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政治学演習Ⅰ
整理番号 科目名 副題

101 政治学演習 I (縣公一郎) 公共政策研究
102 政治学演習 I (厚見恵一郎) 西洋政治思想史文献研究
103 政治学演習 I (稲継裕昭) 行政の諸活動を分析する
104 政治学演習 I (稲村一隆) 政治哲学・思想史
105 政治学演習 I (梅森直之) 近代日本の政治思想
106 政治学演習 I (川岸令和) 日本国憲法の現在
107 政治学演習 I (国吉知樹) 現代の国際関係と日本外交
108 政治学演習 I (栗崎周平) 国際政治の理論研究・実証研究　Scientific Study of International Relations
109 政治学演習 I (河野勝) 現代日本政治の諸問題
110 政治学演習 I (小原隆治) 自治・分権を考える
111 政治学演習 I (笹田栄司) 現代の司法
112 政治学演習 I (ソジエ内田恵美) 政治言語学－ディスコース分析の理論と実践
113 政治学演習 I (田中孝彦) 冷戦期国際政治の歴史的変容と現在の世界政治
114 政治学演習 I (都丸潤子) ヒトの国際移動の文化的・歴史的分析
115 政治学演習 I (仲内英三) 近代西欧政治社会の歴史
116 政治学演習 I (中村英俊) 国際政治の理論と現実－英国学派を中心に
117 政治学演習 I (日野愛郎) メディアと選挙の実証分析
118 政治学演習 I (福田耕治) 国際行政と国際公共政策－EUとUNを中心として－
119 政治学演習 I (藤井浩司) 比較公共政策への接近
120 政治学演習 I (眞柄秀子) 新福祉・成長ミックスの比較研究
121 政治学演習 I (谷澤正嗣) 現代リベラリズムとその批判
122 政治学演習 I (吉野孝) 現代デモクラシーの政治過程

経済学演習Ⅰ
整理番号 科目名 副題

201 経済学演習 I (安達剛) 経済学を社会問題に応用する力を身に付ける。
202 経済学演習 I (荒木一法) 企業と家計の行動分析（応用ミクロ経済学）
203 経済学演習 I (有村俊秀) 環境経済学
204 経済学演習 I (上田貴子) 経済データ解析
205 経済学演習 I (大湾秀雄) 労働経済学の知識とデータを用いて実践的課題に取り組む
206 経済学演習 I (荻沼隆) 意思決定理論とゲーム理論のミクロ経済分析への応用
207 経済学演習 I (小倉義明) 金融の統計分析
208 経済学演習 I (笠松学) 経済成長と所得分配
209 経済学演習 I (片山宗親) マクロ経済分析
210 経済学演習 I (金子昭彦) 国際金融
211 経済学演習 I (川口浩) 日本経済の歴史的展開とその思想
212 経済学演習 I (河村耕平) Firms and Organizations in Japan I
213 経済学演習 I (小林和夫) 歴史のなかのグローバル化
214 経済学演習 I (近藤康之) 貿易、環境、経済効果の計量分析
215 経済学演習 I (齊藤有希子) 空間経済学
216 経済学演習 I (笹倉和幸) 新古典派総合
217 経済学演習 I (白木三秀) 労働・人的資源に関する国際比較研究
218 経済学演習 I (田中久稔) 経済学のための数学的方法
219 経済学演習 I (内藤巧) 国際貿易論
220 経済学演習 I (中村愼一郎) 産業エコロジー　Industrial Ecology
221 経済学演習 I (船木由喜彦) ゲーム理論と実験経済学
222 経済学演習 I (星野匡郎) ミクロ計量経済学
223 経済学演習 I (村上由紀子) 労働に関する研究

国際政治経済学演習Ⅰ
整理番号 科目名 副題

301 国際政治経済学演習 I (久米郁男) 政治現象分析の技法: 原因を推論する
302 国際政治経済学演習 I (小西秀樹) 経済学とデータで見る財政，社会保障の諸問題
303 国際政治経済学演習 I (齋藤純一) 近現代の政治理論
304 国際政治経済学演習 I (清水和巳) 人間と社会の政治経済学
305 国際政治経済学演習 I (須賀晃一) 公共政策の政治経済学－公共性の実現に向けて

306 国際政治経済学演習 I (高橋百合子)
新興国・途上国の比較政治経済学
Comparative Political Economy of Emerging and Developing Countries

307 国際政治経済学演習 I (高橋遼) 開発経済学
308 国際政治経済学演習 I (多湖淳) 戦争と平和の科学を楽しく学ぶゼミ
310 国際政治経済学演習 I (唐亮) 現代中国の政治経済と外交戦略
311 国際政治経済学演習 I (遠矢浩規) 非国家的主体の構造的権力とソフト・パワー
312 国際政治経済学演習 I (浜野正樹) 国際マクロ経済学
313 国際政治経済学演習 I (深川由起子) 現代東アジア政治経済研究：「中進国の罠」を越えて

ジャーナリズム・メディア演習Ⅰ
整理番号 科目名 副題

401 ジャーナリズム・メディア演習 I (齊藤泰治) ジャーナリズムの視点からの中国研究Ⅰ
402 ジャーナリズム・メディア演習 I (瀬川至朗) 次世代ジャーナリズムの研究と調査取材・ルポルタージュの実践
403 ジャーナリズム・メディア演習 I (高橋恭子) ジャーナリズムの現在と未来～映像ジャーナリズムを中心に
404 ジャーナリズム・メディア演習 I (土屋礼子) 近現代史におけるメディアとプロパガンダ、およびジャーナリズム
405 ジャーナリズム・メディア演習 I (中村理) 内容分析を中心に用いたメディア・メッセージの実証研究：ヒューマン・コーディング編

学際領域演習Ⅰ
整理番号 科目名 副題

501 学際領域演習 I (岡本暁子) 行動生態学
502 学際領域演習 I (岡山茂) フランスの政治と文学（1848-1945）

503 学際領域演習 I (荻野静男)
オペラ／バレエ／音楽劇研究の現在
―ヨーロッパ文化史におけるオペラ／バレエ／音楽劇ならびに現代におけるその上演

504 学際領域演習 I (ブロッソーシルヴィ) 映画研究演習、映画学入門の演習
506 学際領域演習 I (本野英一) 中国が揺るがす戦後国際秩序を歴史的観点から考察する
507 学際領域演習 I (ロペスアルフレド) 西洋文学論



政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０１ 政治学演習 I (縣公一郎)

春学期 ３年以上：２単位 縣 公一郎

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

公共政策研究

授業概要
Course Outline

今日の社会生活で、政府活動の影響はあらゆる分野に及んでおり、私たちは政府活動との関連なくして一

刻も生活を営めない、と言って過言でないだろう。従って、社会的諸関係構築のための戦略、計画、プログラ

ム、個々の意思決定、具体的活動としての公共政策を通じて、政府が、なぜ如何なる行為を如何にして社会に

もたらしているのかという点は、現代社会において問うべき重要な課題だろう。

本演習は、かかる政府活動の分析で基礎となる手法の学修と、その応用を目指すものである。

３年次春学期は、公共政策関連の内外文献を用いた報告や他大学との合同ゼミに向けた共同研究で基礎学

修を進めつつ、各人の個別テーマ確定に努める。

３年次秋学期以降は、設定された個別テーマに関する研究と報告を経て、最終的にゼミナール論文を作成

する。各人が研究対象とする国ないし地域（例えば、首都圏、日本、ドイツ、EU等）と、採り上げる政策領域

（例えば、情報通信、通商産業、学術教育、国土、医療、農業、環境、交通、都市、労働等）もしくは政府・

行政機構を、ある程度明確に設定しておいて頂きたい。その際、国際的枠組（例えば、ドイツの情報通信政策

ならEU、日本の通商産業政策ならばWTOや対米関係）を十分に意識してほしい。原則として３年と４年は別々

の会合を持つが、相互に交流を図るため、火曜日Ⅳ限とⅤ限をゼミナールの共通時間として確保して頂きた

い。

なお、ゼミナール選考に際して提出される研究計画書の最後の部分において、提出時点で設定された各人

テーマに関して今後参照したい参考文献を、５冊明示されたい。

また、プレ演習では、Course N@vi上にて、ゼミナール論文構想構築に向けて、レポートの提出を求めたい。

詳細は、適時お知らせする。

授業の到達目標
Objectives

各人のゼミナール論文完成。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：ガイダンス

第２回－第15回：学生による報告・討論

教 科 書
Textbooks

追って指示がある。

参考文献
Reference Books

追って指示がある。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％

日常的討論と完成されたゼミナール論文に基づいて、総合的に判断す

る。

備考・関連URL
Note・URL

－ 2 －



政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０２ 政治学演習 I (厚見恵一郎)

春学期 ３年以上：２単位 厚見 恵一郎

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

西洋政治思想史文献研究

授業概要
Course Outline

本演習では、おもに古代から近代にいたる西洋政治思想史の古典的著作（もしくは重要な研究文献）を、そ

の著作がもつ「さまざまな意味」を考えながら、履修者による分担報告形式で講読します。「さまざまな意味」

には、その著作の同時代的、思想史的、哲学的、概念的、政治学的、現代的な意味が含まれます。同じ文献読

解でも、多義的な解釈の源泉としての古典的著作を対象とする場合と、明晰な概念規定や論理展開を重視す

る分析的な研究書を対象とする場合とでは、読解の作法が異なります。演習では、対象文献に応じた読解作

法の相違も意識していきたいと思います。

講読文献の候補としては、プラトン、アリストテレス、アウグスティヌス、トマス・アクィナス、マキァ

ヴェッリ、ホッブズ、ハリントン、ロック、モンテスキュー、ルソー、バーク、トクヴィル、J.S.ミル、ウェー

バー、C.シュミットらの著作、およびこれらをベースとした20世紀以降の政治思想・規範的政治理論にかかわ

る著作が考えられますが、どの文献を選定するかは、プレ政治学演習の進行を見ながら履修者の関心を考慮

しつつ決定していきます。

また、こうした共通の取り組みと並行して、履修者は広く政治思想にかかわる領域から各自の問題関心に

したがってテーマを選び、研究を進めることになります。共通文献講読にくわえて、各自の研究についての

報告と討論の機会も設ける予定です。

これらの報告・討論の機会をつうじて、文献研究の手法やレジメの作成手法、論文の執筆方法についても学

んでいくことになります。

政治について哲学的・根源的に思考してみたい人、現在の政治の歴史的・概念的背景について知りたい人、

討論を通じて新たな視野を開拓したい人で、文献読解と報告の労をいとわない人の参加を歓迎します。

授業の到達目標
Objectives

（１）政治思想史の主要な論点について理解する。

（２）政治思想史文献にかかわる読解、思考、表現、討論の技法を学ぶ。

（３）政治学演習II、IIIおよびIVを受講し、演習論文を執筆していくための能力を涵養する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

受講生による報告と討論を中心とします。

教 科 書
Textbooks

受講生に追って連絡します。
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参考文献
Reference Books

授業の中で適宜紹介します。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ 報告の内容、討論への積極的参加。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０３ 政治学演習 I (稲継裕昭)

春学期 ３年以上：２単位 稲継 裕昭

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

行政の諸活動を分析する

授業概要
Course Outline

行政の諸活動は私たちの生活に知らず知らずのうちに大きな影響を与えている。

ある行政活動は、どのような構造のもとに、どのようなアクターが、どのように行動することによって行わ

れているのか。

基礎的なことを学ぶとともに、いくつかの行政課題およびその解決策を特定し、なぜそのような行動がと

られたのかその原因を考える。

ゼミのキーワードは、「書を持って街へ出よう」です。理論と実践の統合を目指します。教室による輪読な

どの座学と、フィールドワークとを組み合わせているのが、当ゼミの特徴です。輪読などによる基礎知識の

習得と、現場に出たり（現場の方を迎えたり）して、実践的な動きを把握することとを組み合わせて学びま

す。プレゼミでは基本書を読み、３年生からは実践を経験しつつそれを理論的に分析することを目指します。

３年次にグループ研究を進めて、調査方法や分析方法について学び、４年次には個々人の卒論を仕上げます。

#中央省庁や地方自治体の幹部や若手職員をゲストスピーカーとして招く場合があります。

過去４年間の実績・・福井県総合政策部長、奈良県川上村村長、参議院議員、本庄市企画財政部長、福岡市

経済環境局部長、官僚出身代議士、文部科学省局長、総務省、農水省官僚、元大使、区議会議員ほか

#中央省庁や地方自治体を訪れてヒアリングなどを行う場合があります。

過去４年間の実績。

霞が関（警察庁、財務省、内閣人事局、総務省（自治）、人事院、会計検査院、文部科学省）、参議院、日本

銀行、陸上自衛隊（市ヶ谷）、陸自第一空てい団

地方自治体（熱海市、豊島区、茅ヶ崎市、本庄市、盛岡市、高山市、奈良県川上村、真庭市、岡山県美咲町、

長岡市、湖南市、長浜市、あわら市、鯖江市、福井県、東京都庁）

#過去３年ほどは、１年間を通して特定の自治体にフィールドワークに入り、政策提言を行っています。

2016年本庄市、2017年本庄市、茅ヶ崎市、2018年茅ヶ崎市、岡山県真庭市、2019年岡山県美咲町

#合宿は、３年の夏、３年の冬、４年の夏の３回、２泊３日で行います。合宿への参加は単位取得のために必

須です。

過去４年間、合宿は次の場所で行いました。熱海２泊３日（市役所、商工会議所、観光協会、NPOなどにヒ

アリング調査）、岐阜県高山市２泊３日（市役所、支所（旧町役場）、飛騨ミートなど）、新潟県長岡市２泊３

日（市役所、山古志支所ほか）、奈良県川上村２泊３日、滋賀県２泊３日（長浜市、湖南市ほか）、岩手県２泊

３日（盛岡市、花巻市、紫波町ほか）、福井県２泊３日（鯖江市、JIGJP、あわら市、福井県、恐竜博物館ほか）、

小諸市２泊３日（小諸市役所、ほか）、岡山県（倉敷市、岡山市）、伊豆川奈セミナーハウス２泊３日

授業の到達目標
Objectives

行政に関する諸課題について政治学的に考察する力、文章で表現する力を培う。

論理的に考え書き発表する能力を養うこと。
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事前・事後学習の内容
Preparation and Review

プレゼミで、『立法学』（中島誠）を３年生４年生とともに輪読するとともに、その報告の過程で、パワーポ

イントの作成の仕方、効果的なプレゼンの方法、論理的思考を身に付ける種々の取り組みを行います。その

後『行政学』（曽我謙吾）の輪読を行い、プレゼミ生主体に報告を行ってもらいます。

プレゼミは毎週（ない週もあり）火曜日の５時限を予定していますので、この時間には他の授業は入れない

でください。また、この時間、サークル活動が重なる人もプレゼミを必ず優先していただきます。

フィールドワークで出かける時（プレゼミ期間中に、１回か２回）は、２時40分に大学を出発します。（遠

方へ行く場合は、12時15分に大学を出発することもあります）。

授業計画
Course Schedule

第１回－第５回：演習イントロ。「行政学」の残りの輪読。

第８回－第15回：ゼミ生で決めてもらいます

1，２回のフィールドワークと、１、２回のゲスト講師。

夏休み中に合宿を予定しています。参加は必須です。行き先や時期はゼミ生で話し合って決めます。

その他ゼミ生主体で予定を決めていきます。

教 科 書
Textbooks

曽我謙吾『行政学』有斐閣アルマ

中島誠『立法学（第３版）』法律文化社

すでにプレゼミで輪読を終えているテキスト（北山俊哉ほか著『初めて出会う政治学』、久米郁男『原因を

推論する』、戸田山和久『新版 論文の教室』、稲継裕昭『地方自治入門』）も適宜参照することがあります。

参考文献
Reference Books

年報行政研究のバックナンバーも輪読します。

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jspa1962/-char/ja/

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 60％

特別の事情がない限り欠席を認めていませんので、欠席の際には大き

く減点。

課題のコースナビへの期限内提出。（期限に遅れると減点）

報告内容、討議への参加度

そ の 他
Others 40％

行事(合宿､フィールドワーク､その他)への参加度も評価の対象となり

ます。合宿への参加は必須。

備考・関連URL
Note・URL

ゼミ生たちが自主的に作成・運営しているゼミのホームページ（作成に稲継はまったく関与していません

が、ゼミ活動を知る上で参考になると思います）

http://inatsuguzemi.wix.com/wasedapse-undergrad
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０４ 政治学演習 I (稲村一隆)

春学期 ３年以上：２単位 稲村 一隆

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

政治哲学・思想史

授業概要
Course Outline

政治哲学は社会の規範的な原理について探求する学問です。特に自由主義と民主主義という現代社会の原

理を考察することが中心になりますが、その様々なバリエーションを探求することになります。人権、言論

の自由、三権分立、法の支配、分配の正義、宗教的寛容、多文化主義といったトピックについて、現代社会で

生じている問題を知ると同時に、そうした問題の背後にある考え方を知ることが主眼です。そこで具体的な

事例から出発しつつも、高度に抽象化された原理を概念的に考察することになります。

本演習の特色の一つは、論文執筆のスキルの習得を重要視することです。教員の英国での経験を生かして、

政治哲学・思想史分野での論文の書き方を学習します。海外の大学では学部生の段階からオリジナリティの

ある議論を論理的に提示する論文執筆の訓練が日常的に行われています。本演習では当該分野での方法論を

学習し、クリティカル・シンキングや論理学の教科書なども参照しながら、毎学期論文を書きます。自分や他

人の見解に批判的になって、自分と異なる見解を持つ人も説得できるように、論理的な文章を書く訓練をし

ます。

本演習のもう一つの特色は、抽象的なテクストを読解するスキルの習得を重要視することです。政治哲学・

思想史分野では日常言語とは違って、難解なテクストを扱うことになるので、相応の訓練が必要になります。

この点はさらに二つタイプに分かれます。一つは現代の専門的なジャーナルの論文を英語で読みます。論旨

を正確に読み取る訓練をします。もう一つは西洋政治思想史の古典を解読します。こちらは現代とは違って

論旨がはっきりしておらず、珍しいアイディアを拾いながらも理解可能なテクストに回復させるので、別の

訓練が必要になります。どのテクストを扱うかは参加者の関心に応じて決めますが、以下のようなテクスト

を扱います。プラトン『国家』、アリストテレス『政治学』、ホッブズ『リヴァイアサン』、ロック『統治二論』、

ミル『自由論』、アーレント『人間の条件』、ロールズ『正義論』など。こうした古典を通して政治哲学のテク

ストを分析する技法を身につけます。

授業の到達目標
Objectives

１）当該分野で論文を書く技法を身につけること。

２）当該分野の英語論文を理解する技法を身につけること。

３）当該分野の古典を解読する技法を身につけること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

あらかじめ指定された文献を読んで議論したい点を考えてくること。毎回、予習が必要になります。

また期末レポートに向けて、自分でトピックを選び、それに必要なことを自分で調査することが求められ

ます。
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授業計画
Course Schedule

具体的な計画は学期のはじめに参加者と相談の上、決定します。

参加者の関心に応じてトピックを設定します。

３年次は文献の講読が中心になりますが、方法論の文献も組み合わせて、テクストを読む訓練を積みます。

４年次は卒業論文の作成が中心になります。先行研究を踏まえた上で、新しい議論を提示することが求めら

れます。夏休み明けには初稿を書き終えた上で、それをもとに授業内での討論を通して、繰り返し修正して

いきます。

また教員の知り合いの外部の人々との交流も考えています。

マスメディア、広告、出版、法曹、省庁など各業界の人々を招待して、交流を広げていきます。

教 科 書
Textbooks

初回の授業で指定します。

参考文献
Reference Books

規範理論の入門書として以下を参照：

マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう』早川書房、2011年。

ジョナサン・ウルフ『「正しい政策」がないならどうすべきか』勁草書房、2016年。

アマルティア・セン『人間の安全保障』集英社新書、2006年。

論文の書き方や、政治哲学・思想史の方法論の著作として以下を参照：

野矢茂樹『新版 論理トレーニング』産業図書、2006年。

井上彰、田村哲樹（編）『政治理論とは何か』風行社、2014年。

デイヴィッド・レオポルドほか（編）『政治理論入門』慶應義塾大学出版会、2011年。

犬塚元ほか「政治思想史の新しい手法特集号」『思想』no. 1143、2019年７月。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％ 議論の明確性と新奇性

平常点評価
Class Participation 70％ 発表と議論への積極的な参加

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０５ 政治学演習 I (梅森直之)

春学期 ３年以上：２単位 梅森 直之

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

近代日本の政治思想

授業概要
Course Outline

われわれが現在暮らしている日本は、いったいいかなる来歴をへて、現在あるようなかたちになったのか。

そしてそこにはどのような特徴があり、どのような問題があるのか。本ゼミナールでは、グローバルな歴史

との連動を意識しながら、現代の日本を理解するうえで重要な政治思想の系譜を概観する。明治維新、自由

民権運動、日清・日露戦争、台湾と朝鮮の植民地化、第一次世界大戦、満州事変と日中戦争、太平洋戦争の開

始と敗戦、高度経済成長と安保闘争、グローバリゼーションと格差社会、これらは、資本主義とナショナリズ

ムの変動を示す指標であり、またある場合にはその原因ともなった事件であった。日本の知識人たちは、こ

うした事件とともに、次第に顕在化する、階級やジェンダー、都市と農村、植民地と本国のあいだの矛盾や対

立を問題化しつつ、そうした矛盾や対立を解決する方策を模索してきた。本ゼミナールでは、そうした矛盾

や対立が、人びとにどのように経験され、そしてそこからどのような思想が生み出されたかを、明治維新から

現代にいたるまでの代表的な日本の知識人のテクストをともに読み、議論することで、検証してゆく。

授業の到達目標
Objectives

テクストの「読み方」の習得

自分の考えを効果的に伝える「書き方」の練習

生産的に「議論する」訓練

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

以下は、本セミナーでこれまでカバーしてきたトピックの事例である。本年度、どの時代のどのようなト

ピックを中心に議論するかは、参加者の関心を考慮して決定する。

第１回：イントロダクション：「歴史」とは何か。現在問われるべき「問題」は何か

第２回：オンリー・イエスタディ（1980年代）：バブル経済下の学生生活の変容

第３回：安保から高度成長へ（1960年代、70年代）１：反公害闘争と民衆史

第４回：安保から高度成長へ（1960年代、70年代）２：反植民地闘争と安保闘争

第５回：戦後民主主義とは何か（1950年代、60年代）１：近代主義と近代化論

第６回：戦後民主主義とは何か（1950年代、60年代）２：主体性と戦争責任

第７回：占領と改革（1940年代）１：民主化の時代

第８回：占領と改革（1940年代）２：世界史のなかの占領

第９回：戦争の理念・戦争の思想（1930年代、40年代）１：戦争の記憶

第10回：戦争の理念・戦争の思想（1930年代、40年代）２：近代の超克

第11回：満州国の理想と現実（1930年代）１：東亜共同体から大東亜共栄圏へ

第12回：満州国の理想と現実（1930年代）２：植民地なき帝国主義

第13回：中間考察

第14回：資本主義と不均等発展（1920年代）１：大正デモクラシーの光と影

第15回：資本主義と不均等発展（1920年代）２：モダンガールの光と影

第16回：資本主義と不均等発展（1920年代）３：革新主義の台頭

第17回：植民地支配の理想と現実１：台湾 植民地統治の始まり

第18回：植民地支配の理想と現実２：台湾 自治政府への希求とその意義

第19回：植民地支配の理想と現実１：朝鮮 皇民化政策の来歴
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第20回：植民地支配の理想と現実２：朝鮮 独立運動の展開

第21回：「社会」と「個」の発見（1910年代）：天皇機関説と民本主義

第22回：初期社会主義とその時代（1900年代）１：日露戦争とその批判

第23回：初期社会主義とその時代（1900年代）２：社会問題の発生と初期社会主義

第24回：乱反射するオリエンタリズム１：和辻哲郎、近衛文麿、岡倉天心

第25回：乱反射するオリエンタリズム２：樽井藤吉、福沢諭吉、大井憲太郎

第26回：国家建設期の思想史的問題１：文明論

第27回：国家建設期の思想史的問題２：自由民権論

第28回：「近世」とは何か１：徳川儒学の可能性

第29回：「近世」とは何か２：近世のなかの近代

第30回：理解度の確認：学術論文の書き方

教 科 書
Textbooks

授業期間中に指示する。

参考文献
Reference Books

梅森直之『初期社会主義の地形学』（有志舎、2016）

梅森直之編著『ベネディクト・アンダーソン グローバリゼーションを語る』（光文社、2007）

ハリー・ハルトゥーニアン『近代による超克』（岩波書店、2007）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％ 授業参加ならびにレポートを総合的に評価する。

