとりあげ，レゲエ・ラップの音楽およびそれにまつ

わるサブ・カルチャーがアフリカのストリート文化に影響を与えて

いる様を紹介する。

　アフリカを出た奴隷の子孫たちがつくりあげた音楽が，マス・メ

ディアにのってふたたびアフリカに帰ってゆく。これは歴史のイタ

ズラか，あるいは必然か…

テキスト（教科書）：

　特になし。

参考書：

　エレン・リー『ルーツ・オヴ・レゲエ： 初のラスタ，レナード・

ハウエルの生涯』（音楽之友社）

　鈴木裕之『ストリートの歌：現代アフリカの若者文化』（世界思想

社）

アメリカ政治史Ⅱ（地） 2単位 （秋学期）
20世紀アメリカ政治史―テーマから考える

准教授 岡山 裕

授業科目の内容：

　20世紀のアメリカ合衆国（以下アメリカ）の政治史を、大まかに

時系列に沿ってテーマ毎に検討を加えます。外からある国を見る場

合、どうしても「一枚岩」の、まとまったものとしてとらえがちに

なりますが、実際にはどんな国でも内部に様々な対立をはらんでい

ます。この授業では、大国となったアメリカが、他国との競争や、

自由・平等といった建国期から掲げる理念との狭間で、そうした緊

張をどう乗り越え（ようとし）てきたのかを考えていきたいと思い

ます。昨年度開講のアメリカ政治史Ｉ（植民地時代～19世紀末）を

受講していれば理解の助けになりますが、アメリカに関する授業を

初めて受ける人に配慮しながら進めます。

テキスト（教科書）：

　とくに指定しません。毎回レジュメを配布します。

参考書：

 講義全体に関係するものとして、とりあえず以下を薦めます。その

他は授業時に随時紹介します。
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・久保文明他『北アメリカ』第２版（自由国民社、2005年）

・紀平英作編『アメリカ史』（山川出版社、1999年）

・秋元英一・菅英輝『アメリカ20世紀史』（東京大学出版会、2003
年）

イスラーム社会論Ⅰ（地） 2単位 （春学期）
近現代のイスラーム復興

講師 横田 貴之

授業科目の内容：

　イラクやアフガニスタンでのテロ事件、パレスチナ問題など中東

に関する報道が 近のマスメディアではよく登場する。その一方で、

中東やイスラームはその実態がよく分からないといわれることが多

い。この授業では中東地域の社会の基底をなすイスラームに着目し、

その政治・社会・文化的側面について解説を行う。具体的には、19
世紀～20世紀前半のイスラーム復興を取り上げ、中東地域における

現代的問題群に対して、受講生が歴史的に考えるための視座の涵養

を目指す。また、現地調査の成果をふんだんに活用し、視聴覚教材

も適宜使用する予定である。

テキスト（教科書）：

　特に指定しませんが、毎回レジュメを配布します。

参考書：

　小杉泰『イスラームとは何か』（講談社、1994年）、大塚和夫『イ

スラーム主義とは何か』（岩波新書、2004年）、横田貴之『原理主義

の潮流－ムスリム同胞団』（山川出版社、2009年）。その他、授業時

に適宜紹介します。

イスラーム社会論Ⅱ（地） 2単位 （秋学期）
現代中東とイスラーム

講師 横田 貴之

授業科目の内容：

　この授業では20世紀後半以降の中東地域を対象に、社会の基底を

なすイスラームに着目し、イスラム原理主義、テロリズム、民主化、

イスラーム金融などの現代的諸問題について解説を行う。また、現

地調査の成果をふんだんに活用し、視聴覚教材も適宜使用する予定

である。

テキスト（教科書）：

　特に指定しませんが、毎回レジュメを配布します。

参考書：

　小杉泰『イスラームとは何か』（講談社、1994年）、大塚和夫『イ

スラーム主義とは何か』（岩波新書、2004年）、横田貴之『原理主義

の潮流－ムスリム同胞団』（山川出版社、2009年）。その他、授業時

に適宜紹介します。

開発援助政策論Ⅰ（地） 2単位 （春学期）
国際開発援助の背景、考え方、仕組み、政策、担い手、内容、

評価、将来への挑戦などを実務者から学ぶ

講師 辻 一人

授業科目の内容：

　世界の人口の大半を占める開発途上国とは、どの様な所だろうか？

貧困削減や環境保全や平和構築を含む、開発問題とは何だろうか？

途上国に対して、国際社会や日本による国際協力・開発援助は、ど

の様に行われているのだろうか？それは、果して経済的・社会的成

果を挙げてきたのだろうか？残された課題は何だろうか？人類はど

こまでたどり着いて、これからどこに行くのだろうか？様々な事例

と共に、日本の国際協力・開発援助の望ましいあり方、そして世界

における日本自身の将来を考えてみよう。講師はＪＩＣＡ(国際協力

機構)の現役職員で、テキスト・参考書の筆者でもある。インドネシ

ア、フィリピン、インド、ケニアなどでの生活を含む３０年以上の

実務経験と、分り易い理論とを結びつけたいと思う。

テキスト（教科書）：

　『開発援助の経済学―「共生の世界」と日本のＯＤＡ』第４版　

西垣昭・下村恭民・辻一人著　有斐閣　２００９年　 ISBN:
978-4-641-16338-6 C1033　
参考書：

　『国際協力―その新しい潮流』新版　下村恭民・辻一人・稲田十

一・深川由起子著　有斐閣　２００９年　ISBN:978-4-641-28114-1 
C1331

開発援助政策論Ⅱ（地） 2単位 （秋学期）
グローバル時代の開発と援助を考える

講師 後藤 一美

授業科目の内容：

　（1）世界がもし100 人の村だったら，世界の富の90％をたった20 
人が握っている。公的援助をはるかにこえるお金が化粧品に消費さ

れている。その一方で，15 人が飢えで苦しんでいる。明日の世代を

育てる教育にむけられるお金の10 倍ものお金が武器売買に使われて

いる。この結果，16人は字を読むことさえままならない。3 秒に子

どもがひとり死んでゆく。こうした世界の現実をすこしでも良い方

向にむけるためのさまざまな取組みが地球規模で展開されている。

　（2）「国際協力（International Cooperation）」とは，複数のアクタ

ー（主権国家，国際機関，民間企業，市民社会）がある共通の目的

に関する合意形式を図るために，あるいは合意された共通の目的実

現のために，国境を越えて，個と全体の利益を調整しながら，持て

る「力」（構想力・交渉力・実行力）をお互いに出し合う政治的プロ

セスを指す。現代の国際協力の政策群は，「一層の繁栄」「世界の安

定」「心の安寧」という3 つの大きな問題群からなる包括的・重層

的・横断的な総合政策体系として理解される。

　（3）他方，現実の国際政治の場で展開される国際協力の実態とし

ては，新構想の推進過程や政策形成の水面下で，新たなリーダーシ

ップや秩序形成をめぐって熾烈な駆け引きが行われる。国際協力の

世界とは，一見きれい事のように見えて，その実，利害関係を有す

る多様なアクター間のダイナミックな緊張関係が渦巻く同床異夢の

世界である。その意味において，国際協力とは，国際政治社会にお

ける人間の本能としてのエゴイズムとヒューマニズムが複雑に絡み

合う政治的営みでもある。

　（4）本講義は，「地球規模問題群（Global Issues）」のうち特に「国

際開発（International Development）」に対する実践的問題解決アプロ

ーチ（とりわけ「日本の国際開発協力」）について，問題別，アクタ

ー別，手法別視点から，現代の国際開発協力の現状と課題を考察す

ることによって，将来，地球共生社会の実現を目指して国際協力の

世界で活躍する人材を育成することを目的とする。

　（5）手法：本講義は，①ビデオ（日本語・英語），②講義（PPT 
使用），③質疑応答の3 点セットを組み合せながら，開発援助の臨場

感を抱けるように工夫しているので，特段の予備知識は必要として

いない。また，講師による一方的講義スタイルではなく，受講者の

参加型演習とプレゼンテーションを随所に設けることにより，受講

者の表現能力の能力向上に力点を置いている。（実際に国際開発協力

の現場で働いている方々を授業内ゲスト・スピーカーとして数回招

待することも予定したい。）

テキスト（教科書）：

・後藤一美「日本の国際開発協力を問う」後藤一美・大野泉・渡辺

利夫（編著）『日本の国際開発協力』(シリーズ国際開発：第4巻)、
日本評論社、2005年。

・後藤一美「国際協力論序説—グローバル・ガバナンスの視点から」

鈴木佑司・後藤一美（編著）『グローバリゼーションとグローバル・

ガバナンス』＜法政大学現代法研究所叢書30＞、法政大学出版会、

2009年。

・マイケル・エドワーズ (著)、CSOネットワーク（企画・監修）、杉

原ひろみ・畑島宏之・鈴木恵子・粒良麻知子（訳）『フューチャー・

ポジティブ—開発援助の大転換』日本評論社、2006年。

〈講義資料・参考資料・参考文献リスト〉授業のなかで配布。

参考書：

　後藤一美（監修）『国際協力用語集』（第3版）、国際開発ジャーナ

ル社、2004年。

　朝日新聞論説委員室（編）『地球貢献国家と憲法—提言・日本の新

戦略』朝日新聞社、2007年。

　荒木光弥『1970年代途上国援助—歴史の証言』『1980年代途上国援

助—歴史の証言』『1990年代途上国援助—歴史の証言』国際開発ジャー

ナル社、1997年＆2005年。

　石川滋『国際開発政策研究』東洋経済新報社、2006年。

　ウィリアム・イースタリー（著）・小浜裕久他（訳）『放漫な援助』

東洋経済新報社、2009年。

　稲田十一（編）『開発と平和—脆弱国家支援論』有斐閣、2009年。

　絵所秀紀・穂坂光彦・野上裕生（編著）『シリーズ国際開発1：貧

困と開発』日本評論社、2004年。

　大坪滋（編）『グローバリゼーションと開発』勁草書房、2009年。
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　大坪滋・木村宏恒・伊藤早苗（編）『国際開発学入門—開発学の学

際的構築』勁草書房、2009年。

　草野厚『解体—国際協力銀行の政治学』東洋経済新報社、2006年。

　功刀達朗・毛利勝彦（編著）『国際NGOが世界を変える—地球市民

社会の黎明』東信堂、2006年。

　小浜裕久『日本の国際貢献』勁草書房、2005年。

　白井早由里『マクロ開発経済学—対外援助の新潮流』有斐閣、2005
年。

　下村恭民・辻一人・稲田十一・深川由起子『国際協力—その新しい

潮流』有斐閣、2009年。

　城山英明『国際開発援助行政』東京大学出版会、2007年。

　アマルティア・セン（著）・加藤幹雄（訳）『グローバリゼーショ

ンと人間の安全保障』日本経団連出版、2009年。

　西垣昭・下村恭民・辻一人『開発援助の経済学—共生の世界と日本

のODA』第四版、有斐閣、2009年。

　西川潤・高橋基樹・山下彰一（編）『シリーズ国際開発5：国際開

発とグローバリゼーション』日本評論社、2006年。

　細谷千博（監修）・滝田賢治・大芝亮（編）『国際政治経済—グロー

バル・イシューの解説と資料』有信堂、2008年。

　松井芳郎（編）『人間の安全保障と国際社会のガバナンス』日本経

済評論社、2007年。

現代アフリカ論Ⅱ（地） 2単位 （秋学期）
教授 井上 一明

授業科目の内容：

　1. 独立後のアフリカ諸国の特徴（60 年代後半から現在まで）

　1） 政治過程の問題

　　（1）政党制と政党の機能の変化

　　（2）官僚制（官僚制の機能不全）

　2） 政治体制の問題

　　（1）権威主義体制；権力の個人への集中

　　（2）軍部政権とシヴィリアン・コントロール

　2 民主化以降（90 年代以降）のアフリカ

　1）民主化および民主主義の定着

　2）時間があれば，ethnic group の問題，宗教の問題，環境問題

現代アメリカ論Ⅰ（３・４年）（地） 2単位 （春学期）
現代アメリカ政治の制度と構造

准教授 岡山 裕

授業科目の内容：

　本コースでは、主要な政治制度に着目しつつ現代のアメリカ合衆

国（以下アメリカ）の政治について講義します。とくに、近年再び

存在感を増している政党の理解に力点を置きます。日本においてア

メリカ政治は、しばしば厳格な三権分立、連邦制、二大政党制等の

キー・ワードでくくられて理解され、また外国としては多くの情報

が入ってきます。そのため同国の政治は、一見とっつきやすく、わ

かりやすいものに思われがちですが、私見によればその面白さ（と

難しさ）はそこから一歩踏みだすことで初めて姿をあらわしてきま

す。またこのコースでは、政治制度や現状の解説を行うだけでなく、

アメリカ政治研究のもう一つの醍醐味である、精緻な理論的研究の

成果も紹介し、理論的発想やモデルの構築のセンスも身につけても

らいたいと考えています。

テキスト（教科書）：

　授業が準拠する教科書はありません。毎回レジュメを配布します。

参考書：

　個別のテーマに関わる参考書は各回で紹介しますが、全体に関わ

るもので自習したいという向きには、さしあたり以下をお薦めします。

　久保文明編　『アメリカの政治』（弘文堂、2005）
　久保文明他　『北アメリカ』第2版（自由国民社、2005）

現代オーストラリア論Ⅰ（地） 2単位 （秋学期）
多文化交錯社会オーストラリアの国民統合と多文化主義の可能性

とその未来

教授 関根 政美

授業科目の内容：

　本授業では、現代オーストラリアの文化・社会変動について論じ

たい。現代オーストラリア論Ⅰでは、多文化主義導入で先駆的な事

例として注目されている現代オーストラリアを取り扱う。なぜ、白

豪主義国家だったオーストラリアは多文化主義を導入したのか、そ

の効果はどうだったのか、そしてその未来はなどについて考察する。

人口移動のグローバル化による、世界各地の国民国家の多文化社会

化が進んでいるが、日本でも外国人定住者の増大とともに、多文化

共生が叫ばれている。多文化共生では先輩格のオーストラリアから

様々なことが学べるはずである。本授業を履修するに当たり、とく

にオーストラリアについて詳しい知識が前もって必要だということ

はないが、本年の社会変動論Ⅱ（春）を履修しておくとより理解し

やすく、興味深いものになるあろう。

テキスト（教科書）：

①関根政美『多文化主義社会の到来』（朝日新聞社、２０００年）

②関根政美『マルチカルチュラル・オーストラリア』（成文堂、１９

８９年）

③関根政美「オーストラリア多文化主義の変容――共生から競生へ』

石井由香・関根政美・塩原良和著『アジア系専門職移民の現在――

変容するマルチカルチュラル・オーストラリア』（慶應義塾大学出版

会、2009年）所収。

参考書：

①竹田いさみ・永野隆行編『オーストラリア入門』（東京大学出版

会、２００３年）

②関根政美他『概説オーストラリア史』有斐閣刊、１９８８年）

③森健・竹田いさみ編『オーストラリア入門』（東京大学出版会、１

９９８年）　

現代韓国朝鮮論Ⅱ（地）（３・４年） 2単位 （秋学期）
朝鮮半島の戦後政治

教授 小此木 政夫

授業科目の内容：

・朝鮮半島は35 年間に及ぶ植民地支配の後，第2 次大戦の結果，日

本の支配から解放された。しかし，解放は朝鮮の即時独立を意味し

なかった。それどころか，独立への熱望と「冷戦」と呼ばれた米ソ

対立が，二つの国家を誕生させ，さらに3 年間に及ぶ国際内戦（朝

鮮戦争）への道を準備したのである。これが分断体制の成立と固定

化である。

・朝鮮休戦（1953）後も，冷戦の全期間を通じて，南北二つの朝鮮

の間で激しい体制競争，すなわち双方の国家の命運を賭ける権力闘

争（生存競争）が継続した。その過程で，韓国は学生革命やクーデ

タを経験したが，朴正煕，全斗煥将軍の軍事体制下で輸出指向型の

経済開発に成功した。他方，北朝鮮は重工業優先の大衆動員型経済

建設を採用し，ソ連，中国から独立して，反米南朝鮮革命を模索した。

・しかし，冷戦が西側の勝利のうちに終結する頃までに，二つの体

制の競争にはほぼ決着がついた。韓国では重化学工業化に続いて民

主化が達成され，1988 年にはソウル・オリンピックが開催された。

他方，ベルリンの壁が崩壊する頃，北朝鮮は韓国との経済建設競争

に敗北した。二重の敗北し，核兵器開発に自らの体制の｢生き残り｣

を賭けざるを得なくなったのである。

テキスト（教科書）：

　とくに使用しない。重要文献は授業中に紹介する。

参考書：

・『もっと知りたい韓国（2）』（伊藤亜人編，弘文堂，1997）
・森山茂徳『韓国現代政治』（東京大学出版会，1998）
・『市場・国家・国際体制』（小此木政夫・文正仁共編，慶應義塾大

学出版会，2001）
・『危機の朝鮮半島』（小此木政夫編，2006）
・『現代東アジアの政治』（山田辰雄・小此木政夫編，放送大学教材，

2008）
・『南北首脳会談への道』（林東源，岩波書店，2008）

現代韓国朝鮮論Ⅲ（地）（３・４年） 2単位 （秋学期）
准教授 西野 純也

授業科目の内容：

　第二次世界大戦以降の日本と朝鮮半島との関係を国際政治の文脈

に位置付けながら時代ごとに考察していきます。日韓関係や日朝関

係を考える際には、歴史認識問題や拉致問題など日韓、日朝間の懸

案がまず思い浮かぶでしょう。しかし同時に、日本と朝鮮半島との

関係は、冷戦の開始と終焉、冷戦後アメリカ中心の世界秩序、そし
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て現在進行している中国の台頭といった国際政治構造の変化に大き

く規定されている事実にも留意する必要があります。したがって、

日韓、日朝関係と国際政治との有機的連関性を理解することに本授

業の力点を置きます。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　李庭植『戦後日韓関係史』中央公論社，1989 年。

　小此木政夫編『ポスト冷戦の朝鮮半島』日本国際問題研究所，

1994 年。

　高崎宗司『検証　日韓会談』岩波新書，1996 年。

　ヴィクター・D・チャ『米日韓　反目を超えた提携』有斐閣，2003 年。

　高崎宗司『検証　日朝交渉』平凡社新書，2004年。

　吉澤文寿『戦後日韓関係―国交正常化交渉をめぐって』クレイン，

2005 年。

　小此木政夫・張達重編『戦後日韓関係の展開』慶應義塾大学出版

会，2005 年。

　小此木政夫・西野純也編『韓国における市民意識の動態Ⅱ』慶應

義塾大学出版会，2008 年。

現代台湾論（地） 2単位 （春学期）
歴史・政治・経済・国際関係

講師 松田 康博

授業科目の内容：

　現代台湾を，歴史，政治，経済，国際関係など様々な側面から論

じる。台湾問題の複雑さを理解すると同時に，台湾を媒介として現

代の国際関係を理解することを目的とする。中国大陸の東南，北東

アジアの西南，東南アジアの北東に位置し，多くの「外来勢力」の

歴史によって彩られた台湾は，自ずと独特の重層的社会を作り上げ

た。台湾を理解するには，台湾そのものに対する深い洞察が必要で

ある同時に，台湾を包摂する多重的な地域の文脈をふまえなければ

ならないのである。特に1990 年代以降，民主化をはじめとする台湾

内部の変化とその国際的地位の変化には刮目すべき点が多い。この

結果，台湾は学問的研究の対象としてのみならず，この地域で活動

するあらゆる実業家にとって無視することのできない重要な地域と

なった。講義では，現地でしか得られない情報や感覚を紹介すると

共に，どのようにしてそれらを学問的に理解し，説明するかを追求

したい。受講者からの活発な質問を歓迎する。

テキスト（教科書）：

　・若林正丈『台湾』，ちくま新書，2001 年。

　・毎回プリントを配布する。

現代中国論Ⅰ（３・４年）（地） 2単位 （春学期）
中華人民共和国政治史

教授 国分 良成

授業科目の内容：

　中華人民共和国の政治史を建国から今日まで時代順にあとづける

が，講義の視点は現在に置く。

テキスト（教科書）：

・国分良成『中国的問題群１　党と国家―政治体制の軌跡』岩波書

店，2009 年
参考書：

・天児慧『中華人民共和国史』岩波新書，2004 年
・国分良成編『現代東アジア』慶應義塾大学出版会，2009 年

現代中東論Ⅰ（３・４年）（地） 2単位 （春学期）
中東のエスニシティと政治秩序

教授 富田 広士

授業科目の内容：

　中東研究入門として政治文化を中心に講義する。

　（1）一体性

　　1国家概念の多義性

　　2アラブ・アイデンティティー

　（2）多様性

　　1少数宗派・宗教・民族

　　2地域紛争の構造

　（3）政治文化

　　1アラブの社会構造

　　2ベドウィン（遊牧民部族）の意思決定様式

　　3農業中心の政治社会構造

　　4イスラームの展開

　（4）国際環境

　　1ヨーロッパ列強による植民地支配

　　2「国民国家」体制の成立

　　3パレスチナ問題の発生

　　4経済・文化的側面

　　5域内国際関係

　（5）政治体制と市民意識

テキスト（教科書）：

　授業中に指示する。

参考書：

　授業中に指示する。

現代東南アジア論Ⅰ（地） 2単位 （秋学期）
センサーシップと国家

教授 山本 信人

授業科目の内容：

　洋の東西を問わず、近代国家建設にセンサーシップはつきもので

ある。そもそも中央集権的な国家の成立がセンサーシップの必要条

件ともいえる。体制安定のための道具としてセンサーシップには抑

圧的なイメージがつきまとうが、センサーシップは権威主義体制の

もとだけで機能するのではなく、民主体制においても存在する。

　国家に対する脅威を排除するためのセンサーシップは、同時に社

会秩序や国民形成の道具ともなりうる。センサーシップには政治的

な意図を有するものだけではなく、社会的、文化的な影響力をもつ

もある。国家が近代化するとセンサーシップも巧妙になる。時代に

よってセンサーシップはその顔を変えてきてもいる。そして、セン

サーシップはその時々の国家社会を象徴する。

　本講義では、センサーシップと国家との相互作用について19世紀

以降の東南アジアを題材にして論じることで、センサーシップから

みえてくる東南アジア国家像を浮き彫りにしたい。

テキスト（教科書）：

　特になし。

参考書：

　講義で適宜紹介する。

現代ロシア論Ⅱ（３・４年）（地） 2単位 （春学期）
ロシアの外交政策

教授 横手 慎二

授業科目の内容：

　ソ連からロシアに変わって、外交はどのように変化したのだろう

か。変化はロシアという国が有するパワーの急変とどのように関係

しているのだろうか。政治学はパワーの概念について色々な定義を

与えてきたが、ここでは議論を明瞭にするために、その国が有する

人口、領土、天然資源、経済規模、軍事力、政治的安定性などによ

ってパワーは測定されるとする定義を採用し、ソ連からロシアに変

わる中でこれらの要素がどのように変化したのか、また、それが外

交の在り方をどこまで規定したのか考えたい。

テキスト（教科書）：

　横手慎二『現代ロシア政治入門』（慶應義塾大学出版）（ただし、

必携ではない）

参考書：

　ジョセフ・Ｓ．ナイ・ジュニア『国際紛争　理論と歴史　原書第

7版』（有斐閣、２００９）

　Ｊ．ギャディス『歴史としての冷戦』（慶應義塾大学出版、２００４）

　ポール・ケネディ『大国の興亡』（草思社、１９９３）

西洋法制史（２単位）（地） 2単位 （春学期）
古代ローマ法から近世までのヨーロッパ法史

講師 村上 裕

授業科目の内容：

　ヨーロッパ法の共通基盤ともいうべきローマ法を軸に，中世から

近世末にかけてのヨーロッパ法史を概観することを主たる内容とし

ます。
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　まずは，共和政時代からユスティニアヌス法典の成立に至る経過

を辿りながら，ローマ法の特質を明らかにし，続いて，中世ヨーロ

ッパにおけるローマ法の再生といわれる現象，すなわちローマ法が

中世の学問の枠組みのなかで研究対象として，また実務のなかに取

り込まれ，さらにローマ法がヨーロッパにおける共通基盤となる過

程を検討していきます。 後に，ルネサンス・人文主義の思潮のな

かで非ローマ法的要素（国家ないし地域に固有な法）が学問・実務

において見直される契機と，それが近代法形成に向けての幕開けと

なることを示して本講義を締めくくることにします。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義資料プリントを所定の箇所からダウンロ