備考・関連URL
Note・URL

これまでの基礎知識は問いませんが、これからの学習に対する強い意欲と好奇心ならびに知的柔軟性と持

久力が必要です。無断欠席３回以上で、評価の対象から外します。

日本の事例を、外国に向けて発信するための、意欲と能力を持つ学生を評価します。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０６ 政治学演習 I (川岸令和)

春学期 ３年以上：２単位 川岸 令和

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

日本国憲法の現在

授業概要
Course Outline

日本国憲法は、敗戦という現実がもたらした新しい時代の新秩序を構成すべく制定された。その新秩序は、

基本的人権・国民主権・平和主義の実現という構想を基軸にして展開されることとなった。これらの概念は

日本史上根本的に新規なものである。またこの憲法は初めて広く討議に付され制定された。そのときから日

本国民は自らの政治運営による正統性の探求という終わりなき旅を始めたのであった。70年以上を経た現

在、その約束は果たされているであろうか。本演習は、新しい時代の新しい政治の科学として誕生した日本

国憲法に関する判例・学説の現在の到達点を把握すること、そしてそのさらなる発展の可能性を問うことを

目的とする。方法としては、法解釈学とそれを支える政治・思想・歴史的アプローチとを行きつ戻りつしなが

ら進めていく。日本国憲法の可能性を問うことは、我々の過去を顧み、未来を構想することである。我々は

集団としてどのような人間でありたいと考えているのであろうか。

憲法を勉強しようとする際には、感性が豊かで、人間や社会問題に幅広く関心を抱いていることが重要で

ある。現時点での憲法に関する知識は問わない。温かい心と冷静に議論しようとする姿勢をもつ諸君の参加

を希望する。

授業の到達目標
Objectives

日本国憲法をめぐる判例と学説の現在の到達点を理解し、さらなるリベラル・デモクラシーの深化を構想

することを目標とする。具体的には、３年次に憲法現象を分析するための基礎力を充実させ、４年次に受講

生各自の関心にしたがって大学生活の集大成となるゼミ論文をまとめることである。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

プレ演習では、憲法学に関する基本的な文献の読解を通じて、憲法学習の基礎固めを目指す予定である。

2019年度は月曜５時限に演習Ⅰ・Ⅱを実施しているので、それにも参加することが望ましい。

ゼミでは自ら問題意識をもって主体的に学ぶことが多いであろう。

授業計画
Course Schedule

具体的な演習の進め方は、受講生と相談の上、決定する。かつては憲法に関する基礎文献の輪読を中心に

していたが、ここ数年は、憲法の主要な論点について、ディベート形式で理解を深めるようにしてきた。いず

れにしても、知識の習得とその活用とのバランスを取りながら進めていくことを心がける。

教 科 書
Textbooks

開講時に指示する。参考までにこれまで使用したもの（改訂版を含む）から代表的なものを挙げておく。

戸松秀典『プレップ 憲法 第４版』（弘文堂、2016年）、戸松秀典『プレップ 憲法訴訟』（弘文堂、2011

年）、山田隆司『戦後史で読む憲法判例』（日本評論社、2016年）、新井誠編『ディベート憲法』（信山社、2014

年）、棟居快行ほか『基本的人権の事件簿 第５版』（有斐閣、2015年）、古関彰一『日本国憲法の誕生 増補

改訂版』（岩波現代文庫、2017年）、奥平康弘『憲法裁判の可能性』（岩波書店、1995年）、樋口陽一『いま、「憲

法」は時代遅れか』（平凡社、2011年）、佐藤幸治『立憲主義について 成立過程と現代』（左右社、2015年）、

川岸令和ほか『憲法』第４版（青林書院、2016年）、飯島昇藏・川岸令和編『憲法と政治思想の対話』（新評論、

2002年）、藪下史郎監修『立憲主義の政治経済学』（東洋経済新報社、2008年）ほか。
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参考文献
Reference Books

参考文献は適宜紹介する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 実施しない。

レポート
Papers 50％ 政治学演習Ⅱではレポートを課す。

平常点評価
Class Participation 50％ 日頃の予習復習そして教室での発言など参加の度合い。

そ の 他
Others 0％ 特になし。

備考・関連URL
Note・URL

「憲法」を未履習のゼミ生は、３年次（2020年度は春学期に開講予定）に必ず履修すること。また、「比較

憲法」も、日本国憲法を理解する上で必須な科目であるので、必ず履修すること。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０７ 政治学演習 I (国吉知樹)

春学期 ３年以上：２単位 国吉 知樹

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代の国際関係と日本外交

授業概要
Course Outline

本演習では現代日本の国際関係・外交について理論および歴史の両面から考察する。

演習では、最初に基礎的なテキストの輪読と議論を通じて国際政治学の基礎概念について理解を深める。

つづいて戦後日本外交史の論争点について日米関係および日本と近隣アジア諸国の関係に焦点を当てて分析

を行う。さらに現代日本外交に関わる分析概念や論争的なイッシュ―について代表的な文献をたたき台にし

て議論をする。ここでは日韓歴史認識問題、日ロ間領土問題、沖縄の基地問題などを取り上げる予定である。

また、春学期後半から秋学期の初めにかけて、ゼミ内で３～４人からなる複数のグループを組み、それぞれ

のグループが戦後日本外交に関わる論争的なイッシューについてテーマを決め、外交文書の調査・分析を行

い、共同論文の作成に取り組む。

演習Iでは以上のようなプロセスを通じて外交を分析するための手法・視点を磨き、卒業論文執筆のための

準備を進めていく予定である。日本が現在直面する外交上の諸問題を理解するために、国際関係の理論と歴

史の習得に熱意を持って取り組み、積極的に議論に参加する意欲を持った学生を歓迎する。

授業の到達目標
Objectives

１．国際関係論の基礎概念を理解する。

２．現在日本が国際関係上直面している諸問題・諸条件を理解するために必要な理論的・歴史的分析手法を

習得する。

３．卒業論文を執筆するために必要な国際関係の分析手法およびリサーチの方法を習得する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：ガイダンス

第２回：文献講読とディスカッション：国際政治学の基礎概念

第３回：文献講読とディスカッション：国際政治学の基礎概念

第４回：文献講読とディスカッション：国際政治学の基礎概念

第５回：文献講読とディスカッション：国際政治学の基礎概念

第６回：文献講読とディスカッション：国際政治学の基礎概念

第７回：文献講読とディスカッション：戦後日本外交

第８回：文献講読とディスカッション：戦後日本外交

第９回：文献講読とディスカッション：戦後日本外交

第10回：文献講読とディスカッション：戦後日本外交

第11回：文献講読とディスカッション：戦後日本外交

第12回：文献講読とディスカッション：戦後日本外交

第13回：グループ論文の作成

第14回：グループ論文の作成

第15回：グループ論文の作成
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教 科 書
Textbooks

Christopher W. Hughes, Japan's Re-emergence as a Normal Military Power, Routledge, 2006.

ピーター・カッツェンスタイン『文化と国防 : 戦後日本の警察と軍隊』（日本経済評論社、 2007年）

マイケル・シャラー『「日米関係」とは何だったのか：占領期から冷戦終結後まで』（草思社、2004年）

ジョン・ダワー『敗戦を抱きしめて』（増補版 上・下）（岩波書店、2004年）

ヴィクター・D. チャ （倉田秀也訳） 『米日韓 反目を超えた提携』（有斐閣、2003年）

宮城大蔵編『戦後日本のアジア外交』（ミネルヴァ書房、2015年）

吉田真吾『日米同盟の制度化：発展と深化の歴史過程』（名古屋大学出版社、2012年）

若宮啓文『戦後70年 保守のアジア観』（朝日新聞出版、2014年）

李鍾元・木宮正史・磯崎典世・浅羽祐樹『戦後日韓関係史』（有斐閣、2017年）

参考文献
Reference Books

ゼミにおいて適宜紹介する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％ グループ論文作成への取り組み

平常点評価
Class Participation 70％

プレゼンテーション（30％）; 出席および議論への参加、セミ運営への

貢献 etc. (40％)

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

ゼミでの研究を発展させ、学年間の交流を推進するために年に二回（春・夏）合宿を行います。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０８ 政治学演習 I (栗崎周平)

春学期 ３年以上：２単位 栗崎 周平

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際政治の理論研究・実証研究

Scientific Study of International Relations

授業概要
Course Outline

国際政治、主に安全保障に関わる論点（国際紛争、平和構築、内戦、国際組織、国家間競争など）について、

その原因、メカニズム、解決策、さらには政策論的含意などを考察するために、理論研究ないし実証研究を行

います。単なる時事問題の討議や既存研究の評論に留まらず、各々が持つ国際政治についての問題意識に基

づいて独自の学術研究を二年間かけて行います。理論研究ではゲーム理論を用い、実証研究では計量分析を

行います。ゲーム・モデルの分析から導出された仮説の検証という、理論と実証の組み合わせでも構いませ

ん。研究テーマは独自の研究を行うことを推奨しますが、学生間の共同研究を推奨します。また担当教員の

プロジェクトに共同研究者として参画することも可能です。担当教員の現在の主な研究課題は、国際紛争に

おける外交（非軍事的手段）が果たす役割についてのゲーム理論を使ったモデル分析、統計データを使った実

証分析、危機外交の理論モデル分析、政治（民主）制度の情報効果の定量的な実証分析、日本の集団的自衛権

問題を含む東アジア国際関係の理論分析と実証分析、さらにはテキストマイニングなどのビッグデータ分析

を来年度から始動します。

「ゼミ制度」は日本の大学制度の優れている点で、とくに社会科学ではこのゼミ制度を有効利用すること

で、北米のトップスクールと互角にあるいはそれ以上の成果を出すことが可能です。本演習ではこの「ゼミ

制度」の強みを最大限利用します。そのために、毎週の演習では自身の研究のみならず他の研究プロジェク

トについても討議を全員で行うことによって研究上の問題を協同して解決するとともに研究のノウハウの共

有を図ります。ゲーム分析におけるモデル化や均衡導出と解析、計量分析におけるデータ収集・統計モデル

構築・プログラミングなどは、毎週、参加者同士で切磋琢磨する中で習得してもらと同時にハンズオンの指導

を行います。ゲームモデルの分析やデータ分析など必要なプログラムはGoogle Driveで全て共有して他のゼ

ミ生も同時に分析をゼミの場で行うことで、他のゼミ生にとっては「練習問題」にもなります。

目標は、世界トップレベルの大学教育の到達点を達成することです。世界のトップ大学では学生による学

術研究への参画がトレンドです。卒業時までに本格的な研究として一定の完結を目指し、その成果は、学術

論文かポスター（具体例については下記「備考」欄参照）の作成のいずれかを必須とします。研究成果の学術

的意義が大きければ３月に北米で開催される国際学会での研究発表を視野に入れます。以上の作業は特段に

ハードなものではなく、全員がゼロの状態から栗崎が用意するプログラムをこなせば、無理なく十分に到達

できます。2016年３月の卒業直前に、３名がアトランタに、別の３名はサンディエゴ、そしてドイツでのワー

クショップにも１名参加しました。2018年度からのゼミ生は2020年３月にホノルル（ハワイ）で行われる国

際学会に挑戦します。また、英語によるプレゼン力を鍛えることと、国際政治研究の最前線に触れることを

目的として、必要に応じて北米のトップスクールから研究者を招聘し研究指導を行います。昨年は、コロン

ビア、スタンフォード、プリンストン、UCSDなどから７名招聘しました。

授業の到達目標
Objectives

(１) 大学・政治学研究という枠の中ですが、国際舞台・研究競争に打って出る力を養う。

(２) ゲーム理論による理論研究や統計分析による実証研究を通して、論理的に説得的に魅力的に議論を展開

できるようになること。

(３) そのための技術の習得（Critical thinking、argumentation、問題発見能力と問題解決能力、プロジェク

ト立案遂行能力、ロジック、データ分析、ライティング、プレゼンテーション能力）。

(４) 文献の読み方３つのテクニック（本２時間読了、論文裏読み、短期間多読）を身に付ける。
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事前・事後学習の内容
Preparation and Review

実証分析に関しては、データを扱う事の楽しさを味わってもらために政治学教員が担当する「政治経済の

計量分析」を薦めます。「計量政治学」はUCLA政治学部と同内容ですのでお勧めします。

解析的・分析的な政治の理論研究に関しては、モデル分析の面白さを味わってもらうために、例えば「比較

経済制度分析」などがお勧めです。

授業計画
Course Schedule

演習I & II：

第１回：イントロダクション

第２－15回：Kydd教科書や研究論文（APSRなど）の輪読と各自研究テーマについてのブレインストーミング

第16－20回：関心テーマについてLiterature Review報告

第21－25回：先行研究の再現・複製を通した研究プロジェクト企画立案

第26－30回：研究プロジェクト（パイロットスタディ）発表

演習 III & IV：

第１－２回：ISA学会プロポーザル(300 words)批評会

第３－10回：プロジェクト遂行とLabミーティング

第11－20回：プロジェクト中間報告とLabミーティング

第21－30回：研究成果の論文執筆と発表への準備

教 科 書
Textbooks

David A. Lake and Robert Powell. 1999. Strategic Choice and International Relations. Princeton

University Press.

Andrew Kydd. 2015. International Relations Theory: Game Theoretic Approach. Cambridge University

Press.

国際政治研究の主要学術雑誌：APSR, AJPS, IO, IS, JCR, ISQ,などが実質的な教科書となります。

参考文献
Reference Books

特になし。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ N/A

レポート
Papers 0％ N/A

平常点評価
Class Participation 100％

参加することに意義があります。各人のゼミとの付き合い方は様々で

あっても良いと考えています。上記の栗崎の提供する教育サービスを

どのように利用するかは、各自が決定すべきことで、それに応じて成

績は割り当てられると考えてください。したがって、オリジナルの研

究をしないというスタイルの参加であれば、それ相応の成績を取得し

て頂く、というビジネスモデルです。

そ の 他
Others 0％ N/A
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備考・関連URL
Note・URL

2021年度秋学期より２年間サバティカル（特別研究期間）を取得する可能性があります。2020年春学期ま

で取得の有無は確定しませんが、可能性があります。2021年秋学期からサバティカルに出る場合は、現在の

２年生は４年生の秋学期には栗崎が担当する専門演習が開講されません。その場合は、多湖淳先生（同じく

国際政治学の実証研究を行なっています）の専門演習で引き取って頂くことで合意はしております。

ゼミ履修希望者は、「演習要項補遺」を必ず参照して下さい。

I also invite applications from students in PSE’s English-Based Degree Program.

http://www.f.waseda.jp/kurizaki/call-u-seminar.2015.html (for English)

http://www.f.waseda.jp/kurizaki/call-u-seminar.j.2015.html (日本語)

ゼミには正式登録しない参加希望者は直接連絡を下さい。ゼミ未登録者による参加はこれまでにも参加い

ただいております。学内他学部に留まらず学外からの参加者もいます。

本演習で作成されることが期待される学術論文やポスターは下記から参照できます：

https://drive.google.com/file/d/0B_-BxaJ9OWcoS0hjWE9CcXZJZGs/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B_-BxaJ9OWcoc1hvZ0xyYklrZms/view?usp=sharing
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１０９ 政治学演習 I (河野勝)

春学期 ３年以上：２単位 河野 勝

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代日本政治の諸問題

授業概要
Course Outline

日本の政治を政治学的に考察する。往々にして、現代の日本政治を語る語り口は、評論的でジャーナリス

ティックになりがちになるが、本演習では理論やモデルをふまえて、政治学的分析の題材として日本政治の

諸相をとらえることを心がける。

実際にどのような問題を扱うかは、参加する学生諸君の関心にゆだねる。選挙、政党政治から公共政策、防

衛・外交に至るまで、広くかたよりのないトピックを数多く扱えることが理想であるが、教官がプレゼンテー

ションの内容を押しつけることはしない。しかし、その代わり、自分の関心のある領域について知識を深め

ようとするのであるから、教官以上に専門的な情報を提供できるよう、熱心な取り組みが期待される。

なお、政治学的に考えるということは政治的に考えるということと全く異なる知的営為である。ひとりよ

がりのイデオロギーや特定の規範的価値を前面に押し出すのではなく、価値判断をするための経験的知識や

考察を積み重ねることが目的であるとの前提で、演習へ参加してもらう。

授業の到達目標
Objectives

本演習に参加する学生は、演習I~IVまで２年間（４期）継続して登録することが期待される。卒業時まで

に、自分の力で、データを集め、事例を分析し、オリジナルで説得力のある議論を展開する能力を身につけ、

学術的な論文を完成させることが到達目標である。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション

ゼミの目標と予定を説明する。役職分担を決める。合宿などの予定を決める。リーディング文献の説明をす

る。前期の発表者を決定する。そのほか、ゼミの進行・運営に関わることを決定する。

第２回：政治学とはどういう学問か

『現代日本』1, 2, 13章

『政治を科学』はじめに

第３回：選挙・世論 // 実証分析の基礎1：どのように「問題」を発見・提示するか、論文をどう構成するか

『現代日本』3, 4, 7章

『政治を科学』１章

第４回：政党・議会 // 実証分析の基礎２：理論の差別化と仮説の構築について

『現代日本』5, 6章

『政治を科学』５章

河野「戦後日本の政党システムの変化と合理的選択」

第５回：官僚・利益団体 // 実証分析の基礎3: クロスセクションと時系列、相関と回帰分析について

『現代日本』8, 9, 10章;

『政治を科学』３章：

第６回：外交・外交と内政の連関 // 実証分析の基礎４：レプリケーションおよび事例選択について

『現代日本』14, 15章

『政治を科学』４章

第７回：実証分析の基礎５：印象論からの脱却、他の説明の棄却、反直感的な解釈・結論の大切さについて

『政治を科学』2, 7章

第８回：自由、憲法、民主主義を考える
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『政治を科学』8, 9, 10章

第９回：３年生：卒論ブレーンストーミング

４年生：卒論中間発表

第10回：３年生：卒論ブレーンストーミング

４年生：卒論中間発表

第11回：３年生：卒論ブレーンストーミング

４年生：卒論中間発表

第12回：３年生：卒論ブレーンストーミング

４年生：卒論中間発表

第13回：３年生：卒論ブレーンストーミング

４年生：卒論中間発表

第14回：３年生：卒論ブレーンストーミング

４年生：卒論中間発表

第15回：３年生：卒論ブレーンストーミング

４年生：卒論中間発表

教 科 書
Textbooks

『政治を科学することは可能か』（河野勝、中央公論新社）、2018年

改定新版『現代日本の政治』（久米郁男・河野勝 放送大学教育振興会）2011年

参考文献
Reference Books

『制度』（河野 勝、東京大学出版会）2002年

『アクセス』シリーズ各巻（日本経済評論社）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 先行研究の理解、独創性、分析の精度、文章・表現力。

平常点評価
Class Participation 50％

授業参加。プレゼンテーション能力。他学生のプレゼンテーションに

対するコメントの頻度および質。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

学生に対する要望：人生に対して真剣であること。自分を大切にし、他人を尊重すること。心身ともに健

康であること。

関連URL：http://kohno-seminar.net/
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１０ 政治学演習 I (小原隆治)

春学期 ３年以上：２単位 小原 隆治

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

自治・分権を考える

授業概要
Course Outline

自治・分権をめぐるさまざまな問題を多面的な角度から考察する。春学期（＝政治学演習I）は、参加者が

いくつかのテキストを輪読形式で読み進める。今年度は、まず最初に担当教員が著した論文２本、ついでプ

レ政治学演習で扱ったテキストのなかから２点を取り上げて検討する。そのあと３人の著者の手になる教科

書的なテキスト１冊を扱い（第16、18章はスキップする）、各自の問題意識を深めてもらう。以後、夏合宿−秋

学期（＝政治学演習II）には、参加者が春学期の学習を踏まえてそれぞれ関心あるテーマを選択し、テーマ別

に編成したグループ単位で研究報告を積み重ねる。ゼミの学習面でも運営面でも、参加者の自主性に大いに

期待したい。ゼミもまた「自治」の実践の場だからである。なお、ゼミに出席することは参加者の権利だが、

そこには相応の責任がともなう。無断欠席は認められない。また、相当の理由なく学期回数の３分の１以上

欠席した者は、ゼミに参加する権利を自動的に失う。春学期に失格した者は、秋学期に参加する権利を持た

ない。

授業の到達目標
Objectives

自治・分権をめぐる全体的な問題状況を把握する。そのうえで個別具体的な制度・政策・事例のレベルに落

として課題を考察する方法態度を身につける。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：ガイダンス

第２回－第３回：小原（2012、2013）を２回で輪読する。

第４回－第５回：プレ政治学演習で扱ったテキスト２点を２回で輪読する。１回で扱い終えるテキストは、

論文１本の場合も書籍１冊の場合もある。

第６回－第14回：礒崎・金井・伊藤（2014）を９回で輪読する（第16、18章はスキップする）。

第15回：今後の打ち合わせ（テーマ別グループ編成、夏合宿など）

教 科 書
Textbooks

小原隆治（2012）「自治・分権とデモクラシー」齋藤純一・田村哲樹編『アクセス デモクラシー論』日本

経済評論社

小原隆治（2013）「平成大合併と地域コミュニティのゆくえ」室崎益輝・幸田雅治編著『市町村合併による

防災力空洞化』ミネルヴァ書房

礒崎初仁・金井利之・伊藤正次（2014）『ホーンブック 地方自治（第３版）』北樹出版

第４回－第５回分のテキストは、プレ政治学演習の経験を踏まえて開講時に指定する。小原（2012、2013）

は、担当教員が受講者にコピーまたはPDFを用意する。

参考文献
Reference Books

開講時をはじめ随時紹介する。

－ 20 －



評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

前述の出席要件を満たしていることを前提として、日頃のゼミへの貢

献度を評価する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

関連URL：随時紹介する。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１１ 政治学演習 I (笹田栄司)

春学期 ３年以上：２単位 笹田 栄司

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代の司法

授業概要
Course Outline

行政や国会に比べ変わることのなかった司法制度は、20世紀末に始まる改革によって大きく変容した。ま

た、消極的と批判されることの多かった違憲審査も司法制度改革や憲法改正論議を経ていくらか積極的な動

きを見せている。本演習は、近年、注目されることの多い司法について、法学、政治学、そしてメディアなど

による分析を検討することによって、司法の現状と問題点を把握することを狙いとする。そして、司法に対

する理解が進んだことを前提にして、秋学期は人権に関する裁判を対象にした討論を予定している。司法に

よる人権の保障が次のテーマである。

まず、司法に強い関心を持っていることが重要である。司法についての知見が段階的に獲得できるよう演

習プログラムを構成しているので、現時点での司法についての知識は問わない。春学期は、授業計画に挙げ

ている教科書から割当てられたテーマの研究報告を受講生が行い、その報告に基づいて、全員で討論する。

ゼミの最終回に、メンバー全員で各々が興味を持ったテーマについてプレゼンテーションを行う。

授業の到達目標
Objectives

司法制度の重要な柱である違憲審査制・最高裁判所・裁判官制度、裁判員制度・検察審査会、裁判外紛争処

理（ＡＤＲ）などについて、制度の概要及びその問題点を理解する。本演習では、取り上げるテーマに関連す

る資料を調査し、自分の考えをまとめ、発表し、討論する能力の向上を目指す。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：ガイダンス

第２回～第13回：木佐茂男他『テキストブック現代司法 第６版』を読む。

第14回：ゼミメンバー全員がそれぞれ、自分が担当した部分のうち興味があるところをさらに調べて報告す

る（10分程度）。各自のプレゼンテーションをゼミメンバー全員で評価する。

第15回：総括

教 科 書
Textbooks

木佐茂男・宮澤節生・佐藤鉄男・川島四郎・水谷規男・上石圭一『テキストブック現代司法 第６版』（日

本評論社、2015年）

参考文献
Reference Books

笹田栄司『司法の変容と憲法』（有斐閣、2008年）、市川正人・酒巻 匡・山本和彦『現代の裁判』第７版（有

斐閣、2017年）、山口 進・宮地ゆう『最高裁の暗闘』（朝日新書、2011年）、新藤宗幸『司法官僚』（岩波新

書、2009年）。その他の参考文献は、随時、紹介する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 40％ 課題の設定、資料の収集、レポートの構成

平常点評価
Class Participation 60％ 報告課題の内容、討論への積極的参加

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

憲法を未履修のゼミ生は、三年次に必ず履修すること。また、比較憲法論も同じく必ず履修すること。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１２ 政治学演習 I (ソジエ内田恵美)

春学期 ３年以上：２単位 ソジエ内田 恵美

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

政治言語学－ディスコース分析の理論と実践

授業概要
Course Outline

現代社会において、言語が果たす役割が重要であることは論を待たない。

民主主義国家においては、政治リーダーは言葉を使って有権者に自らの政治的信条、政策や政権の正統性

を説き、支持を得なければならない。しかし、彼らの言葉、レトリックや手法は一様ではなく、政治・社会の

構造的変化によっても大きく変わってきている。近年では、政治マーケティングの体系化による影響は著し

い。メディアもまた、グローバル化やソーシャルメディアの発達により、その社会的影響力が高まる一方で、

事実より感情を重視する「ポスト真実」と呼ばれる状況や、左右のイデオロギーへの二極化が指摘され、大き

く揺れている。そのような社会的状況を鑑み、本講義では、言語と政治の関係について多角的視点をもって

考えたい。

授業では、アリストテレスやレイコフの理論を基にした政治演説のレトリック分析から、フーコーやブル

ドゥーによる社会理論を発展させた批判的言説分析の事例を扱い、政治エリートがどのような言葉を使って

社会的な現実を構築し、一定の社会的規範を常識化し、正当化しているかを分析し、考察するための理論と方

法を学ぶ。講義の前半は分析のために必要な概念や理論を学ぶが、後半は具体的なデータ収集の方法や分析

手法に焦点を当てる。３年次では、受講者がグループに分かれて、それぞれがテーマを決めて分析を試みる。

４年次では、各自が卒業論文に向けて研究を行う。本演習は、演習参加者の関心に合わせて、英語・日本語の

研究文献を扱う。

授業の到達目標
Objectives

政治ディスコース研究の基礎を培うため、その背景となる理論や分析方法を学ぶ。この講義では言語学的

なアプローチを取り、量的分析と質的分析の在り方について考える。受講者はこれらの研究方法の意義と限

界を理解し、独自で研究を進めるための基本的な能力を養う。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

夏合宿、年二回のゼミ発表（2018年度は11月と２月に行った）への参加は必須である。

授業計画
Course Schedule

第一回：オリエンテーション

第二回～第九回：講義、文献講読（英語および日本語）

第十回～第十一回：ディスコース分析の計画と準備

第十二回～第十四回：ディスコース分析レポートの書き方、準備

第十五回：ディスコース分析レポート提出

教 科 書
Textbooks

授業中に指示、または配布。
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参考文献
Reference Books

アリストテレス（1992）『弁論術』 戸塚 七郎訳 岩波文庫。

Lakoff, George (2003) Metaphors We Live by. University of Chicago Press.