ードして利用してもらいます。

　（URL，パスワードなどは第1 回授業時に指示します。）

参考書：

　勝田／森／山内編著『概説西洋法制史』（ミネルヴァ書房）

中国政治史Ⅰ（３・４年）（地） 2単位 （秋学期）
教授 高橋 伸夫

授業科目の内容：

　主としてアヘン戦争から辛亥革命にいたる中国の近代政治史につ

いて語る。 近，政治史はすっかり影が薄くなってしまった。たし

かに，過去を「上から」ではなく「下から」，つまり権力の作用とそ

の諸結果からではなく，民衆の経験や視点から復元してみようとす

る近年の社会史の試みは重要であり，次々と注目すべき成果が生み

出されている。そうした「新しい歴史学」に馴染んだ者にとっては，

この講義はいささか古めかしく映るかもしれない。しかし，そうは

いっても，権力が歴史において果たす役割の重要性は，いかなる社

会史家でも否定できないだろう。この講義で学ぶことのできる政治

史の基本的知識なしに社会史家のいう「全体をみる眼」を養うこと

はできない。政治史と社会史はライバルであると同時にパートナー

であるべきなのである。社会史の成果については，折を見て言及す

ることになる。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

中国政治史Ⅱ（３・４年）（地） 2単位 （春学期）
中国革命史―1921 年～1949 年を中心として―

教授 高橋 伸夫

授業科目の内容：

　中国革命の研究者たちは，これまで革命家の夢，期待，計画，政

策，戦略については十分に語ってきた。だが，奇妙なことに，革命

の現実についてはあまり多くを語ってはこなかった。そして，彼ら

の研究は次のような暗黙の前提に基づいていた。（1）党組織は，指

導者が交替するたびごとに新しい色に染め上げられ，一枚岩となっ

て新指導部のイニシアティブに従った。（2）革命の主力となった労

働者と農民は，共産党による労働条件の改善と土地改革を歓迎し，

共産党の政策を積極的に受容した。こうして固く組み上げられた党

組織が，労働者・農民の圧倒的支持のもとで革命運動を勝利に導き，

中国を封建主義と帝国主義のくびきから解放するというストーリー

が語られてきた。本当だろうか。革命家の言説と革命の現実が混同

されていないだろうか。

　この講義では，これまでの見解を整理しつつ，近年公表された新

しい資料に基づき，中国革命史に関する従来の言説のいくつかの重

要な部分に，挑戦を試みようと思う。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

東洋政治思想史Ⅰ（地） 2単位 （春学期）
講師 大久保 健晴

授業科目の内容：

　この授業では、17世紀から20世紀に至る東アジアの学問・政治・

外交の動向、ならびに「西洋の衝撃」が東アジア世界にもたらした

影響を視野に入れながら、近世・近代日本の歩みについて、比較思

想史的な観点から検討する。

　「開国」という出来事に象徴されるように、日本社会はこれまで、

中国、朝鮮、さらには西洋世界との接触を通じて、自らとは異なる

思想的伝統のなかで形作られた政治理論や法制度、倫理・道徳観念

を受容し、それらと格闘するなかで、独自の政治空間や政治文化を

創出してきた。東アジア諸国ならびに西洋世界との思想的な連鎖と

反撥に光を当てながら、近代日本の成り立ちを解明することにより、

私たちが生きている現代の諸課題を歴史的かつ国際的な視座から読

み解く力を養うような授業にしたい。

　春学期は、16世紀末以降の東アジア世界の形成と変容を概観しな

がら、徳川政治体制の成立から幕末に至る政治思想の展開について

明らかにする。

テキスト（教科書）：

　教科書は特に用いない。毎回プリントを配布し、それにそって講

義をすすめる。

参考書：

　初回および毎回の講義の進行に応じて、関連する主題ごとに参考

文献を挙げる。

東洋政治思想史Ⅱ（地） 2単位 （秋学期）
講師 大久保 健晴

授業科目の内容：

　この授業では、17世紀から20世紀に至る東アジアの学問・政治・

外交の動向、ならびに「西洋の衝撃」が東アジア世界にもたらした

影響を視野に入れながら、近世・近代日本の歩みについて、比較思

想史的な観点から検討する。

　「開国」という出来事に象徴されるように、日本社会はこれまで、

中国、朝鮮、さらには西洋世界との接触を通じて、自らとは異なる

思想的伝統のなかで形作られた政治理論や法制度、倫理・道徳観念

を受容し、それらと格闘するなかで、独自の政治空間や政治文化を

創出してきた。東アジア諸国ならびに西洋世界との思想的な連鎖と

反撥に光を当てながら、近代日本の成り立ちを解明することにより、

私たちが生きている現代の諸課題を歴史的かつ国際的な視座から読

み解く力を養うような授業にしたい。

　秋学科は、「開国」以降、ヨーロッパ政治理論を積極的に摂取しな

がら、非西洋圏における国家としての独立を志向するという、矛盾

と緊張を孕んだ複雑な権力関係のなかで、いかなる思想的格闘が展

開されたのか、そしてそこから東アジア世界へとどのような眼差し

が向けられていったのか、明らかにする。

テキスト（教科書）：

　教科書は特に用いない。毎回プリントを配布し、それにそって講

義をすすめる。

参考書：

　初回および毎回の講義の進行に応じて、関連する主題ごとに参考

文献を挙げる。

ヨーロッパ政治史Ⅰ（地） 2単位 （春学期）
戦後ドイツ外交の軌跡

―ヨーロッパ・世界・統一国家―

講師 金子 新

授業科目の内容：

　「一方、ドイツでは」。日本では事あるごとにドイツが参照され

る。それはアカデミズムの世界でも、ジャーナリズムの世界でも、

ちょっと背伸びした「居酒屋政談」でもそうだ。「過去の清算」に熱

心なドイツ、近隣諸国との和解を成し遂げたドイツ、EUの中でまた

世界の中で存在感を増しつつあるドイツ外交、女性が大いに活躍す

るドイツ社会、環境分野で世界をリードしつつあるドイツ・・・。

明治以来、私たちは、横目でドイツを見やりながら、自国の針路を

見定め、修正し、模範を仰ぎ、反面教師としてきた。よって、さま

ざまな日独比較は確かに有益なはずである。しかし、にもかかわら

ず、「ドイツの実像」があまり知られていないことは、比較の正否を

左右する大きな問題と言わねばなるまい。

　そこで本科目では、戦後に限定したうえで、ドイツ（主に西ドイ

ツ）の政治外交の軌跡を歴史的に再検討し、どのようにしてドイツ

が、ヨーロッパにおける、また国際社会における現在の地歩を得る

にいたったのかを、じっくりと再検証していきたいと思う。その際、

ドイツの政治システム、政治文化、歴代首相外相らの外交指導、国

民世論などをきちんと踏まえたうえで行いたい。その結果として、

混迷する日本外交を考える手立てがいくらか得られるとするならば、

高であろう。

　
政
治
学
科
講
義
要
綱
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テキスト（教科書）：

　特に教科書は指定しません。講読する文献・論文を初回授業時に

選択し、各部をコピー配布する予定です。

参考書：

　主要なものを、邦語・外語一つずつ挙げておきます。

　『自由と統一への長い道（2）ドイツ近現代史1933-1990年』H.A.
ヴィンクラー著　昭和堂、2008年
　『Coming of Age: German Foreign Policy since 1945 』　Helga 
Haftendorn, Rowman & Littlefield, 2006

現代アフリカ論特殊研究Ⅰ（地） 2単位 （春学期）
アフリカの政治と開発

教授 井上 一明

授業科目の内容：

　アフリカにおける政治体制と開発の問題を分析する際に有効なさ

まざまな理論・分析枠組みに関する基礎的な文献を輪読する。前半

は政治体制論，そして後半は開発関係である。

テキスト（教科書）：

　なし

参考書：

　なし

現代韓国朝鮮論特殊研究Ⅰ（地） 2単位 （春学期）
准教授 西野 純也

授業科目の内容：

　文献の講読と討論を通じて、現代韓国朝鮮政治および北東アジア

国際政治に関する基礎的知識を習得するとともに、論理的な思考能

力を養うことを目指す演習形式の授業です。

　演習の進め方は、毎回授業の冒頭に報告担当者（レポーター）が

課題文献のレビューを行い、討論担当者（ディスカッサント）の司

会のもと、履修者全員で意見交換を行います。学期末にレポート（演

習内容に関連したテーマ）を提出してもらいますが、演習の時間を

割いてレポートの書き方についても指導します。

テキスト（教科書）：

　エイドリアン・ブゾー『世界史の中の現代朝鮮――大国の影響と

朝鮮の伝統の狭間で』明石書店、2007年。

参考書：

　授業中にその都度提示します。

安全保障論Ⅱ（国） 2単位 （春学期）
冷戦期の国際内戦――朝鮮戦争とヴェトナム戦争――

教授 赤木 完爾

授業科目の内容：

　このコースでは、朝鮮戦争とヴェトナム戦争を分析する。対象と

する時期は1940年代から1970年代である。この二つの戦争はアジア

冷戦の中で戦われた熱戦であるが、これらの問題の発端は、すべて

第二次世界大戦の戦後処理の問題がかかわっている。そして、それ

らの戦争をめぐって争われたテーマは、依然として今日の東アジア

に様々な形で影響を及ぼしている。したがってこの二つの戦争をめ

ぐる歴史的文脈を把握することは、現在の東アジアを理解し、将来

を展望するうえで大きな意味があるだろう。さらに歴史的文脈の把

握を踏まえて、現代の安全保障研究ならびに戦略研究の視角から、

これら二つの戦争を分析することを通じて、内戦と戦争の境界、ナ

ショナリズムと植民地主義の戦争と内戦へのかかわり方、さらにゲ

リラ戦争の特質に接近することで、現代の戦争への多面的理解を目

指したいと考えている。加えてこのコースでは映像資料も活用して、

アジアの同時代史と戦争の実相を視覚的に追体験して、歴史的な認

識を深めることにも留意したい。

テキスト（教科書）：

　特に定めない

参考書：

　ジョージ・ケナン『アメリカ外交５０年』岩波現代文庫、2000年
　クリストファー・ソーン『米英にとっての太平洋戦争』全2冊、草

思社、1995年
　クリストファー・ソーン『太平洋戦争とは何だったのか──1941〜
45年の国家、社会、そして極東戦争』草思社、1989年
　赤木完爾『第二次世界大戦の政治と戦略』慶應義塾大学出版会、

1997年。

　ロナルド・H・スペクター『鷲と太陽――太平洋戦争・勝利と敗

北の全貌』全2冊、TBSブリタニカ、1985年
　ジョン・ルイス・ギャディス『ロング・ピース──冷戦史の証言

「核・緊張・平和」』芦書房、2002年
　ジョン・ルイス・ギャディス『歴史としての冷戦──力と平和の

追求』慶應義塾大学出版会、2004年
　マイケル・シャラー『アジアにおける冷戦の起源──アメリカの

対日占領』木鐸社、1996年
　李　鐘元『東アジア冷戦と韓米日関係』東京大学出版会、1996年
　神谷不二『朝鮮戦争──米中対決の原形』中公新書、1964年
　小此木政夫『朝鮮戦争──米国の介入過程』中央公論社、1986年
　赤木完爾編『朝鮮戦争──休戦50周年の検証・半島の内と外から』

慶應義塾大学出版会、2003年
　平松茂雄『中国と朝鮮戦争』勁草書房、1988年
　ウィリアム・ストゥーク『朝鮮戦争──民族の受難と国際政治』

明石書店、1999年
　朱　建栄『毛沢東の朝鮮戦争――中国が鴨緑江を渡るまで』岩波

現代文庫、2004年
　Ａ・Ｖ・トルクノフ『朝鮮戦争の謎と真実』（下斗米伸夫、金成浩

訳）草思社、2001年
　デイヴィッド・ハルバースタム『ザ・コールデスト・ウインター

――朝鮮戦争』全2冊、文藝春秋、2009年
　ショージ・C・ヘリング『アメリカの も長い戦争』全２巻、講

談社、1985年
　ロバート・S・マクナマラ編著『果てしなき論争──ベトナム戦争

の悲劇を繰り返さないために』共同通信社、2003年
　赤木完爾『ヴェトナム戦争の起源──アイゼンハワー政権と第一

次インドシナ戦争』慶應通信、1991年
　松岡　完『ダレス外交とインドシナ』同文舘、1988年
　松岡　完『１９６１ ケネディの戦争――冷戦・ベトナム・東南ア

ジア』朝日新聞社、1999年
　松岡　完『ベトナム戦争』中公新書、2001年
　デイヴィッド・ハルバースタム『ベスト＆ブライテスト』全3冊、

朝日文庫、1999年

開発援助政策論Ⅰ（国） 2単位 （春学期）
国際開発援助の背景、考え方、仕組み、政策、担い手、内容、

評価、将来への挑戦などを実務者から学ぶ

講師 辻 一人

授業科目の内容：

　世界の人口の大半を占める開発途上国とは、どの様な所だろうか？

貧困削減や環境保全や平和構築を含む、開発問題とは何だろうか？

途上国に対して、国際社会や日本による国際協力・開発援助は、ど

の様に行われているのだろうか？それは、果して経済的・社会的成

果を挙げてきたのだろうか？残された課題は何だろうか？人類はど

こまでたどり着いて、これからどこに行くのだろうか？様々な事例

と共に、日本の国際協力・開発援助の望ましいあり方、そして世界

における日本自身の将来を考えてみよう。講師はＪＩＣＡ(国際協力

機構)の現役職員で、テキスト・参考書の筆者でもある。インドネシ

ア、フィリピン、インド、ケニアなどでの生活を含む３０年以上の

実務経験と、分り易い理論とを結びつけたいと思う。

テキスト（教科書）：

　『開発援助の経済学―「共生の世界」と日本のＯＤＡ』第４版　

西垣昭・下村恭民・辻一人著　有斐閣　２００９年　 ISBN:
978-4-641-16338-6 C1033　
参考書：

　『国際協力―その新しい潮流』新版　下村恭民・辻一人・稲田十

一・深川由起子著　有斐閣　２００９年　ISBN:978-4-641-28114-1 
C1331
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開発援助政策論Ⅱ（国） 2単位 （秋学期）
グローバル時代の開発と援助を考える

講師 後藤 一美

授業科目の内容：

　（1）世界がもし100 人の村だったら，世界の富の90％をたった20 
人が握っている。公的援助をはるかにこえるお金が化粧品に消費さ

れている。その一方で，15 人が飢えで苦しんでいる。明日の世代を

育てる教育にむけられるお金の10 倍ものお金が武器売買に使われて

いる。この結果，16人は字を読むことさえままならない。3 秒に子

どもがひとり死んでゆく。こうした世界の現実をすこしでも良い方

向にむけるためのさまざまな取組みが地球規模で展開されている。

　（2）「国際協力（International Cooperation）」とは，複数のアクタ

ー（主権国家，国際機関，民間企業，市民社会）がある共通の目的

に関する合意形式を図るために，あるいは合意された共通の目的実

現のために，国境を越えて，個と全体の利益を調整しながら，持て

る「力」（構想力・交渉力・実行力）をお互いに出し合う政治的プロ

セスを指す。現代の国際協力の政策群は，「一層の繁栄」「世界の安

定」「心の安寧」という3 つの大きな問題群からなる包括的・重層

的・横断的な総合政策体系として理解される。

　（3）他方，現実の国際政治の場で展開される国際協力の実態とし

ては，新構想の推進過程や政策形成の水面下で，新たなリーダーシ

ップや秩序形成をめぐって熾烈な駆け引きが行われる。国際協力の

世界とは，一見きれい事のように見えて，その実，利害関係を有す

る多様なアクター間のダイナミックな緊張関係が渦巻く同床異夢の

世界である。その意味において，国際協力とは，国際政治社会にお

ける人間の本能としてのエゴイズムとヒューマニズムが複雑に絡み

合う政治的営みでもある。

　（4）本講義は，「地球規模問題群（Global Issues）」のうち特に「国

際開発（International Development）」に対する実践的問題解決アプロ

ーチ（とりわけ「日本の国際開発協力」）について，問題別，アクタ

ー別，手法別視点から，現代の国際開発協力の現状と課題を考察す

ることによって，将来，地球共生社会の実現を目指して国際協力の

世界で活躍する人材を育成することを目的とする。

　（5）手法：本講義は，①ビデオ（日本語・英語），②講義（PPT 
使用），③質疑応答の3 点セットを組み合せながら，開発援助の臨場

感を抱けるように工夫しているので，特段の予備知識は必要として

いない。また，講師による一方的講義スタイルではなく，受講者の

参加型演習とプレゼンテーションを随所に設けることにより，受講

者の表現能力の能力向上に力点を置いている。（実際に国際開発協力

の現場で働いている方々を授業内ゲスト・スピーカーとして数回招

待することも予定したい。）

テキスト（教科書）：

・後藤一美「日本の国際開発協力を問う」後藤一美・大野泉・渡辺

利夫（編著）『日本の国際開発協力』(シリーズ国際開発：第4巻)、
日本評論社、2005年。

・後藤一美「国際協力論序説—グローバル・ガバナンスの視点から」

鈴木佑司・後藤一美（編著）『グローバリゼーションとグローバル・

ガバナンス』＜法政大学現代法研究所叢書30＞、法政大学出版会、

2009年。

・マイケル・エドワーズ (著)、CSOネットワーク（企画・監修）、杉

原ひろみ・畑島宏之・鈴木恵子・粒良麻知子（訳）『フューチャー・

ポジティブ—開発援助の大転換』日本評論社、2006年。

〈講義資料・参考資料・参考文献リスト〉授業のなかで配布。

参考書：

　後藤一美（監修）『国際協力用語集』（第3版）、国際開発ジャーナ

ル社、2004年。

　朝日新聞論説委員室（編）『地球貢献国家と憲法—提言・日本の新

戦略』朝日新聞社、2007年。

　荒木光弥『1970年代途上国援助—歴史の証言』『1980年代途上国援

助—歴史の証言』『1990年代途上国援助—歴史の証言』国際開発ジャー

ナル社、1997年＆2005年。

　石川滋『国際開発政策研究』東洋経済新報社、2006年。

　ウィリアム・イースタリー（著）・小浜裕久他（訳）『放漫な援助』

東洋経済新報社、2009年。

　稲田十一（編）『開発と平和—脆弱国家支援論』有斐閣、2009年。

　絵所秀紀・穂坂光彦・野上裕生（編著）『シリーズ国際開発1：貧

困と開発』日本評論社、2004年。

　大坪滋（編）『グローバリゼーションと開発』勁草書房、2009年。

　大坪滋・木村宏恒・伊藤早苗（編）『国際開発学入門—開発学の学

際的構築』勁草書房、2009年。

　草野厚『解体—国際協力銀行の政治学』東洋経済新報社、2006年。

　功刀達朗・毛利勝彦（編著）『国際NGOが世界を変える—地球市民

社会の黎明』東信堂、2006年。

　小浜裕久『日本の国際貢献』勁草書房、2005年。

　白井早由里『マクロ開発経済学—対外援助の新潮流』有斐閣、2005
年。

　下村恭民・辻一人・稲田十一・深川由起子『国際協力—その新しい

潮流』有斐閣、2009年。

　城山英明『国際開発援助行政』東京大学出版会、2007年。

　アマルティア・セン（著）・加藤幹雄（訳）『グローバリゼーショ

ンと人間の安全保障』日本経団連出版、2009年。

　西垣昭・下村恭民・辻一人『開発援助の経済学—共生の世界と日本

のODA』第四版、有斐閣、2009年。

　西川潤・高橋基樹・山下彰一（編）『シリーズ国際開発5：国際開

発とグローバリゼーション』日本評論社、2006年。

　細谷千博（監修）・滝田賢治・大芝亮（編）『国際政治経済—グロー

バル・イシューの解説と資料』有信堂、2008年。

　松井芳郎（編）『人間の安全保障と国際社会のガバナンス』日本経

済評論社、2007年。

現代韓国朝鮮論Ⅱ（国）（３・４年） 2単位 （秋学期）
朝鮮半島の戦後政治

教授 小此木 政夫

授業科目の内容：

・朝鮮半島は35 年間に及ぶ植民地支配の後，第2 次大戦の結果，日

本の支配から解放された。しかし，解放は朝鮮の即時独立を意味し

なかった。それどころか，独立への熱望と「冷戦」と呼ばれた米ソ

対立が，二つの国家を誕生させ，さらに3 年間に及ぶ国際内戦（朝

鮮戦争）への道を準備したのである。これが分断体制の成立と固定

化である。

・朝鮮休戦（1953）後も，冷戦の全期間を通じて，南北二つの朝鮮

の間で激しい体制競争，すなわち双方の国家の命運を賭ける権力闘

争（生存競争）が継続した。その過程で，韓国は学生革命やクーデ

タを経験したが，朴正煕，全斗煥将軍の軍事体制下で輸出指向型の

経済開発に成功した。他方，北朝鮮は重工業優先の大衆動員型経済

建設を採用し，ソ連，中国から独立して，反米南朝鮮革命を模索した。

・しかし，冷戦が西側の勝利のうちに終結する頃までに，二つの体

制の競争にはほぼ決着がついた。韓国では重化学工業化に続いて民

主化が達成され，1988 年にはソウル・オリンピックが開催された。

他方，ベルリンの壁が崩壊する頃，北朝鮮は韓国との経済建設競争

に敗北した。二重の敗北し，核兵器開発に自らの体制の｢生き残り｣

を賭けざるを得なくなったのである。

テキスト（教科書）：

　とくに使用しない。重要文献は授業中に紹介する。

参考書：

・『もっと知りたい韓国（2）』（伊藤亜人編，弘文堂，1997）
・森山茂徳『韓国現代政治』（東京大学出版会，1998）
・『市場・国家・国際体制』（小此木政夫・文正仁共編，慶應義塾大

学出版会，2001）
・『危機の朝鮮半島』（小此木政夫編，2006）
・『現代東アジアの政治』（山田辰雄・小此木政夫編，放送大学教材，

2008）
・『南北首脳会談への道』（林東源，岩波書店，2008）

現代韓国朝鮮論Ⅲ（国）（３・４年） 2単位 （秋学期）
准教授 西野 純也

授業科目の内容：

　第二次世界大戦以降の日本と朝鮮半島との関係を国際政治の文脈

に位置付けながら時代ごとに考察していきます。日韓関係や日朝関

係を考える際には、歴史認識問題や拉致問題など日韓、日朝間の懸

案がまず思い浮かぶでしょう。しかし同時に、日本と朝鮮半島との

関係は、冷戦の開始と終焉、冷戦後アメリカ中心の世界秩序、そし

て現在進行している中国の台頭といった国際政治構造の変化に大き

く規定されている事実にも留意する必要があります。したがって、

　
政
治
学
科
講
義
要
綱
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日韓、日朝関係と国際政治との有機的連関性を理解することに本授

業の力点を置きます。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　李庭植『戦後日韓関係史』中央公論社，1989 年。

　小此木政夫編『ポスト冷戦の朝鮮半島』日本国際問題研究所，

1994 年。

　高崎宗司『検証　日韓会談』岩波新書，1996 年。

　ヴィクター・D・チャ『米日韓　反目を超えた提携』有斐閣，2003 年。

　高崎宗司『検証　日朝交渉』平凡社新書，2004年。

　吉澤文寿『戦後日韓関係―国交正常化交渉をめぐって』クレイン，

2005 年。

　小此木政夫・張達重編『戦後日韓関係の展開』慶應義塾大学出版

会，2005 年。

　小此木政夫・西野純也編『韓国における市民意識の動態Ⅱ』慶應

義塾大学出版会，2008 年。

現代東南アジア論Ⅰ（国） 2単位 （秋学期）
センサーシップと国家

教授 山本 信人

授業科目の内容：

　洋の東西を問わず、近代国家建設にセンサーシップはつきもので

ある。そもそも中央集権的な国家の成立がセンサーシップの必要条

件ともいえる。体制安定のための道具としてセンサーシップには抑

圧的なイメージがつきまとうが、センサーシップは権威主義体制の

もとだけで機能するのではなく、民主体制においても存在する。

　国家に対する脅威を排除するためのセンサーシップは、同時に社

会秩序や国民形成の道具ともなりうる。センサーシップには政治的

な意図を有するものだけではなく、社会的、文化的な影響力をもつ

もある。国家が近代化するとセンサーシップも巧妙になる。時代に

よってセンサーシップはその顔を変えてきてもいる。そして、セン

サーシップはその時々の国家社会を象徴する。

　本講義では、センサーシップと国家との相互作用について19世紀

以降の東南アジアを題材にして論じることで、センサーシップから

みえてくる東南アジア国家像を浮き彫りにしたい。

テキスト（教科書）：

　特になし。

参考書：

　講義で適宜紹介する。

現代ヨーロッパの国際関係Ⅰ（国） 2単位 （春学期）
EU の歴史　ジャン・モネ・チェア

教授 田中 俊郎

授業科目の内容：

　現代ヨーロッパの国際関係をEU（欧州連合）の歴史を通して説明

する。

テキスト（教科書）：

　バンジャマン・アンジェル他著『ヨーロッパ統合』創元社，2005 
年

参考書：

　田中俊郎『EU の政治』岩波書店，1998 年他。初回に文献リスト

を配付。

現代ヨーロッパの国際関係Ⅱ（国） 2単位 （秋学期）
EU の機関と政策　ジャン・モネ・チェア

教授 田中 俊郎

授業科目の内容：

　現代ヨーロッパの国際関係Ⅰで，EU の歴史を学んでいることを前

提に，EU の政策決定過程，EU の諸機関と諸政策（域内，域外）に

ついて講義する予定。欧州委員会，理事会，欧州議会，欧州司法裁

判所などの諸機関と構成国が繰りひろげる政治を，国境なきヨーロ

ッパ，多様性のなかの統一を具体例として取り上げる。さらに世界

でその重要性を増しつつあるEU の対外関係の実態について紹介す

る。

参考書：

・田中俊郎『EU の政治』岩波書店，1998 年
・田中俊郎・庄司克宏編『EU と市民』慶應義塾大学出版会，2005 年
・田中俊郎・庄司克宏編『EU 統合の軌跡とベクトル』慶應義塾大学

出版会，2006 年
・田中俊郎・小久保康之・鶴岡路人編『EU の国際政治』慶應義塾大

学出版会，2007 年
・『日本EU 学会年報』各号

　初回に文献リストを配付。

現代ヨーロッパの国際関係Ⅲ（国） 2単位 （秋学期）
ＥＵの拡大と欧州近隣政策

講師 小久保 康之

授業科目の内容：

　６カ国で始まったＥＵ（当時はＥＣＳＣ、ＥＣ）は、今や２７カ

国の大所帯となった。なぜＥＵ統合に周辺諸国は参加しようとして

きたのか、加盟を躊躇した国々の理由はどこにあるのか。ＥＵ拡大

のプロセスを時系列的に追うことにより、ＥＵ統合の本質に迫りた

い。

　また２７カ国に拡大したＥＵは、更なる加盟候補国および潜在的

加盟候補国を抱えている。今後のＥＵ拡大の行方についても考察を

加える。

　さらに、拡大ＥＵは新たな域外国境を通じて、まだ政治的・経済

的に発展途上の諸国を周辺に抱えることになった。ＥＵは欧州近隣

政策などを通じて、ＥＵ近隣の安定を図ろうと努力している。ヨー

ロッパ大陸およびその周辺地域の安定化に向けたＥＵの動向につい

ても検討する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　『ヨーロッパの東方拡大』 羽場久美子他編著 岩波書店 2006年 
ISBN:4000254537
　『大欧州の時代』 脇坂紀行 岩波新書 2006年 ISBN:4004309972
　その他、授業で紹介する。

現代ヨーロッパの国際関係Ⅳ（国） 2単位 （春学期）
北欧諸国の外交政策

講師 吉武 信彦

授業科目の内容：

　本講義は，ヨーロッパの中でも特に北欧諸国（デンマーク，フィ

ンランド，アイスランド，ノルウェー，スウェーデン）に注目し，

その第二次世界大戦後の外交政策を国内環境と国際環境の両面から

検討する。

　第二次世界大戦後，北欧諸国は地域協力を発展させ，冷戦といわ

れる厳しい国際環境にもかかわらず地域の安定を確保すると同時に，

国際社会においても活発な外交を展開してきた。人口の点では，北

欧5 カ国は合計してもわずか2500 万人にしかならない小規模な国々

であるが，国際関係においてなぜ大きな発言力，影響力を行使でき

るのであろうか。また，冷戦が終焉し，21 世紀を迎えた現在，北欧

諸国は外交上いかなる問題に直面しているのであろうか。

テキスト（教科書）：

　拙著『日本人は北欧から何を学んだか―日本・北欧政治関係史入

門―』（新評論，2003 年）

参考書：

　拙著『国民投票と欧州統合―デンマーク・ＥＵ関係史―』（勁草書

房，2005 年）

　第2 回目の講義で，詳細な参考文献リストを配布します。

国際コミュニケーション論Ⅰ（国） 2単位 （春学期）
国際報道の現状とニュースの流れの構造

講師 内藤 耕

授業科目の内容：

　本講義では国際コミュニケーションを諸国家間のコミュニケーシ

ョンおよび国境を相対化するグローバル・コミュニケーションをめ

ぐる問題構成としてとらえていきます。とくにⅠでは，イラク戦争

でクローズアップされた，戦争報道を中心とした国際報道の現状と

問題点を考えていきます。戦争報道の歴史的変遷から始まって，報
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道を支えるシステムのはらむ問題やニュースの国際的な流れの構造

にいたるまで概観していきます。事例研究と理論的議論をセットに

して紹介します。あまり明るい話はできませんが，「世界」に対する

批判的精神を養うと同時に，むしろ受講生自身の力でオルタナティ

ブな道を見つけていただけるような問題提起ができればと思ってい

ます。

テキスト（教科書）：

　・特に指定しません。

参考書：

　伊藤陽一編『ニュースの国際流通と市民意識』慶應義塾大学出版

会、2005年
　他は授業時に適宜指示します。

国際コミュニケーション論Ⅱ（国） 2単位 （秋学期）
メディアのグローバリゼーションと文化摩擦

講師 内藤 耕

授業科目の内容：

　グローバル化しつつあるメディアの現状とそれをめぐる問題につ

いて多面的に解説を試みます。講義は大きく二つに分かれ，前半が

資本，コンテンツの流通等の側面からの分析となります。メディア

資本の世界戦略，アジアにおける日本製アニメやテレビ番組の流通

と受容などの事例を取り上げます。後半は，政策論として，文化交

流政策と開発コミュニケーションについて概観していきます。受容

する側の「したたかさ」についても理解できればと思います。全体

的に，日本との関係，それから授業担当者の専攻領域の都合により，

アジアの事例を多く取り上げることになるでしょう。対象の性格上，

春学期の内容と一部重複する部分があるかもしれませんが，Iを受講

している必要はありません。

テキスト（教科書）：

　・特に指定しません。

参考書：

　伊藤陽一編『文化の国際流通と市民意識』慶應義塾大学出版会、

2007年
　その他は授業時に適宜指示します。

国際政治経済論Ⅰ（国） 2単位 （春学期）
国際政治経済学概論

教授 田所 昌幸

授業科目の内容：

　国際政治における経済の意味については、古くからさまざまな議

論展開されてきた。この授業では国際政治学にとっての経済の意義

について古典的な代表的議論を紹介するとともに、それが現代の諸

問題にどのように関連するかを論じたい。

テキスト（教科書）：

　田所昌幸『国際政治経済学』（名古屋大学出版会、2008年）

参考書：

　授業中に随時指定する

国際政治理論Ⅰ（国） 2単位 （春学期）
リアリズムとリベラリズム

准教授 宮岡 勲

授業科目の内容：

　国際政治論の主要理論であるリアリズムとリベラリズムについて

学びます。教科書を解説するのみならず、以下の古典および現代的

名著の6冊もとりあげて、これら二つの学派の考え方をより深く理解

できるようにします。リアリズム：ホッブズ『リヴァイアサン』、モ

ーゲンソー『国際政治』、Waltz, Theory of International Politics；　リ

ベラリズム：カント『永遠平和のために』、ブル『国際社会論』、ロ

ーズクランス『新貿易国家論』

テキスト（教科書）：

　教科書：　『国際関係理論』　吉川直人・野口和彦編　勁草書房

　2006年
・教育支援システムを通じて、その他のテキスト（『永遠平和のため

に』を除く）や講義資料プリントを事前にダウンロードできるよう

にする予定です。

参考書：

　・授業中に紹介します。

西洋外交史Ⅱ（国） 2単位 （秋学期）
現代ヨーロッパの外交史

准教授 細谷 雄一

授業科目の内容：

　本講義では、第一次世界大戦後から冷戦終結に至るまでの、現代

ヨーロッパ外交史を検討する。「短い20世紀」とも呼べるこの時代

は、第二次世界大戦と冷戦という二つの世界規模の対立・紛争によ

って大きく規定され、現代の国際政治の基礎を形成することになっ

た。世界では米ソ二つの超大国が登場し、ヨーロッパ諸国は二度の

世界大戦で国力を大きく失い、植民地独立問題に直面した。かつて

の威光を失う中で、西欧諸国は統合によって自立と復興を模索し、

同時に大西洋同盟によって安全保障を確立することを目指した。20
世紀の外交史を展望することによって、現代国際政治より深く理解

する基礎を提供したい。

テキスト（教科書）：

　渡邊啓貴編『新版・ヨーロッパ国際関係史』（有斐閣）

　細谷雄一『外交　―多文明時代の対話と交渉』（有斐閣）

参考書：

　岡義武『国際政治史』（岩波現代文庫）

　キッシンジャー『外交（下）』岡崎久彦監訳（日本経済新聞社）

　ギャディス『歴史としての冷戦』赤木完爾・齋藤祐介訳（慶應義

塾大学出版会）

　クレイグ＝ジョージ『軍事力と現代外交』木村修三他訳（有斐閣）

　石井修『国際政治史としての二十世紀』（有信堂）　

　遠藤乾編『ヨーロッパ統合史』（名古屋大学出版会）

　遠藤乾編『原典ヨーロッパ統合史　―史料と解説』（名古屋大学出

版会）

　高坂正堯『現代の国際政治』（講談社現代文庫）

　斉藤孝『戦間期国際政治史』（岩波書店）

　佐々木雄太・木畑洋一編『イギリス外交史』（有斐閣）

　田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識』（有斐閣）

　ドックリル／ホプキンス『冷戦　1945－1991』伊藤裕子訳（岩波

書店）

　ジョセフ・Ｓ・ナイ『国際紛争　理論と歴史』田中明彦・村田晃

嗣訳（有斐閣）

　細谷雄一編『イギリスとヨーロッパ　―孤立と統合の二百年』（勁

草書房）

　村田晃嗣・君塚直隆・石川卓・栗栖薫子・秋山信将『国際政治学

をつかむ』（有斐閣）

　李鍾元・田中孝彦・細谷雄一責任編集『日本の国際政治４　歴史

の中の国際政治』（有斐閣）

日本外交史Ⅱ（国） 2単位 （春学期）
教授 添谷 芳秀

授業科目の内容：

　戦後日本外交の変遷を講義する。重要事項を外交史の事例として

理解することとあわせて，戦後日本外交の全体像を理解するための

視角や枠組みを重視して講義する。とりわけ，選択の自由が根本的

に締約されていた占領下での吉田茂の選択が，その後不完全なまま

定着したことの意味を考えてみたい。

　吉田茂の選択とは，具体的には戦後憲法と日米安全保障条約であ

り，戦後一貫して日本外交の基本原則とされてきた。それらは，戦

後日本外交の自立を根本的に制約する要因でもあり，常に自立を求

める左右のナショナリズムの攻撃にさらされてきたが、いまだに基

本的に揺らいでいない。

　こうした戦後日本の外交と政治をめぐる複雑な構図は，冷戦後の

1990年代においても，そして21世紀に入った今日においても，基本

的に変わっていない。そのことの意味を深くみつめ直さなければ，

今後の日本外交の指針もみえてこないだろう。

テキスト（教科書）：

　添谷芳秀『日本の「ミドルパワー」外交』（ちくま新書，2005 年）

参考書：

　参考文献を適宜講義のなかで紹介する。概説としてはとりあえず

以下を参照のこと。

　五百旗頭真編『戦後日本外交史』（有斐閣，2006 年）［新版］
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ヨーロッパ政治史Ⅰ（国） 2単位 （春学期）
戦後ドイツ外交の軌跡

―ヨーロッパ・世界・統一国家―

講師 金子 新

授業科目の内容：

　「一方、ドイツでは」。日本では事あるごとにドイツが参照され

る。それはアカデミズムの世界でも、ジャーナリズムの世界でも、

ちょっと背伸びした「居酒屋政談」でもそうだ。「過去の清算」に熱

心なドイツ、近隣諸国との和解を成し遂げたドイツ、EUの中でまた

世界の中で存在感を増しつつあるドイツ外交、女性が大いに活躍す

るドイツ社会、環境分野で世界をリードしつつあるドイツ・・・。

明治以来、私たちは、横目でドイツを見やりながら、自国の針路を

見定め、修正し、模範を仰ぎ、反面教師としてきた。よって、さま

ざまな日独比較は確かに有益なはずである。しかし、にもかかわら

ず、「ドイツの実像」があまり知られていないことは、比較の正否を

左右する大きな問題と言わねばなるまい。

　そこで本科目では、戦後に限定したうえで、ドイツ（主に西ドイ

ツ）の政治外交の軌跡を歴史的に再検討し、どのようにしてドイツ

が、ヨーロッパにおける、また国際社会における現在の地歩を得る

にいたったのかを、じっくりと再検証していきたいと思う。その際、

ドイツの政治システム、政治文化、歴代首相外相らの外交指導、国

民世論などをきちんと踏まえたうえで行いたい。その結果として、

混迷する日本外交を考える手立てがいくらか得られるとするならば、

高であろう。

テキスト（教科書）：

　特に教科書は指定しません。講読する文献・論文を初回授業時に

選択し、各部をコピー配布する予定です。

参考書：

　主要なものを、邦語・外語一つずつ挙げておきます。

　『自由と統一への長い道（2）ドイツ近現代史1933-1990年』H.A.
ヴィンクラー著　昭和堂、2008年
　『Coming of Age: German Foreign Policy since 1945 』　Helga 
Haftendorn, Rowman & Littlefield, 2006

現代韓国朝鮮論特殊研究Ⅰ（国） 2単位 （春学期）
准教授 西野 純也

授業科目の内容：

　文献の講読と討論を通じて、現代韓国朝鮮政治および北東アジア

国際政治に関する基礎的知識を習得するとともに、論理的な思考能

力を養うことを目指す演習形式の授業です。

　演習の進め方は、毎回授業の冒頭に報告担当者（レポーター）が

課題文献のレビューを行い、討論担当者（ディスカッサント）の司

会のもと、履修者全員で意見交換を行います。学期末にレポート（演

習内容に関連したテーマ）を提出してもらいますが、演習の時間を

割いてレポートの書き方についても指導します。

テキスト（教科書）：

　エイドリアン・ブゾー『世界史の中の現代朝鮮――大国の影響と

朝鮮の伝統の狭間で』明石書店、2007年。

参考書：

　授業中にその都度提示します。

国際政治経済論特殊研究Ⅰ（国） 2単位 （秋学期）
Foregin Policy誌で学ぶ国際政治経済学

教授 田所 昌幸

授業科目の内容：

　アメリカの代表的な国際関係論の雑誌であるForeign Policy誌の記

事から、国際政治経済に関連する新しい議論を輪読する形で授業を

展開したい。

テキスト（教科書）：

　Foreign Policy誌各号。これは図書館で閲覧できるので、該当部分

を各自コピーすることを勧める。

西洋外交史特殊研究Ⅰ（国） 2単位 （秋学期）
―ヨーロッパ統合史入門

准教授 細谷 雄一

授業科目の内容：

　この授業では、ヨーロッパ統合の歴史について主要な日本語文献

を読み、演習形式で授業を進めていきます。第二次世界大戦後に6カ
国ではじまったヨーロッパ統合は、現在では27カ国を包み込むＥＵ

へと発展し、世界で巨大なプレゼンスを示しています。この巨大な

パワーを理解せずに、21世紀の世界政治を理解することは困難です。

はたしてそのＥＵは、どのような来歴を経たのか。どのような困難

に直面してきたのか。これらの問題について国際政治学的な関心か

ら議論を行い、理解を深めることを目指します。参加者にはそれぞ

れ興味のあるテーマを独自に決めて頂き、それについて資料集など

を参照して報告をして頂き、討論を行うことになります。

テキスト（教科書）：

　遠藤乾編『ヨーロッパ統合史』（名古屋大学出版会）

　遠藤乾編『原典ヨーロッパ統合史　―史料と解説』（名古屋大学出

版会）

　細谷雄一編『イギリスとヨーロッパ　―孤立と統合の二百年』（勁

草書房）

参考書：

　初回授業時に参考文献リストを配布予定。

東アジアの国際関係特殊研究Ⅱ（国） 2単位 （秋学期）
教授 添谷 芳秀

授業科目の内容：

　第二次世界大戦後の東アジアの国際関係の変遷を、東アジアの中

における日本の位置づけについても触れながら考察する。まず前半

で戦後東アジアの国際関係の展開を歴史的に概観し、後半では冷戦

後の北東アジアの国際関係（日本、米国、中国、朝鮮半島）および

東アジア共同体論について分析と議論を深める。テキストとして英

語の論文を数本指定するが、授業は日本語で行う。

テキスト（教科書）：

　テーマ毎に英語の論文を指定する。詳しくは、 初の授業でシラ

バスを配布する。

参考書：

　適宜講義の中で紹介する。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 山 宏

授業科目の内容：

　社会科学の古典を精読する。詳しくは出席者と相談して決めたい。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
政治哲学，（現代）政治思想，政治学，平和学の研究

教授 萩原 能久

授業科目の内容：

　4 月に決定した研究会会員の希望にそって，中心的にテーマを設

定し，そのテーマを扱った広範囲の重要文献を選定して輪読をすす

めていきます。乱読はこうした分野に不可欠ですので，かなりの量

の文献を読むことになります。

　上記の，いわゆる本ゼミと平行してサブゼミも行います。サブゼ

ミでは1）本ゼミの理解の助けとなるような二次的研究文献の輪読，

2）ディベート，3）研究会ホームページの作成，4）三田祭時に毎年

刊行している論文集のための研究中間報告を行うことになります。

テキスト（教科書）：

　開講時に履修者と相談して決めます。

参考書：

　ゼミのなかで随時紹介していきます。
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研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
政治哲学，（現代）政治思想，政治学，平和学分野での卒論作成に

向けて

教授 萩原 能久

授業科目の内容：

　3 年生，院生と合同の「本ゼミ」に参加することとは別に，4 年生

のみで，各人が自由に選んだテーマでの卒論の中間発表を行ってい

きます。

テキスト（教科書）：

　用いません。

参考書：

　ゼミの中で随時紹介していきます。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 堤林 剣

授業科目の内容：

　政治思想の古典を輪読しながらディスカッションを行う。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 堤林 剣

授業科目の内容：

　卒論中間報告を中心にディスカッションを行う。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
准教授 田上 雅徳

授業科目の内容：

　おもに，西欧政治思想にかかわる諸問題を検討します。

テキスト（教科書）：

　履修者と相談の上，講読文献を決定します。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
准教授 田上 雅徳

授業科目の内容：

　卒業論文の作成を中心に進めます。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
 日本国憲法とアメリカ憲法の比較検討

教授 大沢 秀介

授業科目の内容：

　日本国憲法の基本理念を知るうえで重要なアメリカ憲法について，

日本国憲法の現況を踏まえたうえでテーマを選択し研究を行う。

テキスト（教科書）：

　芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法（第四版）』（岩波書店，2007 年），

市川正人『ケースメソッド憲法第２版』（日本評論社，2009 年），棟

居快行『憲法フィールドノート（第3 版）』（日本評論社，2006 年），

および英語文献

参考書：

　大沢秀介・大石眞『判例憲法』（有斐閣，2009 年）

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
日本国憲法とアメリカ憲法の比較研究

教授 大沢 秀介

授業科目の内容：

　各自が選択したテーマにしたがって，卒業論文作成にあたる。

テキスト（教科書）：

　大石眞・大沢秀介『判例憲法』（有斐閣、2009 年）

参考書：

　特になし

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 小林 良彰

授業科目の内容：

　あるべき政治の姿を念頭に置きながら，現代の政治過程の実態を

調べ，自分が何に関心を持っているのかを，次第に自分自身で掴ん

で行くことを目的とします。その上で，現代の政治過程の中から，

各自の問題意識にしたがって研究を進め，研究成果は三田祭で発表

します。

テキスト（教科書）：

　ジョン・ロールズ『正義論』

参考書：

　各自の問題意識にしたがって，随時，使用します。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 小林 良彰

授業科目の内容：

　現代の政治過程の中から，各自の問題意識にしたがって研究を進

め，現代の政治過程の分析を行います。研究成果は， 終的に各自

の卒業論文として提出します。

テキスト（教科書）：

　統一したものは使用しません。　

参考書：

　各自の問題意識にしたがって，随時，使用します。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
行政学と公共政策

教授 大山 耕輔

授業科目の内容：

　ガバナンス(政府を監視する市民社会)の視点から行政学と公共政

策の諸問題を考察します。各自の卒論研究について，問題発見と洗

練化，仮説設定，データ収集，批判的考察，結論という一連のプロ

セスの導入部分を指導します。

テキスト（教科書）：

　 初のゼミの時間に指示します。

参考書：

　担当者の考えを知るには，『日本の民主主義』『エネルギー・ガバ

ナンスの行政学』（ともに慶大出版会），『公共ガバナンス』(ミネル

ヴァ書房，近刊予定)『行政指導の政治経済学』（有斐閣）などが参

考となります。その他「ゼミ紹介」や『法学部専任教員一覧』に掲

載されている文献などが参考になります。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
行政学と公共政策の卒論指導

教授 大山 耕輔

授業科目の内容：

　ガバナンス(政府を監視する市民社会)の行政学と公共政策の視点

から各自の卒論作成を指導します。問題発見と洗練化，仮説設定，

データ収集，批判的考察，結論という一連の段階に応じて中間報告

を求めコメントします。 終的には，各自の卒論を集めて1 冊の『9

　
政
治
学
科
講
義
要
綱
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期生卒論集』として製本し研究室に「永久保存」します。また優秀

な作品は，政ゼミ委員会編集の『政治学研究』に投稿できるよう指

導します。

テキスト（教科書）：

　とくに指定しません。

参考書：

　行政学のテキストに限らず，政策研究やガバナンスについての本

や論文，新聞・雑誌など各自の問題関心にしたがって良書と出会い，

どんどん読み進めて欲しい。論文の考え方や書き方についての参考

書も自分にあったものを選ぶとよい。ネット検索だけでは限界があ

る。また，行政学の方法論については，G・キング他『社会科学の

リサーチ・デザイン―定性的研究における科学的推論』（勁草書房，

2004），増山・山田『計量政治分析入門』（東大出版会，2004）など

が参考となる。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
 公共経済学・財政学

教授 麻生 良文

授業科目の内容：

　公共経済学や財政学の基本文献をの輪読を中心に行い，公共政策

全般の基礎知識の習得に努める。扱うテーマは，財政全般，地方分

権，高齢化，社会保障，環境問題等，幅広く扱います。

テキスト（教科書）：

　文献リストは初回に指定する。

参考書：

　麻生良文『公共経済学』有斐閣，1998年
　八田達夫『ミクロ経済学I』，『ミクロ経済学II』東洋経済，2008年，

2009年

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
公共経済学・財政学

教授 麻生 良文

授業科目の内容：

　基礎的文献の輪読と各自の卒論テーマの選定（春学期）。

　各自の卒論について報告（秋学期）。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
現代において民主主義をいかに機能させるか

教授 河野 武司

授業科目の内容：

　現代の民主主義は代議制という形態をとっています。しかし代議

制民主主義は必ずしも 善の政治システムではありません。政治的

無関心が蔓延する中，様々な危機にさらされている代議制民主主義

の諸問題を明らかにしながら，直接民主制の可能性を視野に入れつ

つ，民主主義を維持，発展させる様々な要因や制度的方法について，

研究会会員諸君とともに検討したいと考えています。

テキスト（教科書）：

　研究会会員と相談して決めます。ちなみに昨年度は次の４冊の本

を輪読しました。①コリン・クラウチ『ポスト・デモクラシー』②

ラリー・エリオット／ダン・アトキンソン『市場原理主義の害毒』

③イアン・バッジ『直接民主制の挑戦』④キャス・サンスティーン

『インターネットは民主主義の敵か』

参考書：

　授業中に，適宜紹介します。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
卒論研究

教授 河野 武司

授業科目の内容：

　３年次の研究会で醸成した各自の現代民主主義に関する問題意識

を前提に，卒論の作成を行います。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　授業中に，それぞれの卒論のテーマにあわせて適宜紹介します。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
現代自治体行政論

教授 片山 善博

授業科目の内容：

　新政権の｢地域主権」構想、地方財政危機，地方議会の機能不全、

大規模公共事業の中止，高齢社会への対応など自治体行政をめぐっ

ては様々な問題や課題が発生しているが，これらに対するマスコミ

の報道や政府のアジェンダ設定あるいは自治体自身の対応には当を

得ていないものが数多く見られる。授業では，自治体行政をめぐっ

て日々生起する主要な事象について検討を加えることを通じて，問

題発見と課題設定能力，関連情報収集力さらには問題解決能力を身

につけることを主眼としたい。

テキスト（教科書）：

　テーマの設定に合わせて示す。

参考書：

　田中成之『改革の技術』（岩波書店，2004 年11 月），片山善博『市

民社会と地方自治』（慶應大学出版会，2007 年8 月）など

　その他，テーマに応じてそれぞれ示したい。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
現代自治体行政論

教授 片山 善博

授業科目の内容：

　自治体行政は，教育，福祉，環境，土木，産業政策，農業など広

範多岐に及んでいる。その中には，住民にとって大切な分野であり

ながら，これまで必ずしも光のあたっていないものも少なくない。

その現状を把握し，これをどうすればバランスのとれた位置づけが

できるのか。また，住民の代表である議会が本来住民の意向を行政

に反映させなければならないのであるが，多くの自治体議会ではい

まだに十分な機能を果たしていない。この現状を踏まえていかなる

議会改革が必要か。これら地方自治にとって重要なテーマについて，

関係する文献を講読するとともに，フィールドワークなどを通して

理解することを主眼としたい。

テキスト（教科書）：

　テーマの設定に合わせて示す。

参考書：

・田中成之『改革の技術』（岩波書店，2004 年11 月）

・片山善博『市民社会と地方自治』（慶應大学出版会，2007 年8 月）

など

　その他，テーマに応じてそれぞれ示したい

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
脱工業化・グローバリゼーション時代の国民国家の文化・社会変

動――日本・オーストラリア／世界の国際社会学―

教授 関根 政美

授業科目の内容：

　関根研究会の，学生諸君は２年間私を指導教授として研究活動を

行うことになる。高校時代までは，先生の話を聞いてノートに写し，

覚え，試験でよい点をとるという作業である「お勉強」が中心だっ

た。それは，社会にでてから日常・職業生活において困らないよう

な知識・技能を学び，市民として恥ずかしくない生活を送れるよう

にするためだった。しかし，大学では，自ら研究課題を設定し，そ

のテーマを中心に調査・資料収集，分析・報告・討論などを行うと

いう「研究活動」を行い，社会に役立つ知識を生みだすことが大き

な目的となる（利己主義から利他主義へ）。本研究会の主要テーマ

は，①日本あるいは世界のグローバルリゼーション・脱工業化，女

性の社会進出と家族変動，少子高齢化。人口減少の社会変動，②人

口移動のグローバリゼーションと人種・民族・エスニシティ・ナシ
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ョナリズム・多文化主義の「政治社会学」，③現代オーストラリア研

究に大きく分かれている。入会に当たりテーマの選択に注意してほ

しい。大学１年次より，研究会活動に慣れておく必要があるため「演

習」などの授業に参加しておくことが望ましい。なお、並行して実

施されている研究会指導者の講義授業はできる限り履修すること。

テキスト（教科書）：

　研究会では，①「自由研究」と称して，諸君の自主研究報告を中

心とした演習セッション，②輪読書を決めて報告・討論を行う特殊

研究セッション，③また，グループで研究報告を行う合同演習セッ

ションも適宜行う。テキストはそのつど諸君の希望を入れて選択す

る。自由研究報告は，先行研究を踏まえて各自が収集した参考文献，

調査報告を基礎に行う。必要ならば現地調査・インタビュー調査を

すること。なお，授業では２，３名の報告者と司会者・討論者をあ

らかじめ決めて質疑・討論を中心に進めていく。報告担当者は３～

４千字ほどの報告・コメントを作成する。活発な討論への参加が自

らの成長の源になるのでその気で参加するように。

参考書：

　研究会指導者の著書・論文は一応目を通しておくこと。①『エス

ニシティの政治社会学』（名古屋大学出版会，1994 年）。②『多文化

主義社会の到来』（朝日新聞社，2000 年）。③『マルチカルチュラ

ル・オーストラリア』（成文堂，1989 年）。④有末・霜野・関根編

『社会学入門』（弘文堂，1996 年）。④関根政美・山本信人編『海域

アジア』（慶應義塾大学出版会，2004 年）カースルズ／ミラー（関

根・関根訳）『国際移民の時代』（名古屋大学出版会，1996 年），D・

ヒーター（田中・関根訳）『市民権とは何か』（岩波書店，2003 年），

関根政美・塩原良和編著『多文化交差社会の政治社会秩序形成』（慶

應義塾大学出版会，2008 年）他に，ガッサン・ハージ（保苅・塩原

訳）『ホワイト・ネイション』（平凡社，2003 年）。石井由香・関根

政美・塩原良和著『アジア系専門職移民の現在――変容するマルチ

カルチュラル・オーストラリア』（慶應義塾大学出版会、2009年）。

なお、全部を読む必要はありません。念のため。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
脱工業化・グローバリゼーション時代の国民国家の文化・社会変

動―日本・オーストラリア／世界の国際社会学―

教授 関根 政美

授業科目の内容：

　３年生の間に「お勉強」から「研究活動」への気持ちの転換は終

わった関根研究会４年生諸君の活動は，基本的には卒業論文作成の

ための研究活動が中心となる。３年春合宿で報告した１万字論文の

内容を土台に研究活動を継続する。と同時に，４年生は春学期中の

研究会の本ゼミセッションでは３年生の研究指導を行う。なお，春

合宿以降に卒論テーマの変更をした場合は，その旨研究会指導教授

に直ちに報告すること。報告に際してパワーポイント（配布資料準

備）などの使用を推奨するが，その場合でも報告書３～４千字レポ

ートは人数分作成し配布する。春学期中就活に勤しむものが多いが，

６月上旬までには全員授業に復帰することを原則とする。授業に一

度も参加しないものは，４年生春学期の２単位は与えない。今まで

そのような不謹慎者はいなかったが、注意はしておく。

テキスト（教科書）：

　3 年との合同で行う研究会「本ゼミ」セッションでは，３年生が

使用するテキスト・論文を利用する。なお，諸君より読みたい著書

なり論文があれば申し出ること。

参考書：

　各自が，図書館等で卒論作成に必要な参考文献を探して読んでお

くこと。現代社会変動研究の研究会なので統計は 新のものを利用

すること。インターネット検索で入手できないものは，図書館所蔵

の雑誌論文等を検索すること。近年，「図書館」という言葉を知らな

い学生がいるらしい。図書館には本・雑誌・新聞など印刷「メディ

ア」が置いてあることを忘れるな……。あほらしい！？

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 有末 賢

授業科目の内容：

　社会学の基礎的な概念，見方，分析方法などをまず習得してもら

うために，文献を指定して毎週輪読することから始める。秋学期以

降は，三田祭での研究発表も含めて，自主的な活動を尊重するが，

本ゼミにおいては，都市社会学やジェンダー論を中心とした研究へ

の導入を行いたいと考えている。

テキスト（教科書）：

　春学期は社会学の概論，秋学期については都市社会学，ジェンダ

ー論などの専門書を読む予定である。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 有末 賢

授業科目の内容：

　卒業論文の指導を行う。春学期には，各自の論文のテーマを確定

し，文献・資料を読み，調査も行う。夏合宿以後は，中間報告をし，

場合によっては個別指導も取り入れる。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
メディアと政治社会について考える

教授 大石 裕

授業科目の内容：

　春学期は，マス・コミュニケーション，ジャーナリズム，政治社

会学に関する文献や論文を読み，それについて討議する。

　秋学期は，それに卒業論文発表が加わる。

　その他，合宿，4 年生のゼミ，サブゼミ,合同ゼミへの参加を通し

て研究を進めていく。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 大石 裕

授業科目の内容：

　各人の卒業論文の発表を中心に授業を行う。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
「グローバル社会学」への招待