Fairclough, Norman(2014)(3rd) Language and Power. Routledge

van Leeuwen, Theo (2008) Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford

University Press.

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 60％ 論文、課題など

平常点評価
Class Participation 20％ 出席と議論への参加など

そ の 他
Others 20％ 口頭発表など

備考・関連URL
Note・URL
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１３ 政治学演習 I (田中孝彦)

春学期 ３年以上：２単位 田中 孝彦

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

冷戦期国際政治の歴史的変容と現在の世界政治

授業概要
Course Outline

【問題意識】

1980年代末から90年代初頭にかけて終焉を迎えた冷戦の後、今日までの国際政治のあり方とその秩序は、

依然として不透明な部分が多く、現代の世界秩序の姿は、まだ明確に見えてこない。この授業では、冷戦期の

国際政治が、どのような変化を見せて、今日の国際政治の様々な条件を形成してきたのかについて、冷戦期国

際政治の歴史的変化を大きく俯瞰することによって考察する。その際、冷戦期を国際政治の長期的な変動過

程の中に据え、その変動の重要な過渡期として捉える視点から、議論を試みる。

【授業の方式】

＜討論中心の授業＞

毎回の授業は、テキストの指定された章や指定された論文を各自が読んできて、討論を行う。その際、毎週

２名の報告担当者(Commentators)が論点を提示し、それをたたき台として討論を行う。

報告担当者は、(1) 議論するべき論点 (2) テキストに対する批判、をあわせて３つ以上提示しなければな

らない。(1) については、なぜその論点(疑問点)が重要なのかについて説明が施されなければならない。(2)

については、論理的および実証的に批判が展開されなければならない。報告担当者に加えて、討論者(

Discussants)を２名置く。Discussantは、Commentatorの報告に対してその場で簡潔なレスポンスを行う。

＜ゼミ生全員による要約の提出＞

ゼミ生全員が、毎回指定された文献についてA4で２枚程度のサマリーを作って、提出することが求められ

る。サマリーはゼミ開始前までにCourseN@viの所定の場所に提出される。

＜グループ討議＞

特に重要な事件や問題については、学期中に２〜３回、３つ程度のグループによる討議を行い、プレゼン

テーションを行う形式を通じて、国際政治について考える訓練を行う。最優秀グループは表彰する。

＜利用する文献＞

授業で利用するテキストは、下記の「教科書」と「参考文献」の欄を参照のこと。各回で利用する予定の文

献は、授業計画の各回に詳述してある。

授業の到達目標
Objectives

世界政治の状況を、歴史的に分析する力を身につけてもらう。具体的には以下を参照されたい。

(１) 世界政治の歴史的文脈を、どのように見いだすか。何が終焉し、何が変化し、何が継続し、何が新たに生

み出されたのかを見極める。

(２) 歴史的事象の原因について、自分なりの仮説をたて、それを歴史的証拠に基づきどのように検証するの

か。その手法を身につける。

(３) 今日の世界政治における様々な問題の淵源を、冷戦期の現象の中に探る。

(４) 歴史を学ぶことによって、現在の理解を深めるとともに、未来へのトレンドを把握する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

【事前学習】

(１) 授業計画に示されているテキストの該当箇所や論文は、必ず読んでくることが前提として求められます。

これが欠かさず行われるために、利用するテキストのサマリーの提出が毎回求められます。

(２)「国際関係史I」(旧｢国際政治史」)を履修してあることが望ましいですが、未履修の方は2020年度の春に

履修することが強く望まれます。

【事後学習】

(１) 授業中に話せなかったことや、議論できなかった論点について、CourseN@viの機能を利用して自主的に

ディスカッションを行ってください。適宜、私もチェックしてコメントします。

(２) 学期中にショート・エッセイの提出を求めます。それを通じて、事後学習を行ってください。
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授業計画
Course Schedule

第１回：Orientation and Introduction

【OUTLINE】

冷戦期国際政治の歴史的展開を見るために必要な視点について簡潔な講義を行い、それに基づいて議論を行

う。

【READINGS】

Fink, Carole (2018) Cold War: An International History, 2nd ed., Routledge, Introduction, pp.1-2.

田中孝彦(2009)「グローバル・ヒストリー—冷戦史研究へのインプリケーション—」 李鍾元、田中孝彦、細谷

雄一編、日本国際政治学会編『講座 日本の国際政治学 第４巻 歴史の中の国際政治』第２章、有斐閣。

第２回：冷戦の序曲: ソ連の誕生と西側世界

【OUTLINE】1917年のロシア革命とソ連の起源について概観する。特にそのイデオロギー的契機と、革命およ

びソ連の登場に対する西側世界の対応が、東西対立の背景的要因をどのように形成していったのかについて

分析を試みる。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 1, "Prelude: Soviet Russia and the West, 1917-1941"

第３回：戦時大同盟と東西関係

【OUTLINE】第２次世界大戦中、米英ソの３国間は同盟関係を形成し、ナチスドイツをはじめとした全体主義

国家群と戦った。この同盟関係をどのように理解するべきか。米ソ両国政府は戦時中の協調関係を継続する

ことができなかったのはなぜなのか。この時期、東西対立を惹起する要因はどのように形成されたのか。米

ソ以外のアクターはどのような役割を果たしたのか。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 2, "The Grand Alliance, 1941-1945"

ロバート・マクマン著(2018)『冷戦史』青野利彦監訳、平井和也訳、勁草書房、第１章「第二次世界大戦と旧

秩序の破壊」(原著は、Robert McMahon (2003) The Cold War: A Very Short Introduction, Oxford University

Press, Chapte 1.)

第４回：冷戦の開始, 1949年から1952年 (1)

【OUTLINE】第２次世界大戦終結後、米ソ関係は対立へと向かう。トルーマン・ドクトリン、マーシャル・プ

ランを経て東西分断は進み、1949年にはNATO(北大西洋条約機構)が西側軍事同盟として成立し、政治外交・軍

事・経済の諸局面で東西対立の構造が構築される。この対立関係は、アジアでも展開されることになり、1950

年には朝鮮戦争が勃発し、ヨーロッパ外でも東西対立の構図が成立した。この歴史的経緯について分析を試

みる。

【READINGS】

FInk, ibid., Chapter 3, "Cold War, 1949-1952".

マクマン、第２章「欧州における冷戦の起源 1945-1950年」

第５回：冷戦の開始, 1949年から1952 (2)

【OUTLINE】第４回と同内容。

【READINGS】

William Stueck, ‘The Korean War’, in Westad and Leffler (eds.) (2010) The Cambridge History of the Cold

War,(hereafter CHCW) Vol. 1, CUP, Chapter 13.

マクマン第３章「アジアにおける『熱戦』に向かって—1945〜1950年」。

第６回：紛争の拡大、1953年から1963年

【OUTLINE】1953年にスターリンが死ぬとヨーロッパにおける東西対立は一定の安定をみせるが、東西対立の

舞台は、中東などに移行していく。また、米ソ間では核軍拡競争が激化を見せる。1956年のフルシチョフソ

連共産党第一書記による｢スターリン批判」は、東欧に不安定をもたらすが、東西関係においては「平和共存」

を唱えることによって変化が生じる。1960年代の初頭、ベルリンとキューバをめぐり、米ソ関係は危機的状

況をむかえるが、その結果両国間には逆にデタント(緊張緩和)への機運が高まっていく。しかし、その当事

者であったケネディは暗殺され、フルシチョフも失脚することで、デタントの機運は舞台の後景に退くこと

になった。緊張緩和への機運と、東西対立による危機の契機の間にゆれ、国際政治の周辺地域に東西対立の

中心的舞台が移行していく、｢冷戦のグローバル化」のプロセスについて、分析を試みる。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 4, "The Widening Conflict, 1953-1963".

マクマン、第４章「グローバル化した冷戦—1950〜1958年」および第５章「対立からデタントへ—1958〜68年」

第７回：グループ討議 「キューバ危機の教訓」

【TOPIC】「キューバ・ミサイル危機から得られる歴史の教訓はなにか」

【READINGS】

Hershberg, James "The Cuban missile crisis" in CHCW, vol.2, Chap.4, pp,65-87.

デイビッド・ウェルチ、ドン・マントン(2015) 『キューバ危機—ミラー・イメージングの罠』(田所昌幸邦訳)

中央公論新社。

【FILM】

Roger Donaldson (2000) Thirteen Days. (YouTubeで300円で視聴可能)

https://www.youtube.com/watch?v=n1U4j2JnWDI

第８回：60年代とは?
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【OUTLINE】1960年代は、ベトナム戦争が激化すると同時に、アラブ=イスラエル戦争が勃発するなど周辺地域

での紛争が展開すると同時に、東ヨーロッパではチェコ・スロバキアで「プラハの春」とよばれる民主化要求

の運動が展開するもソ連の介入によってその運動は崩壊した。ここには東西関係の対立という図式だけでは

捉えられない現象がみられたといえる。1968年には世界的な反体制的運動が展開するなど、社会的なレベル

での大きな変動も発生した。60年代は、冷戦史における重要な転換期であるといえる。それでは、その転換

とはどのようなものだったのか。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 5, "The Sixties".

Jeremi Suri, ‘Counter-cultures: the rebellions against the Cold War order, 1965-1975’, in CHCW vol.2,

Chapter 22, pp.482-502.

第９回：デタントの形成, 1969年から1975年まで。

【OUTLINE】1969年に大統領になったニクソンは、大統領特別補佐官のキッシンジャーとともに、ソ連および

中国に対する緊張緩和の道を探る。その結果、米ソ間では核軍拡競争に一定の歯止めがかけられることにな

り、また米中関係も和解へと進む。一方、ヨーロッパでは、西ドイツのブラント政権による独自の緊張緩和政

策が展開する。これらの米欧での東西対立の変容プロセスは、米中和解を生み出し、ヨーロッパでは「ヘルシ

ンキ協定」を結実させた。その一方で、周辺地域においては、米ソデタントの成果が試されることとなった

が、それは明確なかたちでは表れなかった。デタントとはなにだったのか。そして、それは冷戦の対立関係

をどのように変容させたのかについて、分析を試みる。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 6. "Detente, 1969-1975".

マクマン、第７章「超大国デタントの興亡—1968〜1979年」(該当箇所)

第10回：デタントの崩壊、1975年から1980年まで

【OUTLINE】ベトナム戦争は1975年に北ベトナムの勝利に終わる。アフリカでは、いわゆる「アフリカの角」

とよばれる地域において、共産主義勢力の攻勢がみられ、それが米ソ関係にも反映してデタントは崩壊への

道を歩む。米ソの核軍拡競争は再び熾烈さを増し、緊張の高まりをみせるようになつた。その一方で、ソ連

圏においては、ポーランドでの「連帯」による反体制運動が激化し、アフガニスタンでも親ソ派が駆逐される

などの変化が生じた。なぜデタントは崩壊したのか。そして、この時期のソ連圏の変容はなぜ生じたのか。

これらの論点について分析を試みる。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 7, "Detente Collapses, 1975-1980"

マクマン、第７章「超大国デタントの興亡—1968〜1979年」(該当箇所)

第11回：「新冷戦」? 1981年から1985年まで

【OUTLINE】デタントの崩壊が進み、1981年には強い反共主義を掲げるレーガンが米大統領に就任すると、米

ソ関係は｢新冷戦」または「第二次冷戦」とよばれる緊張関係に陥る。大韓航空機撃墜事件、レーガンによる

「戦略防衛構想」(スターウォーズ計画)の提唱といった緊張関係の激化を示す事象が表れると同時に、第三世

界にも様々に不安定な状況が展開するようになった。この緊張関係の実態はどのようなものだったのか。そ

れは冷戦の構造を実際に変えたのか。これらの論点について、分析を試みる。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 8, "The Second Cold War, 1981-1985"

マクマン、第８章「冷戦の最終局面—1980〜1990年」(該当部分)

第12回：冷戦の終焉、1985年から1991年まで (1)

【OUTLINE】1985年にゴルバチョフがソ連共産党書記長に就任すると、東西対立は巨大な変容を迎えることに

なる。ゴルバチョフの国内改革と対外関係の変革は、アメリカの態度にも変化を及ぼし、終わることのない

現象であると考えられてきた冷戦は、1989年には東ヨーロッパでの共産主義政権の崩壊、そして最終的には

ソ連の崩壊によって、1991年には終結する。そもそも冷戦の終結とは何なのか。なぜ冷戦は終結したのか。

そのことによって、世界政治の構造はどのような変化をとげたのか。または、それまでの世界政治の構造変

化が冷戦の終焉を生み出したのか。このような論点について、分析を試みる。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 9, "The End of the Cold War, 1985-1991".

マクマン、第８章「冷戦の最終局面—1980〜1990年」(該当部分)

第13回：冷戦の終焉、1985年から1991年まで (2)

【OUTLINE】第12回と同内容。

【READINGS】

Archie Brown "The Gorbachev revolution and the end of the Cold War" in CHCW vol.3, Chapter 12, pp.244-266.

Jacques Levesque, "The East European revolutions of 1989" in CHCW, vol. 3, Chapter 15, pp.311-332.

第14回：グループ討議 「冷戦の教訓」

【TOPIC】「冷戦の国際政治から我々はどのような教訓を引き出すことでできるか」

【READINGS】

Thomas M. Nichols (1998) "Lessons from the New History of the Cold War" International Journal, Vol. 53,

No. 4 (Autumn, 1998), pp. 661-686.

Michael Howard (1994) ‘Lessons of the Cold War’, Survival, 38:4, 161-166.

‘The Cold War’ in Nye, Joseph S. and David Welch (2016) Understanding Global Conflict and Cooperation:

An Introduction to Theory and History, Chapter 5.

第15回：冷戦後

【OUTLINE】冷戦の終焉直後、国際社会および世界政治のあり方はどのように変わったのか。また、どのよう
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に変わっていく条件が見えていたのか。冷戦終結時期の世界政治構造は、どのようなものだったのか。冷戦

期の何が変わって、何が変わらずにのこったのか。これらの論点について討議する。

【READINGS】

Fink, ibid., Chapter 10 "Aftermath, 1992-2001" and "Conclusion"

Westad, Odd Arne (2017) The Cold War: A World History, Chapter 23, "The World the Cold War Made".

教 科 書
Textbooks

【Main Textbook】

Fink, Carole (2018) Cold War: An International History, 2nd edition, Routledge.

ロバート・マクマン著(2018)『冷戦史』青野利彦監訳、平井和也訳、勁草書房。(原著は、Robert McMahon

(2003) The Cold War: A Very Short Introduction, Oxford University Press.)

【Sub-textbook】

Westad and Leffler (eds.) (2010) The Cambridge History of the Cold War,(hereafter CHCW), Cambridge

University Press. 3 volumes.

参考文献
Reference Books

プレゼミ時に、史料集、年表(田中ゼミ作成)などをKitとして配付する。

その他の参考文献は、ゼミ時の議論などに沿って、その都度、指示する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験は行わない。

レポート
Papers 20％ 学期中に提出されるエッセイを評価する。

平常点評価
Class Participation 60％

報告担当時の報告内容について、その論理性、実証性、独自性を評価す

る。

そ の 他
Others 20％

各回に要求される文献要約の提出。12回で20点。１回提出しないと、

２点減点。

備考・関連URL
Note・URL

英語文献をかなり大量に読んでもらいます。それゆえ、英文読解に自信の無い人には、ハードルが高いか

も知れませんが、あきらめずに続ければ、かならず上達します。ガッツをもって果敢に挑戦する方に期待し

ます。史料などが掲載されているwebsiteのURLは、授業第１回目のOrientation時により詳しいシラバスを配

りますので、それを参照してもらいます。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１４ 政治学演習 I (都丸潤子)

春学期 ３年以上：２単位 都丸 潤子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

ヒトの国際移動の文化的・歴史的分析

授業概要
Course Outline

この演習では、多様な主体によって重層的に構成されている国際社会において、トランスナショナルな現

象の代表例である人間およびその集団の移動が、どのような原因で生じ、いかなる過程を経て、どのような結

果をもたらすかを社会科学的に分析し、理解を深めることを目的とする。分析にあたっては、理論にとどま

ることなく特に実証分析を重視し、政治的・経済的側面だけでなく、文化的・社会的・心理的な側面からの検

討を行う。具体的には、移民・難民・ディアスポラ・出稼ぎ・派遣・留学・国際交流・兵士・人身取引などさ

まざまな形のヒトの国際移動に伴って生じる文化の接触と変容、移動者のアイデンティティの変容と権利・

安全をめぐる問題、送出国・経由国・ホスト国や国際組織の関与、移動者と移動元・移動先の社会との関係や

多文化共存のあり方などを研究対象とする。また、ヒトの国際移動の歴史は古く、特にナショナル・ヒスト

リーとグローバル・ヒストリーをつなぐ現象とされる植民地化と脱植民地化の過程で起こった社会・文化変

容やヒトの移動の影響は、現在にも広くみられる。従って、このような事例に関する歴史的分析も重視した

い。これらの視点は、人間集団のなかでも、一般市民、マイノリティ、弱者の立場から国際社会の現象を捉え

なおすことにもつながる。参加者と一緒に、より人の顔のみえる国際関係像をさぐってゆきたい。

授業の到達目標
Objectives

国際関係においてヒトの移動が果たした役割を歴史的文脈のなかで理解し、現代国際社会のさまざまなイ

シューとのつながりを多角的に、人々の経験や感情を重視した（人の顔のみえる）形で把握することをめざし

たい。各参加者が現代の諸問題解決への具体的アプローチを、説得的に提示できるようになることが理想で

ある。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

以下は主として初年次履修学生春学期Iの授業計画です。秋学期の演習IIにおいては、輪読も行いますが、

ゼミ論のテーマについて、各自が報告を行う機会をふやします。１年でゼミ論を執筆する予定の学生には、

早期執筆のための個別課題の設定や個人指導も行います。

輪読、報告と討論の回では、基本的に各回について司会者、報告者、コメンテーター（議論の口火を切る役

目）を決めて、学生の主体的参加と討論を重視します。

第１回：ガイダンス

第２回：導入的講義と問題提起：国際関係論の研究・分析とは？ なぜ国際移動が重要か？

第３回：導入的講義と問題提起：なぜ、いま、帝国史・脱植民地化史を把握することが必要か？

第４回〜第10回：輪読：テキストを以下の教科書欄の導入的文献などから選び、履修者全員が事前に批判的・

発展的に読んでくる。

あらかじめ指定された報告者・コメンテーターが内容の紹介と批判的・発展的論点の提示を行い、全員で討論

をする。

第11回〜第14回：ゼミ論テーマ・プロポーザル：各回につき、テーマの近い学生約３-４名ずつが各自のテー

マ案を報告し、全体で質疑応答を行う。

第15回：まとめと夏休みの課題呈示 (共通テーマによるグループ別共同研究、または共通テキストの批判的・

発展的輪読）。

夏合宿（海外留学などやむを得ない事情を除き必修参加のこと）
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＝例年８月下旬または９月はじめを予定：夏休みの課題についてのグループ報告・討論。最終年次学生はゼ

ミ論研究の中間報告。

教 科 書
Textbooks

＜春学期 I：導入的文献＞

S・カースルズ、M・J・ミラー著、関根政美、関根 薫訳『国際移民の時代 第４版』名古屋大学出版会、

2011年。

マイロン・ウェイナー著、内藤嘉昭訳『移民と難民の国際政治学』明石書店、1999年。

ロビン・コーエン、ポール・ケネディ著、山之内靖監訳『グローバル・ソシオロジーI、II』平凡社、2003

年。

トマス・ソーウェル著、内藤嘉昭訳『征服と文化の世界史』明石書店、2004年。

秋田茂『イギリス帝国の歴史—アジアから考える』中公新書、2012年。

塩川伸明『民族とネイション—ナショナリズムという難問』岩波新書、2008年。

滝澤三郎・山田満編著『難民を知るための基礎知識』明石書店、2017年。

（秋学期のIIではより発展的な文献、英文文献を輪読する予定）

参考文献
Reference Books

詳細は開講中に履修者の関心に合わせて示すので、ここでは主な参考文献をあげておきます。

平野健一郎『国際文化論』東京大学出版会、2000年。

梶田孝道編『新・国際社会学』名古屋大学出版会、2005年。

日本比較政治学会編『年報2009：移民と国内政治の変容』ミネルヴァ書房、2009年。

平野健一郎ほか編『国際文化関係史研究』東京大学出版会、2013年。

北川勝彦編『イギリス帝国と20世紀 第４巻 脱植民地化とイギリス帝国』ミネルヴァ書房、2009年。

Ｏ・A・ウェスタッド著、佐々木雄太ほか訳『グローバル冷戦史』名古屋大学出版会、2010年。

ヴァミク・ヴォルカン著、水谷驍訳『誇りと憎悪：民族紛争の心理学』共同通信社、1999年。

初瀬龍平編『エスニシティと多文化主義』同文舘、1996年。

梶田孝道・丹野清人・樋口直人『顔の見えない定住化ー日系ブラジル人と国家・市場・移民ネットワーク』

名古屋大学出版会、2005年。

ディヴィッド・バットストーン著、山岡万里子訳『告発・現代の人身売買：奴隷にされる女性と子ども』朝

日新聞出版、2010年。

Walker Connor, Ethnonationalism, Princeton University Press, 1994.

John Darwin, Unfinished Empire: The Global Expansion of Britain, Penguin, 2012.

Philip D. Curtin, The World and the West, Cambridge University Press, 2002.

Marjorie Harper and Stephen Constantine, Migration and Empire, Oxford University Press, 2010.

Alexander Betts and Gil Loescher, eds., Refugees in International Relations, Oxford University Press,

2011.