准教授 塩原 良和

授業科目の内容：

　この研究会では，急速に変化し続ける「グローバル化」「高度近

代」のあり方について，社会学的な観点から学んでいきます。学生

は自分の選んだ研究テーマに取り組み，4年生の年度末に卒業論文を

提出してもらいます。テーマは自由ですが，たとえば以下のような

ことに関心のある学生の参加を希望しています。

・国民国家・都市・地域の「多民族・多文化化」によって引き起こ

される現象

・移民，難民，外国人，先住民族をめぐる諸問題と主流社会との関係

・個人の人生やアイデンティティの変容

・グローバル化・高度近代のなかの文化変容・文化実践

・新自由主義と福祉国家

・日本および世界における貧困と社会的排除

　また卒論研究のほかに，このゼミでは学外でのフィールドワーク

や実践プロジェクトに力を入れています。急速な社会変動によって

あらゆる「境界線」が解体・再編される世界に生きる私たちは，こ

れまで出会ったことのない人や文化と出会うことを避けることがで

きません。社会変動について考えることは，私たち自身がそのよう

な人や文化とどのように関わるのかを考えることに他ならないので

す。この研究会ではフィールドワークや実践を通じて他者との対話

と協働の可能性を模索し，分断や排除を乗り越えた新しい共同性や

連帯のあり方について，ともに考えていきたいと思います。
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テキスト（教科書）：

　授業中に適宜提示します。

参考書：

　授業中に適宜提示します。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
「グローバル社会学」からの視座

准教授 塩原 良和

授業科目の内容：

　この研究会では，急速に変化し続ける「グローバル化」「高度近

代」のあり方について，社会学的な観点から学んでいきます。学生

は自分の選んだ研究テーマに取り組み，4年生の年度末に卒業論文を

提出してもらいます。テーマは自由ですが，たとえば以下のような

ことに関心のある学生の参加を希望しています。

・国民国家・都市・地域の「多民族・多文化化」によって引き起こ

される現象

・移民，難民，外国人，先住民族をめぐる諸問題と主流社会との関係

・個人の人生やアイデンティティの変容

・グローバル化・高度近代のなかの文化変容・文化実践

・新自由主義と福祉国家

・日本および世界における貧困と社会的排除

　また卒論研究のほかに，このゼミでは学外でのフィールドワーク

や実践プロジェクトに力を入れています。急速な社会変動によって

あらゆる「境界線」が解体・再編される世界に生きる私たちは，こ

れまで出会ったことのない人や文化と出会うことを避けることがで

きません。社会変動について考えることは，私たち自身がそのよう

な人や文化とどのように関わるのかを考えることに他ならないので

す。この研究会ではフィールドワークや実践を通じて他者との対話

と協働の可能性を模索し，分断や排除を乗り越えた新しい共同性や

連帯のあり方について，ともに考えていきたいと思います。

テキスト（教科書）：

　授業中に適宜提示します。

参考書：

　授業中に適宜提示します。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 笠原 英彦

授業科目の内容：

　基礎的文献を輪読し討論する。

　引き続き共同研究を行う。

テキスト（教科書）：

　初回の授業で文献リストを配布する。

参考書：

　授業時に適宜指定する。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
日本政治史および日本行政史

教授 笠原 英彦

授業科目の内容：

　卒業論文の作成を指導する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　授業時に適宜指示する。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
近代日本政治史研究

教授 玉井 清

授業科目の内容：

　近代日本政治に関する基礎的研究書を読み解くとともに，資料収

集から分析の方法を学びながら，各自卒論のテーマを設定すること

を目指す。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
近代日本政治史研究

教授 玉井 清

授業科目の内容：

　卒論完成に向け，各自のテーマに従い発表を行う。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
 日本政治思想史・日本政治運動史

准教授 小川原 正道

授業科目の内容：

　政治思想史・運動史に関する基礎知識および研究調査方法につい

て学び，三田祭発表に向けた共同研究・論文作成を実施し，その後，

各自の卒論作成の準備を開始する。

テキスト（教科書）：

　適宜授業中に指示する。

参考書：

　適宜授業中に指示する。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
 日本政治思想史・日本政治運動史

准教授 小川原 正道

授業科目の内容：

　卒業論文の作成に向けた報告・討議，個別指導を行う。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　授業中に適宜指示する。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）
中東地域研究のセミナー

セット履修 教授 富田 広士

２時限連続開講　４単位

授業科目の内容：

　中東問題に各自の関心と分析方法に基づいて取り組み，その中で

自分なりの問題を見つけ出し，分析し，論文にまとめる。

　（1）文献（日本語および英語）の内容報告，（2）各自の卒論の作

成（個人研究）

テキスト（教科書）：

　授業時に指示する。

参考書：

　授業時に指示する。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
現代中国政治・外交，東アジア国際関係

教授 国分 良成

授業科目の内容：

　春学期は基本篇として文献を毎週読みそれに基づいて討論し、秋

学期は応用篇として毎週テーマごとにグループ発表を行う。
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テキスト（教科書）：

　順次指定する。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
現代中国政治・外交，東アジア

教授 国分 良成

授業科目の内容：

　卒業論文の中間報告を行う。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 横手 慎二

授業科目の内容：

　 初はナイの『国際紛争』（有斐閣）をじっくり読む。

　その後、ロシア関係の書物を読み、討議する。

テキスト（教科書）：

　特にない。取り上げる図書は 初の授業で示す。

参考書：

　特にない。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 横手 慎二

授業科目の内容：

　卒業論文の作成のために、問題の発見、枠組みの設定、論文の構

成の仕方を、各自の報告に基づいて考えたい。ここでは他者の論文

を理解すること、関連するデータを探す（作成する）ことが重要な

課題となる。

テキスト（教科書）：

　特に利用しない。

参考書：

　特に利用しない。個別に、授業中に指摘する。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 井上 一明

授業科目の内容：

　春学期は，政治体制および開発に関する基本的な英語文献を輪読

する。

　秋学期は，各自の卒業論文のテーマに関連した英語文献のプレゼ

ンテーションをおこなう。

テキスト（教科書）：

　なし

参考書：

　なし

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 井上 一明

授業科目の内容：

　卒業論文の指導

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 高橋 伸夫

授業科目の内容：

　主として中国政治史の分野で研究を行うための基礎体力の養成を

目的とする。古典的な中国社会論および比較政治学的観点から書か

れた中国研究の文献のリーディング，およびそれに基づく討論が中

心となる。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 高橋 伸夫

授業科目の内容：

　参加者の研究報告とそれに基づく討論を通じて，卒業論文の完成

をめざす。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 出岡 直也

授業科目の内容：

　ラテン・アメリカ諸国の政治を重要な文献（主に英語）の講読と

参加者の研究報告などによって学びます。参加者は，4 年次の卒業

論文の執筆まで，様々な義務を負うこととなります。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 出岡 直也

授業科目の内容：

　卒業論文の執筆に向けて，文献講読と研究報告を行います。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
アメリカ合衆国政治研究

准教授 岡山 裕

授業科目の内容：

　春学期には、アメリカ政治に関する基礎知識を身につけてもらう

べく、日本語・英語の重要文献を講読し、その過程で受講者が各自

の研究テーマを絞り込んでいってもらう。今年度は、政治史や歴史

分析に例年よりも多くの時間を割く予定である。秋学期には、専門

的な研究論文を講読するなかで、研究の具体的な方法論について考

え、 終的に受講者各自が研究論文をまとめることになる。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
アメリカ合衆国政治研究

准教授 岡山 裕

授業科目の内容：

　昨年度は政治学の理論的感覚を身につけることに力点を置いたの

に対して、この学期は、日本語・英語の基礎文献の講読を通じてア

メリカ政治の基本的な知識を吸収してもらうことにしている。とく

に、歴史および歴史分析に多くの時間を割く予定である。また受講

者各自が前年度から始めた卒業論文に向けた研究を継続し、秋学期

には本格的な中間報告を行って、 終的に論文としてとりまとめる。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 小此木 政夫

授業科目の内容：

　春学期には，専門的な知識を吸収し，国際政治的なセンスを磨く

ために，必要と思われる文献を精力的に読破する。履修者は多くの

アサインメントに耐えなければならない。その後，夏季休暇までに

三田祭の発表テーマを決定し，共同研究に着手する。各自が分担し，

共同論文を執筆しなければならない。意欲のある会員のみが参加を

許される。詳しくは，研究会ホームページを参照すること。

　http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/okonogi/
テキスト（教科書）：

　開講時に紹介する。
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研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
EU の政治　ジャン・モネ・チェア

教授 田中 俊郎

授業科目の内容：

　卒業論文を作成する。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 添谷 芳秀

授業科目の内容：

　国際政治と日本外交の関連に着目し，戦後史を概観するとともに

様々な分析枠組みを検討する。特殊（個別的事象）と普遍（一般的

意義付け）の間を柔軟に往復する分析力と，具体的出来事の連なり

を構造的に把握する能力を養いたい。

テキスト（教科書）：

　適宜指定する。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
教授 添谷 芳秀

授業科目の内容：

　卒業論文の研究および作成に関する指導を中心に行う。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
現代国際政治・安全保障研究

教授 赤木 完爾

授業科目の内容：

　現代国際政治ならびに安全保障問題の重要な論点を理解するため

に，基本文献を講読し、議論するとともに各自の研究発表などを行

う。

テキスト（教科書）：

　研究会において使用する文献リストは開講後配布する。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
卒業論文指導

教授 赤木 完爾

授業科目の内容：

　卒業論文の完成に向けて、ゼミ生各自の卒業論文にかかわる研究

報告とそれに対する指導を中心に進める。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
教授 田所 昌幸

授業科目の内容：

　20 世紀の国際政治史を概観するとともに，国際政治学のいくつか

の古典の輪読を行う。

テキスト（教科書）：

　授業の進行に応じて指定する。

研究会（政治４年） 2単位 （春学期）

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
卒論指導

教授 田所 昌幸

授業科目の内容：

　共通テーマに基づき，学生の論文の報告とその指導を行なう。

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
セット履修 教授 山本 信人

２時限連続開講　４単位

授業科目の内容：

　ゼミ員個々人の関心のあるテーマに関する研究を深める作業をお

こなう。自分の研究だけではなく，他者の研究を読む・聞くことに

より，視野を広げることも期待できる。同時に，定期的に共通読書

をおこない，ものの考え方を学び，知識を共有することをめざす。

研究会（政治４年） 2単位 （秋学期）
セット履修 教授 山本 信人

２時限連続開講　４単位

授業科目の内容：

　卒業論文の中間報告と卒業論文作成。

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
セット履修 准教授 細谷 雄一

授業科目の内容：

　この研究会では、ヨーロッパ外交史に関係する文献を幅広く読み、

外交史への理解を深めることを目指したい。また多様な国際政治学

の著書や歴史に関する著書、古典的な文献なども読み進めたい。歴

史を基礎に、現代の国際政治の複雑さや多面性を理解するための知

的な体力を養って頂きたい。

テキスト（教科書）：

　初回授業で扱うテキストを紹介する。

参考書：

　岡義武『国際政治史』（岩波現代文庫）

　キッシンジャー『外交（下）』岡崎久彦監訳（日本経済新聞社）

　ギャディス『歴史としての冷戦』赤木完爾・齋藤祐介訳（慶應義

塾大学出版会）

　クレイグ＝ジョージ『軍事力と現代外交』木村修三他訳（有斐閣）

　石井修『国際政治史としての二十世紀』（有信堂）　遠藤乾編『ヨ

ーロッパ統合史』（名古屋大学出版会）

　遠藤乾編『原典ヨーロッパ統合史　―史料と解説』（名古屋大学出

版会）

　高坂正堯『現代の国際政治』（講談社現代文庫）

　佐々木雄太・木畑洋一編『イギリス外交史』（有斐閣）

　田中明彦・中西寛編『新・国際政治経済の基礎知識』（有斐閣）

　ドックリル／ホプキンス『冷戦　1945－1991』伊藤裕子訳（岩波

書店）

　ジョセフ・Ｓ・ナイ『国際紛争　理論と歴史』田中明彦・村田晃

嗣訳（有斐閣）

　細谷雄一『戦後国際秩序とイギリス外交　戦後ヨーロッパの形成

1945～1951年』（創文社）　

　細谷雄一『外交による平和　―アンソニー・イーデンと二十世紀

の国際政治』（有斐閣）

　細谷雄一『大英帝国の外交官』（筑摩書房）

　細谷雄一『外交　－多文明時代の対話と交渉』（有斐閣）

　細谷雄一編『イギリスとヨーロッパ　―孤立と統合の二百年』（勁

草書房）

　村田晃嗣・君塚直隆・石川卓・栗栖薫子・秋山信将『国際政治学

をつかむ』（有斐閣）

　李鍾元・田中孝彦・細谷雄一責任編集『日本の国際政治４　歴史

の中の国際政治』（有斐閣）

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
国際政治、現代韓国朝鮮政治

准教授 西野 純也

授業科目の内容：

　春学期は、国際政治関連の文献をできるだけ多く講読して専門知

識および研究手法の修得に努めるとともに、書評レポートを課して

批評力を養います。秋学期は、履修生全員で共同研究に取り組み、

あわせて卒業論文執筆に向けた準備を進めます。
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テキスト（教科書）：

　国際政治関連の書籍を主に使用します。詳細は授業中に提示しま

す。

参考書：

　授業中に適宜紹介します。

研究会（政治３年） 2単位 （春学期）

研究会（政治３年） 2単位 （秋学期）
国際政治理論・安全保障研究

准教授 宮岡 勲

授業科目の内容：

　本研究会は、理論を使って国際政治、とくに安全保障を研究する

場です。安全保障問題の理論的分析を通じて、1)国際政治に対する

独自の見識を備えるようになることと、2)議論に関する実践的能力

を養うことを目標とします。春学期は国際政治理論の基礎的文献（和

文）を、秋学期は安全保障研究の文献（和文・英文）を輪読する予

定です。

テキスト（教科書）：

　春学期は以下の文献を予定していますが、秋学期についてはまだ

決めていません。

　『危機の二十年: 1919-1939』　E.H.カー著　岩波書店　1996年
　『大国政治の悲劇』　ジョン・Ｊ・ミアシャイマー著　五月書房

　2007年
　『覇権後の国際政治経済学』　ロバート・コヘイン著　晃洋書房

　1998年
参考書：

　・授業中に紹介します。

文献講読Ⅰ（独） 2単位 （春学期）
政治学文献をドイツ語で読めるようになろう

教授 萩原 能久

授業科目の内容：

　この授業では，ドイツ語で書かれた社会科学の専門書を正確に読

みこなす能力の育成と同時に，書かれている内容に関しても積極的

な討論を行います。履修者は少数でしょうから，基本的には開講時

に相談して，受講者の関心にできるだけそった使用テキストを決め

たいと思いますが，基本的に，政治学の理論的問題，ドイツを中心

とした戦後ヨーロッパの政治・社会情勢の問題を扱うつもりです。

　政治思想に関心のある受講者が多い場合には，特定の思想家の著

作を読むこともあります。

テキスト（教科書）：

　開講時に履修者と相談して決めます。

参考書：

　辞書（電子辞書でも結構ですが，収録語数，文例の多いものでな

いと役に立ちません）は必ず携行してください。

文献講読Ⅱ（独） 2単位 （秋学期）
准教授 田上 雅徳

授業科目の内容：

　ドイツ語で著された政治史・政治思想史の研究書を講読します。

テキスト（教科書）：

　講読を予定している文献は，以下のものです。

　Rudolf Weber-Fas; Über die Staatsgewalt, Von Platons Idealstaat bis 
zur Europäischen Union (München, 2000).

文献講読Ⅰ（仏） 2単位 （春学期）
フランス語で政治思想に関する文献を読む

准教授 （有期） 片山 杜秀

授業科目の内容：

　広義の政治思想ないし政治思想史に関係するフランス語の文献を

読みます。具体的に何を読むかは，1 回目の時間に履修希望の皆さ

んと相談して決めたいと思います。進め方としては，毎回，適当な

分量を割り振って担当者に訳してきてもらい，その訳文を確かめて

ゆくというかたちを考えています。

文献講読Ⅱ（仏） 2単位 （秋学期）
フランスの政治，政治文化，政治哲学

教授 堤林 剣

授業科目の内容：

　フランス語の政治思想の文献を輪読しながら，フランスの政治，

政治文化，政治哲学について考える。

テキスト（教科書）：

　履修者と相談して決める。

文献講読Ⅰ（中） 2単位 （春学期）
教授 林 秀光

授業科目の内容：

 　本講義は、中国語で書かれたいろいろなジャンルの文章を読解

し、政治社会の変化に伴って現れた新しい中国語表現と多様な考え

方に触れ、中国の政治と社会への理解を深めることが目的である。

　 履修者の読解能力と問題関心を鑑み、適宜に内容と分量を調整す

ると考えている。

　　以下の領域の関連文章を中心に授業を進めたい。

　・中国共産党のイデオロギーや政策が分かる公式文件（例：政治

報告や『歴史決議』）

　・中国共産党の歴史認識とガバナンスについて再検討を行う論文

やエッセー

　・今日中国が抱える問題を客観的に分析する学術論文

　・インターネット空間で活躍する履修者と同世代のオピニオンリ

ーダーの議論

テキスト（教科書）：

　随時プリントを配布する。

参考書：

　授業中に随時紹介する。

文献講読Ⅱ（中） 2単位 （秋学期）
教授 林 秀光

授業科目の内容：

　本講義は、中国語で書かれたいろいろなジャンルの文章を読解し、

政治社会の変化に伴って現れた新しい中国語表現と多様な考え方に

触れ、中国の政治と社会への理解を深めることが目的である。

　履修者の読解能力と問題関心を鑑み、適宜に内容と分量を調整す

ると考えている。

　以下の領域の関連文章を中心に授業を進めたい。

・中国共産党のイデオロギーや政策が分かる公式文件（例：政治報

告や『歴史決議』）

・中国共産党の歴史認識とガバナンスについて再検討を行う論文や

エッセー

・今日中国が抱える問題を客観的に分析する学術論文

・インターネット空間で活躍する履修者と同世代のオピニオンリー

ダーの議論

テキスト（教科書）：

　随時プリントを配布する。

参考書：

　授業中に随時紹介する。

文献講読Ⅰ（西） 2単位 （春学期）
教授 大久保 教宏

授業科目の内容：

　スペイン語の文章を読む際の難しさどこにあるのだろう。1，2 年
生のときには，点過去と線過去の違いや，接続法の用法に大いに悩

まされたかもしれない。だが，それらは，実は読解の際には必ずし

も難しくない。というのは，少々乱暴かもしれないが，点過去と線

過去，接続法と直説法を区別せずに読んでも，それほど支障はない

からだ。実際，英語はこれらをあまり区別していない。では，スペ

イン語文の難しさはどこにあるかというと，英語や日本語の文には

　
政
治
学
科
講
義
要
綱
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見られないような一文の長さにある。節や句を幾重にも後ろにつな

げたり，やたら挿入句を挟み込むのが，美しいスペイン語文である

と考えられているようなのだ。一つの文が9行，10 行と続くことは

珍しくない。一段落が一文であったりもする。だから，スペイン語

の読解力向上には，長い文を節や句に区切って読むテクニックを身

につける必要がある。スペイン語文を区切る目印になるのは，節で

あれば接続詞（cuando, aunque, que, porque など）や関係詞（que, lo 
que, quien, donde, como など），句であれば前置詞（a, de, en, por, para 
など）や過去分詞（dado, hecho など）である。このうち，接続詞と

前置詞の前が切れ目になることは，英語からの応用で比較的わかり

やすいのであるが，関係詞と過去分詞は，初級文法では軽く流され

る割に，用法は英語より多彩で，実際のスペイン語文で頻出する。

関係詞と過去分詞が，スペイン語文の読解を難しくしている 大の

要因ともいえるので，それらをマスターすることが重要なポイント

である。

　これらの目印を頼りに文を区切ったあとは，それぞれの節や句の

間の修飾・被修飾の関係を見極めなければならない。これまで何年

か文献講読を担当してきた経験からすると，よく読める学生はこの

修飾・被修飾の関係の見極めができており，読めない学生はそれが

できない。しかし，スペイン語は変なところで親切な言語で，関係

詞や過去分詞に性数があるので，それらが文のどの部分を修飾して

いるのかがある程度わかる仕組みになっている。英語や日本語だと，

性数で修飾・被修飾の関係を明らかすることができないので，長い

文にすると，わけのわからない文になってしまう恐れがある。逆に

スペイン語文は，長くなっても文意がブレにくい。慣れてしまえば，

日本語なんかよりずっと論理的に筋道立てて読むことができる。よ

って，スペイン語の文章をすらすら読むためには，文の区切り方や，

修飾・被修飾関係の見極め方を習得する必要がある。この授業では，

その練習を行う。

　用いるテキストは，スペイン人が書いた中米6 か国（グアテマラ，

エルサルバドル，ホンジュラス，ニカラグア，コスタリカ，パナマ）

の旅行記で， 初に訪れたグアテマラ編を3年間読んで，まだ終わら

ない。そのグアテマラ編の途中から読み始めることになる。スペイ

ン語を学んだ諸君には，是非スペイン語圏の国をいくつも訪れても

らいたいが，おそらく多くの人が，まずはスペイン，メキシコを訪

れるであろう。3 か国目として，グアテマラはお勧めだ。アルゼン

チンほど遠くなく，ペルーほど治安が悪くなく，マヤ遺跡，民族衣

装を着飾った先住民の村，スペイ人が建てたコロニアル風の町，美

しい火山や湖など，小さい国の割に見所は非常に多い。私もグアテ

マラが好きで，もう10 回くらい行っている。しかし，大学生たるも

の，単に観光旅行して喜んでいるのでは能がない。その国の歴史，

社会，文化についても学んでほしい。この旅行記は歴史の話や政治

の話，人々の生活の様子等々がうまく盛り込まれたなかなかの名著

である。事実，この本は「2005 年偉大な旅行者に与える賞」を受賞

している（どういう賞だかよくわからないが）。

テキスト（教科書）：

　Rosa Regás, Pedro Molina Temboury, Volcanes dormidos: Un viaje 
por Centroamérica, Madrid, Ediciones B, 2005.
　コピーを配布する。

文献講読Ⅱ（西） 2単位 （秋学期）
教授 大久保 教宏

授業科目の内容：

　文献講読Ⅰ（西）の続き。

文献講読Ⅰ（露） 2単位 （春学期）

文献講読Ⅱ（露） 2単位 （秋学期）
ロシアを読む

教授 山田 恒

授業科目の内容：

　今年度の目的は長文読解力を養うことです。ロシア語の長文を完

全に理解し、また素早く読むためには、一定のテクニックが必要で

す。もちろん様々な文法事項の知識は必須ですが、副詞句や形容詞

句、複文における関係代名詞や形動詞の役割、さらには様々な句読

点、たとえば二重点やコンマ、点＋コンマなどの違いを知ることが、

長文読解力の鍵となります。ドストエフスキーの作品では１０行以

上にわたる文も少なくありませんが、上記のような知識がないなら、

読みこなすことは困難です。

　春学期には、一回目の授業において受講者の希望を聞いた上で、

様々なテキストを選びたいと考えています。政治学の論文、ロシア

憲法、映像論、文学作品などですが、いずれにせよ様々な分野の長

文をかなり時間をかけて読みますが、当然、ロシア事情や文法など

の説明は丁寧に行います。

　秋学期には、各人が選んだテキストを読むか、あるいはユーラシ

ア主義などの本を輪読したいと思います。

テキスト（教科書）：

　コピーを配付します。

参考書：

　特にありません。

文献講読Ⅰ（朝） 2単位 （春学期）
准教授 西野 純也

授業科目の内容：

　現代韓国朝鮮政治を扱った朝鮮語文献の講読を通じて、文章読解

力はもちろん、朝鮮半島情勢に関する基礎的知識を習得し、論理的

な思考能力を養うことを目指します。

テキスト（教科書）：

　初回授業時に履修者と相談して決めます。

参考書：

　授業中にその都度提示します。

文献講読Ⅱ（朝） 2単位 （秋学期）
准教授 西野 純也

授業科目の内容：

　春学期の文献講読Ⅰ（朝）と同じです。
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民法ⅢＡ（法） 2単位 （春学期）
家族法

教授 犬伏 由子

授業科目の内容：

　家族法と呼ばれている分野（民法―親族）を対象とします。現代

において，家族に関する意識，行動，価値観が大きく変化したと言

われていますが，講義では，現代家族のあり方を踏えて，家族法の

基本的枠組，新たな問題等について考察します。

テキスト（教科書）：

　講義開始時に指示する

参考書：

　水野紀子編「家族法判例百選（第7 版）」有斐閣

民法ⅢＢ（法） 2単位 （秋学期）
相続法

講師 常岡 史子

授業科目の内容：

　相続法を対象とします。相続とは死者の財産承継に関する制度で

すが、わが国の民法は、法定相続と遺言の２つを柱として構成され

ています。講義では法定相続制度について解説した後、被相続人の

私的自治の実現としての遺言制度、さらに両者のはざまにあって、

私的生活保障と意思の尊重という一見相容れがたい要請に応えよう

とする遺留分制度を扱います。また、必要に応じて諸外国の制度や

現在の社会に特有の問題に言及し、相続の仕組みに関する幅広い知

識と理解力を得ることをねらいとします。

テキスト（教科書）：

　教科書は講義開始時に指示します。

　なお、講義資料プリントを適宜配布します。

参考書：

水野紀子・大村敦志・窪田充見編『家族法判例百選［第７版］』有斐

閣、2008年

商法ⅠＡ（法） 2単位 （春学期）
准教授 杉田 貴洋

授業科目の内容：

　商法分野のうち，特に会社法に重点を置いて講義を行う。会社に

は，株式会社，合名会社，合資会社，合同会社の4 種がある。こう

した会社の種類を定め，あるいは会社に関わる人々の利益を調整す

る法律が会社法である。会社を含む企業（商人）をめぐる社会関係

を規律する法律が商法である。企業を法の視点から眺めるのが商法・

会社法という学問であると言ってよかろう。本講義は，商法・会社

法の基本事項を整理しその考え方を理解することを目的とする。

テキスト（教科書）：

　山本爲三郎「会社法の考え方＜第7 版＞」（八千代出版，平成20 
年）

参考書：

　宮島司「新会社法エッセンス＜第3 版＞」（弘文堂，平成20 年）

商法ⅠＢ（法） 2単位 （秋学期）
准教授 杉田 貴洋

授業科目の内容：

　商法分野のうち，特に会社法に重点を置いて講義を行う。会社に

は，株式会社，合名会社，合資会社，合同会社の4 種がある。こう

した会社の種類を定め，あるいは会社に関わる人々の利益を調整す

る法律が会社法である。会社を含む企業（商人）をめぐる社会関係

を規律する法律が商法である。企業を法の視点から眺めるのが商法・

会社法という学問であると言ってよかろう。本講義は，商法・会社

法の基本事項を整理しその考え方を理解することを目的とする。

テキスト（教科書）：

　山本爲三郎「会社法の考え方＜第7 版＞」（八千代出版，平成20 
年）

参考書：

　宮島司「新会社法エッセンス＜第3版＞」（弘文堂，平成20 年）

商法ⅡＡ（法） 2単位 （春学期）
手形・小切手法

教授 島原 宏明

授業科目の内容：

　実質的意義の商法の中に位置付けられるところの「手形・小切手

法」について，体系的に解釈論の解説を行う。一見，手形・小切手

法は応用的なジャンルの法律とみられがちであるが，これらは使用

される社会が限定されているため，法律行為論の本質的な要素をと

らえるには絶好の素材といえる。

　具体的には，主に約束手形を対象として民法や法学の基礎に立ち

返りながら講義を進めていく。

テキスト（教科書）：

　島原宏明『手形法学への誘い』八千代出版（￥2,500）
参考書：

　開講時に指示する。

商法ⅡＢ（法） 2単位 （秋学期）
手形・小切手法

教授 島原 宏明

授業科目の内容：

　実質的意義の商法の中に位置付けられるところの「手形・小切手

法」について，体系的に解釈論の解説を行う。一見，手形・小切手

法は応用的なジャンルの法律とみられがちであるが，これらは使用

される社会が限定されているため，法律行為論の本質的な要素をと

らえるには絶好の素材といえる。

　具体的には，主に約束手形を対象として民法や法学の基礎に立ち

返りながら講義を進めていく。

テキスト（教科書）：

　島原宏明『手形法学への誘い』八千代出版（￥2,500）
参考書：

　開講時に指示する。

労働法Ⅰ（法） 2単位 （春学期）
労使間の労働契約をめぐる、個別的労働関係法

教授 内藤 恵

授業科目の内容：

　労働法とは，賃金を得て生活する者（これを労働者と称します。）

と使用者との間に生起する様々な法的問題を学ぶ領域です。この領

域は大別して，労働市場法（雇用保障と求人・求職に関する領域），

個別的労働関係法〔使用者と労働者（サラリーマン）の間に生ずる

法的問題を議論する領域〕，そして集団的労使関係法〔憲法28 条を

うけて，使用者・労働者・労働組合の三者間の関係を議論する領域〕

に分類されます。

　労働法Ⅰの講義では、労働法の歴史的背景を簡単に説明し、個別

的労働関係法領域の講義をします。これは労働者と使用者の間に締

結される労働契約に関する分野です。労働契約の締結，労働条件の

あり方，労働契約内容の変更，そして契約の終了に至るまでを講義

します。内容としては，下記授業計画をご参照ください。

　過労死などで注目される労働災害補償，および労働組合や労働基

本権に係る集団的労使関係の領域は，労働法Ⅱ（秋学期）で講義し

ます。社会法の分野はどれも改正が頻繁に行われる領域です。講義

の進み方・あるいはソフトボール大会の影響などを見ながら，話題

となる新しいテーマや法改正についても随時織り込んで、講義する

つもりです。

テキスト（教科書）：

　テキストとしては，神尾真知子・内藤恵・増田幸弘『フロンティ

ア労働法』（法律文化社，2010年4月、出版予定）を使用します。そ

の他、必要に応じてWeb に講義レジュメをアップロードして進めま

す。URL は初回講義の中でお話しします。講義には六法と労働法判

例百選を必ず携行してください。

・別冊ジュリスト・労働法判例百選〔第８版〕（有斐閣2009）

　
政
治
学
科
講
義
要
綱
　

69



参考書：

１）初心者向けの参考書として，

・中窪裕也・野田進・和田肇『労働法の世界（第８版）』（有斐閣2009）
・西村健一郎・安枝英のぶ『労働法（第１０版）』（有斐閣プリマシ

リーズ、2009）
２）大部の概説書として、菅野和夫『労働法（第８版）』（弘文堂

2008）

労働法Ⅱ（法） 2単位 （秋学期）
労働災害補償、および集団的労使関係法・労働市場法

教授 内藤 恵

授業科目の内容：

　労働法とは，賃金を得て生活する者（これを労働者と称します。）

と使用者との間に生起する様々な法的問題を学ぶ領域です。この領

域は大別して，労働市場法（雇用保障と求人・求職に関する領域），

個別的労働関係法〔使用者と労働者（サラリーマン）の間に生ずる

法的問題を議論する領域〕，そして集団的労使関係法〔憲法28 条を

うけて，使用者・労働者・労働組合の三者間の関係を議論する領域〕

に分類されます。

　労働法Ⅱでは、春学期の労働法Ⅰに続き、近年過労死などの問題

で注目される労働災害補償を講ずるところから始めます。これは労

働法と社会保険の相互に関連する領域です。続いて憲法２８条に規

定する労働基本権を具体化するための、集団的労使関係法を講義し

ます。内容としては労働組合、団体交渉、労働協約などの法的問題

などを取り上げます。さらに派遣労働等の労働市場に関する法も講

義します。

　労働法に関する基本的考え方は春学期の労働法Ⅰで既に講義済み

なので、労働法Ⅱは春に続いて受講する学生を前提として講義を続

けます。社会法は改正が頻繁に行われる領域です。講義の進み方・

あるいはソフトボール大会の影響など余裕があるならば、話題とな

る新しいテーマや法改正についても随時織り込んでお話をします。

テキスト（教科書）：

　テキストとしては，神尾真知子・内藤恵・増田幸弘『フロンティ

ア労働法』（法律文化社，2010年4月出版予定）を使用します。その

他、必要に応じてWeb に講義レジュメをアップロードして進めま

す。URL は初回講義の中でお話しします。講義には六法と判例百選

を必ず携行してください。

・別冊ジュリスト・労働法判例百選〔第８版〕（有斐閣2009）
参考書：

　参考書は、労働法Ⅰの項を参照して下さい。

経済法Ⅰ（法） 2単位 （春学期）
教授 田村 次朗

授業科目の内容：

　本講義は、独占禁止法の重要論点について，具体的事例を中心に

解説を行う。なお本講義では，単に独占禁止法の知識を習得するこ

とだけにとどまらず，その知識を使い，現実に発生する多種多様な

事案に対して，独占禁止法を解釈・適用して適切な問題解決に至る

ための方法論を学習することを重視する。このような問題解決能力

は，従って，講義では公取委の審決例及び判例を素材とした想定事

例を多く用いて、受講生が経済法の解釈・適用を体感することがで

きるようにする。

テキスト（教科書）：

　金井貴嗣『独占禁止法　第3版』（近刊　弘文堂）

参考書：

　白石忠志『独占禁止法　第2版』（有斐閣　2009）
　『ケースブック独占禁止法』（弘文堂　2006）
　林秀弥他『独占禁止法の経済学』（東京大学出版会　2009）

経済法Ⅱ（法） 2単位 （秋学期）
教授 田村 次朗

授業科目の内容：

　本講義は，企業結合規制および、不公正な取引方法を中心に独占

禁止法の重要論点について，解説する。経済法Ⅱの講義方針も経済

法Ⅰと同様に，現実に発生する多種多様な事案に対して，独占禁止

法を解釈・適用して適切な問題解決に至るための方法論を学習する

ことを重視する。このような問題解決能力は，法曹実務家としても

必要不可欠なものである。従って，講義では公取委の審決例及び判

例を素材とした想定事例を多く用いて、受講生が経済法の解釈・適

用を体感することができるようにする。

テキスト（教科書）：

　金井貴嗣『独占禁止法　第3版』（近刊　弘文堂）

参考書：

　白石忠志『独占禁止法　第2版』（有斐閣　2009）
　『ケースブック独占禁止法』（弘文堂　2006）
　林秀弥他『独占禁止法の経済学』（東京大学出版会　2009）

経済政策Ⅰ（経） 2単位 （春学期）
政府が市場に介入する根拠は何か

講師 川野辺 裕幸

授業科目の内容：

　先進資本主義国における経済は各個人や企業の市場における取引

を中心として成り立っている。社会主義計画経済と市場経済の優劣

は近年のソ連東欧圏の崩壊から明らかと思われる。しかしわが国を

ふくめて多くの先進資本主義国には巨大な政府部門があり，市場経

済にさまざまな形で影響をあたえようとしている。経済政策をもっ

とも広い意味でとれば，この全体が経済政策である。本講義は，「市

場経済に政府が経済政策という形で介入する根拠：その正当性と成

果」の解明をテーマにする。講義はマクロ・ミクロ経済学の基礎知

識を前提として進め，簡単な理論で現実をいかに説明し，政策論を

展開できるかに主眼をおく。また，政府による政策決定と市場にお

ける決定の違いを明らかにするために，公共選択論による民主主義

的な意思決定システムの特徴を講義する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　授業計画を参照。

経済政策Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
政府が市場に介入する根拠は何か

講師 川野辺 裕幸

授業科目の内容：

　春学期開講の経済政策（Ⅰ）に続いて，経済政策の各論を議論す

る。今年度は福祉政策を中心に行う。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　授業計画を参照。

財政論Ⅰ（経） 2単位 （春学期）
講師 宮里 尚三

授業科目の内容：

　財政学は政府の経済活動について分析する分野である。現代の政

府は市場メカニズムを前提としながらも様々な経済活動を行ってい

る。それでは、なぜ政府は様々な経済活動を行う必要があるのか？

政府のあるべき経済活動は、どのような観点から行うべきであろう

か？そのような問題に対して、主に政府支出や税金、公債発行とい

う観点から分析を行うのが本講義の目的である。春学期は主に公共

財、外部性、労働所得税や資本所得税の効果などを取り上げます。

参考書：

　麻生良文『公共経済学』有斐閣 1998年
　井堀利宏『財政』岩波書店 2008年
　『図説 日本の財政（平成21年度版）』東洋経済新報社

　アリエ・L・ヒルマン（井堀利宏監訳）『入門 財政・公共政策-政
府の責任と限界』 勁草書房 2006年
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財政論Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
講師 宮里 尚三

授業科目の内容：

　財政学は政府の経済活動について分析する分野である。現代の政

府は市場メカニズムを前提としながらも様々な経済活動を行ってい

る。それでは、なぜ政府は様々な経済活動を行う必要があるのか？

政府のあるべき経済活動は、どのような観点から行うべきであろう

か？そのような問題に対して、主に政府支出や税金、公債発行とい

う観点から分析を行うのが本講義の目的である。秋学期は主に財政

政策の効果、公債、公的年金、所得再分配政策について取り上げま

す。

参考書：

　麻生良文 『公共経済学』 有斐閣 1998年
　井堀利宏 『財政』 岩波書店、1995年
　『図説 日本の財政（平成18年度版）』 東洋経済新報社

　アリエ・L・ヒルマン（井堀利宏監訳）『入門 財政・公共政策-政
府の責任と限界』 勁草書房 2006年

国際経済論Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

国際経済論Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
セット履修 経済学部教授 竹森 俊平

授業科目の内容：

　わが国での動きを中心にして、明治から現代までの国際金融シス

テムの展開を洞察する。とくに、経済危機とそれに対する政策対応

に焦点を当て、各時代にどのようなテーマが議論されたのかも概観

する。講義は下記の教科書を柱に行うが、現時点で、実際に世界的

な経済危機が進行中であるので、それについての解説、コメントも

行う。つまり現代の経済危機の特徴を、歴史的な展望のものに捉え

ようというのが、講義の趣旨である

テキスト（教科書）：

　拙著、「世界デフレは三度来る」（講談社）を用いる。

国際経済論Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

国際経済論Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
経済学部教授 木村 福成

（春学期）

授業科目の内容：

　国際貿易論は，貿易パターンの決定要因を分析する国際分業論と

政策や社会的厚生を議論する貿易政策論という2 つの部分から成っ

ているが，本講義では， 先端の理論・実証研究・政策研究の動向

を踏まえつつ，両者の基礎を学ぶ。

　（a）国際分業論

　（b）貿易政策論

テキスト（教科書）：

　木村福成『国際経済学入門』日本評論社，2000 年
参考書：

　第1 回の講義の際に詳細を配布する。

（秋学期）

授業科目の内容：

　春学期参照

テキスト（教科書）：

　春学期参照

参考書：

　春学期参照

国際経済論Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

国際経済論Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
商学部教授 和気 洋子

授業科目の内容：

　世界経済はいつも変動の中にある。それがどのような変動として

実際に観測されるか，その変動要因が何であるか，その変動をどの

ように管理・統治できるか，その変動メカニズムをどのように理論

化できるか，そして今後の世界経済をどのように展望できるかなど，

知的関心は広くて深い。今21 世紀を迎え，世界経済では，グローバ

リズムの功罪，WTOの役割，FTA の進展，EU 通貨統合の進展，東

アジア地域の変容，資源・エネルギー問題の深刻化，貧困問題・地

球環境問題・安全・安心の暮らし・企業の社会的責任の視点など，

新たな課題に向けて，新たな挑戦が始まっている。本講義では，世

界経済論Ⅰ／世界経済論Ⅱを通じて，現代および将来の産業経済社

会をめぐる諸課題の本質を探る手がかりを得るために，イギリス産

業革命から現代社会に至る世界経済の潮流とそれに関わる諸理論を

展望し，そのなかで貿易政策論・国際マクロ経済論・開発経済論・

環境経済学などで得られる学説史的な知見がいかに援用できるかを

実践的に論じる。

参考書：

・大山他訳『P.クルーグマン/R.ウェルスミクロ経済学』東洋経済新

報社2007年
・石井・清野・秋葉・須田・和気・ブラギンスキー共著『入門・国

際経済学』有斐閣2003 年
・森田・天野編著『地球環境問題とグローバルコミュニティー』岩

波書店2002 年
・和気・早見編著『地球温暖化と東アジアの国際協調』慶應義塾大

学出版会2004年

国際経済論Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

国際経済論Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
商学部教授 遠藤 正寛

授業科目の内容：

　国際経済学（国際貿易・国際金融）の基礎を講義します。

テキスト（教科書）：

　Paul. R. Krugman and Maurice Obstfeld, “International Economics:
Theory and Policy, 8th Edition,” Addison Wesley, 2008（旧版で翻訳書

有）

計量経済学Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

計量経済学Ⅱ（経） 2単位 （春学期）
セット履修 経済学部准教授 田中 辰雄

授業科目の内容：

　計量経済学の基本コースを週２コマで半期に集中して講義する。

内容は日吉の計量経済学概論の発展であり、またパソコンを利用し

た演習を含む。取り上げる予定の項目は(1) 小２乗法の基礎（不偏

性・効率性、古典的仮定、ｔ値、Ｆ検定など）、(2)不均一分散、(3)
系列相関、(4)同時方程式、(5)VARによる因果性、(6)パネルデータ分

析、(7)ロジット回帰である。２回に１回はパソコンを使って演習を

行うので、かなりの分量の演習を行うことになる。成績は２回のレ

ポートと学期末試験でつける予定である。

　日吉の計量経済学概論を受講していることを前提とはせず、未履

修者でもわかるように基礎からはじめる。ただ未履修者は、入門的

な計量経済学の本の 初の部分を読んでくると理解が楽であろう（

小２乗法・重回帰・決定係数・ｔ値までがわかっておればよい）。統

計ソフトはSTATAを使う

経済史Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

経済史Ⅱ（経） 2単位 （春学期）
セット履修 経済学部教授 杉山 伸也

授業科目の内容：

　本講義では，17 世紀の徳川幕府成立前後の時期から1970 年代まで

約400 年にわたる日本経済の変化をマクロ的に概観する。とくに日

本の経済発展の国際的・国内的環境と発展のメカニズムの解明に重

点をおき，民間経済の動向とともに，政府の対外政策，財政・金融

政策，産業政策について考察する。

　本講義は、教室での授業（「日本経済史ａ」）とe-learning による授

業（「日本経済史ｂ」）からなるセット科目である。「日本経済史ａ」

は，以下の講義テーマのうち，主として（７）～（13）について教

室での授業を行なう。

　「日本経済史ｂ」は，e-learning による授業で，教室での授業は行

なわない。履修者は，Web 上で配信される（１）～（６）および

（14）～（22）の講義を，一定の期間内に曜日あるいは時間帯を問わ
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ずに自分のスケジュールにあわせて履修し，規定のレポートを提出

する。

参考書：

　・中村隆英『日本経済』（第3 版）東京大学出版会

　・新保博『近代日本経済史』創文社

　・梅村又次他編『日本経済史』全8 巻，岩波書店

　・三和良一・原朗編『近現代日本経済史要覧』東京大学出版会

経済史Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

経済史Ⅱ（経） 2単位 （春学期）
セット履修 経済学部教授 長谷川 淳一

授業科目の内容：

　近代以降のイギリスを，とくに都市に焦点を当て，日本との比較

も念頭に入れて，検討する。具体的には，第二次世界大戦中に空襲

を受けた戦災都市の復興を中心的な検討課題とする。

　1. 産業革命と都市化

　2. 都市史研究の概観

　3. 戦後復興と福祉国家

　4. 戦災復興研究の意義と課題

　5. ランズベリーの戦災復興

　6. コヴェントリーの戦災復興

　7. ポーツマスの戦災復興

　8. コンセンサス・ポリティックスについて

　9. 豊かな時代の改革

　10. 寛容社会論

　11. 近年の都市再開発

　12. 東京・大阪の戦災復興

　13. 地方都市の戦災復興

　14. 都市計画法の制定

テキスト（教科書）：

　ティラッソー・松村高夫・メイソン・長谷川淳一『戦災復興の日

英比較』知泉書館，2006 年
参考書：

　適宜，紹介する。

金融論Ⅰ（経） 2単位 （春学期）
経済学部教授 吉野 直行

授業科目の内容：

　日本の資金循環，各経済主体の金融活動，資産価格の変動，債券

市場・株式市場，為替レートの動きについて，制度・データなどを

用いた計量的な観点から概述する。

　（１）日本の資金循環の変化とIS-LM分析

　（２）日本の銀行行動の実証分析

　　　　　BISの自己資本比率規制の変化と銀行貸出

　（３）日本の債券市場（国債市場、社債市場）

　（４）日本の株式市場

　（５）財政と金融との関係（財政赤字と金融市場）

　（６）資産価格の変動とサブプライムローン問題

　（７）ケインズ経済学とマネタリスト

　（８）日本の金融政策の変化とその効果

　（９）外国為替の変動とその決定要因

　　　　（変動相場制、固定相場制、バスケット通貨制）

　（１０）アジアの債券市場とアジアの為替制度

テキスト（教科書）：

　吉野直行「英語で学ぶ日本経済」（有斐閣）

　吉野直行・樋口義雄・矢野誠編「論争：経済危機の本質を問う」

参考書：

・吉野直行・高月昭年『入門・金融第2 版』有斐閣

・吉野直行・藤田康範・土居丈朗『中小企業金融と日本経済』慶應

義塾大学出版会

・吉野直行・渡辺幸男『中小企業の現状と中小企業金融』慶應義塾

大学出版会

・吉野直行『信託・証券化ファイナンス』慶應義塾大学出版会

　その他の参考文献は，講義の中で説明する。

金融論Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
講師 榊原 健一

授業科目の内容：

　経済の金融的諸側面を、マクロおよびミクロ経済学的な視点から

講義する。主要なトピックは、金融資産（株、債券など）や為替レ

ートなどの価格の決定要因，金融政策の効果などである。

テキスト（教科書）：

　塩澤『現代金融論』創文社，2002 年
参考書：

　酒井・榊原・鹿野『金融政策(改定版)』有斐閣、2004年
　その他については適宜指示する

労働経済論Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

労働経済論Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
経済学部教授 赤林 英夫 (春)

経済学部教授 太田 聰一 (秋)

（春学期）

授業科目の内容：

　労働経済論では，雇用，労働時間，賃金格差，昇進，などの，職

業人生にとって重要な要素が市場でどのように決まるのか，これら

に関わる政策にはどのような意義があるのか，経済理論と統計分析

を利用して理解する。さらに，近年の労働経済学は，家庭や教育な

どを含め，およそ個人の一生に関わるすべてを包含する理論と実証

分析を展開しつつある。その意味で，労働経済論を学ぶことは，容

易にとらえることのできない「個人」を分析対象としながら，我々

自身が日々何を求めて働き，生きているのかを振り返るという，き

わめてリアルな作業でもある。そのような視点から，本講義では，

労働経済学の標準的な内容を概観し，経済理論と現実の労働市場，

そして政策との関わりを考察する。

　春学期では，労働者の主体的行動に重点を置きながら，賃金格差

の決定要因について，その主たる要素を議論する。

テキスト（教科書）：

　なし

参考書：

　参考文献については講義中に指示する。

（秋学期）

授業科目の内容：

　春学期につづいて標準的な労働経済学の内容を講義する。ここか

ら議論のウェイトは，企業による労働需要，企業内労働市場の諸問

題，失業問題などに移していく。

テキスト（教科書）：

　春学期参照

参考書：

　春学期参照

社会保障論Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

社会保障論Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
再分配政策の政治経済学

セット履修 商学部教授 権丈 善一

授業科目の内容：

　オムニバス形式の寄附講座に出席しては、実業界をはじめとした

人たちの話のノートをとるのに忙しく過ごしたりしている三田での

生活の中、週に一コマくらいこういう講義があってもいいのではな

いかというような授業を行う。

　この国で生きていくために知っておくことは必須であるはずなの

に、実はほとんどの人たちがなにも知らない社会保障，この国の進

路を考えるうえで決定的に重要な役割をはたしているのに、そうい

うことさえ何も知らないでノホホーンと生きている人たちからなる

今の社会、大学，三田のキャンパス。そういう中、まじめにこの国

の未来や公の出来事について深く考えてみるという、ビジネスなど

とはほど遠く金銭的な御利益がいかにもなさそうなことを考えても

らう――というのがこの講義の趣旨である。

　文献は、できるだけ、旧図書館リザーブブックコーナーに置いて

おく。暇があれば、趣のある赤煉瓦の旧図書館にこもり読書をする

―そういう粋でレトロなライフスタイルも味わってもらおう。

　春の講義では、社会保障問題、所得の再分配政策問題を考えるの
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に必要となる、基礎理論を講義する。

　講義といえば、時機にあった社会保障関連の題材を使っていろい

ろと話をしているために、講義で話している内容は毎年大きく異な

っている。よって、 近は、3 年次に履修して単位を取得した4 年生

が飛び入りで講義に出席する傾向もでてきており、個人的には，こ

の傾向を大いに歓迎している。昨年度履修した学生も、時間があれ

ば顔を出すことをすすめたい。

テキスト（教科書）：

〈旧図書館リザーブブックコーナーに配置している〉

・権丈善一（2009）『社会保障の政策転換――再分配政策の政治経済

学Ⅴ』

・権丈善一（2007）『医療政策は選挙で変える――再分配政策の政治

経済学Ⅳ』

・権丈善一（2006）『医療年金問題の考え方――再分配政策の政治経

済学Ⅲ』

・権丈善一（2009）〔初版、2004〕『年金改革と積極的社会保障政策

――再分配政策の政治経済学Ⅱ』

・権丈善一（2005）［初版，2001］『再分配政策の政治経済学Ⅰ――

日本の社会保障と医療』

　および，随時更新される下記ホームページに掲載される文章。

　http://kenjoh.com/
参考書：

　講義の中で適宜指示する。

経営学Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

経営学Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
商学部准教授 神戸 和雄

授業科目の内容：

　経営学は企業を研究対象とする学問分野である。基本的な考え方

が経済学とは異なっていることに加え、絶えず変化する企業を取り

巻く環境を考慮に入れることが必要となる。そのため本講義は，経

営学の基本的な考え方を理解すること，その上で経営現象を分析す

るための知識や方法について，具体的な企業経営の実態にふれなが

ら理解してゆくことを目的としている。

会計学Ⅰ（経） 2単位 （春学期）

会計学Ⅱ（経） 2単位 （秋学期）
セット履修 名誉教授 笠井 昭次

授業科目の内容：

　現代会計の全体を合理的に説明する論理を探求する。ただし，そ

の点に関する私見を一方的に述べるのではなく，他の学説と比較検

討しながら行なう。そのプロセスにおいて，受講生諸君が，みずか

ら考える力を身につけられるような形で講義をしていきたい。

テキスト（教科書）：

　笠井昭次著『現代会計論』慶應義塾大学出版会
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英語第Ⅴ（ａ） 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ（ａ） 1単位 （秋学期）
英語の考え方の理解と表現力を培う　[C]　[P]
春学期・秋学期：水２

教授 辻 幸夫

授業科目の内容：

　今年度は大学生としてふさわしい知的レベルの高いものを題材に

します。主に英語の内容理解と表現力・語彙力の増強につとめます。

訳読の授業ではありません。自らの意見も英語で発表して貰います。

　言語にはさまざまな比喩表現があります。この比喩表現は単なる

修辞表現ではなく、ものごとの捉え方、概念体系の形成、行動の指

針、信念の体系、新たな知識の創造と獲得など、人間の思考と行動

のさまざまな側面に大きな影響を与えています。日常表現にはそう

いう表現が溢れており、政治や経済の世界、あるいは科学において

も同様です。英語の場合も例外ではありません。

　このクラスでは、そうした比喩表現を通して、英語の読解力と語

彙力を増強し、日常表現を含む英語での発信力を培う機会を得たい

と思います。したがってライティングの授業も兼ねることになります。

　余裕があれば、テキストの学習だけではなく、新聞やネットのニ

ュース、他の文献なども調査し、英語における事象の捉え方・理解

の仕方と英語表現の間の相関・非相関を考察し、英語表現や語彙の

知識と運用力を高めていきたいと思います。

　授業は十分な予習を前提にします。2〜3人のグループを組み、責

任をもってそれぞれのグループ単位で分担して発表する形をとりた

いと思います。日本語との違いを考える意味では、まとまった日本

語の文章を英語にする実習もしたいと思います。

　英英辞典のある人は持参してください。英和･和英も付属する電子

辞書が便利かと思います。

テキスト（教科書）：

　プリント配布もしくはペーパーバックの指定を予定しています（在

庫調査中）。

　後者の場合は必ず事前に掲示などで指示しますので、最初の授業

までに入手しておいてください。

参考書：

　G.Lakoff. (1996) Moral Politics: What Conservatives Know That 
Liberals Don't . University of Chicago Press.

英語第Ⅴ（ｂ） 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ（ｂ） 1単位 （秋学期）
英語の考え方の理解と表現力を培う　[C] [P]
春学期・秋学期：水３

教授 辻 幸夫

授業科目の内容：

　今年度は大学生としてふさわしい知的レベルの高いものを題材に

します。主に英語の内容理解と表現力・語彙力の増強につとめます。

訳読の授業ではありません。自らの意見も英語で発表して貰います。

　言語にはさまざまな比喩表現があります。この比喩表現は単なる

修辞表現ではなく、ものごとの捉え方、概念体系の形成、行動の指

針、信念の体系、新たな知識の創造と獲得など、人間の思考と行動

のさまざまな側面に大きな影響を与えています。日常表現にはそう

いう表現が溢れており、政治や経済の世界、あるいは科学において

も同様です。英語の場合も例外ではありません。

　このクラスでは、そうした比喩表現を通して、英語の読解力と語

彙力を増強し、日常表現を含む英語での発信力を培う機会を得たい

と思います。したがってライティングの授業も兼ねることになります。

　余裕があれば、テキストの学習だけではなく、新聞やネットのニ

ュース、他の文献なども調査し、英語における事象の捉え方・理解

の仕方と英語表現の間の相関・非相関を考察し、英語表現や語彙の

知識と運用力を高めていきたいと思います。

　授業は十分な予習を前提にします。2〜3人のグループを組み、責

任をもってそれぞれのグループ単位で分担して発表する形をとりた

いと思います。日本語との違いを考える意味では、まとまった日本

語の文章を英語にする実習もしたいと思います。

　英英辞典のある人は持参してください。英和･和英も付属する電子

辞書が便利かと思います。

【同じ担当者の英語第V(a)を時間割の関係で履修できない学生の ため

の時間枠にする予定です】

テキスト（教科書）：

　プリント配布もしくはペーパーバックの指定を予定しています（在

庫調査中）。

　必ず事前に掲示などで指示しますので、最初の授業までに入手し

ておいてください。

参考書：

　G.Lakoff. (1996) Moral Politics: What Conservatives Know That 
Liberals don't . University of Chicago Press.