David Kyle and Rey Koslowski, eds., Global Human Smuggling, 2nd edn., Johns Hopkins University Press,

2011.

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 20％ 報告用レジュメの充実度などで評価する

平常点評価
Class Participation 80％ 出席・報告内容・議論への貢献度を重視する。

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

本ゼミでは、積み上げ式の演習と論文指導を行い、上級生・下級生を含めたゼミメンバー同士の切磋琢磨を

重視しますので、留学からの復学者、留学予定者を含めて、（プレゼミを除き）少なくとも３学期以上在籍さ

れる方を歓迎します。

留学計画がある場合には、各自の履修計画が履修／単位取得条件を満たすかどうかを事前に事務所で確認

の上、応募時にわかる範囲で、あるいは留学決定後すみやかに、その旨教員まで申し出てください。

留学をまたいでの履修計画等については、履修・登録方法について事務所でも手続きを確認のうえ、早めに

教員に相談してください。

国際政治経済学科生、経済学科生も大いに歓迎します。

ゼミ初年次終了までにできるだけ国際社会関係論を履習してください。左の科目に加え、国際関係論入門

もすでに履習していることが望まれます。

主体的に研究を進める熱意を持ち、仲間を大切にし、建設的な議論のできる学生のみなさんを歓迎します。

したがって、当然ながら継続的なゼミ、合宿への出席と議論への参加を重視します。

学部で卒業し実務をとおした社会貢献を考える学生諸氏はもちろんのこと、国内外の大学院進学希望者も

大いに歓迎し、その目標にあわせた指導を行います。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１５ 政治学演習 I (仲内英三)

春学期 ３年以上：２単位 仲内 英三

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

近代西欧政治社会の歴史

授業概要
Course Outline

本年度は、19世紀後半から20世紀中葉にかけての英国とドイツの政治について、とくに政党の活動を中心

に検討していきたい。同じくヨーロッパに属する英国とドイツではあるが、両地域における政党の発展は、

歴史的・社会的・思想的なさまざまな要因から異なる発展を遂げてきた。それは当時の両地域の政治社会の

違いを知るうえで重要であるばかりでなく、現在のヨーロッパの政治を考えるうえでも非常に示唆に富むも

のである。

なお「プレ演習」として、ヨーロッパ政治の歴史に関する基本的な文献をいくつか読んでいきたい。どのよ

うな文献を読んでいくかについては、春学期に行った講義「西洋政治史」で配った参考文献表のなかの、もっ

ともやさしい基本文献のなかから、学生諸君の要望などを聴きながら選んでいきたいと考えている。

授業の到達目標
Objectives

近現代のヨーロッパの政治について理解できるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：政党とその役割

（第２回－第16回：英国の政党の発展）

第２回：政党研究の歴史と政党の類型

第３回－第４回：1867年から1895年までの自由党優位の時代

第５回－第６回：1874年から1900年までの保守党の復活

第７回－第８回：19世紀後半（後期ヴィクトリア時代）の政治変革

第９回－第10回：19世紀末から第一次大戦までの政党の危機

第11回：世紀転換期の新自由主義の形成

第12回：世紀転換期の労働主義と労働党の誕生

第13回－第14回：1906年から1914年までの政党政治（選挙選を中心に）

第15回－第16回：両大戦間期の政党と議会

（第17回－第30回：ドイツの政党の発展）

第17回－第20回：19世紀中葉からドイツ帝国創建までの政党

（１）自由主義諸政党（２）保守主義諸政党

（３）政治的カトリシズム （４）社会主義諸政党

第21回－第24回：ドイツ帝国時代の政党

（１）自由主義諸政党（２）保守主義諸政党

（３）中央党（４）社会民主党

第25回－第30回：ヴァイマル共和国時代の政党

（１）ドイツ民主党、ドイツ人民党（２）社会民主党

（３）中央党（４）ドイツ国民人民党

（５）ドイツ国民社会主義労働党（６）ドイツ共産党

－ 33 －



教 科 書
Textbooks

なし。教師が授業内容に即したレジュメを配布する。

参考文献
Reference Books

授業のはじめに、参考文献の一覧表を配布する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％

演習の最後に少なくとも１回は小論文もしくはレポートを提出してい

ただく。内容は授業の過程で扱った時代や地域に関して、各自が関心

を持ったテーマについて、あまり長くない分量で書けるものを提出し

ていただくことになろう。

平常点評価
Class Participation 70％

演習は基本的に授業に出席することから始まるので、まず普段の授業

への参加が出発点となる。授業では最低１回は発表の機会があるの

で、その出来具合いも評価の対象となる。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１６ 政治学演習 I (中村英俊)

春学期 ３年以上：２単位 中村 英俊

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際政治の理論と現実－英国学派を中心に

授業概要
Course Outline

EU・ヨーロッパ統合（ブレグジットを含む）、アジアの地域統合、国際連合、G7/G8/G20サミット、核拡散問

題、エネルギー問題、気候変動問題など国際関係・国際政治の事例について、その本質（「現実」）を研究（理

解・説明・分析）する上で、私たちは一定の理論的枠組みを必要とする。

国際政治の理論研究は、第二次世界大戦後、アメリカの学界を舞台に発展してきたと言える。そこでは、リ

アリズムとリベラリズムの間のパラダイム論争が重要な位置を占めてきた。しかし、大西洋の反対側・英国

の国際政治学界では、アメリカの学問的流行とは一線を画した、独特な理論研究が積み重ねられてきた。「英

国学派」（English School）と呼ばれる国際政治の見方（パラダイム）を学ぶことが、本演習の基本的目標であ

る。

本演習は、プレ演習後にⅠからⅣまでを（２年余りにわたり）連続履修する典型例では、次のような段階で

展開する。まず第１段階（プレ演習と演習Ⅰ）では、邦語・邦訳文献を中心にした輪読を通して、主にアメリ

カ国際政治学界で展開してきたリアリズムとリベラリズムの論争について概観したい。つぎの第２段階（演

習Ⅰと演習Ⅱ）では、「英国学派」の国際政治理論についても基礎知識を身に付けた後、より専門的な英語文

献に取り組みたい。具体的には、英王立国際問題研究所（RIIA）のInternational Affairs誌、英国際政治学

会（BISA）のReview of International Studies誌などから各自が関心を寄せるテーマの論文を選び、報告・輪

読の作業を重ねる。この段階で、各自が研究テーマを絞り込む作業を始めることになる。最後に第３段階（演

習ⅡからⅣ）では、それまでの理論研究の成果を踏まえて、各自が事例研究のテーマを決定する。そして最終

的に、理論研究と事例研究が上手く融合する卒業論文（ゼミナール論文）を完成してもらう。

授業の到達目標
Objectives

原則として２年間で、良い卒業論文を書き上げてもらう。そのために、順次、必要な知的訓練を重ねてもら

う。

本演習Ⅰ（３年春学期）では教科書（Nye and Welch）および各章ごとに関連する文献を輪読してもらう。共

通の知的基盤を構築した後、夏季休業中には各自の研究テーマを本格的に考え始め、演習Ⅱ（３年秋学期）で

は各自のテーマに即した先行研究（学術誌の英語論文）を輪読する。３年終了時点で、まずはタームペーパー

を提出してもらう。４年への過渡期（２－３月）に、同タームペーパーに基づく報告会を開催し、卒業論文完

成へ向けての課題（多くの場合は資料収集に関する課題）を自覚してもらうことになる。演習Ⅲ（４年春学

期）では、卒業論文の中間報告を重ね、特に夏季休業中には（３年生も前に）報告会を開催する。演習Ⅳ（４

年秋学期）で完成させる卒業論文については、１月末か２月初旬に口頭試験ないしは最終報告会を開催する

ことにする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

事前学習として、プレ演習では、演習Ⅰテキストの翻訳（『国際紛争』）を中心に日本語の基礎文献を読み込

んでもらう。

演習Ⅰの中心課題である英語テキスト（および関連文献）の輪読と同時に、各自の研究テーマを考えてもら

う。

事後学習として、夏合宿などを挟んで、各自の研究テーマに関する日本語・英語などの文献（先行研究）調

査を試みてもらう。演習Ⅱの輪読テキストは、各自の研究テーマを反映した、英文雑誌の論文（複数）であ

る。
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授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション

第２回：国際政治の研究テーマ

第３回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.1）

第４回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.2）

第５回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.3）

第６回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.4）

第７回：各自が関心を寄せるテーマに関する英語の先行研究の調査実習

第８回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.5）

第９回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.6）

第10回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.7）

第11回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.8）

第12回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.9）

第13回：英語基礎文献輪読（Nye and Welch, Chap.10）

第14回：各自の研究テーマの選定：先行研究の検討

第15回：報告会：各自の暫定的研究テーマについて

教 科 書
Textbooks

Joseph S. Nye and David A. Welch, Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to

Theory and History（10th Edition; Pearson 2017）

参考文献
Reference Books

適宜指定する

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 実施しない

レポート
Papers 50％ 報告用レジュメの作成などで評価する

平常点評価
Class Participation 50％ 毎回のゼミへの積極的な参加姿勢など

そ の 他
Others 0％ 特になし

備考・関連URL
Note・URL

関連科目： 国際関係論入門、国際機構論、地域統合論を含む国際関係領域の科目。

学生に対する要望： 厳しく楽しいゼミを創りたいと思います。積極的かつ主体的に参加してくれる人の応

募を待っています。

留意事項： 毎週木曜５時限のゼミ（演習ⅠとⅡ）は時間を延長して（６時限も）ジックリと議論を深めま

す。夏季休業中のゼミ合宿（８月初旬を予定）へも参加してください。学期中の土曜日などに集中講義形式

で「補講」を実施することもあります。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１７ 政治学演習 I (日野愛郎)

春学期 ３年以上：２単位 日野 愛郎

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

メディアと選挙の実証分析

授業概要
Course Outline

このゼミでは、メディアと選挙の実証分析について学びます。実証的なアプローチを取る政治学の分野で

は、有権者の投票行動分析をはじめとして多くの研究成果が蓄積されています。このゼミでは、こうした豊

かな研究の蓄積を踏まえて、新しい研究成果を産み出すことを目指しています。この目標を達成するために、

ゼミの１年目は実証分析をするために必要となる様々なデータ分析の手続きや手法を学んでいきます。過去

の研究を再現（replicate）することから様々なデータ分析の手法を学び、また、共通のテーマがある場合に

は、グループワークを通して実証分析の基礎を養います。１年目の後半から２年目にかけては、自らの関心

に沿って、先行研究を読みながらプロポーザル（研究計画書）を練り、卒業論文の作成を進めます。テーマ

は、政治・社会現象を実証的に研究するものであれば何でも構いません。実験研究を行うことも可能です。

自らの立てた仮説を検証して、質の高い卒業論文を書き遂げることが２年間をかけたゼミの最終的な目標に

なります。

授業の到達目標
Objectives

疑問に思うことを学術的な問いの形で表現する力（リサーチクエスチョンを立てる力）、「これは！」と思う

答えを探し出す力（仮説を立てる力）、立てた仮説が正しいかを確かめる力（仮説を検証する力）を養います。

これらの力は、学術の世界だけでなく、皆さんが社会人になる時に大きな武器となるだけでなく、日々の営み

を豊かにしてくれます。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：実証分析とは

第２回：リサーチクエスチョンを探す

第３回：仮説を立てる【記述的推論・因果的推論】

第４回：概念を測定する【作業化】

第５回：因果関係を特定する【統制変数の設定】

第６回：ケースを選択する【セレクションバイアスの認識】

第７回：資料を収集する【データアーカイブの利用】

第８回：データを構築する【コードブックの作成】

第９回：記述統計を見る【基本統計量の記述】

第10回：相関を調べる【変数の標準化】

第11回：関係性を見る【クロス表分析】

第12回：確からしさを調べる【信頼区間の推定】

第13回：他変数を統制する１【重回帰分析】

第14回：他変数を統制する２【自然実験デザイン・回帰不連続デザイン】

第15回：モデルを精緻化する【交互作用項・構造方程式モデル】

第16回：二値の従属変数を分析する１【ロジット分析・プロビット分析】

第17回：二値の従属変数を分析する２【オッズ比の読み方・予測確率の算出】

第18回：順序尺度の従属変数を分析する【順序ロジット分析】

第19回：名義尺度の従属変数を分析する【多項ロジット分析】

第20回：カウントデータの従属変数を分析する【ポワソン回帰・負の二項回帰分析】
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第21回：打ち切り・二段階の従属変数を分析する【切断回帰分析・ハードルモデル】

第22回：観察できない従属変数を分析する【検閲回帰分析・トービットモデル】

第23回：複数の国や地域を比較する１【固定効果・変量効果・マルチレベル分析】

第24回：複数の国や地域を比較する２【固定効果・変量効果・マルチレベル分析】

第25回：複数の国や地域を比較する３【質的比較分析・ブール代数・集合理論分析】

第26回：長期間にわたるデータを分析する１【時系列分析】

第27回：長期間にわたるデータを分析する２【時系列分析】

第28回：文字データを分析する１【内容分析・信頼性検定の方法】

第29回：文字データを分析する２【コンピュータコーディング・機械学習】

第30回：実験研究の方法【実験室・アイトラッカー・調査実験】

教 科 書
Textbooks

今井耕介『社会科学のためのデータ分析入門（上・下）』（粕谷祐子・原田勝孝・久保浩樹翻訳）岩波書店、

2018 年。（Kosuke Imai, Quantitative Social Science: An Introduction, Princeton University Press,

2017. ）

参考文献
Reference Books

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ ゼミにおける学習状況、貢献度を総合的に評価します。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

１年目は火曜日３・４限、２年目は火曜日４・５限を予定しています。１年目は４限に開講されている４年

生ゼミにも参加してもらい、２年目は５限に開講されている大学院ゼミにも出席してもらいます。先輩の研

究が出来上がっていく過程をリアルタイムで見ることは生きた教材を提供してくれます。また、３年次終了

までに、「政治行動論」、「政治コミュニケーション」、「計量分析（政治）」、「政治テキスト分析」を履修するこ

とが原則として入ゼミの条件となります。通常のゼミや合宿への参加は必須です。欠席が多くなる方はご遠

慮いただいています。ゼミ選考の際に課題があります。過去のゼミ生（１期～５期）の卒業論文の中から１

つを選び、その論文を2000字前後で論評してください。論文集は下記URLから入手できます（https://goo.

gl/xm88Mj）。課題は、学部指定の期日・時間までにメールアドレス（airo@waseda.jp）に提出してください。

質問がある方は遠慮なくメールでどうぞ。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１８ 政治学演習 I (福田耕治)

春学期 ３年以上：２単位 福田 耕治

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際行政と国際公共政策－EUとUNを中心として－

授業概要
Course Outline

グローバル化に伴い、国民国家の枠を超えて行政の活動領域も拡大する傾向にある。本演習では、このよ

うな国際行政現象に注目し、国際機構内部の行政管理、国際行政と国内行政の関係、国際公共政策の管理や国

境を越える政府間関係とINGOとの関係などの諸問題を扱う。国連やEU、その他の国際機構行政を事例として、

国家行政との関係で、いかにして環境、開発、安全保障、人権・人道、難民保護などの国際公共政策を形成し、

実施していくのかについて討論し、基礎概念の理解を深める。

授業の到達目標
Objectives

国際機関、国内行政機関、NGO職員等の国際協力部門の志望者、グローバルビジネスで活躍できる人材を育

成する。また内外の大学院に進学し、研究者を目指す場合にも十分な学力、忍耐力、持久力、突破力を身につ

ける。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

春学期

第１回：国際行政学とは何か-対象と方法

第２回：国際公益と国際公共政策の関係

第３回：国際社会保障政策と国際行政

第４回：国際保健医療政策と感染症対策

第５回：国際通貨・金融政策と国際公共政策

第６回：国境を越える政府間関係と補完性原則

第７回：地球環境エネルギー政策と国際行政

第８回：難民・移民政策と国際行政

第９回：食の安全性確保政策と国際行政

第10回：国際公共政策過程と国際機構、企業NGOの役割

第11回：国際行政責任論と国際コントロール

第12回：国際機構の人事行政と行財政改革

第13回：国際安全保障と国際行政

第14回：人間の安全保障・平和構築政策と国際行政

第15回：グローバル・ガバナンスと国際行政

国際行政の研究方法について指導する。３年生は、EUとUN等を事例とした国際行政の概念や理論に関する

内外の基本文献を読み、報告や議論の仕方を学ぶ。

グループごとにパワー・ポイントを用いてプレゼンしてもらい、学際的研究の方法論や自分の力で研究し

ていく能力を身につけられるようにする。

その際、研究資料の収集と分析の方法、研究論文の読み方や書き方、レジュメの書き方や研究発表の仕方、

討論の方法についても基礎的な能力を涵養する。

各ゼミ生が任意のテーマを設定し研究をすすめ、個別報告を行う。各報告について全体で討論を行い、

チュートリアル指導も含め、各自の問題意識と研究能力を育むことを目指したい。
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教 科 書
Textbooks

福田耕治『国際行政学・新版』有斐閣、2012年

福田耕治他『国際行政の新展開』法律文化社、2019年近刊

参考文献
Reference Books

内外の学会誌等の最新の研究論文や資料を用いるので、適宜指示する。

なお、本演習では卒業論文集（CD-ROM版も含む）の刊行、合宿を実施している。

福田耕治編『ＥＵの連帯とリスク・ガバナンス』成文堂、2016年

福田耕治編著『EU・欧州統合研究－Brexit以後の欧州ガバナンス』改訂版・成文堂、2016年

福田耕治・他『EU・国境を越える医療』文眞堂、2009年

福田耕治編著『多元化するEUガバナンス』早稲田大学出版部、2011年

Koji Fukuda, “Accountability and NPM reforms in the EU”, Envisioning Reform: Enhancing UN

Accountability in the 21st Century, UNU Press, 2009.

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ なし

レポート
Papers 20％ 提出された課題レポートについて点数で評価する。

平常点評価
Class Participation 80％ 授業時における報告と討論、ゼミへの貢献度を基準とする。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

時事通信社『世界週報』2004年11月30日号に、本ゼミの紹介が掲載されている。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１１９ 政治学演習 I (藤井浩司)

春学期 ３年以上：２単位 藤井 浩司

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

比較公共政策への接近

授業概要
Course Outline

20世紀後半期を通じて先進社会が共有してきた戦後コンセンサスの終焉が告げられている。21世紀になっ

てさらに顕著になったこの〈揺らぎ〉は、既成の体制として構築された社会・経済・政治構造の抜本的な組み

替えを迫っている。Restructuring. Realignmentなどといったフレーズで示される構造改革の課題は、特に

政府／公共部門にとって「存立の危機」にかかわるほどにまで重くのしかかり、厳しく問い直されている。

「モデルなき実験」、「羅針盤なき航海」ともいわれる課題への取り組みは、各国によってさまざまであり、再

編の道程も定まっていない。自らの座標を定め、課題解決のためのオルタナティヴを探るうえで、各国の政

策対応を整理・分析する意義はこれまで以上に大きいといえる。こうした問題関心から、各国における個別

政策分野での政策対応の現状・課題・展望について検討していきたい。

授業の到達目標
Objectives

各自の研究課題に関する論文作成。

議題に関する質疑応答。講評力の涵養。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要）

第２回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第３回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第４回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第５回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第６回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第７回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第８回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第９回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第10回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第11回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第12回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第13回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第14回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

第15回：受講生研究報告＋質疑応答、講評・総括

教 科 書
Textbooks

別途随時指示する。
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参考文献
Reference Books

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ レジュメ内容、ターム・ペーパー、卒論。

平常点評価
Class Participation 40％ 出席状況、参加意欲、授業運営への貢献。

そ の 他
Others 10％ ゼミ合宿などへのプロジェクトへの参加。

備考・関連URL
Note・URL

ゼミナールは、３・４年合同で２時限連続で行います。フルタイム参加するのがゼミ加入の前提条件です。

また、合宿（夏）、コンパ（随時）など課外活動への参加は、ゼミ参加の基本的な条件です。

－ 42 －



政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１２０ 政治学演習 I (眞柄秀子)

春学期 ３年以上：２単位 真柄 秀子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

新福祉・成長ミックスの比較研究

授業概要
Course Outline

2020年度は、ヨーロッパにおいて広く共有されている社会的投資という概念に焦点を当て、21世紀の新福

祉政策と成長戦略のあり方を、民主主義の質という観点を重視しながら検討したい。社会的投資戦略とは、

現在の諸問題に対応しつつ、将来の帰結を想定し、女性や子供などポテンシャルが特に大きなセクターを人

的資本形成のターゲットとして積極的に政策を展開してゆく戦略である。具体的には、教育政策、保育支援

政策、積極的労働市場政策などが最も重要な政策分野であると考えられている。顧みれば、1980年代以降、先

進諸国における経済的不平等が拡大し、さらに最近は各国の財政悪化を背景とした緊縮政策が支配的となっ

ている。各国選挙では、人々は予想外の劇的展開を目の当たりにしている。このような環境で、人々の能力

を高め、新しい知識基盤経済へのシフトを推進するとともに、これまでの社会政策で重視されてきた平等の

追求や貧困の軽減をも目指す社会的投資戦略は、果たしてケインズ主義と新自由主義を超えた新しいパラダ

イムになることができるのだろうか。

アプローチのとり方は自由。社会学的、歴史学的、経済学的アプローチのどれを使ってもよい。ただし、比

較政治学および比較政治経済学の基礎的知識を有しており、福祉政策や成長戦略に関する学術的な問題意識

を持っていることが選考において特に重要となる。また、選考の際には、英語およびスペイン語、フランス

語、イタリア語、ドイツ語等の外国語の勉強の成果が出ておりグローバルな視点を持っている人が有利とな

る。

社会的投資国家の分析では、先進諸国にアクセントが置かれるが、アジア、ラテンアメリカなどの新興国の

研究も歓迎する。各自がそれぞれの分析対象国に関する緻密な研究を行うと同時に、他のゼミ生の研究発表

を通じて世界中の政治の現在を知り、各国が共通して直面している問題の解決の道を模索する。

またゼミでは、できる限り海外ゲストに講演していただく機会を作りたい。2018年度は、ヴェネツィア大

学のアンドレア・レヴェラント先生、ローマ社会科学国際自由大学のステファノ・サッキ先生らをお招きし、

ご講演いただいている。ゼミ生も大学院生とともに積極的に参加した。秋以降もイタリア、フランス、スイ

スからゲストを招聘する予定である。今後も、ゼミ生のより活発な参加を期待したい。

授業の到達目標
Objectives

世界各国の政治経済の実態を把握し、比較政治学の理論や分析枠組みを用いてそれを分析することを通じ

て政治世界の今日的な諸課題に対して、政治学がどのように貢献できるのかを問いたい。日本語文献だけで

なく、たくさんの英語文献を読みこなす。また、英語以外の外国語にも力を入れて勉強したい。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review
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授業計画
Course Schedule

第１回：イントロダクション（自己紹介とスケジュール調整等）

第２回－第６回：文献の講読と討論

下のリストを参考に必要に応じてより新しい文献も加えて、重要な理論枠組みを検討する。

（１）Magara, H. and B. Amable (eds.) (2017) Growth, Crisis, Democracy - The Political Economy of Social

Coalitions and Policy Regime Change. Routledge, UK.

（２）Magara, H. (ed.) (2017) Policy Change under New Democratic Capitalism. Routledge, UK.

（３）Magara, H. (ed.) (2014) Economic Crises and Policy Regimes - The Dynamics of Policy Innovation and

Paradigmatic Change, Edward Elgar, UK.