英語第Ⅴ 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
ビジネスと英語

春学期・秋学期：火４

教授 小屋 逸樹

授業科目の内容：

　ビジネスというコンテクストの中で英語がいかに使われているか

を学習します。授業は，大きく二つの部分から構成されます。一つ

は，テキストを使って多国籍企業のビジネス・トランスアクション

を追いながら，日本と欧米企業の商習慣の違いや，交渉での留意点，

会社での人間関係といったテーマを議論する部分。もう一つは，多

国籍企業が毎年出している企業年報（英語版）を用い，現実のビジ

ネスの場ではどのような内容がどのような英語で表現され，企業は

年報に何を載せているのかを見る部分。これら二つの部分を相補的

に利用します。各学生は，教室の前に出て自分の担当部分に関して

授業を行なわなければなりません。具体的な授業の進め方について

は，最初の授業時に説明します。

テキスト（教科書）：

　最初の授業で紹介します。

英語第Ⅴ 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
原典で読むアメリカ

春学期・秋学期：月４

教授 鈴木 透

授業科目の内容：

　この授業では，卒業研究でアメリカに関連するテーマを取り上げ

る予定の学生や，将来大学院に進学してアメリカをフィールドとし

た研究を行ないたいと考えている学生を想定して，アメリカを研究

対象とする人ならば必ず原典で読んでおくべき史料や重要な文献を

分野横断的に網羅し，英語の読解力とアメリカ研究の両方の能力を

充実させることを目的とします。授業の形式は，いわゆるスキル・

オリエンテッドな狭義の語学の授業というよりは，史料／資料の内

容や表現を分析し，その文献がそれ以前に書かれた文献とどのよう

な関わりを持ち，どのような思考様式を体現しているのかを検討す

ることに力点を置いた，原典購読的な発表形式の演習授業と考えて

ください。英文和訳をすることが目的ではなく，どのように原典資

料を読むか，その資料をどのように解釈・評価すべきかを考えるの

が主眼です。

テキスト（教科書）：

　取り上げる文献は多岐にわたるので，プリントにして配布する予

定です。

74



英語第Ⅴ 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
アカデミック・ライティング

春学期・秋学期：月３

教授 太田 昭子

授業科目の内容：

　［春学期］

　Academic Writing：いわゆるスタンダードなfive-paragraph essay の
書き方を、段階的に学びます。英文の要約練習から始め、読んだ英

文や時事問題に対してのコメント、更にエッセー作成へと発展させ

ていく予定です。ほぼ毎回アサインメントを提出していただきます。

　［秋学期］

履修者の希望に応じて、以下の２つのパターンを考えています。い

ずれの場合もLong Assignmentの書き方については個別指導します。

パターン１：学期前半にEssay writing をoral level に発展させDebate 
を行ないます。

　学期後半には各自がテーマを選び、長めの英文レポートを作成し

ていただきます。

パターン２：Debateは行なわず、Long Assignment中心の授業を行な

います。

　希望者があれば英語でプレゼンテーションや質疑応答を行なう機

会を設けます。

テキスト（教科書）：

　特定の教科書は使用しません。随時プリントを配布します。

参考書：

　英英辞書を必ず持ってきて下さい。

英語第Ⅴ（ａ） 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ（ａ） 1単位 （秋学期）
会社で使う英語：コミュニケーション編

春学期・秋学期：水３

講師 日向 清人

授業科目の内容：

　講師が担当したNHK ラジオ「ビジネス英会話」（2004 年前期）を

拡充したコースです。業種を問わず、仕事で英語を使う場合の決ま

った言い方を知り、身につけられるよう構成してあります。出欠を

兼ねたディクテーションで記憶への定着を図る一方，4 人ずつのグ

ループになって毎回の基本用例を織り込んだ会話例を作ってもらう

作業を通じて「英語を使って」みるスタイルの授業です。通年で約

300 の言い回しを見ていきます。受講後の到達レベルとしては，ヨ

ーロッパ共通参照枠(CEFR) でのB2 レベル，ケンブリッジ英検の

FCE，IELTS での5.5-6.5 を念頭に置いています。

テキスト（教科書）：

　『即戦力がつくビジネス英会話』日向清人著　DHC　 2007年 ISBN: 
978-4-88724-446-7

英語第Ⅴ（ｂ） 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ（ｂ） 1単位 （秋学期）
会社で使う英語：ボキャブラリー編

春学期・秋学期：水４

講師 日向 清人

授業科目の内容：

　英語でどんどん発信していくことが求められる時代です。こうし

たなか契約を英語ではagreement/contract と言うのだという程度の英

語力では受信一方の世界から脱することができません。締結する，

更新する，解除するといった言い方に対応する英語がぱっと出てく

るぐらいになって初めてツールとしての英語が身についていると言

えるのです。そこで「この単語・言回しは普通どのように使われる

のか」という問題意識に立って，426 の基本的なビジネス英単語の

意味を理解し，使い方を会得しようというのが，このコースです。

毎回，前回分の用例を穴埋め問題で復習する一方，4 人ずつのグル

ープに分かれて基本用例を織り込んだ会話例を作ってもらいます。

ただ「知る」のではなく，受講者自身が実際に「使ってみて」，感触

を確かめてもらうためです。受講後の到達レベルとしては，ヨーロ

ッパ共通参照枠(CEFR) でのB2 レベル，ケンブリッジ英検のFCE，
IELTS での5.5-6.5 を目指しています。

テキスト（教科書）：

　『即戦力がつくビジネス英単語』　日向清人著　DHC  2009年 
ISBN: 978-4-88724-488-7 
参考書：

『経済・ビジネス２万語辞典』　日向清人編著　日本経済新聞出版社

英語第Ⅴ 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
English through the Law
春学期・秋学期：月５

講師 デル・ベッキオ， アンソニー

授業科目の内容：

　The objective of this course is to improve the student's ability to 
analyze, debate and discuss complex contemporary social issues.
テキスト（教科書）：

　No textbook is required: materials will be provided by the instructor.
参考書：

Dictionaries（ preferably electronic）

ドイツ語インテンシブ（３・４年）（上級） 1単位 （春学期）

ドイツ語インテンシブ（３・４年）（上級） 1単位 （秋学期）
日独社会の比較をテーマに高度なドイツ語運用能力を養成する

春学期・秋学期：月３/月４/水１/水２

教授 三瓶 愼一
准教授 シャールト， ミヒャエル

講師 シュミット， ウーテ

授業科目の内容：

　三瓶，シャールト，シュミットの三者が協同して進める授業であ

る。総合的なドイツ語能力を伸ばし，最終的には文法的により正確

な表現，文体的により適切な表現を使えるようになること，そして

内容のある議論を交わせるようになること，すなわちドイツ語によ

るパブリックスピーキングができるようになることが目標である。

　シャールトの授業ではドイツ連邦共和国のアクチュアルな政治・

社会に関するテーマを取り上げる。これに受講者各自がそれぞれ関

心を持つ専門的な切り口から取り組んでもらう。特定のテーマに関

する資料収集の能力，その批判的な検討と利用の能力などの養成も

重要な課題である。最終的にはレポート執筆や口頭発表を通じて，

ドイツ語で論理的に自分の意見を言語化し，これをわかりやすく他

者に伝え，それについて他者と議論する能力を養成する。

　三瓶とシュミットの授業では，日本事情，ドイツ事情双方を批判

的に検討し，それをドイツ語によって表現する視座と能力を育てる。

春学期は主として日本事情をドイツ語圏に紹介するという立場を扱

い，秋学期はドイツ語圏事情を理解するという立場をとる。下に挙

げたのはいずれも春学期の授業内容である。秋学期については，春

学期中に受講者と協議して決める。

　いずれの授業でも，受講者は自律的学習，協働作業，責任分担な

どを守ることを求められる。

　なおこのコースの受講希望者は4月2日(金)に行われる選抜テスト

に合格して受講許可を得なければならない。

　三瓶愼一

　Christoph Neumann 著 „Darum nerven Japaner!“ を速読する。160ペー

ジほどの本であるが春学期で読了する。シュミットの授業とタイア

ップし，議論のための材料提供をする。1回5ページ程度から始めて

だんだん進度を上げ，最終的には1回に20ページ程度を読めるように

する。段落構成を見抜くこと，読解に必要な文法的な知識を深める

こと, 部分を取り上げて商品価値のある翻訳を作ること，日本事情紹

介の語彙や表現をストックすることが目標である。その他，事実誤

認，誇張，歪曲などがあれば，著者に直接ドイツ語で手紙を書いて

指摘，反論しよう。

Ute Schmidt
Im Mittelpunkt meines Unterrichts steht die Verbesserung der mündlichen 
und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit. Thematisch werde ich mich dabei 
auf das „Japan-Buch“ beziehen. Dort neu erworbenes Vokabular und 
grammatische Strukturen sollen in den eigenen Sprachgebrauch integriert 
werden, indem das dort Gelesenen noch einmal referiert und darüber 
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diskutiert wird. Die Teilnehmer sollen zu ausgewählten Themen 
persönliche Erfahrungen beitragen und die Fähigkeit erwerben, ihre 
eigene Meinung differenziert darzustellen und zu fremden Standpunkten 
Stellung zu nehmen.
(Im Wintersemester wird eine Kurzreferat zu einem selbst gewählten 
Thema im Bereich der Alltagskultur Deutschland – Japan schriftlichen 
ausgearbeitet werden. Die Referate werden im Unterricht vorgetragen und 
im Anschluss findet eine Diskussion statt.) 

Michael Schart
Frühlingssemester: »Was ist gerecht?«
Kein anderes Thema hat in den letzten Jahren in den politischen 
Diskussionen in Deutschland eine so wichtige Rolle gespielt wie die 
Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das deutsche Grundgesetz fordert von 
der Politik, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen der 
Bundesrepublik zu schaffen. Aber es entstehen immer wieder heftige 
Debatten darüber, was dieser Grundsatz konkret bedeutet und wie er mit 
den Mitteln der Politik umgesetzt werden kann.
Am Beispiel aktueller Probleme aus den Bereichen Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Wohlfahrt und Integration werden die Teilnehmenden dieses 
Kurses die Schwierigkeiten bei der Gestaltung sozialer Gerechtigkeit 
kennen lernen und Lösungsmöglichkeiten –  auch mit Blick auf 
vergleichbare Probleme in der japanischen Gesellschaft – diskutieren. 

Herbstsemester: Die politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland
Der Kurs geht der Frage nach, welche besonderen Merkmale die 
gegenwärtige politische Kultur in Deutschland aufweist. Die 
Teilnehmenden werden sich mit den Traditionen und Strukturen sowie 
den gesellschaftlichen Milieus und Prozessen beschäftigen, aus denen die 
politische Kultur entsteht. Ausgewählte Aspekte der politischen Kultur 
wie etwa die Rolle des Grundgesetzes und des Bundesverfassunsgerichts, 
die Arbeit im Bundestag ,  das politische Engagement der Bevölkerung 
oder die politische Bildung in den Schulen werden anhand aktueller 
Probleme und Diskussionen behandelt. 
テキスト（教科書）：

　三瓶・Schmidt
　Christoph Neumann: Darum nerven Japaner! (Piper) [初講日に頒布]
　その他の資料は Moodle 上やメイリングリストで配布する。

　Schart
　 Die Grundlage des Kurses bilden Originaltexte, vor allem 
Zeitungsartikel und Auszüge aus der Fachliteratur, sowie Reportagen und 
Auszüge aus Nachrichtensendungen. 
　Alle Materialien sind über eine Lernplattform (Moodle) zugänglich.
参考書：

　独和大辞典[コンパクト版](小学館)と Ulrich Apel「和独辞典」は 必
携のこと。

ドイツ語第Ⅴ 1単位 （春学期）

ドイツ語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
Was ist los in Deutschland?
今のドイツでは何が話題になっているのか？

春学期・秋学期：月４

講師 シュミット， ウーテ

授業科目の内容：

　今のドイツでは何が話題になっているのか？ インターネット・新

聞・雑誌などの短いテキストを活用して，最新のドイツの情報を紹

介していきます。テーマは政治，社会，学生，市民生活，ライフス

タイルなど，参加者の興味と希望に応じテーマをピックアップします。

　授業の狙いは時事ドイツ語テキストの講読に慣れるほかに，内容

についての自分の立場，意見を述べる練習をすることです。実用的

な口語表現を学びつつ，文法の復習もします。ドイツ人と知り合う

と必ず Und wie ist das in Japan?「日本ではどうですか」と聞かれま

す。その質問に備え，取り扱ったテーマについて，テキストで習っ

た表現を活かして，日本の事情を説明する練習と簡単なディスカッ

ションも試みます。

ドイツ語第Ⅴ 1単位 （春学期）

ドイツ語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
Der Spiegel を読もう

春学期・秋学期：水４

講師 鎌倉 澄

授業科目の内容：

　週刊誌 Der Spiegel の記事を読み，内容について討論できるように

なることが目標です。Der Spiegel　の文体は少々癖があり，また時

事問題にもアンテナを張っていないと理解が難しいこともあるでし

ょう。最初は時間がかかるかもしれませんが，次第にスピードアッ

プして，ドイツ語でドイツの情報をどんどん得られるようにしてい

きましょう。参加者のレベルによっては，Der Spiegel 以外の（短め

の）時事テクストから扱うこともあります。記事のテーマは，参加

者の希望を考慮して決めていきます。

テキスト（教科書）：

　プリント配布

参考書：

　これまでに使用した文法教科書，参考書を活用してください。そ

の他は授業内で指示します。

ドイツ語速習（初級）（ａ） 1単位 （春学期）

ドイツ語速習（初級）（ｂ） 1単位 （春学期）
春学期：火３/火４

セット履修 教授 岩下 眞好

授業科目の内容：

　火３・４限（春学期）

　内容的にも，また時間割上も連続した週2回の授業によって，春学

期だけで，いちおうドイツ語の基礎文法をすべて学びます（すなわ

ち発音から接続法まで）。初めてドイツ語を学ぶ人でも，秋学期には

「ドイツ語速習（中級）」に進んで簡単な文章の読解やドイツ語によ

るコミュニケーションの基礎固めができるようになることが目標で

す。なお，進度によっては，接続法の詳細はドイツ語速習（中級）

で学習することになります。

テキスト（教科書）：

　岩崎・平尾：初歩ドイツ文法（同学社）

参考書：

　中型の独和辞典を用意し，授業時には必ずもって来てもらいます。

詳細は初回に説明します。

ドイツ語速習（中級）（ａ） 1単位 （秋学期）

ドイツ語速習（中級）（ｂ） 1単位 （秋学期）
「初級」落穂拾いから「中級」へ

秋学期：火３/火４

セット履修 専任講師 新谷 崇

授業科目の内容：

　春学期設置の「ドイツ語速習（初級）（a）（b）」を引き継ぎ，基礎

文法を修了の上，必要に応じて反復もしつつ，辞書を使いこなして

訳読をする力を養う。音声にも目配りはするが，読解の訓練に重点

を置く。

テキスト（教科書）：

　プリントを配付する予定。

参考書：

　随時紹介する。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）
短編小説を精読する

春学期：火２

准教授 笠井 裕之

授業科目の内容：

　精確な読解能力を養うことを目的として、19-20世紀の短編小説

（モーパッサン、シュペルヴィエルなど）を精読します。文法事項の

確認や構文の把握が大切なのはもちろんですが、文学的なテクスト

ですから、ただ辞書をひいて表面的な文意をとらえるだけでなく、

ひとつひとつの言葉や表現が含意するものに注意深く意識を向けて
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ほしいと思います。関連する文化的な基礎知識も授業のなかで解説

します。

テキスト（教科書）：

　プリントをWebサイトで配布します。

参考書：

　授業のなかで紹介します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
新聞記事講読

秋学期：火２

教授 朝吹 亮二

授業科目の内容：

　Le Monde といった新聞のインターネット版の最新記事を講読しま

す。第１回目はこちらがプリントを用意いたしますが、２回目以降

は諸君に選んでもらいます。

毎回、数名に担当してもらい、記事の日本語訳、文法事項のチェッ

ク、記事の背景説明などを発表してもらいます。

テキスト（教科書）：

　プリント配布。

参考書：

　仏和辞典。仏仏辞典。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：木２

准教授 大出 敦

授業科目の内容：

　大正時代に駐日フランス大使として赴任したポール・クローデル

は有名な詩人・劇作家でもある外交官でした。彼は当時、日本が英

米から孤立しつつあった情勢のなかで日仏交流を目指したことでも

知られています。この外交官としてのクローデルが日本でどのよう

な活動をしたかを論じた評論を読解していきます。授業を通じて、

社会科学系のフランス語に親しみ、当時の日本と世界情勢をフラン

スという別の視点から見た場合、どうなるのかを考えていこうと思

います。授業は訳読を中心に展開しますが、同時に2年時までに習得

したフランス語の知識を整理し、応用していきます。

テキスト（教科書）：

　Michel Wasserman : D'or et de neige, Paul Claudel et le Japon, 
Gallimard, 2008（コピーで配布）

参考書：

　中級以上の参考書、辞書

　ポール・クローデル『孤独な帝国』（奈良道子訳）、草思社、1997
年

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Expression orale et écrite (niveau supérieur)
春学期・秋学期：金２

准教授 アンリ， ナタリー

授業科目の内容：

　既習インテンシブ・クラスの学生を主な対象とする上級クラスで

す。授業の目的は二つあります。まず，聴き・話すことの訓練です。

学生自身が選んださまざまなテーマについて発表しあい，討論しま

す。必要に応じて語彙を増やしながら，バランスのとれたコミュニ

ケーション能力の養成をめざします。

　もう一つは，各自が一つのテーマについて調べ，文章にまとめま

す。春学期のテーマの範囲は「フランス社会と文化」で，成果はフ

ランス語ニューズレターPLACE MITA に掲載します。秋学期のテー

マの範囲は「ヨーロッパ」です。英語とドイツ語のクラスとともに

ヨーロッパ社会について共同研究を行います。それぞれのクラスが，

イギリス，ドイツ，フランスの視点から調査し，最終的に各クラス

の成果を総合して共同研究としてまとめます。特にフランス語での

発表の仕方，書く能力の向上をめざします。

　＊法学部のフランス語ニューズレターLA PETITE FRANCE と
PLACE MITA を読みましたか？ このクラスでは，アンリ，ナタリー

の人文科学研究会と連携してPLACE MITA の編集・執筆を行います。

興味のある学生のみなさんの参加を期待します。

テキスト（教科書）：

　特に用いず，必要に応じてコピーを配布します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Discussion et rédaction (niveau moyen)
春学期・秋学期：月３

講師 日佐戸 ミッシェル

授業科目の内容：

　春学期のあいだは，比較的平易なレベルを保ちます。2-3 週ごとに

ひとつのテーマを決めてディスカッションし，各自，教室でおこな

った作業をフランス語のレポートにまとめます。提出されたレポー

トは後日，添削して返却します。ディスカッションの資料として，

フランス人の日常生活や身近な問題をあつかった雑誌の記事を読み，

日本の社会と比較します。

　秋学期は少しレベルを高めます。フランスの時事問題や社会問題

をあつかった新聞雑誌の記事を用いて授業をすすめます。事前に記

事を読んで，書かれている内容や各自の意見についてフランス語で

述べることができるよう，充分に準備をした上で授業にのぞんでく

ださい。語句や表現の説明はフランス語でおこない，教室内での日

本語の使用は最小限にとどめます。それぞれの記事についてディス

カッションと解説をおこなったあとは，フランス語のレポートを作

成し，「書く」能力を高めることもめざします。

テキスト（教科書）：

　特に使用しません。必要に応じてコピーを配布します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Communiquer en français (niveau moyen)
春学期・秋学期：月２

講師 シュドル， フローレンス容子

授業科目の内容：

　指定されたテーマ、または自由に選んだテーマをもとに、フラン

ス語で会話することを中心に授業を進めます。雑誌記事，写真，映

画などから、いろいろな題材を選んで教材に用います。生きたフラ

ンス語での読み書き、コミュニケーション能力、表現力の向上をは

かることが目的です。

テキスト（教科書）：

　特に使用しません。必要に応じてコピーを配布します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Compréhension orale (niveau moyen-supérieur)
春学期・秋学期：月４

講師 ヴァリエンヌ， コリンヌ

授業科目の内容：

授業の目的

・これまでに学んだことを実践的な場面で応用すること。

・テーマに応じた語彙力を養うこと。

・聴き取りの力を養うこと。

・ディスカッションして自分の意見を述べること。

授業の流れ

・授業のはじめに，自分がいましていること，1 週間のあいだにし

たこと，これからしようと思っていることなどについて，隣の席の

人と話す時間を設けます。使えるフランス語を駆使して話すことで，

既習事項を確認します。

各回ごとにテーマが決まっています（ヴァカンス，教育，メディア，

映画など）。まず，その日のテーマに使えそうな語や表現を各自で考

えます。それをクラス全体でまとめたあと，ルポルタージュのビデ

オを繰り返し見て，問いに答えます。

・最後にルポルタージュの内容を文章で読み，問いの答を確認します。

・教室での会話やディスカッションを有意義なものにするために，

次回のテーマについてあらかじめ準備しておいてください。
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テキスト（教科書）：

　資料を教室で配布します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Écrire en français (niveau moyen)
春学期・秋学期：金５

講師 ミルティル， ジャック

授業科目の内容：

　文章を書くのに必要なスキル（語彙，構文，句読点の用法，文章

の構成）を総合的に学びます。学期終了後には，各自の目的や関心

に応じて学習内容をまとめた「Mon portfolio」（フランス語学習手

帳）を完成させます。

　皆さんの学習状況に応じて，随時，語彙や例文を増やし，関連す

るテーマを広げていきます。回を重ねるごとに前回より濃い内容を

学習できるかどうかは，皆さん自身の努力にかかっています。

テキスト（教科書）：

　最初の授業で指示します。

フランス語第Ⅴ 1単位 （春学期）

フランス語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
フランス語会話（中級）

春学期・秋学期：月３

講師 シュドル， フローレンス容子

授業科目の内容：

　フランス語の基礎を学んだ人を対象に，フランス語会話の基本的

な能力を高めることが本講義の目的です。

　指定したテーマでの会話を中心として授業を進めます。インター

ネット記事，写真，映画などの抜粋資料を教材として使用します。

特に自由で開放的な雰囲気の中で授業を進めたいと考えています。

テキスト（教科書）：

　特に使用しません。必要に応じてコピーを配布します。

フランス語第Ⅴ 1単位 （春学期）

フランス語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
読解と会話（中級）

春学期・秋学期：月４

講師 日佐戸 ミッシェル

授業科目の内容：

　日常生活でよく用いられる短い会話や，やさしい新聞雑誌の記事

を使って，実践的なフランス語の能力を養います。それと同時に，

個人のものの見方や振る舞い，社会問題，余暇の過ごし方など，フ

ランス人の生活や文化に関するテーマも取りあげます。

テキスト（教科書）：

　Sylvie Poisson-Quinton et al., FESTIVAL 2 (CLE International)
参考書：

　上記テキストのほかに，必要に応じてプリントも配布します。

フランス語第Ⅴ 1単位 （春学期）

フランス語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：火５

講師 篠原 洋治

授業科目の内容：

　この授業では広い意味で政治思想に関するテキストを読みたいと

思っています。ただしテキストは履修者の希望を訊いた上で決定し

ますので、初回は必ず出席してください。導入としてリセ（フラン

スの高等学校）の哲学の教科書を読むことを考えています。

　授業は訳読のかたちで進め，随時，参考文献を紹介しながら内容

の補足説明をします。

テキスト（教科書）：

　コピーを配布します。

参考書：

　授業中に指示します。

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：金１

専任講師（有期） 青木 正子

授業科目の内容：

　この講義では市販のテキストを使わずに、中国で発行されている

新聞や雑誌を講読したいと思っています。メンバーのレベルやニー

ズに合わせて随時教材を用意します。

テキスト（教科書）：

　プリント教材を配布します。

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
中国語会話の聴き取り＆書き取りとシャドーイング

春学期・秋学期：水５

講師 須山 哲治

授業科目の内容：

　私の授業では、特に「リスニング（聴く）」に重点を置いて学習し

ます。

　諸君はおそらく、「中国語を話せるようになりたい」と思っている

ことでしょう。外国語を学習する者が会話能力を身につけたいとい

う希望をもつのは、もっともなことです。

　しかし、最近の第二言語習得研究では、「話す」能力を向上させる

ためには、「聴く」能力のトレーニングを先行させたほうが効率がよ

いことがわかっています（インプット仮説）。更に、言語学習の四大

要素である「読む・書く・聴く・話す」の中で、「聴く」能力が一番

の基本となることもわかってきました。

　以上の理由から、この授業では特に「聴く」力のトレーニングを

行います。中級程度の内容の中国語（会話文が主）を「正確に聴く」

力を養うことが、授業の目標です。

　具体的には、クローズテスト（穴埋め）やディクテーション（書

き取り）を行います。中国語の音声を聴いて内容を理解できればよ

しとするのではなく、聴いた内容をその場で書き取ってもらうので

す。ただ聴くだけでなく、書き取ることによって、リスニング力向

上に必要不可欠な単語量と集中力、そして正確に聴く力を養うこと

ができます。

　また、聴きとり練習だけでなく、発音の練習も重視します。これ

は、発音の力とリスニングの力が、極めて密接な関係にあることが

わかってきているからです。

　そのために、通訳トレーニングメソッドの一つとして最近注目さ

れている「シャドーイング」を導入します。シャドーイングは一見

単調に思うかもしれませんが、正確かつ流暢な発音を身につけるた

めには、大変よい方法です。さらにシャドーイングによって、リス

ニング力のみならず、スピーキング力、リーディング力の向上も期

待できることが、わかっています。

テキスト（教科書）：

　毎回の授業でプリントを配布する予定です。

参考書：

　初回の授業で紹介する予定です。

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
コミュニケーション中国語

春学期・秋学期：火３

講師 陳 淑梅

授業科目の内容：

　この授業は中国語の理解力，会話力を高めることを目的とする。

授業方法は文字教材に触れる前にまずは文章を聞き，聞いた内容に

ついて会話を展開しつつ，文章の内容理解を深めていく。また，定

期的にテーマを決めて，中国語でのディベートを練習する。

テキスト（教科書）：

　NHK 出版社『小点心』陳淑梅著

参考書：

　授業中に提示
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スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
いろんなスペイン語に触れてみよう！

春学期・秋学期：木５

准教授 本谷 裕子

授業科目の内容：

　このクラスは「スペイン語を読む」をメインテーマに、授業を展

開していきます。

　インテンシブ政治クラス二年で使っていたテキストの続きから始

め（もちろんこの授業をとっていなかった方たちにはプリントを配

布）、その後は履修者のみなさんの様子を見ながら、テキストを何に

するかを決めます。が、せっかくですから、少し難解なものでもい

いかなーと思っています。スペイン語を読むことで、日本語でこり

かたまっている脳みそを少しずつほぐしていきましょう。

　一年間、みなさんと楽しく、そして厳しく学んでいけることをと

てもうれしく思っています。きちんと予習したうえで、授業にお越

しください。どうぞお手柔らかに。

テキスト（教科書）：

　授業時間内に指示、あるいは配布

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：水２

講師 アルバレス・クレスポ， ヘスス・カルロス

授業科目の内容：

　El objetivo fundamental de este curso consiste en afianzar la capacidad 
oral y conseguir un cierto nivel de fluidez en la conversación mediante la 
práctica diaria, discutiendo los temas que vayan apareciendo en clase. Se 
repasarán conceptos, estructuras y vocabulario, y se pondrá énfasis en el 
conocimiento no sólo del idioma, sino también de la cultura espan~ola.
テキスト（教科書）：

　Fotocopias（プリント）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
「スペイン語で」の表現力ステップアップ

―文章作成のキーを探る

春学期・秋学期：月１

講師 松浦 芳枝

授業科目の内容：

　この授業では，スペイン語での文章作成をより自然にできること

を主要目的とします。より良い文章を書くためには，これまで学ん

だ様々な事柄をきちんと理解し，それぞれの項目が有機的に連携し，

また語彙も豊富であることが前提になります。そこで春学期では短

文の作成を中心にして，文法上要注意の項目を取り上げ，文法，語

彙の用法の確認，ニュアンスの違いなどに目を向けていきます。同

時に授業の一部を利用して聞き取り力向上を図ります。また，より

良い文章を書くための栄養源として，内容的にも興味の持てそうな

良い文章を紹介して，徹底的な音読を図ることもあるでしょう。秋

学期の後半では，それらの成果を踏まえて，手紙の文章を取り上げ，

私的書簡と公式書簡とで形式，文体，語彙等の比較をします。実践

として，E-mail を作成しスペイン語圏の人々と意見交換することも

あるので，皆さんの意欲的な取り組みを期待します。

テキスト（教科書）：

　プリントの配布およびインターネットによる配信

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：火５

講師 ヤマシロ， リタ Ｂ

授業科目の内容：

     Este curso va dirigido a quienes ya han alcanzado un nivel avanzado de 
la lengua española y deseen superarse en el manejo de la gramática, 
ortografía, etc., así como en la redacción de textos.
     Durante el curso se realizarán ejercicios de gramática y redacción — 

muchos de ellos estarán orientados al lenguaje académico— con la 
finalidad de mejorar la competencia lingüística del alumno. 
テキスト（教科書）：

　Material a repartirse en clase.

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
文法を究める

春学期・秋学期：木４

講師 田林 洋一

授業科目の内容：

　1、2年次で扱ったスペイン語の文法を更にブラッシュアップさせ

ることを目的とします。2年次で未完了の『スペイン文法中級コー

ス』の第12課から第23課までを扱います。テキストを持っていない

学生は、適宜コピーするか新規に購入すること。なお、昨年度まで

に伊香祝子先生担当のスペイン語インテンシブ上級（3・4年）を履

修し、単位を取得したことがある学生は、内容が同じであるため、

この授業を履修できません。

テキスト（教科書）：

　『スペイン文法中級コース』改訂版　三好準之助著　白水社　2006
年　ISBN:978-4-560-01674-9 C3087
参考書：

　適宜指示する。

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
DELE・西検対策講座

春学期・秋学期：月４

講師 松本 旬子

授業科目の内容：

　DELE（Diplomas de Español como Lengua Extranjera 外国語としての

スペイン語検定試験）はスペイン文部科学省の下、スペイン国外で

はセルバンテス文化センターが実施する、スペイン語能力試験です。

1988年にスペイン語を母国語としない人々のスペイン語能力を測る

テストとしてはじまり、現在は世界100カ国以上で実施されていま

す。スペイン語圏への留学、就職などの際に語学のレベルを保証す

るものとして国際的に認められている資格です。レベルは、A1入
門、B1(中級)、B2(中上級)、C2（最上級）があり、日本では５月と

11月の年２回実施されています。一方、西検（スペイン語技能検定）

は文部科学省後援の下、日本スペイン協会が行なう資格試験で、６

～１級のレベルがあります。６月と10月の年２回実施されています。

　この授業では、DELEのB2（中上級 専門用語を必要としない日常

の通常会話において問題なくコミュニケーションができるレベル）、

西検の３級（新聞などが理解でき一般ガイドに不自由しないレベル）

合格を目指します。

　過去問を解きながら、読解力・聴解力・語彙力を養うための練習

を繰り返し行ないます。必要に応じて重要な文法事項を確認します。

また会話練習・作文も織り交ぜていきます。

テキスト（教科書）：

　プリント配布

参考書：

　Pilar Alzugaray, María José Barrios y Carmen Hernández. (2008) 
Preparación al Diploma de Español Nivel Intermedio B2, 2a reimpresión, 
Edelsa. ISBN: 978-84-7711-334-8
　Rosario Alonso Raya, et al. (2005) Gramática básica del estudiante de 
español, difución. ISBN: 84-8443-885-4
　『スペイン語技能検定試験問題集８』 日本スペイン協会編 2003年
　『スペイン語技能検定試験 合格への手引き １級・２級・３級対策

問題集』 立岩礼子・伊藤ゆかり著 2009年 南雲堂フェニックス ISBN: 
978-4-88896-664-1
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スペイン語第Ⅴ 1単位 （春学期）

スペイン語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：木２

講師 藤井 嘉祥

授業科目の内容：

　この授業の目的は、スペイン語の読解力の向上と文章作成の力を

養うことにあります。新聞や小説などの少し長めの文章を読んで、

全体の内容を要約して、文章化する練習を行います。文法の確認の

ために、文章構造の説明も行いますが、基礎文法の知識があること

を前提に授業を進めます。購読のテーマは、スペイン語圏を中心に

取り上げますが、日本に関するものも取り入れて、スペイン語圏に

おける日本に対する認識のあり方について考えることもあります。

文章作成力のチェックのため、スペイン語によるレポート課題を出

します。

テキスト（教科書）：

　プリント配布。

参考書：

　授業時に紹介する。

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：火４

専任講師 熊野谷 葉子

授業科目の内容：

　ロシア語で実用的な作文ができるよう、手紙やメールの書き方を

中心に、よく使う表現や構文を勉強します。また、手書き文字の書

き方と読み方、パソコンでの打ち込み方を練習し、ロシア語で実際

に手紙やメールが書けるようになることを目指します。

テキスト（教科書）：

　『ロシア語手紙の書き方』阿部昇吉、加瀬由希子著、国際語学社

参考書：

　授業中に指示します。

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
ロシア語インテンシブ３，４年。

春学期・秋学期：金３

講師 クロチコフ， ユーリー

授業科目の内容：

　ロシア語は国連で用いられている公用語のひとつです。　

　生きたロシア語を学ぶ.会話練習。

　1. 会話：講師と受講生，および受講生どうしの会話を通じて会話

能力を高める。

　2. リスニング：自然なテンポによるロシア語の話言葉を聞きとる。

　3. 作文：自分の考えを文章で表す。

テキスト（教科書）：

　Миллер Л.В. и др. "Жили-были ... 28 уроков русского языка для 
начинающих. Учебник".-СПБ.: Златоуст,1998 の後半,　
　Китайгородская Г.И.и др."Мосты доверия.　Интенсивный курс 
русскогоязыка.― М.:Рус.Яз.,1993. プリント、

　その他プリント配布。

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
法学部学生のためのロシア語

春学期・秋学期：木３

講師 冨田 マルガリータ

授業科目の内容：

　ロシア語インテンシブでは週四回の授業を有機的に関連させ，ロ

シア語の実力を向上させることが目的です。それゆえ，週四回の授

業を受けることが望ましいと思いますが，三コマの受講も可能です。

三年次からあるいは四年次からの受講も歓迎します。少人数のアッ

トホームな雰囲気の中でロシア語の力をつけましょう。

　冨田マルガリータ講師の時間では，一年次と二年次で学んだ会話

とコミュニケーション能力を伸ばし，また発音の矯正が中心となり

ます。

　ロシア文化のさまざまな側面に触れる会話力の向上とともに，法

学部におけるロシア語ということを考慮し，国会や政府などロシア

政治や法律に関連する語彙を増やすことももう一つの目標となりま

す。秋学期ではロシア語のインターネットからのニュースなども使

い，日常会話から，さらに高度な会話力をつけ，ロシア人と議論が

できるレベルを目指します。

テキスト（教科書）：

　マルガリータ・ボリーソヴナ・冨田，山田徹也著「コミュニケー

ションロシア語」（慶應義塾外国語学校2008 年発行），外国語学校事

務室で購入してください。

参考書：

　特にありませんが，和露辞典，露和辞典を必ず用意しておいてく

ださい。

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
コミュニケーション・ロシア語

春学期・秋学期：月２

講師 守屋 愛

授業科目の内容：

　ロシア語の全体的な特徴を語彙・文法・会話などの各方向から講

義していきます。また，それと同時に，ロシアの文化や社会を取り

上げたテキストを講読します。ビデオ教材も随時取り扱いながら，

さまざまな角度からロシア語へのアプローチを試みます。

テキスト（教科書）：

　“Читаем и говорим по-русски” А.Хавронина, Н. Крылова
　（注意：受講者のレベルに応じて変更することもあります）

　講義資料プリントは授業で配布します。

参考書：

　辞書を必ず使ってください。どちらかを持ちましょう。

　岩波『ロシア語辞典』／研究社『露和辞典』

朝鮮語第Ⅴ 1単位 （春学期）

朝鮮語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
朝鮮語で話そう！

春学期・秋学期：月５

講師 韓 晶恵

授業科目の内容：

・会話力向上のための基本的な文型・語彙などを身につけることを

本講義の基本目標とする。

・自由発表・聞き取りなどをもって授業時間中は会話練習を主な内

容とする。

・学習者の朝鮮語での発言意欲を積極的に促進かつ支援する。

・朝鮮語作文を通して基本的な文型・語彙などの練習を行なう。

・朝鮮・韓国の歴史や文化などの理解を助けるための内容をも取り

入れる。

テキスト（教科書）：

　初回の授業にて発表する。

参考書：

　著者：韓晶恵& 朴三植「スマート・ハングル・ベーシック」白帝

社2005 年出版

　著者：韓晶恵& 朴三植「シンプル・ハングル・ダイアログ」白帝

社2006 年出版

　著者：韓晶恵& 朴三植「サプリ韓国語要点集」白帝社　2009 年出

版

イタリア語第Ⅴ 1単位 （春学期）

イタリア語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
イタリア語講読

春学期・秋学期：火５

講師 町田 亘

授業科目の内容：

　イタリア語文法の知識を深め，さらにイタリア社会の諸側面を知

るために原書の講読を行う。

80



　今日のイタリアを理解するために，外国人向けのテキスト，イタ

リアの新聞，雑誌等から記事・章節を抜粋し，講読する。

テキスト（教科書）：

　プリント

ポルトガル語第Ⅴ（中級） 1単位 （春学期）

ポルトガル語第Ⅴ（中級） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：月２

講師 牧野 真也

授業科目の内容：

　基本的な文法項目と定型表現の確実な習得を目指します。文法項

目は、教科書と補助プリントを用いつつ、必要に応じて英語などと

対照させながら説明し、適宜、小テストで習得度を確認していく予

定です。

テキスト（教科書）：

　日向ノエミア著『ブラジル語でコミュニケーション』大学書林

参考書：

　池上岑夫他『現代ポルトガル語辞典』改訂版、白水社、2005年
　Perini, Mario A.: Modern Portuguese: A Reference Grammar, Yale 
University Press, 2002

ポルトガル語第Ⅴ（上級） 1単位 （春学期）

ポルトガル語第Ⅴ（上級） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：木２

講師 牧野 真也

授業科目の内容：

　ポルトガル語運用能力の向上を目指します。

テキスト（教科書）：

　未定（受講者と相談して決定します）

参考書：

　日向ノエミア『ブラジル語でコミュニケーション』大学書林

　池上岑夫他『現代ポルトガル語辞典』改訂版、白水社、2005年
　Perini, Mario A.: Modern Portuguese: A Reference Grammar, Yale 
University Press, 2002

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
心とことばの認知科学

教授 辻 幸夫

授業科目の内容：

　本研究会では，ヒトの言語行動と心理過程について認知科学的観

点から多角的に検討します。

　私たち人間の言語はどのような構造と機能をもつのか，他者との

言語的・非言語的コミュニケーションはどのように遂行されている

のか，ヒトの認知能力や言語能力が統合的に宿る心とはどのように

なっているのか，というような疑問が出発点になります。言語の生

物的基盤，心理基盤，社会・文化的基盤，そして実際の言語現象や

心理過程について認知科学的に探求します。

テキスト（教科書）：

　当面は下記を使用します。その他については授業時に指示します。

　辻幸夫・井上逸兵（監訳）『比喩と認知：心とことばの認知科学』

研究社，2008 年
参考書：

　無数にあるので、担当者が関係したもの、入手の容易なもの、網

羅的なものを中心に便宜的に掲げます。トピック探索の参考にして

ください。

　辻幸夫（編）『ことばの認知科学事典』大修館書店，2001 年
　辻幸夫（編）『認知言語学キーワード事典』研究社，2002 年
　辻幸夫（編）『認知言語学への招待』大修館書店，2003 年

　山鳥重・辻幸夫『心とことばの脳科学』，大修館書店，2006 年
　辻幸夫（他訳）『ことばをつくる：言語習得の認知言語学的アプロ

ーチ』慶應義塾大学出版会，2008 年
　辻幸夫（他訳）『認知言語学のための14 章』紀伊國屋書店，2008 年
　辻幸夫「ことばの習得」『学びの認知科学事典』所収、大修館書

店、2009年
　鈴木晶（訳）『ことばの歴史：アリのことばからインターネットの

ことばまで』研究社、2001年
　山鳥重『ヒトはなぜことばを使えるか』講談社、1998年
　岩田誠・河村満（編）『神経文字学：読み書きの神経科学』医学書

院、2007年
　針生悦子（編）『言語心理学』朝倉書店、2006年
　山本耕二（編訳）『非言語行動の心理学：対人関係とコミュニケー

ション理解のために』北大路書房、2006年
　岡本真一郎『ことばの社会心理学（第3 版）』ナカニシヤ出版， 
2006 年

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
ビートルズのイギリス文化と創造する自己

教授 武藤 浩史

授業科目の内容：

　昨年度は、ビートルズの音と詩と文化に触れて盛り上がったので、

2010年度は、ビートルズを生む母胎となったイギリス1950年代の文

化を、英米関係やヨーロッパ大陸文化との繋がりも考慮に入れた広

い視野から勉強してみたい。

　ビートルズをその文献と音楽と詩の分析を通して議論する以外に、

ビート文学、実存主義、「怒れる若者たち」、イギリス・ニューウェ

イブ映画の作品を見、読み、語りあう。

具体的に考察対象となるのは、コリン・ウィルソン、ジャック・ケ

ルアック、アレン・ギンズバーク、アルベール・カミュ、ジャン・

ポール・サルトル、ジョン・オズボーン、アラン・シリトー、アー

ノルド・ウェスカー、ジョウン・リトルウッド、ハロルド・ピンタ

ー、サミュエル・ベケットらの作品の中から、いくつか。　　

　と同時に、「お勉強」するだけでなく、何かを創作するという実験

（または遊び）をしてみたい。上手い下手は問わない。履修者の希望

を聞いて、創作ワークショップを行う予定である。

　夏休みなどに合宿をやって、学生間の交流をはかるとともに、リ

サーチ・発表の基本を会得してもらうが、最終的な卒業制作は、論

文でも、創作でも、OK。

テキスト（教科書）：

　ハンター・デヴィス『ビートルズ』、その他は授業初回に指示しま

す。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
イギリスの文化と社会―イギリスの教育・階級と社会―

教授 太田 昭子

授業科目の内容：

　2010年度は「20世紀前半から現代におけるイギリスの教育・階級

と社会」を検討します。これは2009年度開講の「19世紀～20世紀前

半におけるイギリスの教育・階級と社会」の続編になりますが、2010
年度からの履修は勿論可能です。イギリスの社会構造の軌跡を、「教

育と階級」という視点を基軸に、少人数演習形式で多角的に分析し

ます。20世紀半ば以降は、アイデンティティ、エスニシティなどに

関わるトピックが多くなると予想されますので、皆で積極的に議論

しましょう。2009年度に引き続き、歴史認識を踏まえた議論が重視

されますので、歴史に関心のある学生の履修を歓迎します。

テキスト（教科書）：

1. 春学期に扱う文献（テキスト）は、ガイダンス翌週の第1 回目授

業で配布する文献表の中から、履修者と話し合いつつ決定します。

英語文献については、下記「授業科目の計画」の記載を参照して下

さい。

　
共
通
科
目
講
義
要
綱
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2. 秋学期には特定の教科書は使用しない予定ですが、履修者の希望

によっては変更される可能性があります。

3. 全員が読むべき共通テキストのうち、入手しにくい論文などは必

要に応じプリントにして配布する予定です。

参考書：

　参考文献表を随時配布します。

人文科学研究会Ⅰ（３・４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３・４年）（人） 2単位 （秋学期）
現代アメリカ研究：　アメリカの愛国的保守と軍事文化

教授 鈴木 透

授業科目の内容：

　現代アメリカ社会の主要な対立軸である，「80 年代的ベクトル／

保守派／一国行動主義」と「60 年代的ベクトル／リベラル派／国際

協調主義」の両陣営の動向について隔年で取り上げる。今年度は前

者の順番にあたり，オバマ大統領が掲げた核なき世界の理想の実現

にとって恐らく大きな障壁となるであろう、アメリカ国内の保守派

に顕著な軍事力や武装社会に対する肯定的風土について検討する。

授業では、アメリカが民主主義を掲げながらも、それとは逆行する

かのような軍事力重視／礼賛の風土をも愛国主義と結び合わせる形

で同時に作りあげてきた経緯に着目し、その歴史的、文化的、社会

的要因を分析するとともに、それが直接的には軍とは関係のないど

のような装置や制度によって支えられ、保守派がそれにどう関与し

てきているのかを考察する。そして、テロとの戦いの現実と核なき

世界の理想の狭間で、保守派は軍事力や武装社会に対する態度をど

のように自ら修正する必要に迫れれているのか、それには領域横断

的に構築されたアメリカの愛国的軍事文化や民間武装の伝統のどこ

にメスを入れるべきなのかを考えていく。

テキスト（教科書）：

　多岐に渡るので授業で指示する。

参考書：

　鈴木透　　『実験国家アメリカの履歴書：　社会･文化･歴史にみ

る統合と多元化の軌跡』（慶應義塾大学出版会，2003）
　鈴木透　　『性と暴力のアメリカ：　理念先行国家の矛盾と苦悶』

　（中公新書、2006年）

人文科学研究会Ⅲ（３・４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅳ（３・４年）（人） 2単位 （秋学期）
アメリカ文化研究：　アメリカ女性史研究

教授 鈴木 透

授業科目の内容：

　アメリカ文化研究の方法や研究史の勉強と，特定のタイプのアメ

リカ論の分析を隔年で行う。今年度は後者の番で，昨今のアメリカ

研究の中でも活況を呈している分野の一つである、アメリカ女性史

研究の成果について検討する。これらの成果が、既存の歴史観やア

メリカ論にどのような一石を投じるものなのか、その潜在的可能性

を探るとともに、それは今後のアメリカ文化研究のあり方をどう方

向づける問題提起を含んでいるのか、いくつかの重要な著作の検討

を通じて考えてみたい。

テキスト（教科書）：

　取り上げる文献については，履修者の希望を聞いた上で最終決定

する。

参考書：

　鈴木透　　『実験国家アメリカの履歴書：　社会･文化･歴史にみ

る統合と多元化の軌跡』（慶應義塾大学出版会，2003）

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
日本語の姿

教授 小屋 逸樹

授業科目の内容：

　本研究会では、日本語を題材に、その文法的・言語社会文化的な

特徴を外国語と比較しながら考察します。ほとんどの学生の母語で

あるにもかかわらず、個別言語としての日本語の性格は、学校教育

でもあまり議論されてきませんでした。従来の国語の授業では、国

文法と称して動詞の活用などが教えられる程度で、英語を学ぶほど

日本語には大きな関心が向けられなかったというのが実情です。し

かし、人間の言語や文化を、自国のもの、あるいは他国のものとし

て学ぶ者にとっては、自分が使う言語がどのような特徴をもってい

るのかを理解することは極めて重要です。

　他の言語と比べながら、なるべく客観的に日本語の特色を多角的

に検証したいので、英語のみならず諸言語に興味をもっている学生

の受講を希望します。学生の発表と全員の議論を中核とする少人数

のゼミ形式をとりますので、万が一、受講希望者が多い場合は最初

の授業時に選抜します。受講希望者は必ず1回目の授業に参加してく

ださい。

テキスト（教科書）：

　最初の授業で紹介します。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
アメリカの文化と社会

教授 奥田 暁代

授業科目の内容：

　アメリカ研究（American Studies）の研究会であり、おもに人種／

エスニシティに関わる問題を取り上げている。非白人に対する差別

の歴史を振り返りながら、アメリカという国家のあり方について考

察する。授業では、さまざまな文献を読むことからはじめて、後半

では履修者各自が決めたテーマで研究発表をし、年度末に論文を作

成してもらう。

　2009年度は、隣同士の国でありながら、とくに人種やアイデンテ

ィティの問題に関しては異なる対応をしてきたカナダとアメリカ合

衆国の比較をテーマにした。カナダの多文化主義に関する文献を読

んだうえで、多様な民族・文化が混在するカナダがアメリカとどう

違うのか考察し、論文集をまとめた。

　2010年度は、人種主義の代名詞のようなアメリカ南部をテーマに

する。初のアフリカ系アメリカ人大統領が誕生したことを否定的に

みている人が多いと言われるこの地域の歴史を振り返りながら、な

ぜ人種差別の思想・政策が生まれたのか、人種に基づく差別とは何

なのか、どのように社会に影響を与えているのか、など考えていく。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
アメリカ文化研究-パフォーミング・アーツを中心に

教授 常山 菜穂子

授業科目の内容：

　本研究会では，植民地時代から21 世紀までのアメリカの社会と文

化をパフォーミング・アーツ（表象芸術）の視点から考察します。

戯曲テクストに限らずダンスのような身体表現やブロードウェイ・

ミュージカル，大衆芸能、ディズニーなども射程に，これらの表象

が，いかに同時代の政治経済，国家国民，思想宗教の影響を意識的

／無意識的に受けながら形成されているかを検討し，舞台に反映さ

れた「アメリカ」の諸相を前景化していきます。

　その際には多様なアプローチ方法があります。たとえば，人種，

ジェンダー・セクシュアリティ，階級格差，地域性（例：ブロード

ウェイの特色），日本との比較（例：劇団四季や宝塚との相違），音

楽や映画との関連，スポーツの演出、エンターテイメント法といっ

た論点も考えられるでしょう。担当者自身は主に初期の演劇文化を

研究していますが，当研究会の履修者と共に，アメリカにおけるさ

まざまなパフォーマンス・シーンについて学びたいと思っています。

テキスト（教科書）：

　資料プリントを配布します。

参考書：

　授業内で指定します。
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人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
＜映画史＞とは何か？―イギリス映画から世界へ

准教授 佐藤 元状

授業科目の内容：

　本研究会では，イギリス映画の「知られざる」傑作群の視聴や議

論を切り口として，＜映画史＞とは何かという哲学的な問いを考察

します。春学期は，イギリス映画の古典的な作品を視聴し，英語お

よび日本語の文献講読を交えながら，映画をアカデミックに批評す

るためのノウハウを蓄積します。秋学期は，イギリス映画の特性を

「グローバルな」観点から相対的に把握するために，南北アメリカ，

ヨーロッパ，中東，アジア，アフリカ，オセアニアの映画を幅広く

視聴し，議論します。グローバル化の時代にふさわしいグローバル

な知識と好奇心を養い，各自の関心をアカデミックな映画批評にま

で高めることを最終的なゴールとします。

テキスト（教科書）：

　春学期のテキストには、デイヴィッド・ボードウェル、クリステ

ィン・トンプソン『フィルム・アート映画芸術入門』（名古屋大学出

版会、2007年）を使用する予定です。

参考書：

　授業中に紹介していきます。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
芸術と文学・思想から見た近代

　および現代のドイツ語圏とヨーロッパ

教授 岩下 眞好

授業科目の内容：

　「ドイツ語圏およびヨーロッパの近・現代の芸術と文学・思想」

という全体テーマで，まず最初は，受講者の関心に応じて，とりあ

えずの共通基本文献を選び，それを読み進めて討議を重ねてゆく。

その後の具体的な内容は受講者の個別の問題意識に応じて設定し，

講義，検証（写真，CD その他），研究報告，討論などを折りまぜて

進める。文学，音楽，造形芸術，建築，思想など，幅広い分野を適

宜取り扱う。対象への受講者の積極的な関心を期待する。

参考書：

　その都度指示する。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
教授 許 光俊

授業科目の内容：

　前期は日本、後期は外国の奇妙な小説を読みたいと思う。時々は、

風変わりな映画を見（に行っ）たりもするかもしれない。

　最近私は、『罪と罰』に登場する娼婦ソーニャの最初の客は、父親

の上司であり、しかも他ならぬ父親自身によって売り渡されたとい

う恐ろしい解釈を知って、ショックを受けた（さらに、このおぞま

しい事実が、ある日本の学者が指摘するまで世界中の誰も気づかな

かったということにも）。そういう恐ろしい発見ができればよいので

あるが。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
現代ドイツ研究

教授 三瓶 愼一

授業科目の内容：

　戦後ドイツの政治・社会・言語・文化に関する種々の問題を扱う。

参加者の関心に応じて，自力で資料を集め，Referat にまとめて発表

し，全員で議論を重ねることによって，最終的には１つの論文に仕

上げることが目標である。

　これまで扱ってきたテーマには，東西ドイツ分断の経緯，東西ド

イツ国境事情，ベルリーンの壁の建設と崩壊，各政党の成立と政策，

社会民主党の歴史，ヴィリー・ブラント，兵役義務，ドイツ語の人

名，ドイツと日本の言語政策，戦後ドイツの知識人，ドイツの政治

教育，68年運動と緑の党の誕生などがあった。この他のテーマもも

ちろん歓迎である。

　参加者諸君と協議のうえ，合宿形式で発表・討論を行うこともある。

　なおドイツ連邦共和国に関する問題を中心とするが，参加者の希

望によっては，ドイツ語圏の他の国々についてのテーマを扱うこと

も妨げない。

テキスト（教科書）：

　追って指示する。

参考書：

　追って指示する。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
フランス語圏の文化と社会

教授 鵜崎 明彦

授業科目の内容：

　少人数のゼミ形式でフランス及びフランス語圏の近現代文化を考

察します。加えて、例えばフランス文化と近代日本、逆に近代フラ

ンスと日本文化といった、異文化コミュニケーションも問題意識と

して持ちながら、研究会を進めたいと考えています。

［春学期］毎年テーマを一つ設定し、講義、文献の講読、討論で授業

を構成しています。

　2009 年度は「文化遺産を考える−博物館、歴史的記念物そして国

民 国 家 」 と い う テ ー マ で 、 フ ラ ン ス 革 命 期 の い わ ゆ る

«vandalisme»（旧体制を象徴する文物の破壊）から文化財を保護すべ

くルーヴル美術館等が誕生し、さらに19世紀半ばに歴史的建造物の

保護行政が成立する過程を、フランス語の一次資料の講読を通して

たどりながら、国民の文化遺産«patrimoine»という観念の形成を考察

しました。

　2010年度は「ジャポニスムと産業競争−近代デザインの生成」とい

うテーマで、19世紀後半の西洋における日本の美術・工芸に対する

熱狂、いわゆるジャポニスムの背景の一端を考察します。当時西洋

では産業競争が激化する中、万国博覧会の開催を契機にデザイン改

良運動が本格化しますが、その時万博を舞台に登場したのが日本の

美術・工芸品でした。ジャポニスムの一つの、そして重要な側面で

ある西洋近代デザイン形成との関係を、フランス語の一次資料を講

読しながら検証・考察していく予定です。また、西洋のジャポニス

ムを見すえた明治期日本の美術政策についても触れたいと考えてい

ます。

［秋学期］学生諸君個々のテーマに基づいて研究発表をしてもらいま

すが、テーマは春学期の内容に

即したものでも、独自のテーマでも、どちらでも構いません。発表

と討論を経ながらさらにテーマを掘り下げていってもらいます。

　以上が授業展開のアウトラインですが、学生諸君の関心に従って

柔軟な対応をいたします。

テキスト（教科書）：

　プリントにて配布いたします。

参考書：

　授業中に随時紹介いたします。

　
共
通
科
目
講
義
要
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人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
Société française-Etudes comparatives