第７回－第10回：グループ研究

テーマ別国別にチームを作り、各国最新の政治経済問題をアカデミックな視点からグループごとに研究し、

報告する。

第11回－第14回：各自の研究予定課題発表と討論

第15回：研究計画書の提出とまとめ

教 科 書
Textbooks

ゼミにおいて指摘する。

参考文献
Reference Books

ゼミにおいて指摘する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ なし

レポート
Papers 20％ 学期末の研究計画書の提出

平常点評価
Class Participation 80％ 毎回のゼミでの貢献度

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

福祉政策や成長モデルをめぐる比較政治学の主要理論を学び、仮説を立て、それを実証するというスタイ

ルで勉強したい人向き。特定のテーマや地域・国に関心を持ち、その最新の展開をフォローするよう心がけ

てほしい。大学院進学希望者や、ゼミで習得した知識や国際性を仕事に活かしたい人が本格的に研究し多く

を学べるゼミにしたい。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１２１ 政治学演習 I (谷澤正嗣)

春学期 ３年以上：２単位 谷澤 正嗣

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代リベラリズムとその批判

授業概要
Course Outline

政治を語る際に用いられる重要な概念について分析しつつ、「権力とはどんな力か」「自由と平等を両立さ

せる政治体制は可能か」「正義と不正義を判別する原理は何か」といった問題を扱うのが政治理論である。政

治理論の研究は古典古代にさかのぼる歴史的次元と、きわめて抽象的な哲学的次元を有するが、本演習では

現代の哲学的研究に焦点を合わせる。こうした研究の多くが参照の枠組としているのが、「リベラル・デモク

ラシー」と称される現代の政治体制である。リベラル・デモクラシーに含まれる価値や規範を肯定し正当化

する志向を強くもつ政治理論を「現代リベラリズム」と呼ぼう。他方、それらの価値や規範に対する批判に重

きをおく政治理論を「現代リベラリズム批判」と呼ぼう。本演習では、現代リベラリズムとそれを批判するさ

まざまな潮流のあいだの対話を追いながら、現代リベラリズムがどのように洗練されてきたか、それにもか

かわらず存在している問題点は何かを明らかにする。

授業の到達目標
Objectives

（１）現代政治理論の主要な論点、とくに現代リベラリズムとその批判について理解する。

（２）哲学的な読解、思考、表現、討論の技法を学ぶ。

（３）政治学演習II、IIIおよびIVを受講し、演習論文を執筆するための能力を涵養する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：イントロダクション 政治理論とは何か

第２回－第14回：ロールズ『正義論』講読

第15回：まとめと討論

教 科 書
Textbooks

ジョン・ロールズ（川本隆史ほか訳）『正義論 改訂版』（紀伊国屋書店、2010年）を使用する予定である。

参考文献
Reference Books

川崎修／杉田敦編『新版 現代政治理論』（有斐閣、2012年）。

齋藤純一『不平等を考える』（ちくま新書、2017年）。

戸田山和久『新版 論文の教室』（NHK出版、2012年）。

ウィル・キムリッカ（千葉／岡崎ほか訳）『新版 現代政治理論』（日本経済評論社、2005年）。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 学期末に期末課題を課す。

平常点評価
Class Participation 50％

レジュメによる報告、討論への積極的で協力的な参加、討論から明ら

かになる文献の理解度などを総合的に評価する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

選考課題（レポート）を課す。課題の詳細は掲示を参照のこと。ゼミの見学は随時歓迎する。希望者には

参考資料を配布する。質問や相談は電子メールでどうぞ。
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政治学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

１２２ 政治学演習 I (吉野孝)

春学期 ３年以上：２単位 吉野 孝

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代デモクラシーの政治過程

授業概要
Course Outline

日本では、「55年体制」の崩壊以降、政党政治と行政の在り方が再検討されている。まず政党政治において

は、2009年の政権交代が日本政治を大きく変革する壮大な実験であった。しかし、民主党政権の準備不足と

首相のリーダーシップの欠如により、政治運営は満足のゆくものではなかった。その結果、政権復帰後の自

民党の中では「安倍一強」状態が続き、かつてのような党内政策競争は行われず、野党の存在意義も低い。次

に行政においては、内閣人事局の設置とともに首相に対する官僚の「忖度」問題が表面化し、また、新しい中

央－地方関係の模索も続けられている。そして、日本経済の再生、財政再建、震災復興、原発再稼働問題、領

土をめぐる中国・韓国とのあつれきなど、多くの政治問題の解決が求められる中で、住民投票やNPOなど新し

い参加様式へ関心も高まっている。さらに、海外に目を向けると、経済のグローバリゼーションが進む中で、

権威主義体制を採用する国----多くが発展途上国----の経済成長率が高まった。その結果、自由主義体制諸

国の魅力が低下し、デモクラシーという政治形態それ自体に対して大きな疑問が投げかけられている。本演

習の課題は、現代デモクラシーの政治過程についての理論と実際の研究をつうじて、現代デモクラシーの問

題状況を把握し、その解決策を展望することにある。

授業の到達目標
Objectives

疑問をリサーチクエスチョンに変換し、論理的・段階的な思考をつうじてリサーチクエスチョンに対する

解答を発見し、そのプロセスを長い文章で表現する能力を習得する。「それがデモクラシーの政治過程と密接

に関係する」という条件の下で、学生が自由にテーマを設定し、３年の秋学期から４年の春・秋学期にかけて

５回の報告を行い、それらをまとめて演習論文として提出する。これが、本演習を履修する早稲田大学政治

経済学部生の「卒業作品」となる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：４年生の報告（３名）を聞き、ディスカッションに参加する。その後でサブゼミとして、共同研究の

準備を行う（テーマ選択とチーム分け）。

第２回：４年生の報告（３名）を聞き、ディスカッションに参加する。その後でサブゼミとして、共同研究の

準備を行う（チームごとのディスカッション）。

第３回：４年生の報告（３名）を聞き、ディスカッションに参加する。その後でサブゼミとして、共同研究の

準備を行う（チームごとのディスカッション）。

第４回：４年生の報告（３名）を聞き、ディスカッションに参加する。その後でサブゼミとして、共同研究の

準備を行う（チームごとの研究計画の発表）。

第５回：４年生の報告（３名）を聞き、ディスカッションに参加する。論文の書き方と注の付け方。

第６回：仮説・リサーチクエスチョンのつくり方。

第７回：仮説・リサーチクエスチョンのつくり方。

第８回：仮説・リサーチクエスチョンのつくり方。

第９回：仮説・リサーチクエスチョンのつくり方。

第10回：共同研究のグループ報告①とディスカッション。

第11回：共同研究のグループ報告②とディスカッション。

第12回：共同研究のグループ報告③とディスカッション。

第13回：共同研究のグループ報告④とディスカッション。

第14回：共同研究のグループ報告⑤とディスカッション。

第15回：秋学期（演習Ⅱ）における個人研究テーマの発表。
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教 科 書
Textbooks

最初の演習時に、ゼミ論の書き方、注の表記方、参考文献一覧などを配付する。その後は、必要に応じて、

授業の中で紹介する。

参考文献
Reference Books

最初の演習時に、ゼミ論の書き方、注の表記方、参考文献一覧などを配付する。その後は、必要に応じて、

授業の中で紹介する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ 出席40％、報告30％、ディスカッションへの参加30％。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０１ 経済学演習 I (安達剛)

春学期 ３年以上：２単位 安達 剛

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済学を社会問題に応用する力を身に付ける。

授業概要
Course Outline

ミクロ経済学は知識ではなく思考の型であり、社会や日常生活の現場で活用できなければ意味がありませ

ん。ミクロ経済学やゲーム理論の授業では理論を抽象的な形で学習していますが、それを「どこで」「どのよ

うに」使うのかという技術は、理論とは別に体系的に学習して身に付ける必要があります。この演習では、討

議に重点を置いた理論テキストの輪読と、現実の社会問題についてのケーススタディ、そしてフィールドワー

クの３つを柱として≪ミクロ経済学・ゲーム理論を現場で使う技術≫を習得していきます。

演習Ⅰでは、①問題をインセンティブ構造で捉える技術、②仮説を【発見・発明】に変える技術、③ミクロ

経済学・ゲーム理論や統計学を使って独自の研究をする技術、の習得と習熟を目指します。ゼミ生同士の討

議をメインとしたケーススタディと、研究計画の指導が中心になります。

授業の到達目標
Objectives

問題をインセンティブ構造で捉える技術について習熟する。

ミクロ経済学・ゲーム理論・統計学を用いた研究の構造について理解する。

問題を自ら見つけ、仮説を考え、検証するプロセスとその意義を学習する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：イントロダクション

第２～４回：インセンティブ構造で考える（反復練習）

第５～６回：仮説をみがく（反復練習）

第７～８回：簡単に検証する

第９～10回：学問を使って発見・発明をする

第11回：検証方法の学習（ミクロ経済学・ゲーム理論）

第12回：検証方法の学習（統計学）

第13回：検証方法の学習（質的研究）

第14回：研究計画をたてる

第15回：まとめ

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

討議への参加度合と、輪読で使用するテキストの読み込み度合で評価

する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０２ 経済学演習 I (荒木一法)

春学期 ３年以上：２単位 荒木 一法

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

企業と家計の行動分析（応用ミクロ経済学）

授業概要
Course Outline

（目的）本演習は、企業と家計の行動分析を題材として、参加者の分析力とコミュニケーション能力を向上さ

せることを主たる目的とします。

（方法）伝統的なミクロ経済学に加えて、ゲーム理論や契約理論を具体的な分析事例を交えて学ぶことで、参

加者の分析力の質を高め、幅を拡げることを試みます。また、プレゼンテーションと討論の機会をできるだ

け多く確保するとともに、適宜短いレポートの提出を求め、参加者の「話す力」「書く力」の向上に努めます。

（題材の説明）主に企業の戦略決定（投資・資金調達行動、マーケティングなど）と資金仲介者（銀行・証券

会社等）の行動を分析し、時間的余裕があれば家計の消費・貯蓄・資産選択行動も扱いたいと考えています。

これらのトピックをミクロ経済理論を用いて分析する文献を輪読するとともに、関連ニュースを報じる和文

および英文の新聞・雑誌等の記事を題材にディスカッションをおこない理論の応用力を強化します。

（授業の進め方）春学期は共通のテキストを使用し、参加者が担当箇所を発表していきます。例年は各人３

回の発表機会があります。夏合宿では事前に設定した課題について調査し、その結果を口頭で発表するとと

もに、レポートとしてまとめ提出してもらいます。

（授業時間について）ゼミは、３年４年合同で月曜４時限、５時限連続で行います。

（授業以外のゼミ活動）年間数回のペースで実務の第一線で活躍されているゲストスピーカーによる講義や

ゼミ卒業生も参加する勉強会をを実施する予定です。講義や勉強会を通じて、ゼミ生の皆さんがあたらしい

知識・視点を吸収し、将来の進路について考えるヒントを得ることを期待します。月曜４時限＆５時限以外

の時間に実施される活動については参加を必須とはしませんが、ゼミ生諸君はこれらの活動にも積極的に参

加してください。

授業の到達目標
Objectives

・状況に応じたプレゼンテーションをおこなうことができる。

・ディスカッションにおいて、自らの考えを効果的に伝えたり、多様な意見を整理し集約したりすることがで

きる。

・ミクロ経済理論の応用力を強化し、与えられた事例に即応的分析を加えることができる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：プレゼンテーションに関する留意点 （講義）

第２回～第14回：受講生によるプレゼンテーションとディスカッション

第15回：夏休みの課題の説明
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教 科 書
Textbooks

現３年生は、夏までに以下の４冊を輪読しました。

プレゼミ

伊神満『「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明』日経ＢＰ

春学期

丸山雅祥『経営の経済学（第３版）』有斐閣

田中・保田『コーポレートファイナンス 戦略と実践』ダイヤモンド社

森岡・今西『確率思考の戦略論』角川書店

参考文献
Reference Books

適宜紹介します。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験は実施しません。

レポート
Papers 50％ 期末レポートを評価します。

平常点評価
Class Participation 50％

プレゼンテーションの内容とディスカッションへの貢献を評価しま

す。

そ の 他
Others 0％ 特にありません。

備考・関連URL
Note・URL

次の３科目の単位を取得済みであることを応募の前提条件とします。

「ミクロ経済学入門」、「経済数学入門」、「ミクロ経済学Ａ」

また、応募を検討する場合は、必ず教員による説明会（９月上旬）に参加するか、参加できない場合はコー

スナビで視聴し、ゼミの内容・方針を確認した上で判断してください。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０３ 経済学演習 I (有村俊秀)

春学期 ３年以上：２単位 有村 俊秀

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

環境経済学

授業概要
Course Outline

地球温暖化問題、大気汚染問題、廃棄物問題などの環境問題を分析する環境経済学を学びます。また、関連

する再生可能エネルギーなどエネルギー問題・政策についても経済学的にアプローチします。分析手法とし

ては、ミクロ経済学や、統計学を用いた計量経済学を用います。そのため、ゼミでは統計分析・計量分析の手

法も学びます。コンピュータールームでの統計分析の実習も行います。春学期は、教科書の輪読を行いなが

ら、研究活動の方法について理解を深めます。ゼミでは、欧州・米国あるいはアジアの環境政策についても学

ぶ予定です。

また、秋学期中にプレ演習を行います。そこでは、本格的なゼミ活動を行うまでの準備を行います。

授業の到達目標
Objectives

本演習では、環境経済学の論文を書くことを目標としています。そのため、前半は、環境経済学の考え方を

理解することを目指します。論文執筆では、定量分析をすることを目指すため、分析に必要な統計学、計量経

済学の手法を修得することも目標です。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：ガイダンス

第２回：教科書輪読①

第３回：教科書輪読②

第４回：ゼミ論執筆について

第５回：教科書輪読③

第６回：教科書輪読④

第７回：個人発表①

第８回：個人発表②

第９回：個人発表③

第10回：計量・データ分析入門①

第11回：グループ発表①

第12回：グループ発表②

第13回：グループ発表③

第14回：計量・データ分析入門②

第15回：まとめ

教 科 書
Textbooks

第１回目に提示する。
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参考文献
Reference Books

「入門 環境経済学」日引 聡・有村俊秀著（中央公論新社）

「環境規制の政策評価：環境経済学の定量的 アプローチ」有村俊秀・岩田和之著（上智大学出版会・ぎょ

うせい）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 研究論文が書けるようになる。

平常点評価
Class Participation 50％ 毎回参加し、ゼミに積極的に参加する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

統計学、計量経済学の知識を持っている方が望ましいですが、理論分析、環境政策の制度に関心がある人も

歓迎します。

関連URL：

http://www.f.waseda.jp/arimura/

ゼミ履修者には、学部の環境経済学及び計量経済学の受講をお願いします。

また、２年生の間に、統計または計量関係の講義を受講してください。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０４ 経済学演習 I (上田貴子)

春学期 ３年以上：２単位 上田 貴子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済データ解析

授業概要
Course Outline

本専門演習は、データ及びデータ解析に基づいて自ら調べ考える姿勢を身につけることを目標とする。

本演習I（春学期）では、

(１)どのような公的統計が利用できるか、学ぶ。

(２)PC室において、統計ソフトウェア等の利用方法を学ぶ。

また、履修者が各自でトピックを選定し、選定したテーマについて、公的統計調査等にもとづいて調査分析

を行い、期末レポートにまとめる。

統計学・計量経済学の知識の復習と、選定したテーマに関する自主的な勉強を必須とし、演習では事前に勉

強した内容に基づいて報告・議論を行う。

授業の到達目標
Objectives

学生諸君の多くは大学卒業後、社会へ巣立つ。周囲に氾濫する情報や一般常識などを鵜呑みにするのでは

なく、自分にとっての「正解」を自分でみつけていく能力は、職業生活においても個人生活においても役にた

つと考えられる。本演習では、自ら疑問を持ち、調査を行い、数字やデータなどの客観的根拠をもって自らの

考えをまとめ、さらにその考えを他者に向かってわかりやすくアピールする能力の基本を身につけることを

目標とする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

１．「統計学入門」「統計学」を２年次までに履修済であること。また、統計学２級検定の受験を推奨する。

２．３年春学期に「計量経済学」を必ず履修すること。

３．３年秋学期に「上級計量経済学（横断面・パネルデータ分析）」を必ず履修すること。（演習IIの単位取得

要件）

４．各自の選定したトピックに関連する学科目を必ず履修すること。

授業計画
Course Schedule

ゼミの履修者に興味と学習水準に応じて、文献の講読及び各自の選定したトピックに関する研究報告を行

う。無断欠席は本演習の放棄とみなす。やむを得ない理由によって欠席する場合、欠席連絡は必須とする。

また、課題を課すことがある。

第１回：春学期の演習の進め方について

第２－11回：PC実習を行う。

第12－15回：調査報告発表と討論

＊ ３－４年生合同で演習を行うことがあるため、演習I, IIIの両方に出席すること。

教 科 書
Textbooks

なし
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参考文献
Reference Books

なし

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 60％ レポート

平常点評価
Class Participation 40％

出席、文献購読の報告、討論への参加、ゼミ論の報告等により評価す

る。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０５ 経済学演習 I (大湾秀雄)

春学期 ３年以上：２単位 大湾 秀雄

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

労働経済学の知識とデータを用いて実践的課題に取り組む

授業概要
Course Outline

複数の書籍を輪読しながら、人事、組織、戦略、労働政策、教育、移民、高齢化、ジェンダー、スポーツ、

起業、イノベーションなど、幅広いテーマにおける疑問を掘り起こし、研究テーマを設定する。クラスで、複

数のテーマに絞ったあと、各自の興味に応じて、グループを編成し、夏以降のグループ研究に備える。必要に

応じて、ゲーム理論、戦略論、契約理論、因果推論、Rに関する講義を提供する。

授業の到達目標
Objectives

日本の労働市場の制度的側面を理解しつつ、これからの社会人、研究者に必要な思考法や技法を習得する。

具体的には、研究テーマの設定、先行研究のサーベイ、理論的フレームワークの選択、必要なデータの特定と

収集、因果関係の検証、結果の解釈、という研究に必要な一連の流れを理解する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

３冊の指定した書籍の輪読に加え、履修者の興味や発見した課題に応じ、適宜他の書籍や論文を輪読に加

える。また、毎回２名を指名し、その週に見聞きした経済・ビジネスニュースの中から、疑問に思ったことを

紹介させ、それに関しての実証研究を行うには、どういったアプローチが可能か議論を試みる。

教 科 書
Textbooks

「日本の労働市場―経済学者の視点」、川口大司編、有斐閣

「日本企業の採用革新」、服部泰宏/矢寺顕行著、中央経済社

「『イノベーターのジレンマ』の経済学的解明」、伊神満著、日経BP社

参考文献
Reference Books

「WORK DESIGN(ワークデザイン):行動経済学でジェンダー格差を克服する」、イリス・ボネット著、NTT出版

「オンラインデートで学ぶ経済学」、ポール・オイヤー著、NTT出版

「やさしい行動経済学」、日本経済新聞社
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 50％ 演習中の討論への参加と貢献

そ の 他
Others 50％ 輪読におけるプレゼンテーション

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０６ 経済学演習 I (荻沼隆)

春学期 ３年以上：２単位 荻沼 隆

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

意思決定理論とゲーム理論のミクロ経済分析への応用

授業概要
Course Outline

この演習では、主に、意思決定理論とゲームの理論を用いた経済分析について学ぶ。また、それに関連する

行動経済学の研究についても学習する。この演習では、まず意思決定理論とゲームの理論の標準的な内容を

学習する。その上で、限定合理性を考慮した分析のように発展的な研究を行うか、特定の分野に関するやや

現実的な応用研究を行うことを目的とする。

授業の到達目標
Objectives

意思決定理論・ゲーム理論の基本的内容を理解し、それらを現実の経済問題の分析に用いることができる

ように学習する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回－第７回：意思決定理論(行動経済学的内容を含む）のテキストを輪読し、その内容について議論する。

第８回－第15回：合理的選択理論(ゲーム理論的内容を含む）のテキストを輪読し、その内容について議論す

る。

に分けて、グループ発表をしてもらう。

教 科 書
Textbooks

I.ギルボア「意思決定理論入門」 （川越・佐々木訳） NTT出版

I.ギルボア「合理的選択（松井彰彦訳）みすず書房

その他

参考文献
Reference Books

未定。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 内容の正確さおよび問題設定・分析力を考慮する。

平常点評価
Class Participation 50％ 出席および授業への参加度、授業内での発表を総合的に考慮する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

学生に対する要望：ミクロ経済学とゲーム理論に関係する演習なので、演習参加者は、事前にミクロ経済学

とゲーム理論の基礎知識があることが望まれる。それがあまりない場合は、演習での最初のテキストブック

の学習の時点で、キャッチアップするやる気のあることが前提条件になる。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０７ 経済学演習 I (小倉義明)

春学期 ３年以上：２単位 小倉 義明

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

金融の統計分析

授業概要
Course Outline

この演習では、金融理論の基本を参加者全員で議論しながら学ぶと同時に、自ら論理を組み立て、統計的手

法でそれを立証し、文章あるいはプレゼンテーションとしてそれを表現する訓練をする。

授業の到達目標
Objectives

この演習では、以下の５点を目標とする。

１．金融の基礎概念・理論を十分に理解すること。

２．日々報道される金融事象の意味を的確に把握できること。

３．自分の前提とする仮定を意識しつつ，自ら論理を組み立て，それを表現できるようになること。

４．英語による情報収集に慣れること。

５．ソフトウェアを用いた統計分析に慣れること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション・打ち合わせ

第２～７回：テキスト１輪読・検討 Part 3: Financial Institutions （毎回３-４名程度が担当個所を報告）

第８～11回：統計ソフトウェアRの練習

第12～14回：グループ研究

第15回：グループ研究の中間報告

教 科 書
Textbooks

Mishkin, F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Ed. of 11th revised Ed.,

2015. （プレゼミでPart 2、前期ゼミでPart3, 4を輪読、Kindle版、中古でも可）

参考文献
Reference Books

授業中に関連する論文・書籍・データを紹介する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％ グループ研究構想発表会に参加すること

平常点評価
Class Participation 70％ 出席。報告。議論への活発な参加。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

○ マクロ経済学A、ミクロ経済学Aを履修済みであることが望ましい。

○ 金融論、ファイナンスを履修する予定であることが望ましい。

○ 計量経済学を並行して履修すると,分析手法の幅が広がるのでなお良い。

関連URL：

http://researchers.waseda.jp/profile/ja.94715480dc051ba129b1e943d2e9cd0c.html
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０８ 経済学演習 I (笠松学)

春学期 ３年以上：２単位 笠松 学

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済成長と所得分配

授業概要
Course Outline

我々が行っている様々な経済活動の結果を、最も包括的にとらえた指標の一つは国内総生産（GDP)とよば

れる。ある国の景気が良いとか悪い、あるいは経済政策が上手くいっているとかいないとかいう時にも、こ

の指標がしばしば持ち出される。また、長い期間にわたってGDPが増加すると経済は成長したと言われ、成長

する国は豊かになり、あまり成長しない国は遅れをとっていると言われたりもする。GDPが長い間に、なぜ、

そしてどのように変化するのかを考えることは、こうした様々な意見に対して自分の考え方を表明する上で

も役立つだろう。

他方、このGDPは、付加価値が分配される有様を記述する際にも使われる。さらに、人々は遺贈・相続・贈

与といったかたちで、富をやり取りする。このような所得や富の分配は、様々な格差や不平等を考える上で

一つの焦点になる。また、所得や富の分配のされ方と経済成長との間にどのような関係があるのかを考える

ことも興味深い。

この演習では、マクロ経済学、ミクロ経済学で学んだ内容を活かして、経済成長と所得や富の分配に関する

こうした様々な問題を取り上げ、互いに議論することで自分の考えを深め、世間で行われる経済論議への自

分なりの観点を確立できるよう努める。

最後に、そうした日頃の議論や学習の中から各自でテーマを選び、一つの論文として仕上げる。

授業の到達目標
Objectives

１．自分（たち）が担当するテーマ報告をし、内容を自分（たち）以外の人たちに理解させるように努める。

２．自分以外の人たちの報告を聞き、質問・コメントしたり、その内容を理解した上で自分の観点に基て議論

できるようになる。

３．自分の関心に従ってテーマを決め、必要な準備を施して一つの論文を完成させる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

報告に必要なレジュメなどを作成し、当日の活動記録を後日確認する。

授業計画
Course Schedule

第１回－第５回：基礎知識の確認と補足

第６回－第10回：基礎知識の確認と補足(2)

第11回－第15回：成長理論と分配理論の検討・討論

第16回－第22回：成長理論と分配理論の検討・討論(2) 成長・分配理論の応用

第23回－第29回：成長・分配理論の応用(2) および各自のテーマに基く発表・討論

第30回：理解度の確認
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教 科 書
Textbooks

春学期は、主に基礎的な知識を身に付けるために充てることが多い。

その際に、どのようなテキストを使用するかは参加者と相談して決める予定。

参考文献
Reference Books

フォーリー＆マイクル（佐藤・笠松監訳）、『成長と分配』（2002年、日本経済評論社）を参照すると、成長・

分配理論の内容の一部を知ることができる。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

演習に参加し、報告をしたり議論をしたりする。

適宜、エッセイを書き、課題を完成させる。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

演習は、講義では十分にできない少人数の参加者間での質疑応答や議論を通じて、自分の経済学（に止まら

ない、その他の分野の）理解を確認し、深めるために絶好の機会となる。また、これまでの経済学の勉強内容

に不安がある場合でも、それを解消できる絶好の場にもなる。積極的に活用して欲しい。

言い換えると、演習に全員が参加して議論に加わる、あるいは議論を先導することが必須となる。

通例、夏休み中に合宿が予定されるので、各自の休み中の計画と整合させる必要がある。

また、春学期は代講の予定。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０９ 経済学演習 I (片山宗親)