准教授 アンリ， ナタリー

授業科目の内容：

　Le domaine de ce cours est, au sens large, la société française, en elle-
même ou dans une perspective comparative, vue à travers l'étude d'un 
thème choisi en commun au début de chaque semestre. Ce choix est 
librement modulable selon les intérêts (exemples récents: l'aide au 
développement de la France à l'Afrique, nationalisme et enseignement, les 
conditions d'implantation d'entreprises françaises au Japon). L'état de la 
recherche de chacun est exposé régulièrement, et le travail doit mener à la 
rédaction en français d'un court rapport. Le cours se divise en exposés, 
orientation de la recherche, discussions. Le but de ce cours est non 
seulement l'acquisition de connaissances, l'approfondissement de la 
maîtrise de la langue française, mais encore l'entraînement à la pratique et 
à la présentation de la recherche.
テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義資料プリントを配布します。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
現代中国政治と社会―原典資料で読み解く現代中国の歩み

教授 林 秀光

授業科目の内容：

　現代中国政治史を紐解くと，反右派闘争，大躍進，文化大革命，

天安門事件など，執政者の圧制や，政策の失敗といったような救い

がたい気持ちにさせられる歴史事実が続きます。しかし，そういっ

た歴史の流れのなかで，そこに生きる人々は共産党支配のもつ矛盾

や社会に存在する様々な問題に直面し，なんらかの形で自由で民主

的な国づくりを目指していました。また，そういった努力や期待が

ときには現代中国の歴史を大きく変える契機にもなりました。本研

究会では，真実を訴えたがために歴史の舞台から追われた勇気ある

人々の「もがき」が感じられる原典資料を読み解き，現代中国の政

治と社会に存在する核心的な問題がなにかを探ってみたいと思いま

す。

　同時に，中国の時事問題についても注目し，適宜に資料を読みデ

ィスカッションしていきたいと思っています。昨年は中国の選挙制

度，日中関係，中国の80年代生まれの世代などについての著作を日

本語と中国語で読みました。

テキスト（教科書）：

　中国語文献は配布します。

　日本語文献はテーマに応じて適宜に指示します。

参考書：

　テーマに応じて適宜に指示します。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
スペイン語圏の文化と社会（歴史的視点から）

教授 大久保 教宏

授業科目の内容：

　スペイン語圏（スペイン，ラテンアメリカなど）の文化と社会に

関してより深く理解し，研究したい人のためのゼミです。スペイン

語圏を扱う人文科学研究会はもう一つ，本谷先生担当のものがあり

ますが，そちらは現状分析を中心とし，こちらの研究会は歴史的視

点からの分析を主に行います。ナマの歴史資料（一次資料）や，研

究書（二次資料）を精読し，討論しながら，履修者各自の問題関心

を深めていきます。2 年間履修し，修了論文を提出すれば，副専攻

修了を認定します。

　これまで，「キューバにおける野球の歴史―ナショナリズムと帝国

主義の狭間で」，「メキシコが歩んだ道―独立から革命へ」，「カリブ

海のるつぼ―小国ドミニカ奮闘の500年」といった題目の修了論文が

出されています。現在は「フリーダ・カーロの苦悩」，「中米バナナ

共和国の歴史」，「ラテンアメリカの世界遺産」，「カタルーニャの特

異性」，「メキシコ壁画運動」，「メキシコ教育史」，「メキシコの犬の

歴史」，「これまでのカストロの歩み」，「ラテンアメリカの大都市」，

「スペインのイスラーム」，「アルゼンチンの日系移民史」といったテ

ーマを掲げる学生が集まっています。

　また，フィールドワークと親睦を兼ねて，スペイン（三田），アル

ゼンチン（赤羽橋），ペルー（五反田），ハイチ（新橋），キューバ

（築地），メキシコ（都内随所）など，三田キャンパス近辺にある各

国料理店を探訪しようと思っています。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
スペイン語圏の社会と文化（現状分析を中心に）

准教授 本谷 裕子

授業科目の内容：

　この研究会では，スペイン･ラテンアメリカ諸国をはじめとするス

ペイン語圏の社会や文化について理解し学んでいきます（ポルトガ

ル語圏のブラジル･フランス語圏のカリブ海の国々も含む）。テーマ

はずばり「スペイン語圏に学ぶ！」。日本に生きる私たちを取り巻く

様々な問題をスペイン語圏の事例・発想を応用することによって解

決できないか、できたら何だかうれしいよね、というのがわが研究

会のスタンスです。

　スペイン語圏について学ぶ研究会には大久保先生担当のものもあ

りますが，こちらでは当該地域の現状分析に焦点を当てていきます。

スペイン･ラテンアメリカと一口にいってもその地域は広範にわたり

ますし，異文化コミュニケーション，貧困問題，環境問題，人種問

題，教育問題，移民問題，映画や美術などさまざまなアプローチか

らの研究が可能であるがゆえ，みなさんの関心や研究テーマも多岐

にわたるはず。研究会活動を通じて私自身，みなさんとともにこれ

まで知らなかったスペイン語圏の国々の社会や文化について学んで

いきたいと思っています。

　授業では日本語文献と外国語文献（英語，スペイン語）の精読と

討論をおこなうとともに，みなさんには自分の関心に沿った研究テ

ーマを設定してもらい，それについての研究発表も並行しておこな

います。2 年間履修し修了論文を提出した場合には副専攻修了を認

定しますが，論文は書かないがこの研究会で勉強したいという人も

もちろん歓迎します。

　教室内での研究会活動はもちろんのこと、「食」にまつわるフィー

ルドワークも当研究会の重要なミッション。本年もはりきってまい

りましょう♪　

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
朝鮮半島の社会と文化

専任講師 礒﨑 敦仁

授業科目の内容：

　朝鮮半島の社会・文化を題材に，自らの問題意識を鮮明にし，そ

れを解明する力を養っていく。少人数のゼミ形式。担当者の専門領

域は北朝鮮だが，学生諸君の関心にも柔軟に対応していきたい。

　春学期は，北朝鮮現代史に関する文献を輪読する。同国に対する

知見を深めるのみならず，地域研究の手法，広くは学術論文の読み

方と議論のやり方の基礎を学ぶ。秋学期は，各自の関心に基づいた

研究発表を行ってもらう。研究テーマは，広く朝鮮半島の社会・文

化に関わることであれば受け入れる予定。

テキスト（教科書）：

　鐸木昌之『北朝鮮―社会主義と伝統の共鳴』東京大学出版会，1992
年。
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参考書：

　徐大粛『金日成と金正日―革命と主体思想』岩波書店，1996 年。

　崔銀姫・申相玉『闇からの谺―北朝鮮の内幕』上下巻，文春文庫，

1989 年。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
専任講師 熊野谷 葉子

授業科目の内容：

　グリンカからリムスキー＝コルサコフに至るいわゆるロシア国民

楽派の音楽を中心に、そこに現われる民謡や風俗、歴史的事件につ

いて調べ、考えます。音楽や映像も視聴しつつ、講義と参加者によ

る発表、討論で進めていきます。

テキスト（教科書）：

　指定なし。

参考書：

　授業中に紹介します。

自然科学研究会Ⅲ（３・４年）（自） 2単位 （春学期）
物理学

教授 下村 裕

授業科目の内容：

　小人数のゼミ形式で，興味ある不思議な現象を物理学的に解明す

ることを通して，「問の発見」から「問いの答え」に至る物理学的研

究過程，数理的・論理的思考方法，そして科学論文の書き方やプレ

ゼンテーションの技法を学ぶ。理論や実験からの学習ではなく，各

自が興味をもつ現象をまず見つけることから授業が始まる。その現

象はどんなものでも良いが，物理学的に研究するので，実験や観測

等が可能な，身近な現象が望ましい。これまで研究したテーマは，

「アメンボの水上運動」，「刀の不安定配置」，「オイラーディスク」で

あるが，その他にもさまざまなものが考えられる。研究はグループ

で行っても個人で行っても良いが，現象発生の物理的機構を継続し

て徹底的に調べる。（参照URL http://web.hc.keio.ac.jp/~yutaka/）
参考書：

　下村裕，比名祥子，渋谷友彦，安田有衣，「日本刀の安定配置交換

と打撃の中心」，教養論叢129, 1-11 (2008).
　下村裕研究会・下村裕，「Denny のパラドックス再考」，慶應義塾

大学日吉紀要　自然科学42, 17-25 (2007).
　下村裕，「ケンブリッジの卵―回る卵はなぜ立ち上がりジャンプす

るのか」，慶應義塾大学出版会，2007.

自然科学研究会Ⅳ（３・４年）（自） 2単位 （秋学期）
物理学

教授 下村 裕

授業科目の内容：

　小人数のゼミ形式で，興味ある不思議な現象を物理学的に解明す

ることを通して，「問の発見」から「問いの答え」に至る物理学的研

究過程，数理的・論理的思考方法，そして科学論文の書き方やプレ

ゼンテーションの技法を学ぶ。理論や実験からの学習ではなく，各

自が興味をもつ現象をまず見つけることから授業が始まる。その現

象はどんなものでも良いが，物理学的に研究するので，実験や観測

等が可能な，身近な現象が望ましい。これまで研究したテーマは，

「アメンボの水上運動」，「刀の不安定配置」，「オイラーディスク」で

あるが，その他にもさまざまなものが考えられる。研究はグループ

で行っても個人で行っても良いが，現象発生の物理的機構を継続し

て徹底的に調べる。（参照URL http://web.hc.keio.ac.jp/~yutaka/）
参考書：

　下村裕，比名祥子，渋谷友彦，安田有衣，「日本刀の安定配置交換

と打撃の中心」，教養論叢129, 1-11 (2008).
　下村裕研究会・下村裕，「Denny のパラドックス再考」，慶應義塾

大学日吉紀要　自然科学42, 17-25 (2007).

　下村裕，「ケンブリッジの卵―回る卵はなぜ立ち上がりジャンプす

るのか」，慶應義塾大学出版会，2007.

自然科学研究会Ⅲ（３・４年）（自） 2単位 （春学期）
分子生物学原著論文講読

専任講師 小野 裕剛

授業科目の内容：

　法律学や政治学を専攻する場合でも，分野によっては高度な生物

学の知識が求められる場合があります。このクラスでは生物学の原

著論文をどのように読みこなしたらよいかを学びます。春学期は教

員が指定した論文を全員で読みながら，分子生物学分野で使用され

る基本的な研究テクニックの原理やデータの読み方を指導します。

　二年目の受講となる４年生は自らテーマを選び、論文収集を行い

ます。

テキスト（教科書）：

　Nature, Science, Cell など一流の科学雑誌から抜粋した記事を用い

ます。メディアセンターの電子ジャーナルからダウンロードできま

すが，どの記事を採用するかは未定です。

参考書：

　日本語の参考書として，以下のものを挙げておきます。事前に購

入する必要はありません。

　井出利憲『分子生物学講義中継』（羊土社），Alberts「細胞の分子

生物学」（ニュートンプレス）

　高木利久『これからのバイオインフォマティクスのためのバイオ

実験入門』（羊土社）

自然科学研究会Ⅳ（３・４年）（自） 2単位 （秋学期）
分子生物学原著論文講読と実験シミュレーション

専任講師 小野 裕剛

授業科目の内容：

　法律学や政治学を専攻する場合でも，分野によっては高度な生物

学の知識が求められる場合があります。このクラスでは生物学の原

著論文をどのように読みこなしたらよいか，またその研究を遂行す

るにはどのような手段があるのかを学びます。秋学期は自分の興味

がある分野の論文を収集し，次にどのような実験を展開するかを考

えます。

　二年目の履修となる４年生は、春学期に読んだ論文を再編し、総

説（まとめ論文）を書き上げることを目標にします。

テキスト（教科書）：

　Nature, Science, Cell など一流の科学雑誌から抜粋した記事を用い

ます。メディアセンターの電子ジャーナルからダウンロードできま

すが，どの記事を採用するかは受講者と相談の上で決定します。

参考書：

　日本語の参考書として，以下のものを挙げておきます。事前に購

入する必要はありません。

　井出利憲『分子生物学講義中継」（羊土社），Alberts「細胞の分子

生物学」（ニュートンプレス）

　高木利久『これからのバイオインフォマティクスのためのバイオ

実験入門」（羊土社）

自然科学特論Ⅰ（３・４年）（自） 2単位 （春学期）
多様な現象と力学法則の関連

講師 吉澤 徴

授業科目の内容：

　台風のような流れに関連する自然現象を理解するために，現象に

密接する物体の運動，圧力などに関する基本事項の解説から始めま

す。そのような知識を用いて流れの重要な性質の説明を行い，台風

における風向を決めるコリオリ力などを理解します。説明に際して

は，数式を極力減らし，直感的見方で補うことにします。

テキスト（教科書）：

　特にありません。

参考書：

　適宜紹介します。
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自然科学特論Ⅱ（３・４年）（自） 2単位 （秋学期）
磁力線にまつわる自然科学現象

講師 吉澤 徴

授業科目の内容：

　自然科学現象では，磁場（磁力線）が重要な役割を演じている事

例が多々あります。そのような現象を理解するために，磁石のN 極
とS 極がなぜ引き合うかというような簡単な事項の解説からはじめ

ます。そこで得られた磁力線に関する基本的な知識を用いて，オー

ロラを理解するために地球や太陽などにおけるさまざまな現象の考

察を行います。

テキスト（教科書）：

　特にありません。

参考書：

　適宜紹介します。

自然科学特論Ⅰ（３・４年）（自） 2単位 （春学期）
動物の生きざまとそのロジック

講師 篠原 正典

授業科目の内容：

　交尾をしながら交尾相手の雌に食べられる雄のカマキリ。条件が

整えばメスからオスにあるいはオスからメスに性転換する魚たち。

同性間で疑似交尾を繰り返すイルカたち…動物はどのようにして生

きているのか。それは、自然のしくみのなかでなぜそうなっている

のか。そして、それは彼らにとってなぜそうであるのか。動物の行

動・生態のわかりやすい紹介を通し、動物行動学、生態学、進化生

物学などの自然科学分野の成果から、生物が現在どのように理解さ

れているのかを、難しい数式を用いずに解説する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　JRクレブス・NBデイビス『進化からみた行動生態学』（蒼樹書

房）、長谷川真理子他『行動・生態の進化』（岩波書店）

自然科学特論Ⅱ（３・４年）（自） 2単位 （秋学期）
生物としてのヒト、その自然との関わり方

講師 篠原 正典

授業科目の内容：

　現代生物学において、ヒトは様々な角度から説明されるようにな

ってきた。動物行動学、行動生態学、霊長類学、進化心理学などの

成果を交えつつ、まずヒトが自然科学の分野でどのように捉えられ

ている生き物であるかを論じる。次に、そのようなヒトが、他の生

物種とそして自然全体と、過去どのように関わってきたか、現在ど

のように関わっているかを概観し、「環境問題」として括られている

人文科学的な問題を自然科学の視点から考察し、受講生とともにそ

の解決策を模索する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　IEアイベスフェルト『ヒューマン・エソロジー』ミネルヴァ書房、

小田亮『ヒトは環境を壊す動物である』（ちくま新書）、山極寿一『人

類進化論』（裳華堂）、松田裕之『生態リスク学序説』（共立出版）

実践自然科学（４年）（自） 2単位 （秋学期）
実験要素を含む4 年生のための自然科学

文学部教授 大場 茂
教授 小林 宏充

商学部教授 福澤 利彦

授業科目の内容：

　実験やデモンストレーションなど，実験要素を取り入れて，自然

科学の考え方や方法論を教えることに重点を置いた授業とします。

全体説明のガイダンスの後，化学，生物学，物理学の3 分野の教員

が，それぞれの分野において，4 回ずつ異なるテーマで授業を行い

ます。実験要素を含むことが本科目の特徴であるため，受講生諸君

が授業に参加して自ら考えることが必要となります。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義時に資料・プリントを配布します。

参考書：

　特に指定しません。

数学Ⅴ（数） 2単位 （春学期）
行動科学における数学（確率論）

講師 松岡 勝男

授業科目の内容：

　数学は、自然科学・工学はもとより、社会科学・人文科学におけ

るいろいろな現象の解明のための基本的な道具としての役割を果た

している。そこで、テーマとしては、

（1）現代数学の最も重要な基礎をなし、哲学や論理学の現代化にも

著しい影響を与えている「集合論」

（2）統計学をはじめとして、物理学・工学・経済学・制御理論・学

習理論・ORなど、非常に広汎な分野に現れる「確率論」、「エントロ

ピーとマルコフ連鎖」

（3）経済・社会・政治などで現れる競争状態の数学的モデルを扱う

「ゲームの理論」

などについて、適宜選択の上、「行動科学における数学」という立場

から講義する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

数学Ⅵ（数） 2単位 （秋学期）
行動科学における数学（エントロピーとマルコフ連鎖）

講師 松岡 勝男

授業科目の内容：

　数学は、自然科学・工学はもとより、社会科学・人文科学におけ

るいろいろな現象の解明のための基本的な道具としての役割を果た

している。そこで、テーマとしては、

（1）現代数学の最も重要な基礎をなし、哲学や論理学の現代化にも

著しい影響を与えている「集合論」

（2）統計学をはじめとして、物理学・工学・経済学・制御理論・学

習理論・ORなど、非常に広汎な分野に現れる「確率論」、「エントロ

ピーとマルコフ連鎖」

（3）経済・社会・政治などで現れる競争状態の数学的モデルを扱う

「ゲームの理論」

などについて、適宜選択の上、「行動科学における数学」という立場

から講義する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

統計学Ⅲ（３・４年）（統） 2単位 （春学期）
推測統計学入門

講師 望月 要

授業科目の内容：

　この授業では確率分布や統計的検定の基本的な概念の説明から始

め，推測統計の基本的な考え方と技法を講義する。複雑な数式や数

学的議論には立ち入らず，「文系の統計ユーザ」のための授業をおこ

なうが，特定のコンピュータ・ソフトウェアの使い方やハウツー的

な知識ではなく，統計手法の基礎にある考え方や原理を理解するこ

とを目指す。受講者は，記述統計学の初歩的知識を有することが望

ましいが，学期当初の授業で必要部分については簡単な復習をおこ

なう。また参考書を利用して独学で補うことは十分に可能である。

主なテーマは「授業計画」に挙げたものを予定しているが，受講者

の希望により変更が可能である。要望があれば，初回授業の際に相

談したい。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない（配布資料に沿って授業をおこなう）。

参考書：

　鷲尾泰俊  (1983). 日常のなかの統計学　岩波書店 (ISBN 
4-00-007636-1).
　他にも初回ガイダンス時に紹介する。
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統計学Ⅳ（３・４年）（統） 2単位 （秋学期）
多変量解析入門

講師 望月 要

授業科目の内容：

　この授業では多変量解析法と呼ばれる統計手法について初心者向

けに講義する。

　授業では“データの解析”よりも“現象の解明”に重きを置く。多変

量解析はコンピュータ処理が前提となるが，この授業は特定の解析

ソフトウェアの実習ではなく，いろいろな解析手法の考え方を理解

し，多変量解析を利用するに当たっての問題の立て方，解析結果の

読み方，考察のしかたなどを習得して貰いたい。

　受講者は必ずしも『統計学Ⅲ』を履修している必要はないが，統

計的概念について基礎知識を持っている必要がある。少なくとも以

下の用語―分散，統計的有意性，有意水準，相関，相関係数― は理

解していて欲しい。但し，受講者から希望があれば，学期当初の授

業で最低限の復習をおこなうことは可能だと思う。また参考書を利

用して独学で補うこともできる。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない（配布資料に沿って授業をおこなう）。

参考書：

　初回ガイダンスおよび授業中随時紹介する。

情報処理Ⅴ（情） 2単位 （春学期）
データベース，オンライン・ジャーナルをつかってレポート作成

に備える

講師 河村 和徳

授業科目の内容：

　慶應義塾大学では，学生に対し様々なデータベースやオンライン・

ジャーナルが提供されており，その規模は日本の大学の中でも高い

水準にある。これらはレポートや卒業論文の作成に有用であるにも

かかわらず，多くの学生はこれらのデータベースやオンライン・ジ

ャーナルに気づくことはないのが現状ではないだろうか。この講義

では，法学部生に有用と思われるこれらのデータべース，オンライ

ン・ジャーナルをとりあげ，利用方法について解説する。そして実

際に検索やデータのダウンロード等を行ってもらう。履修者は，こ

うした経験を各自のレポート作成等に活かせるようにしてもらいた

い。

　また，プレゼンテーションの技法について入門的な内容も講義す

る予定でいる。

テキスト（教科書）：

　とくに指定はしない。

参考書：

　とくに指定はしない。

情報処理Ⅵ（情） 2単位 （秋学期）
よりよいレポート・卒論のために

講師 河村 和徳

授業科目の内容：

　本講義は，政治学科で作成するレポートや卒業論文の内容をより

よくするためにどうしたらいいか，考えることを目的としている。

とりわけ，研究を進める上で適切なデータ，そして計量的な手法に

はどんなものがあるのかを指摘し，また先行研究についても示唆し

ていく予定である。そのため，履修者がすでにレポートないしは卒

業論文を作成していることを前提して，講義を進めることにする。

　履修者には，みずからの研究が具体的にどうであるのか，最低１

回は報告する義務がある。なお，この講義では，計量的な手法を学

ぶことが目的ではないので注意すること。

テキスト（教科書）：

　とくに利用しない

参考書：

　佐藤博樹・石田浩・池田謙一「社会調査の公開データ- 2 次分析へ

の招待」東京大学出版会，2000年
　増山幹高・山田真裕『計量政治分析入門』東京大学出版会，2004
年

統計情報処理Ⅰ（情） 2単位 （春学期）
データ分析の基礎

講師 石上 泰州

授業科目の内容：

　この授業では，パソコンを利用してデータを分析するために必要

な基礎的な知識と技法を学ぶ。授業で目標とするのは，SPSS
（Statistical Package for the Social Sciences）という社会科学のための統

計ソフトを利用して，初歩的なデータ分析を行えるようになること

である。データを適切に使いこなすことができれば，より説得力の

ある議論を展開することが可能になるので，授業を通じてデータの

取り扱いの基礎，データ分析の基礎を身につけていただきたい。な

お，履修に際してパソコンや統計学についての知識は不要である。

履修者には何も基礎知識がないということを前提に授業を進めるの

で，初心者の人も履修してもらいたい。

テキスト（教科書）：

　適宜，資料を配布する。

参考書：

　適宜，資料を配布する。

統計情報処理Ⅱ（情） 2単位 （秋学期）
SPSS を利用したデータ分析

講師 石上 泰州

授業科目の内容：

　この授業では，「統計情報処理Ⅰ」に引き続き、SPSSという統計

ソフトを利用してデータを分析するために必要な基礎的な知識と技

法を学ぶとともに，自らの問題関心にしたがいつつ，実際に統計的

な分析を行っていく。標準的には，自らテーマを設定し，自分の考

えにもとづいて「仮説」をたて，その仮説の検証に必要なデータを

収集，整理し，統計的な分析を通じて仮説の妥当性を検証する，と

いう手順をふむ。そして最後には，これら一連の作業についてのプ

レゼンテーションを行ってもらう。なお，この授業は春学期の「統

計情報処理Ⅰ」で学んだ知識や技法を前提に授業を進めるので，あ

らかじめご了承されたい。

テキスト（教科書）：

　適宜，資料を配布する。

参考書：

　適宜，資料を配布する。

統計情報処理Ⅲ（情） 2単位 （春学期）
回帰分析を習得する

講師 河村 和徳

授業科目の内容：

　近年，パーソナル・コンピュータの演算処理速度があがり，かつ

て大型計算機を使用していた時代と比べ，計量分析を行うことは比

較的容易になった。しかし，その一方で，統計的意義を考えずに使

用しているケースも散見されるようになった。

　この講義では，多変量解析を行ううえで基本となる回帰分析に焦

点をあて，その手法，変数選択の留意点等を実習を通じて習得する

ことを目的とする。講義は，単純な回帰分析から重回帰分析，共分

散構造分析，数量化理論と，実際のデータを参考に積み上げ式で進

めていく。

テキスト（教科書）：

　とくに使用しない

参考書：

　とくに使用しない

統計情報処理Ⅳ（情） 2単位 （秋学期）
分析手法のバリエーションを増やす

講師 河村 和徳

授業科目の内容：

　この講義では，統計情報処理ⅠからⅢまでの間で講義されなかっ

た分析手法をいくつか紹介し，より研究の幅を広げることを目的と

する。統計情報処理ⅠからⅢで取り上げられなかった分析手法の全

てを網羅することはできないが，比較的，学会論文でみかける分析

手法をピックアップし講義をしたいと思う。具体的には，質的変数

を主成分分析のように扱える数量化理論Ⅲ類や尺度の信頼性分析，
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時系列的な変化を分析するうえで有効なARIMA モデル等である。

　また，講義の最後では実際にあるデータ（サーベイ，アグリゲー

ト）を用い，習得した手法を用いて課題報告をしてもらうことにな

る。

テキスト（教科書）：

　とくに使用しない

参考書：

　とくに使用しない

統計情報処理Ⅲ（情） 2単位 （春学期）
講師 岡田 陽介

授業科目の内容：

　この授業の目的は，計量分析の手法を学ぶことによって，統計的

手法を用いた論文を読むための基礎的な知識を身につけ，また，履

修者自身が仮説を立て，分析ができるようになることにある。授業

では，統計解析ソフト「Stata」を用いて，履修者自身が実際に操作

をしながらデータ処理・統計分析を行い，Stataの基本的操作を身に

つけるとともに，自身の仮説を立てた上で，重回帰分析の手法を用

いた分析を行えるようになることを目標とする。

テキスト（教科書）：

　特に指定はしない。適宜，資料を配布する。

参考書：

　増山幹高・山田真裕『計量政治分析入門』東京大学出版会，2004年。

　石黒格（編）『Stataによる社会調査データの分析』北大路書房，

2008年。

　その他，授業内で適宜紹介する。

統計情報処理Ⅳ（情） 2単位 （秋学期）
講師 岡田 陽介

授業科目の内容：

　この授業の目的は，計量分析の手法を学ぶことによって，統計的

手法を用いた論文を読むための基礎的・応用的な知識を身につけ，

また，履修者自身が仮説を立て，そうした統計的手法を用いた分析

ができるようになることにある。授業では，「統計情報処理Ⅲ」を引

き継ぎ，統計解析ソフト「Stata」を用いたデータ処理・統計分析を

行う。授業では主に回帰分析の応用的な手法を用いた分析に重点を

置く。また，授業内で履修者が自身の分析結果を報告し，内容を改

善していく中で，最終レポートを完成させることを目標とする。

テキスト（教科書）：

　特に指定はしない。適宜，資料を配布する。

参考書：

　増山幹高・山田真裕『計量政治分析入門』東京大学出版会，2004年。

　石黒格（編）『Stataによる社会調査データの分析』北大路書房，

2008年。

　その他，授業内で適宜紹介する。
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