春学期 ３年以上：２単位 片山 宗親

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

マクロ経済分析

授業概要
Course Outline

本演習では、日本経済やアメリカ経済などを中心にマクロ経済に関する諸問題（金融政策やビジネスサイ

クルなど）に関するの基本的な知識や、必要な分析ツールの獲得を目指します。

授業の到達目標
Objectives

演習を通じてマクロ経済に関する知識を獲得するだけではなく、

１. 資料などを鵜呑みにして表面的な見方に流されるのではなく、自ら論理的に考える力

２. 独りよがりになるのではなく、自らの考えをオーディエンスに効果的に伝えるスキル

などを養うことを目標とします。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

プレゼンテーションとディスカッションを中心に行います。具体的なテーマは、参加者の興味に応じて決

定します。

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ プレゼンテーションの出来やディスカッションへの参加に基づく

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

http://www.f.waseda.jp/mkatayamaゼミに関しての質問などは、mkatayama@waseda.jpまで送って下さい。

よくある質問は、ココにまとめておきます。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１０ 経済学演習 I (金子昭彦)

春学期 ３年以上：２単位 金子 昭彦

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際金融

授業概要
Course Outline

まず、教科書で国際金融及び国際貿易の基礎を学ぶ。

その後、参加者各自の興味を踏まえた上で、以下の参考文献にあるような国際金融への動学的アプローチ

に移る。

授業の到達目標
Objectives

国際金融及び国際貿易の基本モデルを理解する

学術論文レベルの英文を読めるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回－第15回：国際金融及び国際貿易の基礎知識の取得

教 科 書
Textbooks

"The Economics of European Integration" 6e Richard Baldwin and Charles Wyplosz

参考文献
Reference Books

"International macroeconomics" Martı́n Uribe and Stephanie Schmitt-Grohé

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ 出席状況、予習。

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

ミクロ経済学A、マクロ経済学Aの内容を理解していること。

英語文献の読解能力の高さ、自習時間に時間をかけることが望まれる。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１１ 経済学演習 I (川口浩)

春学期 ３年以上：２単位 川口 浩

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

日本経済の歴史的展開とその思想

授業概要
Course Outline

経済という行為は、時代・地域を問うことのない人間の普遍的な営為の一つである。

しかし、経済の実態は、ある一つの限定された時代・地域における特定の人々の行為の結果であり、従っ

て、地理的にも時代的にも一様なものではない。日本列島と呼ばれる地域に展開した経済も、地理的・時代的

条件とそこに生きた人々の特質とが作り上げた人間活動の一つの結果である。

本演習の課題は、日本における近世－近現代の経済の実態、及び、それを担った人々の経済思想に接近する

ことである。

ゼミ生の選考に際しては面接を行う。選考の第１基準は、積極的な学習姿勢である。各週の授業は勿論、

合宿その他の活動への積極的参加も必須である。また、本演習の参加者は、すべての経済史関係科目を履修

することが望ましい。

★応募手続が終わりましたら、直ちにその旨を ＜kawaguti@waseda.jp＞ に連絡して下さい。折り返し、面

接時間を返信します。

授業の到達目標
Objectives

日本の経済史および経済思想史の特性を専門的に理解すること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：前年度のプレゼミを踏まえて、２年間にわたる経済学演習の概要、最終目標としての卒業論文につい

て説明します。

第２回：輪読(1)

第３回：輪読(2)

第４回：輪読(3)

第５回：輪読(4)

第６回：輪読(5)

第７回：輪読(6)

第８回：輪読(7)

第９回：輪読(8)

第10回：研究報告(1)

第11回：研究報告(2)

第12回：研究報告(3)

第13回：研究報告(4)

第14回：研究報告(5)

第15回：まとめと理解度の確認

教 科 書
Textbooks

杉山伸也『日本経済史 近世―現代』（岩波書店、2012年）を輪読します。
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参考文献
Reference Books

川口浩編『日本の経済思想 時間と空間の中で』（ぺりかん社、2016年）

川口浩・石井寿美世・グラムリヒ=オカ・劉群芸『日本経済思想史 江戸から昭和』 (勁草書房、2015年)

川口浩、ベティーナ・グラムリヒ=オカ編『日米欧からみた近世日本の経済思想』 (岩田書院、2013年)

太田愛之・川口浩・藤井信幸『日本経済の二千年』 （勁草書房、2006年）

川口浩編著『日本の経済思想世界』 (日本経済評論社、2004年)

橋本寿朗『現代日本経済史』（岩波書店、2000年）

橋本寿朗・大杉由香『近代日本経済史』（岩波書店、2000年）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ 積極的な授業参加。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

正当な理由のない欠席等の怠業は一切認めない。以後出席無用。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１２ 経済学演習 I (河村耕平)

春学期 ３年以上：２単位 河村 耕平

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

Firms and Organizations in Japan I

授業概要
Course Outline

This discussion-based course introduces students to microeconomic analysis of Japanese firms. The

course first reviews basic game theoretic tools to understand organizational behaviour, and apply them

to study key aspects of firms in Japan. The topics covered include history and path-dependence, internal

organization of firms, employment practices and labour market, corporate governance, firm performance,

and comparison with other countries.

授業の到達目標
Objectives

The aim of this seminar is to enable students to examine various “Japanese” practices through

microeconomic theory, without simply resorting to “cultural” differences and other ad-hoc

explanations. The game theoretic models introduced in the course will also help students to use a unified

approach to understanding organizational practices in other countries.

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

Class 1: Introduction and overview

Classes 2 and 3: theoretical tool I – repeated games and relational contracts

Classes 4 and 5: theoretical tool II – coordination games and complementarities

Classes 6 and 7: theoretical tool III – history and path-dependence

Classes 8 and 9: Aoki’s theory of the “J-firm”

From Class 10 onwards, topics will be chosen according to students' progress and interests.

教 科 書
Textbooks

None

参考文献
Reference Books

Reading list will be provided for each class
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％ Essay(s)

平常点評価
Class Participation 70％ Presentation and discussion

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１３ 経済学演習 I (小林和夫)

春学期 ３年以上：２単位 小林 和夫

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

歴史のなかのグローバル化

授業概要
Course Outline

私たちが生きている現在の世界は、どのようにして形成されたのだろうか。このような問いを考えるとき

のキーワードの１つが、「グローバル化」であろう。本演習では、最近出版された文献を読みながら、グロー

バル化に関する理解を深めていきたい。その際に、ヨーロッパ人によってグローバル化が推進された、とい

う昔ながらのヨーロッパ中心主義的歴史解釈に束縛されることなく、各地域のアクターの役割にも目を向け

てみよう。各地域の経済発展の過程を学ぶなかで、グローバルな連関とローカルな動きの相互作用のなかで、

グローバル化が展開し、現代世界の基盤が形成されたことが理解できるようになる。

授業の到達目標
Objectives

テキストの輪読を通じて、経済史研究の基本的事項を習得する。それと合わせて、多面的に歴史を捉える

能力を涵養する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

報告担当者を決めて、毎週テキストを輪読する。

教 科 書
Textbooks

以下の文献はあくまでも候補である。場合によっては、他の文献になる可能性もある。

Tirthankar Roy and Giorgio Riello, eds., Global Economic History (London and New York: Bloomsbury,

2018).

参考文献
Reference Books

必要に応じて、適宜紹介する。

－ 73 －



評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ プレゼンテーションと議論への参加

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１４ 経済学演習 I (近藤康之)

春学期 ３年以上：２単位 近藤 康之

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

貿易、環境、経済効果の計量分析

授業概要
Course Outline

製品を生産するには半製品や電力などが必要であり、半製品や電力を生産するには原材料や天然資源が必

要です。製品のサプライチェーンは、さまざまな生産プロセス（あるいは産業）の複雑なネットワークにより

構成されています。経済のグローバル化が進んだ現代においては、製品のサプライチェーンは世界各国に広

がっています。したがって、我々の消費活動は国内産業だけでなく、貿易を通じて他国の産業にも影響を与

えます。また、生産活動により不可避的に廃棄物や温室効果ガスなどが排出されるため、我々の消費活動は

様々な地域の自然環境にも影響を与えます。持続可能な消費と生産を実現するためには、製品の国際サプラ

イチェーンに関するデータに基づく理解が必須です。

この演習では、貿易、環境、経済効果の計量分析の主たる方法として産業連関分析と回帰分析を学びます。

学んだ方法をデータに適用して分析すること、およびレポート執筆と口頭発表を通してソフトウェア使用と

プレゼンテーションの技術を向上することも重視します。

２年生の秋学期後半に実施するプレ演習では、貿易、環境、経済効果の産業連関分析に関する分析事例を通

して、産業連関分析がどのように用いられているかを学びます。

授業の到達目標
Objectives

産業連関分析と回帰分析の基礎的方法を理解し、それを実際にデータに適用して貿易、環境、経済効果の計

量分析を行えるようになること。また、分析結果をレポートおよび口頭により発表する技術を向上すること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

産業連関分析と回帰分析の方法は、関連する講義（計量経済学、経済学研究）で学習します。ゼミの時間に

教科書の輪読などは行いません。４人程度のグループで11月までに共同論文を執筆するために予備的分析を

行うことが春学期中の課題です。最初の数回を除いて、ゼミの（ほとんどの）時間には、共同論文のためのグ

ループワークを行います。

第１回－第６回：共同研究論文のテーマ検討

第７回－第15回：共同研究論文のためのグループワークおよび進捗報告

教 科 書
Textbooks

指定しません。
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参考文献
Reference Books

学期の途中で随時指示します。

尾山大輔・安田洋祐（編著）（2013）『改訂版 経済学で出る数学：高校数学からきちんと攻める』日本評論社

小長谷一之・前川知史（編）（2012）『経済効果入門：地域活性化・企画立案・政策評価のツール』日本評論

社

藤川清史（2005）『産業連関分析入門：ExcelとVBAでらくらくIO分析』日本評論社

Miller, R. E.; Blair., P. D. (2009) Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, 2nd ed.

Cambridge University Press

Nakamura, S.; Kondo, Y. (2009) Waste Input-Output Analysis: Concepts and Application to Industrial

Ecology. Springer

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 宿題、共同研究論文（予備的分析）

平常点評価
Class Participation 50％ グループワーク、進捗報告のプレゼンテーション

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

以下の講義を３年次までに必ず登録・履修してください：計量経済学、経済学研究・国際政治経済研究（近

藤康之）。
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１５ 経済学演習 I (齊藤有希子)

春学期 ３年以上：２単位 齊藤 有希子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

空間経済学

授業概要
Course Outline

現実社会において、空間経済学がどのような示唆を与えうるのか、興味のあるテーマを設定するとともに、

学術的な研究背景の理解を促す。

新規性のある研究を行い、研究成果の発表、卒業論文を作成するための指導をする。

授業の到達目標
Objectives

文献を精査し、それぞれのテーマにおいて、解明されてきたこと、解明されるべきことを深く考え、論理的

に伝えられるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

①テーマごとに文献を調査し、文献レビューを発表する。

②興味あるテーマを設定し、データの収集をし、実証分析を行う。

③研究計画を議論し、研究の新規性についてレポートにまとめる。

３年次の年度末および卒業時には論文の提出を義務付ける。

質の高い卒業論文を書くことが最終的な目標である。

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books

適宜指示する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％ 学期中、学期末に２回提出するレポートによって評価する。

平常点評価
Class Participation 70％ 自身の研究発表および他人の発表に対する質問・コメントを評価する。

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

ミクロ経済学の基礎、経済数学の基礎を前提とする。
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１６ 経済学演習 I (笹倉和幸)

春学期 ３年以上：２単位 笹倉 和幸

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

新古典派総合

授業概要
Course Outline

この演習では新古典派総合について研究する。新古典派総合とは、短期においてはケインズの理論がそし

て長期においては新古典派の理論が成り立つという、1955年にサミュエルソンによって提案されたマクロ経

済学の考え方である。新古典派総合は1960年代には影響力があったが、次第に顧みられなくなり、現在では

「瓦解した理論体系」とみなされている。この演習では新古典派総合の今日的意義を探究する。新古典派総合

については参考文献（１）～（４）を、マクロ経済学の現状については参考文献（５）～（８）を読んでおく

こと。

授業の到達目標
Objectives

新古典派総合について自分自身の考えをもてるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

ケインズ『一般理論』を毎週２章ずつ読んで報告書を作成する。所要時間は毎週90分。

授業計画
Course Schedule

第１回：ケインズ『一般理論』

ケインズ『一般理論』について説明します。

第２回：古典派理論とセイの法則

古典派理論とセイの法則について説明します。

第３回：有効需要の原理

有効需要の原理について説明します。

第４回：消費理論

消費理論について説明します。

第５回：乗数理論

乗数理論について説明します。

第６回：投資理論

投資理論について説明します。

第７回：流動性選好説

流動性選好説について説明します。

第８回：貨幣数量説

貨幣数量説について説明します。

第９回：ハロッドの経済動学

ハロッドの経済動学について説明します。

第10回：ケインズ派の景気循環理論

ケインズ派の景気循環理論について説明します。

第11回：ヒックスとIS-LMモデル

ヒックスとIS-LMモデルについて説明します。

第12回：マネタリズムと合理的期待形成学派

マネタリズムと合理的期待形成学派について説明します。

第13回：新しいケインズ派経済学

新しいケインズ派経済学について説明します。

第14回：新古典派経済成長理論

新古典派経済成長理論について説明します。
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第15回：フリードマンとケインズ

フリードマンとケインズについて説明します。

教 科 書
Textbooks

Keynes, John M., 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan.（ケイ

ンズ（塩野谷祐一訳），1995，『雇用・利子および貨幣の一般理論』東洋経済新報社．）

参考文献
Reference Books

（１）荒憲治郎，1974，「新古典派総合：混合経済下の政策論の模索」，稲田献一・岡本哲治・早坂忠編『近代

経済学再考』有斐閣，pp. 91-118．

（２）根井雅弘，2018，『サムエルソン－『経済学』と新古典派総合』中央公論新社．

（３）De Vroey, Michel, 2016, A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond, New York:

Cambridge University Press.

（４）Karier, Thomas, 2010, Intellectual Capital: Forty Years of the Nobel Prize in Economics, Cambridge:

Cambridge University Press.（カリアー（小坂恵理訳），2012，『ノーベル経済学賞の40年』（上下巻）筑摩書

房．）

（５）Chugh, Sanjay K., 2015, Modern Macroeconomics, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

（６）Colander, David, and Craig Freedman, 2019, Where Economics Went Wrong: Chicago's Abandonment of

Classical Liberalism, Princeton: Princeton University Press.

（７）Mankiw, N. Gregory, 2006, “The Macroeconomist as Scientist and Engineer,” Journal of Economic

Perspective, Vol. 20, pp. 29-46.

（８）Romer, David, 2019, Advanced Macroeconomics, 5th Edition, New York: McGraw-Hill.（ローマ―（堀雅

博・岩成博夫・南條隆訳），2010，『上級マクロ経済学』（第３版）日本評論社）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 40％ ３年次はタームペーパー、４年次はゼミ論文の質で評価する。

平常点評価
Class Participation 60％ 授業への積極的参加｡

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１７ 経済学演習 I (白木三秀)

春学期 ３年以上：２単位 白木 三秀

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

労働・人的資源に関する国際比較研究

授業概要
Course Outline

本演習では「21世紀の労働・仕事」に関する国際比較研究を行う。仕事・労働は人間社会が続く限り、未来

永劫に続く研究課題である。人的資源が有効に活かされて初めて経済社会の発展がある。

経済社会では現在、短期的のみならず中長期的にも様々な変化が起こっている。経済環境の変動にとも

なって、労働市場、職業構造、キャリア、仕事内容、労働者意識などが変わる。またこれに応じる形で、企業

内の人的資源管理、政府の労働政策も変化しつつあるが、経済活動がグローバル化しているため、広い視野が

必要とされている。本演習では、「現代における労働・人的資源の国際比較」に的を絞り、それを掘り下げて

検討していきたい。

企業訪問やディベートなども随時取り入れ、ゼミ生同士で切磋琢磨し、現実感覚や論理的思考能力の涵養

を行いたい。

授業の到達目標
Objectives

日本企業が国際展開を加速する中で、労働政策の対応、人材や労働の内容や変動、さらには企業内の人的資

源の開発・管理がどのようになっていくのかについて、個々人の見方や考え方をロジカル、かつデータに基づ

き説得力を伴って論じられるようになることが、当面のゼミ活動の到達目標である。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回－第15回：テキストをグループで発表し、コメンテーターからコメントを受け、質疑に答える。

第16回－第18回：他大学とのディベートを行う。

第19回－第30回：テキストの報告、コメント、質疑を行うとともに、４年生の卒論の経過報告、質疑を行う。

教 科 書
Textbooks

その都度、提示する。

参考文献
Reference Books

その都度、提示する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 実施しない。

レポート
Papers 30％

ゼミ内での発表レジュメ、企業・行政機関・専門家・個人に対するヒア

リング調査結果の報告書、発表内容の質的レベルなど。

平常点評価
Class Participation 70％

ゼミへの出席と参加度合、他の学生との課題の対する協力度合い、他

の学生への指導力・影響度など。

そ の 他
Others 0％ 特になし。

備考・関連URL
Note・URL
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１８ 経済学演習 I (田中久稔)

春学期 ３年以上：２単位 田中 久稔

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済学のための数学的方法

授業概要
Course Outline

この演習では，理論経済学および計量経済学を深く学ぶにあたって必要となる数学的な基礎を習得するこ

とを目標とする．具体的には，線形代数や位相の初歩を学んだうえで，それらの手法を用いて書かれたテキ

ストや論文を精読する．なお，2020年度の春学期は，ヒルベルト空間論に基づく時系列分析の理論を学ぶ予

定である．秋学期からは，新ゼミ生の希望を反映したトピックに移行する．

参加希望者は以下の３点に十分に注意すること： (i) 本演習では，統計処理言語「R」や数学的文書作成ソ

フト「pLaTeX2e」を多用する．したがって，各自が自分のノートPC（安価なもので構わない）を用意する必要

がある． (ii) この演習では膨大な範囲を学習することになるため，月曜４限・５限に２コマ連続して実施す

る． (iii) 正式に登録のない学生の聴講は受け付けない．

授業の到達目標
Objectives

以下の３点のすべてを目標とする．

(i) 参加者各自が，理論経済学あるいは計量経済学における，少なくとも一つのトピックについて完全な理解

を得る．

(ii) 得られた理解に基づいて，社会・経済現象を統計処理言語「R」を用いて数値的に分析する．

(iii) 分析の結果を，数学的文書組版ソフト「pLaTeX2e」を用いて小論文にまとめる．

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

参加者には，本学部で提供されている「解析学」「線形代数」「経済数学」「数理統計学」「計量経済学」の事

前知識を想定する．事後学習としては，講読するテキストに与えられている練習問題の解答，および演習内

の議論の内容を「LaTeX」を用いて文書化することを求める．

授業計画
Course Schedule

1) 数学的準備： 線形代数および位相の基礎知識を身に付ける．

2) ヒルベルト空間の基礎を学ぶ．

3) Brockwell and Davis, Time Series: Theory and Methods, Springer を輪読する．

4) 新しいトピックを話し合いにより決定する．

教 科 書
Textbooks

Brockwell and Davis, Time Series: Theory and Methods, Springer

（早稲田大学内ネットワークを利用すれば，公式PDF版が無料でダウンロード可能である）

田中久稔 『計量経済学のための数学』（日本評論社）

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 100％ 学期末レポートにより評価する．

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１９ 経済学演習 I (内藤巧)

春学期 ３年以上：２単位 内藤 巧

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際貿易論

授業概要
Course Outline

国々はどのような財を輸出し，輸入するのか？人々は貿易から利益を受けるのだろうか？このような問題

を扱う国際貿易論は19世紀以来多くの人たちの興味を引きつけてきたが，それを理解し，他人に説明できる

までに習熟するのは平均的な経済学科の学部生にとって非常に難しい．

国際貿易論が難しい１つ目の理由は，一般均衡モデルを考えなければならないからである．国際貿易は異

なる産業の間で，あるいはある産業内の異なる製品の間で起こるものなので，必然的に２つ以上の財あるい

は製品（そしてそれらの生産に使われる生産要素も）の市場均衡を同時に扱わなければならない．中級ミク

ロ経済学の授業でさえ不十分にしか触れられない生産経済の一般均衡モデルを，２つ以上の国がある経済で

分析しなければならないのだから，理論的な難易度が高いのは当然である．

２つ目の理由は，国際貿易論の実証科学化である．より細かいデータの入手可能性とコンピューターの性

能が高まり続けていく中で，国際貿易の理論はますます実証可能になってきている．しかしながら，理論と

現実の距離を正確に測るためには，適切な計量手法を理解し，実装するスキルを身につけなければならない．

このように，国際貿易論に習熟するには多くの時間と努力が必要である．このゼミでは，I-IVの４学期に

わたって，国際貿易モデル（完全競争モデルと不完全競争モデル）の理論と実証を「ゆっくり」「深く」学ぶ．

より具体的には，奇数年度には完全競争モデル（リカード・モデル，ヘクシャー・オリーン・モデルなど），

偶数年度には不完全競争モデル（クルッグマン・モデル，メリッツ・モデルなど）を扱う．春学期（演習I,

III）には理論，秋学期（演習II, IV）には実証を行う．

前提条件として，演習Iの開始時点までに２年春学期配当「ミクロ経済学A」，及び演習IIの開始時点までに

２年春学期配当「計量経済学」を履修するか，それと同等の知識を身に着けていることが必要である．

授業の到達目標
Objectives

国際貿易モデル（完全競争モデルと不完全競争モデル）の理論と実証を理解し，説明できるようになる．

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

発表者はランダムに当てられるので，全ての学生は常に発表の準備をし，章末問題を解いておかなければ

ならない．理論の場合は発表スライドを用意する必要はない．

授業計画
Course Schedule

奇数年度第１回-第15回：van Marrewijk (2012), Chapters 3-7（時間があればChapter 8も）を輪読し，章末

問題を解く．

偶数年度第１回-第15回：van Marrewijk (2012), Chapters 9, 10, 17（時間があればChapter 11も） を輪読

し，章末問題を解く．
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教 科 書
Textbooks

van Marrewijk, C., 2012. International Economics, Second Edition. Oxford University Press, Oxford.

参考文献
Reference Books

大学院レベル：

Feenstra, R. C., 2016. Advanced International Trade, Second Edition, Princeton University Press,

Princeton.

実証（演習II, IVの教科書）：

清田耕造，神事直人，2017. 『実証から学ぶ国際経済』．有斐閣，東京．

中級（プレ演習の教科書）：

阿部顕三，遠藤正寛，2012. 『国際経済学』．有斐閣，東京．

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

・発表及び議論のパフォーマンスを総合的に評価する．

・欠席３回以上で不合格．ただし，就職活動等による欠席は事前に証

拠を提出したときのみ欠席として扱わない．

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

＜http://www.f.waseda.jp/tnaito/＞
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２２０ 経済学演習 I (中村愼一郎)

春学期 ３年以上：２単位 中村 慎一郎

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

産業エコロジー Industrial Ecology

授業概要
Course Outline

地球温暖化・海洋酸性化・海洋プラスチック汚染をはじめ，経済活動の全球的環境影響が深刻化している．

企業経営、政府の政策立案、消費者行動において環境への配慮が無視できなくなっている．産業エコロジー

（Industrial Ecology, IE）は環境と経済活動との関わりを定量的・実務的に捉える分野であり、ISO14000シ

リーズに標準化され多くの企業で採用されている製品環境影響評価手法であるLCA（ライフサイクルアセスメ

ント）、資源循環を包括的・視覚的に捉える手法として広く使われているMFA（マテリアルフロー分析）、およ

び製品のライフサイクル全体を通じた経済性評価手法であるLCC（ライフサイクル費用計算）を主な手法とし

て含む．本演習の目的は、先ず，深刻化する環境問題と経済活動の関連についての基本的知見を得ることで

ある．その上で，実社会において広く使われ、環境問題の深化と共に今後ますますその重要性を増すであろ

うこれらIndustrial Ecologyの手法を正しく理解し、実際に応用できるようになることである。

ここにおける重要なキーワードは生産・使用・廃棄から成る製品ライフサイクルである。環境問題はシス

テム全体に関わることであるので、相互依存関係を対象とする経済学の観点には役に立つものが少なくない。

しかし、従来の経済学では使用・廃棄段階の問題を明示的に扱うことが極めて少なかった。たとえば、廃棄物

は生産・消費に伴い必ず発生するが、標準的ミクロ経済学では廃棄物の記述が無い。

本演習は、諸君の経済学知識を最大限生かしつつ、産業エコロジー的な視点の涵養に勤める。

キーワード：製品ライフサイクル、LCA、LCC、MFA、環境効率、持続可能な生産と消費

授業の到達目標
Objectives

１ 環境問題と経済活動の関連についての基本的知見を得る．

２ LCA(ライフサイクルアセスメント)についての基礎的知識を得る.

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

「プレ演習」ではライフサイクルアセスメント(LCA)に関する報告書・論文を数点読み，その内容について

レポートを作成する．

その目的はLCAについての事前知識を得ることと専門的な報告書・論文に慣れることにある．

授業計画
Course Schedule

産業エコロジー分野，特にLCAについて基礎を学習し，応用事例を通じて理解と基礎的手法の習得を行う．

応用分野について，履修者による自主的かつ合理的な希望がある場合，なるべくそれを尊重する．例年，身近

な消費活動，例えば衣食住，に関わるもの，建築に関するもの，交通システムに関わるもの，が取り上げられ

ている．演習では毎週履修者によるPPTを用いた報告を行う，積極的な質問・議論が期待される．そのために，

履修者は十二分な事前の準備がのみでなく，説得力あるプレゼンテーションを行うことが求められる．

教 科 書
Textbooks

なし
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参考文献
Reference Books

必要に応じて指示

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％ 筆記試験は行わない

レポート
Papers 50％ LCAに関するレポートを作成し，演習において発表する

平常点評価
Class Participation 50％

ゼミ出席は単位の条件．正当な理由なき欠席・遅刻は早稲田大学規定

に従い対応する．演習への積極的参加を評価の対象とする。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

環境分野は日進月歩の世界である。演習においては教科書の情報が陳腐化している可能性が少なくないの

で、webなどから最新情報を入手することが必要である。留意されたい。

関連URL：

http://www.f.waseda.jp/nakashin/index.html
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２２１ 経済学演習 I (船木由喜彦)

春学期 ３年以上：２単位 船木 由喜彦

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

ゲーム理論と実験経済学

授業概要
Course Outline

この演習ではⅠからⅣまで継続することにより、「ゲーム理論」の基礎を修得すること、また、「経済学実

験」を実施・分析する基礎能力を修得することを目標とします。さらに、それに関連する経済学・政治学諸分

野の問題を研究します。例えば環境問題、情報の経済学、産業組織論、公共財供給問題などがそれらの研究

テーマの一例となります。

ゲーム理論では、互いに依存関係のある状況における、個人の合理的な意思決定や行動を研究します。実

験経済学では、ゲーム理論や経済学の理論のとおりに人々が行動するのか、もし、そうでないとすると、それ

はなぜかという問題を研究します。

最終的な目標は自分の定めた研究テーマの卒業論文を作成し、それを卒論発表会で報告して頂くことです。

３年次の演習Ⅰ・演習Ⅱでは、このための基礎研究をします。まずは、担当教員の推薦するゲーム理論あるい

は実験経済学の平易なテキストまたは資料を輪読することから始める予定です。その際、実際にゼミの皆さ

んに参加していただいて、人々の行動選択の実験を実施し、実験経済学をより理解していただく予定です。

卒業論文のテーマとしては上記のほか、実際に実験を実施した研究、国際政治・国際経済に関する研究、ス

ポーツのゲーム理論分析、制度の比較研究、交通混雑の解消の問題、ゼミの学生マッチングの問題など内容は

多岐にわたりますが、そのほとんどがゲーム理論に関連した研究です。その中には論文コンクールにおいて

優秀賞を受賞したものもあります。なお、卒業論文の内容は卒論発表会にて報告しますが、OBや２年生の参

加もあります。例年、１－２割の学生が大学院に進学します。なお、各演習科目修了時にはその期間に学ん

だことをまとめたレポートを作成していただきます。

実験経済学に関しては、担当教員の実施する経済学・ゲーム理論実験に参加して頂き、実地的に実験経済学

の知識・技能を修得して頂く予定です。東京大学や慶応大学とのインターゼミ、さらにオープンゼミの準備、

発表会なども実験経済学の修得に役立ちます。

授業の到達目標
Objectives

ゲーム理論の基礎知識の確実な修得、経済学実験実施・分析能力の修得、さらにそれらを踏まえた応用力の

養成。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

経済学演習Ⅰ

第１回：春休み中の研究報告、テキスト選定、年度計画

第２回－第13回：テキスト輪読、経済学実験実習、

第14回、第15回：テキスト輪読、経済学実験実習、オープンゼミへの対応を含めた演習

夏合宿（テキスト輪読、経済学実験実習、懇親会）

経済学演習Ⅱ

第16回－第20回：テキスト輪読、経済学実験実習、慶応大学とのインターゼミ

第21回－第24回：卒論テーマ設定（議論と面接）

第25回－第26回：卒論研究に向けての報告と議論、３年次期末レポートの作成

第27回－第28回：４年生の卒論に対する討論、３年次期末レポートの作成

第29回：卒論発表会（４年生）と討論会

第30回：今後研究計画の報告、３年次期末レポートの提出
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教 科 書
Textbooks

担当教員の配付する資料またはテキストを用います。

参考文献
Reference Books

船木由喜彦『初めて学ぶゲーム理論』（新世社）

船木由喜彦『ゲーム理論講義』（新世社）

船木、武藤、中山編著『ゲーム理論アプリケーションブック』（東洋経済新報社）

中山、武藤、船木編著『ゲーム理論で解く』（有斐閣）

武藤滋夫『ゲーム理論入門』（日経文庫）

船木、石川編著『制度と認識の経済学』（NTT出版）

佐々木宏夫『入門ゲーム理論』（日本評論社）

梶井厚志『戦略的思考の技術』（中公新書）

船木由喜彦『演習ゲーム理論』（新世社）

岡田 章『ゲーム理論・入門』（有斐閣アルマ）

河野、西條編『社会科学の実験アプローチ』（勁草書房）

川越敏司『行動ゲーム理論入門』（NTT出版）

フリードマン・サンダー『実験経済学の原理と方法』（川越ほか訳・同文社）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％

出席点を基に、演習での報告、議論、レポートの内容を加味して成績評

価をする。

備考・関連URL
Note・URL

学生に対する要望：「受講希望学生に対する掲示」を良く読んでください。

関連URL：http://funakiwaseda.goodplace.jp/

http://yukihikofunaki.blogspot.jp/

大学院進学希望者は４年次より、大学院のゼミに参加することができます。
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２２２ 経済学演習 I (星野匡郎)

春学期 ３年以上：２単位 星野 匡郎

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

ミクロ計量経済学

授業概要
Course Outline

ミクロ計量経済学とは，個人や家計，企業などの個票データに関する計量経済手法のことを指します．本

講義では，機械学習を含む先端的なミクロ計量経済学の学習に取り組みます．

具体的な内容については，テキストの輪読，統計ソフトを用いた演習，グループでの論文執筆，論文・政策

コンテストへの参加など，学生のレベルや希望に応じて決定します．

授業の到達目標
Objectives

卒業論文の執筆に向けて，より専門的なテキストや先行研究を読解できるようになる．

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

入門的な計量経済学の知識は前提とします．

授業計画
Course Schedule

学生の発表を中心に授業を進めます．前半はテキストの輪読，統計ソフトを用いた演習，グループワーク

など．後半から卒業論文執筆に向けて準備を行います．そのほか，合宿や他大学との合同ゼミの有無などは，

学生の希望に応じて決定します．

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books

2018年度輪読テキスト

『Rによる実証分析：回帰分析から因果分析へ』 (2016) オーム社 星野匡郎，田中久稔

2019年度輪読テキスト

『Pythonからはじめる数学入門』 (2016) オライリージャパン Amit Saha

『ゼロから作るDeep Learning：Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装』 (2016) オライリージャパン

斎藤康毅

－ 91 －



評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 60％ 授業出席，発表，議論への参加

そ の 他
Others 40％ 発表のクオリティーに応じて加算する．

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２２３ 経済学演習 I (村上由紀子)

春学期 ３年以上：２単位 村上 由紀子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

労働に関する研究

授業概要
Course Outline

多くの人は人生の中でかなりの時間を仕事に費やしている。また、労働力なくしては経済活動は成り立た

ない。本演習では経済の根幹と我々の生活を支える「労働」に関連する研究を行う。研究領域は広く、以下の

分野を含んでいる。

１. 労働者の視点からの研究

労働供給、職業（企業）選択、人的資本投資、労働移動、ワーク・ライフ・バランス、労働組合など

２. 企業の視点からの研究

労働需要、技術選択、人的資源管理、イノベーション・マネジメント、ダイバーシティ、職場のメンタルヘ

ルスなど

３. 労働に関連する政策

①労働政策（労働時間や賃金の規制、女性・高齢者・若年者・外国人等の雇用政策、失業対策、労働市場のマッ

チング政策など）

②人材育成・能力開発に関連する政策（学校教育、職業訓練など）

③勤労者の生活を支える医療、社会保障（雇用保険、年金、健康保険、労災保険など）

④経済成長を促進する政策（創業支援策、イノベーション政策など）

授業の到達目標
Objectives

経済学演習Iでは、経済学演習IIでグループ研究とインターゼミナールでの発表を行うための準備を行う。

グループ研究では３－５人から成るグループに分かれて全体テーマのもとでサブテーマを定めて研究を行

い、研究成果を口頭のプレゼンテーション（ゼミ内及びインターゼミナールでの発表）と論文により発表す

る。経済学演習Iでは、2019年度のグループ研究全体テーマに関連する文献を読み議論し、サブグループの研

究課題を決定することを最終目標とする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：イントロダクション

第２回－３回：プレゼンテーションの練習

第４回以降： サブグループの決定に向けて文献研究とディスカッション

最終回： サブグループの決定と本学期のまとめ

教 科 書
Textbooks

授業中に指示する。

参考文献
Reference Books

授業中に指示する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 課題の提出と内容

平常点評価
Class Participation 50％ 出席、授業への取り組み

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

演習への参加は2019年度開講の労働経済学ⅠとⅡを履修することを前提とする。本演習は３年時の演習Ⅰ

とⅡのみで、４年時の演習ⅢとⅣは開講されない。

－ 94 －



国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０１ 国際政治経済学演習 I (久米郁男)

春学期 ３年以上：２単位 久米 郁男

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

政治現象分析の技法: 原因を推論する

授業概要
Course Outline

この演習の目標は日常起こっている様々な現象を政治学的に考える訓練を行うことにあります。政治的な

紛争というものは、紛争当事者が理性的に話し合えば解決できるのでしょうか？人道的援助は、世界を平和

にするのだろうか？政策のことをしっかり考えて皆が投票すればよい政治が実現するのでしょうか？経済が

成長すれば、民主化するのでしょうか。新聞やテレビでの「常識」とは少し違う角度から様々な政治経済現象

を見ることによって政治学の世界を学びます。扱う対象は多様ですが、政治学とりわけ実証的･経験的な政治

学における分析方法を学び、様々な政治現象が何故生じているのかを説明する能力を磨いてもらいます。

なお、ゼミがスタートするまでに統計ソフトを使って重回帰分析が出来るようになっていることを前提に

ゼミを進行します。プレ演習では、そのための実習を行いますが、事前の統計的知識は不要です。

３年生は、４年生ゼミにも参加することを求めます。

また、４月に行う春ゼミ合宿と、８月後半に２泊３日で行う夏合宿は、ゼミの重要な一環ですので、それへ

参加できることが受講の条件となります。

授業の到達目標
Objectives

様々な政治現象を、他人の意見に簡単に説得されず、データや理論に基づいて社会科学的に分析し、自らの

主張をディベート、プレゼン、論文の形で提示し、人を説得する能力の涵養を目指します。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

ゼミがスタートするまでに、統計ソフトを使って重回帰分析が出来るようになっていることを前提にゼミ

を進行します。プレ演習では、統計分析の手法についての実習を行います。事前の統計的知識は不要です。

授業計画
Course Schedule

第１回：はじめに

第２回－第５回：方法論の基礎

第６回：分析のロジック

第７回－第８回：ディベート

第９回：政治経済学的問へ

第10回：研究デザイン

第11回：合理性について

第12回：ゲームの世界

第13回－第15回：古典を読む

第16回：プレゼンテーション

第17回－第20回：レプリケーションを通じた計量分析実習

第21回：ディベート

第22回－第24回：計量分析を用いた研究を読む

第25回－第28回：事例研究を読む

第29回－第30回：プレゼンテーション

教 科 書
Textbooks

久米郁男『原因を推論する政治分析方法論のすゝめ』有斐閣

ロバート・パットナム『哲学する民主主義』NTT出版

－ 95 －



参考文献
Reference Books

課題文献を講義中に適宜指示します。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ ゼミ合宿を含めゼミでの報告、課題提出、積極的な参加。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

ゼミに関するより詳しい内容・応募に際しての課題については以下のホームページに記載されています。

応募前に必ず参照して下さい。

http://kumezemi.html.xdomain.jp/shohyo.html

－ 96 －



国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０２ 国際政治経済学演習 I (小西秀樹)

春学期 ３年以上：２単位 小西 秀樹

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済学とデータで見る財政，社会保障の諸問題

授業概要
Course Outline

この演習では，財政や社会保障にかかわる問題を日本だけでなく，国際的な視点から，理論とデータの双方

にもとづきながら学習する．また，必要に応じて計量経済学の基礎を学習した上で，パッケージソフトを使っ

たデータ解析の練習を行う．データ解析の技術は，演習II以降での報告や卒業論文などに必要になる．

授業の到達目標
Objectives

財政や社会保障に関わる基礎的な知識を身につけ，自分自身の意見や問題意識を持てるようになること，

調べた内容を整理してわかりやすくプレゼンテーションする修練を積むことを目的とする．ここで学習した

内容が，演習II以降での勉強や研究につながっていくことを期待している．また，日本の現状だけにとらわ

れず，国際的な視野で財政や社会保障の問題を議論できるための基礎知識を身につけてもらいたい．

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

プレ演習の課題：日本の政府部門では借金が大幅に膨らんでいて，国際的にも類を見ない状況に陥ってい

ると言われています．このことについて，以下の設問に答えたレポートを作成してください．

（１）日本の政府部門の借金は他の先進諸国と比べてどのぐらい違ってきているのか，データを調べて確認

しなさい（データの出所を明らかにすること）．

（２）もし何もしないでこのまま借金が増えたら，将来どうなると考えられるでしょうか．

（３）私たちは日本政府の借金を減らすような対策を何か講ずるべきでしょうか．理由を明らかにして説明

してください．

（４）消費税を増税して借金を減らすという対策には，どのようなメリットがあるでしょうか，またどのよう

なデメリットがあるでしょうか．総じて，あなたはこの対策をどのように評価しますか．他にもっといいと

思われる対策があれば，１つ提案してみてください．

授業計画
Course Schedule

前半は，ミクロ経済学，マクロ経済学に関する基礎的な知識を確認した上で，財政や社会保障に関する基礎

理論やデータをさまざまな書籍，新聞や雑誌の記事などにもとづきながら全員で学習する．後半は，各自が

１つのテーマを決めて，データを探し出し，整理した上で，プレゼンテーションを行う．

教 科 書
Textbooks

日本については，図説日本の財政や経済財政白書，厚生労働白書などの政府刊行物を利用する．海外のデー

タについて，Wall Street JournalやNew York Timesなどの特集記事を利用する予定．事前に購入する必要はな

いが，たとえばNew York Timesは１ヶ月500円ちょっとで購読できるので，強く購読を勧めたい．

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 該当しない

レポート
Papers 0％ 該当しない

平常点評価
Class Participation 100％

出席状況，与えられた課題やプレゼンテーションへの取り組みで評価

する．

そ の 他
Others 0％ 該当しない

備考・関連URL
Note・URL

小西研究室のウェブサイトを見てください．

http://www.f.waseda.jp/h.konishi/index.html
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０３ 国際政治経済学演習 I (齋藤純一)

春学期 ３年以上：２単位 齋藤 純一

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

近現代の政治理論

授業概要
Course Outline

このゼミでは、自由、平等、公共性、デモクラシー、社会保障、社会統合など近現代の政治理論の主要な

テーマを取り上げます。

ゼミの前半は、政治理論の重要な文献を取り上げ、その理解をはかるとともに、提起された論点について議

論します。

この数年間に読んだのは、H. アーレント、J. ロールズ、F. ハイエク、L. ホブハウス、I. ヒロセらの著作

です。

毎回のゼミの後半は、メンバーによる個人研究報告にあてています。個人研究報告は問題関心の共有をは

かるとともに演習論文執筆の準備として行われます。

授業の到達目標
Objectives

政治理論・政治思想史のテクストを正確に理解し、議論を整理して考え、理由（論拠）を明確に挙げながら

自分の考えを伝える力を涵養することがこのゼミの目標です。そのうえで、現代の政治社会の制度や規範を

評価し、その問題や改善の方向について自分の意見を形成できるよう指導したいと思います。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

あらかじめテキストを読み、内容の理解をはかるとともに、疑問点などを特定すること。

授業計画
Course Schedule

今年度はデモクラシー(とくに選挙制度)をテーマとします。まず下記の著作を取り上げ、基本的な論点お

よび近年提起されている論点を検討します。

教 科 書
Textbooks

J.S. ミル(関口正司訳)『代議制統治論』(岩波書店, 2019年)。

D. レイヴルック(岡﨑晴輝ほか訳)『選挙制を疑う』(法政大学出版局, 2019年)。

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ 出席、報告、研究発表、議論への参加等を総合的に評価します。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

－ 100 －



国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０４ 国際政治経済学演習 I (清水和巳)

春学期 ３年以上：２単位 清水 和巳

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

人間と社会の政治経済学

授業概要
Course Outline

「不思議なものは多い。しかし人間ほど不思議なものはない」（ソフォクレス『アンチゴーネ』）

古代から現代に至るまで、人間はあらゆる学問分野で最大の謎であり続けてきた。社会科学はとりわけ人

間と社会の関係に興味をもってきた。スミスは人間が利己的に行動しているにもかかわらず社会が破綻しな

いことを、ヴェーバーは資本主義という特殊な社会経済制度を支える人間が西欧という地域で生じたことを、

マルクスは人間が作り出した社会が逆に人間を疎外していくことを不思議に思い、それぞれの謎に彼らなり

の解答を用意した。とはいえ、こういう偉大な先達がとりくんだ大問題だけが謎なのではない。たとえば、

海外旅行をしたときにあるレストランで食事をしたとしよう。「ここで食事することはおそらくもう二度と

ない」とわかっていても、われわれはチップを払う。実はこれも（ある観点からすると）人間と社会に関する

謎なのだ。

本演習の目的は、人間の意思決定・行動、その結果として生じる社会制度に関する謎を自分でみつけ、そこ

に社会科学的に切り込む方法を学ぶことにある。その際、「自分」にとっては謎だが、他人にはなぜそれが解

くべき謎なのかが理解できない、「自分」はその謎に答えたつもりだが他人は納得しない、こういう事態は避

けたい。したがって、演習参加者は少なくとも以下の３点に関して自問自答してほしい。

■なぜ（どのような立場からすると）その問題を「謎」ととらえることができるのか？

■もし、その問題が本当に「謎」であるなら、それにどのように応答することが社会科学的と言えるのか？

■そもそも、社会科学的に思考するとはどういうことなのか？

授業の到達目標
Objectives

演習参加者は、自分の問題設定、問題の検討方法を他の参加者に理解させ、納得させために必要な技術や方

法を身につける。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション

第２回：議論することになれるⅠ

第３回：議論することになれるⅡ

第４回：「書く技術」

第５回：議論することになれるⅢ

第６回：基礎的知識の学習１

第７回：基礎的知識の学習２

第８回：基礎的知識の学習３

第９－15回：各人の興味対象に応じて、既存の研究をグループで発表

16回目－30回目は夏合宿での卒論計画発表をふまえて、各人に報告を割り当てる。

教 科 書
Textbooks

特にない。事前に、文献リスト、課題となる論文等を配布する。

－ 101 －



参考文献
Reference Books

第一回目のゼミナールにおいて参考文献リストを配布するが、制度の経済学、ゲーム理論、科学方法論など

の分野を重点的に読んでいく。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 発表・レポートの出来・不出来に応じる。

平常点評価
Class Participation 50％ ゼミの時間中の議論の組み立て方に応じる。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

学生に対する要望：

（１）質問がある場合、次のアドレス宛てにメールで問い合わせること：skazumi1961[at]gmail.com。

（２）担当教員の「比較経済制度分析」を受講済みであること、加えて、ミクロ経済学、ゲーム理論、統計学、

科学哲学に関する基本的な知識があることが望ましい。まだ「比較経済制度分析」を受講していない場合は、

来年度受講することを強く勧める。
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０５ 国際政治経済学演習 I (須賀晃一)

春学期 ３年以上：２単位 須賀 晃一

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

公共政策の政治経済学－公共性の実現に向けて

授業概要
Course Outline

このゼミでは、現代社会が抱えるさまざまな問題を政治経済学・公共経済学・公共哲学・厚生経済学の視点

で考え、解決策としての公共政策を提案してみたいと思います。日本だけでなく、国際社会や地域、あるいは

各国が抱える問題の多くは特定の観点から解決できるものではなく、複眼的視点に立って公共性の実現を目

標に解決のルートを探るべきものであると考えられます。これまでに繰り返し指摘されてきた効率と公平の

両立を図ることは公共政策における重要な観点であり、皆さんに学んでいただけなければならない最小限の

視点です。そして、効率と公平を各国の政治経済システム全体の中で、また歴史的、時間的パースペクティブ

の中で考察することも重要な課題です。さらには国家や地域を越えた空間的広がりの中で、効率と公平の両

立を図るシステムについて考えることも必要です。効率・公平・自由・平等を重要な構成要素とする公共性の

実現を、各人の問題領域における政策的対応を通じて図ること、これをゼミの課題としたいと思います。具

体的なテーマの例として以下のものを挙げることができるでしょう。

１．地球環境問題と世代間倫理

２．地域振興・産業振興の公共政策

３．少子高齢化と社会保障

４．貧困と不平等

５．資源・食料・エネルギーの政治経済分析

６．教育の政治経済分析

７．医療の政治経済分析

８．都市と交通の公共経済学

これらの問題に対して、効率や公平などの明確な価値基準を設けて、公共政策や公的制度を作るとか、当事

者間の合意によりルールを設定することで解決するといった方向を探るのが、このゼミで用いる接近方法の

特徴です。

ゼミでは、まず現代社会の問題群の中から自分なりのテーマを決めます。そして、それに応じて２種類の

課題図書を指定します。１つは各自のテーマに関する中級のテキスト、もう１つは書評用の図書（新書程度）

です。まず、書評を作成し、発表してもらいます。経済学・統計学の基礎知識をプレ演習で修得してもらい、

書評の作成およびテキストの要約が春休みの宿題となります。３年次の授業が始まると最初に、春休みに

やっていただいた書評の発表を行います。続いて、計量経済学のテキストを輪読します。これが共同論文を

執筆していくために必要な共通の知識になります。

その後、グループ研究を行います。各人の選んだテーマに従ってグループを作り、グループごとにサブテー

マを決めて資料収集し議論・研究し、発表原稿を作成します。指定した中級テキストや、そこでの参考文献と

なった様々な論文が資料収集の際に指針を与えてくれるでしょう。発表グループが進行役となり、ゼミでの

議論を進めてもらいます。グループごとの共同研究の成果は共同論文にまとめます。

授業の到達目標
Objectives

２種類の共同論文を作成することです。１つは学生政策フォーラム発表会用の政策提言論文、もう１つは

政治経済学部の政治経済学会が主催する論文コンクールに応募する学術論文です。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review
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授業計画
Course Schedule

第１回：自己紹介と今後の進め方

第２回：各班によるテキスト１の発表（１）

第３回：各班によるテキスト１の発表（２）

第４回：各班によるテキスト１の発表（３）

第５回：各班によるテキスト１の発表（４）

第６回：各班によるテキスト１の発表（５）

第７回：各班によるテキスト１の発表（６）

第８回：各班によるテキスト２の発表（１）

第９回：各班によるテキスト２の発表（２）

第10回：各班によるテキスト２の発表（３）

第11回：各班によるテキスト２の発表（４）

第12回：各班によるテキスト２の発表（５）

第13回：各班によるテキスト２の発表（６）

第14回：班研究のテーマ決定

第15回：オープンゼミ

ここまでが春学期の授業計画で、以下は秋学期の授業計画です。

第16回：夏合宿の反省と今後の課題の検討

第17回：班ごとの論文作成－中間発表に向けて－（１）

第18回：班ごとの論文作成－中間発表に向けて－（２）

第19回：班ごとの論文作成－中間発表に向けて－（３）

第20回：班ごとの論文作成－中間発表に向けて－（４）

第21回：各班の中間発表（１）

第22回：各班の中間発表（２）

第23回：班ごとの論文作成－最終版に向けて－（１）

第24回：班ごとの論文作成－最終版に向けて－（２）

第25回：各班の発表練習－ISFJ政策フォーラムに向けて－（１）

第26回：各班の発表練習－ISFJ政策フォーラムに向けて－（２）

第27回：班ごとの論文作成－政治経済学会論文コンクールに向けて－（１）

第28回：班ごとの論文作成－政治経済学会論文コンクールに向けて－（２）

第29回：４年生卒業論文へのコメント（１）

第30回：４年生卒業論文へのコメント（２）

教 科 書
Textbooks

田中隆一『計量経済学の第一歩』有斐閣

鹿野繁樹『新しい計量経済学』日本評論社

参考文献
Reference Books

研究室のホームページを参照のこと。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％ 実施しない。

レポート
Papers 50％ 書評および共同論文による。

平常点評価
Class Participation 50％

授業への出席と貢献、ならびに共同論文作成に当たっての貢献度によ

る。

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

ゼミの最終目標を卒業論文の作成に置きます。

ゼミは通常の一方向的な講義と異なり、皆さんが主役です。主役たる皆さん一人一人が積極的に参加しな

ければゼミは崩壊します。自分なりのテーマを持って自分で研究する態度を養い、他の人とできるだけ議論

して下さい。常に「根拠は何か」と問う姿勢を持つことが大切です。この作業が就職してから大いに役に立

ちます。

関連URL：

http://www.f.waseda.jp/ksuga/
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０６ 国際政治経済学演習 I (高橋百合子)

春学期 ３年以上：２単位 高橋 百合子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

新興国・途上国の比較政治経済学

Comparative Political Economy of Emerging and Developing Countries

授業概要
Course Outline

本演習では、新興国・途上国の比較政治経済学で扱われるテーマについて実証分析を行うことを目指す。

ゼミ生は、比較政治経済学の基本概念と理論、および主要なリサーチ・メソッドを学習した後、各自が関心を

持つテーマについて実際に分析を行うことを予定している。

従来の比較政治経済学では、経済成長、福祉国家、労働市場等が主要なテーマとして扱われてきた。しか

し、最近の研究では研究対象が広がりつつあり、例えば、インフォーマル部門の政治、貧困とクライアンテリ

ズム、選挙不正、汚職、麻薬取引と暴力的犯罪、移民問題等について、政治経済学的観点から実証分析が盛ん

に行われるようになってきた。これらは、諸アクター間での公正性・公平性を欠く取引慣行、弱い法の執行、

ガバナンスの欠如といった問題を抱える新興国・途上国の政治・経済システムに特徴的な現象である。新興

国・途上国では、何故こうした現象が頻繁に起こるのか、その帰結は何か、問題解決に向けた政策的含意は何

か。こうした一連の問いに取組むことが、本演習の主な目的である。

ゼミ生は、卒業論文の執筆に向けて、ラテンアメリカ、アジア、アフリカの国・地域の事例に焦点を合わせ

つつ、「良い」リサーチ・クエスチョンを見つけ、妥当な仮説を導き出し、オリジナルのデータを収集し、手

堅い実証分析を行うことが期待される。

This seminar introduces students to empirical analyses of comparative political economy with a special

focus on emerging and developing countries. Students first study basic concepts and theories of

comparative political economy as well as major research methods employed in this field, and then apply

them to analyze a topic of their interests.

Traditionally, comparative political economy has focused on topics such as economic growth, welfare

state, and labor market. More recent works cover a broader range of topics including the politics of

informal sector, poverty and clientelism, electoral fraud, corruption, drug trafficking and violent

crime, migration, etc. They are political economic problems particular to emerging and developing

countries, because the political and economic systems are often characterized by unfair and unequal

transactions among different actors, weak law enforcement, and poor governance. Analyzing the causes and

consequences of these issues is the primary purpose of this seminar.

Selecting the cases from Latin America, Asia, and/or Africa, students are expected to find a "good"

research question, formulate plausible hypotheses, collect original data, and conduct a solid empirical

analysis for their graduation thesis.

授業の到達目標
Objectives

本演習は、次の３点を到達目標としている。

１．課題文献の輪読とゼミでの議論を通して、比較政治経済学における主要な議論とリサーチ・メソッドに

習熟すること。

２．ゼミ生同士で活発な意見交換を行い、ディベートとプレゼンテーションのスキルに磨きをかけること。

３．卒業論文の執筆を通して、現実社会における政治経済問題について専門知識にもとづく分析を行う能力

を身に着けること。

The goal of this seminar is three-fold.

１. Through doing reading assignments and participating in discussion, students will get familiar with

the major literature and research methods of comparative political economy.
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２. Active interactions among seminar participants will help improve the debate and presentation skills.

３. An exercise of writing a thesis will make students well prepared to be a professional analyst engaging

with political economic problems in the real world.

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

ゼミ生は、基礎レベルの計量分析について既に学習済みであることが望ましい。「計量政治学」の受講を強

く薦める。

Students are expected to have taken courses on basic quantitative methods before attending this

seminar.

授業計画
Course Schedule

＜国際政治経済学演習I/Advanced Seminar (International Political Economy) I＞

*教科書（Baker 2014）を中心に、新興国・途上国の比較政治経済学についての主要なテーマについて、基礎

的な知識を身につける。

* 実際にデータを使って、新興国・途上国が直面する政治経済問題について、分析してみる。

* We will read through the textbook (Baker 2014) and get familiar to key issues in the field of comparative

political economy.

* We will also try to analyze data on political-economic issues facing emerging and developing countries.

教 科 書
Textbooks

Baker, Andy. 2014. Shaping the Developing World: the West, the South, and the Natural World. CQ

Press/Sage Publications.

参考文献
Reference Books

適宜、指定する。

TBA.

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

課題、議論への参加・貢献、プレゼンテーションにもとづき総合的に評

価を行う。

Evaluation will be made based on students' performances in essays,

contribution to class discussion, and presentation.

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

本ゼミは、EDPの学生にも公開となるため、英語を多用することをご承知ください。

卒業論文では、定量的な実証分析を行ってもらいますので、計量分析の基礎を習得していることが期待さ

れます。

ゼミではR/RStudioを使用して、データ分析の練習も行う予定です。

Students are expected to conduct quantitative analysis for their graduation thesis. You should have

mastered basic statistics.

We will use R/RStudio for data analysis exercises.
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０７ 国際政治経済学演習 I (高橋遼)

春学期 ３年以上：２単位 高橋 遼

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

開発経済学

授業概要
Course Outline

本演習では、開発経済学で扱う社会問題、課題について、実証分析を行い、学生の視点からの政策提言を行

うことを目的とする。学生は、本演習を履修する段階で、実証分析の基礎を理解し、統計ソフトの基礎的な知

識を身に着けている必要がある（プレ演習の期間に習得すること）。

参加は任意であるが、学生の学習意欲が高いと判断した場合、開発途上国でのフィールド調査を実施する。

対象国として、ベトナム、もしくはエチオピアを想定している。

自らで集めたデータを用いて、実証分析を行い、結果を解釈し、分析結果に基づく政策提言を行う。

授業の到達目標
Objectives

開発途上国におけるフィールド調査の設計を学び、実際に調査を実施することでデータ収集の技法を習得

すること。

収集したデータを用いて実証分析を行い、現場での観察をもとにした考察を行えるようになること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

春学期において、海外フィールド調査の準備を行う。具体的には、調査先の選定、対象国に関する事前情報

の収集、問題意識と仮説の設定、質問表の設計を含む。

夏休みの期間に有志で海外調査を実施する。

海外調査に参加しないものも、春学期において自身の関心を設定し、フィールド調査を行うこと。

秋学期において、収集したデータの分析を行う。

それに加えて、関連する研究成果のまとめや開発経済学の知見を学ぶ。

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 課題図書など

平常点評価
Class Participation 50％ 演習での発言

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０８ 国際政治経済学演習 I (多湖淳)

春学期 ３年以上：２単位 多湖 淳

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

戦争と平和の科学を楽しく学ぶゼミ

授業概要
Course Outline

国際政治学（Scientific IR、Conflict and Cooperation）のゼミです。

・楽しく学ぶが大原則。高みを目指そう。

・アウトプットは英語で専門学術誌（ジャーナル）に投稿して問題ないレベルを目指しましょう。

授業の到達目標
Objectives

・目標は、社会科学の総合力を身につける。

問題発見、問題設定力まずは先行研究を読み、つなげる、そして仮説をつくる。

データ入手・精製能力データこそ命（実験、テキスト、Large N、ケース比較）。

データ分析・報告能力RStudioとRMarkdownの力、データの検定・検証能力。

コミュニケーション力データを面白く話す力、英語力（TED）、相手と対話する力。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

特になし

授業計画
Course Schedule

通年のゼミの内容は以下の通り。

・前期は基礎訓練と問題発見、仮説作り（面白い問い、理論と仮説）、データ入手

・後期はデータ精製と分析、論文執筆

論文はできればRMarkdownを用いてPDFの形で作成

タイプライターとしての「ワード」もいいけども、アウトプットはPDFで。

※これは３年、４年共通で、４年生は３年生よりも素敵な研究をして、報告する。

【訓練内容（方法部分）】

・メソッド：分析道具がないと始まらない！

※方法論の概観（因果、実験、回帰分析、ゲーム）

伊藤公一朗（2017）『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』光文社。

山岸俊男（2008）『日本の「安心」はなぜ、消えたのか』集英社。

※クアルトリクス（実験プラットフォーム）：高等研のSongさんの教材も配布

https://wasedapse.au1.qualtrics.com/

※テキスト分析（記述と関係の見える化）：高等研のWatanabeさんの教材

http://docs.quanteda.io/articles/pkgdown/examples/quickstart_ja.html

※RStudio（テキスト分析、回帰分析、実験データの仮説検証）：

日本社会心理学会の方法論セミナー資料（まずはこれ！）

https://kazutan.github.io/JSSP2018_spring/index.html

Wonderful RのRの基礎、RStudioについてのテキスト

http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320112414

Wonderful RのRMarkdownのテキスト

http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320112438
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【訓練内容（国際政治をめぐる先行研究）】

・サブスタンス：科学的なIRを理解するための材料を読んでいきます。

多湖淳（2011）「国際政治学における計量分析」『オペレーションズ・リサーチ』56(4)、 215-220ページ。

多湖淳（2017）「拒否権行使と驚き」『政治分析方法のフロンティア（年報政治学）』2017-Ⅱ、13-35ページ。

鈴木基史・岡田章編（2013）『国際紛争と協調のゲーム』有斐閣。

山影進（2012）『国際関係論講義』東京大学出版会。

ジャーナルは以下を参考に。APSR、AJPS、JOP、BJPS、IO、ISQ、IS、JCR、JPR、CMPS、II、AFS Google Scholar

で効率的に先行研究を見つけて読んでいく

★スケジュール

初回ゼミを2020年４月15日（水曜日）５時間目に設定します。

ゼミは毎週水曜日の夕方になります（詳細は参加者で詰めましょう）。

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 60％ 期末のプレゼンテーションをレポートとして評価する。

平常点評価
Class Participation 40％

ゼミへの参加の度合い（欠席がやむをえない場合、あらかじめメール

で断りをいれるべきであり、無断欠席は２回でアウトカウントする）。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

★非常勤の先生がRとRStudioの講義をしてくださる予定です。
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３１０ 国際政治経済学演習 I (唐亮)

春学期 ３年以上：２単位 唐 亮

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代中国の政治経済と外交戦略

授業概要
Course Outline

戦後のアジア各国は歴史、文化および政治経済体制に関して多様性を持ちながら、国家統合、経済開発およ

び民主化といった共通の課題を抱え、それぞれのアプローチで目標の実現に向けて努力してきた。この講義

は諸外国、特にアジア各国との比較分析を用いながら、中国は改革開放路線によっていかにダイナミックな

発展を遂げているか、政治経済体制と中国モデル・発展戦略をどう見るか、経済成長の「光」と「影」とは何

か、社会衝突はどのように展開されているか、情報化や意識の多様化が進む中で中国政治はどのように変容

しているか、台頭する中国と欧米主導の国際秩序はどのような関係にあるかを検証し、中国の「実像」と「将

来像」に迫る。

授業の到達目標
Objectives

現代中国の内政外交に関する幅広い基礎知識を有するほか、多文化の視点、複眼的な分析能力を身に付け、

自主的な研究課題について豊かな構想力をもつことは理想である。また、学生の主体的参加と討論によって

プレゼンテーションの能力を高める。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

春学期は教科書を毎週１章のペースで輪読するほか、ゼミ論の構想発表を行う。秋学期は引き続き教科書

を毎週１章のペースで輪読するほか、ゼミ論の中間発表を行う

教 科 書
Textbooks

家近亮子ら編著『新版５分野から読み解く現代中国―歴史政治経済社会外交―』晃洋書房、2016年

唐亮『現代中国の政治』岩波新書、2012年

毛里和子『新版現代中国政治』第３版、名古屋大学出版会、2011年

毛里和子『日中関係－戦後から新時代へ』岩波書店、2006年

国分良成編著『中国は いま』岩波新書、2011年。

丸川知雄『現代中国経済』有斐閣，2013

丸川知雄『チャイニーズ・ドリーム』ちくま新書、2013

中兼和津次『経済発展と体制移行』名古屋大学出版会

中兼和津次『開発経済学と現代中国』名古屋大学出版会、2012年

園田茂人『不平等国家 中国』中公新書、二〇〇八年。

木間正道ら編著『当代中国法入門』第五版、有斐閣、二〇〇九年

岩崎育夫『アジア政治を見る目』中公新書、2001年

武田康裕『民主化の比較政治－東アジア諸国の体制変動過程』ミネルヴァ書房、2001年
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参考文献
Reference Books

随時指定する

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 実施しない

レポート
Papers 70％

着眼点、先行研究の整理、論点を裏付けるデータ・根拠の提示、書式を

重視する。

平常点評価
Class Participation 30％ 出席・報告内容・議論への貢献度を重視する。

そ の 他
Others 0％ なし

備考・関連URL
Note・URL

夏休みに自主参加の形で北京大学などとの共同セミナ、庶民生活の体験および社会観察などの自主参加プ

ログラムを実施する
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３１１ 国際政治経済学演習 I (遠矢浩規)

春学期 ３年以上：２単位 遠矢 浩規

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

非国家的主体の構造的権力とソフト・パワー

授業概要
Course Outline

（１）2020年度は「非国家的主体」（non-state actors）について国際政治経済学の視点から考察します。非国

家的主体とは、たとえば、企業、マスメディア、大学、利益団体、NGO、科学者や法律家などの専門家集団（エ

ピステミック・コミュニティ）、インターネット上のネットワーク、コンサルタントやインフルエンサー等々

の「国家でない」アクター（主として民間の個人や組織）を指します。ゼミでは、そのような非国家的主体が

日常的に行っている（それ自体は必ずしも政治的意図のない）経済的活動、文化的活動、その他の社会的活動

が、「国際関係」においてどのような政治的意味を持つことになるか、という問題について検討します。特に、

非国家的主体の活動が、どのようにして「国家」のパワーに転化するのか、という点に注目します。

（２）春期は、①渡辺靖『沈まぬアメリカ 拡散するソフト・パワーとその真価』（新潮社、2015年）を輪読

し、「ハーバード大学」（大学）、「ウォルマート」（企業）、「セサミストリート」（マスメディア）、「ロータリー

クラブ」（慈善団体）、「ヒップホップ」（アーティスト）等がアメリカのソフト・パワーとなっていった過程や

実態を学びつつ、②日本では、いかなる非国家的主体のいかなる活動が日本のソフト・パワーを形成している

か、についてリサーチとディスカッションを行います。

（３）秋期は、非国家的主体が生む「構造的権力」について、春期同様に、①文献輪読（文献は現時点で未定）、

②日本における現状のリサーチとディスカッション、を行います。

（４）年度末にゼミでの検討成果を、サイトまたは動画等にして公開する予定です。そのためのコンテンツ

作成を行います。

（５）この演習は春期・秋期通年の履修を前提に学習プランを立てています（途中の留学は妨げません。むし

ろ奨励しています）。

（６）３年次の春期・秋期のゼミを履修し翌年の４年次にこの演習（国際政治経済学Ⅲ・Ⅳ）を履修登録した

場合は、ゼミ論（卒論）の制作指導が中心になります。

授業の到達目標
Objectives

国際政治経済学の理論・モデルを使って特定の国際問題を分析し、分析結果を纏めてプレゼンテーション

する能力を習得すること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

履修登録者は2020年度のゼミ開始までに、ジョセフ・S・ナイ (著)・山岡 洋一 (翻訳)『ソフト・パワー 21

世紀国際政治を制する見えざる力』（日本経済新聞社、2004年）を読んでおくこと。

授業計画
Course Schedule

「授業概要」の（１）～（４）を参照してください。

※輪読では、あらかじめ指定された「報告者」による概要紹介、「コメンテーター」による問題提起・批評・

質問等の呈示のあと、全員で討論を行います。
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教 科 書
Textbooks

春期：渡辺靖『沈まぬアメリカ 拡散するソフト・パワーとその真価』（新潮社、2015年）

秋期：未定

参考文献
Reference Books

秋期の参考文献（これが輪読テキストになる可能性もあります）： スーザン・ストレンジ (著)・ 櫻井公人

(翻訳)『国家の退場 グローバル経済の新しい主役たち』（岩波書店、1998年）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％

①報告者やコメンテーターとしてのパフォーマンス（準備を含む）、②

ディスカッションへの貢献、③各種アウトプット（レジュメ、研究計画

書など）、④真摯な取り組み等を総合的に勘案して評価します。

備考・関連URL
Note・URL
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３１２ 国際政治経済学演習 I (浜野正樹)

春学期 ３年以上：２単位 浜野 正樹

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際マクロ経済学

授業概要
Course Outline

本演習では、国際マクロ経済学（Open Economy Macroeconomics)における最先端の理論を実習を通じて学ぶ。

具体的には、動学的一般均衡モデルの理解、数値解析、その推定などを扱う。履修者には忍耐、情熱、知的好

奇心が求められる。使用テキストは英語である。履修者も英語のみしか解さない学生が存在する可能性が高

いため、英語の運用能力があると望ましい。数値解析のためのソフト、MATLABについての予備知識もあるこ

とが望ましい。マクロ経済学、国際金融論、国際貿易論等についての授業を履修していると望ましい。しか

し前提知識、英語ともに「望ましい」程度である。最も重視するのは世界を一連の道具を使って理解したいと

いう、忍耐と情熱である。

授業の到達目標
Objectives

国際マクロ経済学に関する知識と理解を深め、それぞれ学生諸君が内容を作成したスライドをもとに発表

し、積極的に皆が議論できるようになる。また習得した知識をもとに批判的に情報を判断できるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

履修者の習得ペースを見ながら相談の上決める。

教 科 書
Textbooks

" Open Economy Macroeconomics" by Martin Uribe and Stephanie Schmitt-Grohe Princeton University

Press, 2017.

参考文献
Reference Books

TBA

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ レポート内容に関するプレゼンテーションも含む。

平常点評価
Class Participation 50％ 出席・平常点

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

https://masashige-hamano.webnode.jp/
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３１３ 国際政治経済学演習 I (深川由起子)

春学期 ３年以上：２単位 深川 由起子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代東アジア政治経済研究：「中進国の罠」を越えて

授業概要
Course Outline

東アジア（本演習では韓国や台湾などのNIEs、中国、ASEAN及びその周辺としてのインドまでを主として扱

う）はラ米や中近東などと比較しても伝統的にその「多様性」が強調される地域で、経済発展においても同様

であった。新興国としては比較的グローバリゼーションの受容に積極的であったことから、開放的な貿易や

投資を通じた経済発展は1990年代から2000年代にかけては「東アジアモデル」として一般化され、他国の開発

にも大きな影響を与えた。しかしながら、東アジアが震源地となった1990年代末の通貨危機は何とか乗り越

えたものの、その後も世界経済は安定せず、開放性故にその影響は大きい。先進国入りを果たせたのはNIEs

のみで、ASEANや中国の一部についてさえも貿易/直接投資主導型成長の限界や、内部要因による「中進国の

罠」が取り沙汰されている。少子高齢化といった人口動態の変化や地政学上の機会とリスクの浮上などもあ

り、「東アジアモデル」は再び「多様性」に回帰しつつあるともいえよう。

本演習は政治と経済が現実に出会う場として、また日本経済が大きな利害を共有する東アジアを取り上げ、

伝統的な経済発展メカニズム（「東アジアモデル」）と、「中進国の罠」に象徴されるその限界、変容、改革課

題について議論を進める。東アジアの経済発展はグローバリゼーションと不可分で、現実が理論に先行しが

ちな点も少なくないが、とりわけⅠでは新たな理論の知見と現実との接点を意識しながら「東アジアモデル」

とはなのか、考察を進める。

授業の到達目標
Objectives

東アジアの開発体験をめぐる主要な論点について基礎的、理論的な知識とを深めると共に、与えられた問

いに沿って自分の論理を構築できるようにすること。問題意識を持って同時代の諸問題を考えられるように

なること。幅広い問題の中から自分が相対的に関心を持つ問題を発見し、必要な分析ツールを使って分析で

きるようになること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

毎回の発表準備と共に、課される参考文献を読んでレポートを作成。フィードバックを見ながら修正して

次回には再提出する。

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション（本演習の目的と概要）

第１回：オリエンテーション（本演習の目的と概要）

第２回：東アジアの経済パーフォーマンス：「奇跡」の経済発展と新たな発展モデルの模索

第２回：東アジアの経済パーフォーマンス：「奇跡」の経済発展と新たな発展モデルの模索

第３回：輸入代替工業化の政治経済体系

第３回：輸入代替工業化の政治経済体系

第４回：輸出主導型工業化の政治経済体系

輸入代替型工業化と輸出主導型といわれる体系の違いは何か，理論的には何に依拠するのか、東アジアでは

何故、輸出主導型に転換し得たのか、政治経済的な理由を学びます。

第５回：国際分業と産業集積

新興経済にとっての貿易のメリットとグローバリゼーションの中で顕著となってきた産業集積の形成はどの

ような関係にあるのか、学びます。

第６回：直接投資と技術移転

直接投資を誘致できるためには何が必要か、また受け入れた外国企業からどのような技術の移転やスピル

オーバーが可能となるのか、現実の事例を含めて考えます。
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第７回：工業化と産業政策：政府の役割

工業化を推進する上で政府はどこまで、どのように介入することが望ましく、何がそうではないのか、検討し

ます。

第８回：経済発展と金融の深化

実体経済と資本蓄積、金融の深化のバランスは何故、持続的発展に重要なのか、そのためにはどういった金融

政策が望ましいのか、様々な議論を整理して学びます。

第９回：金融・資本の自由化

現代グローバリゼーションの特徴の一つは金融のグローバリゼーションの量的、質的変化です。新興経済は

これにどう付き合うべきか、東アジア通貨危機の体験を通じて考察します。

第10回：企業家とファミリービジネスの経営

第10回：企業家とファミリービジネスの経営

第11回：為替管理の自由化と国際収支危機

グローバリゼーションの下では脆弱な新興経済は様々な経済危機に陥りがちです。 東アジア通貨危機はその

典型であり、流動性をめぐる構造調整を累積債務危機同様に進めたことにはIMFの処方箋をめぐっても多くの

批判がありました。この回では金融のグローバリゼーションと新興国の危機の原因や処方箋のあり方につい

て考察します。

第12回：通貨危機後の構造調整(1)

第12回：通貨危機後の構造調整(1)

第13回：経済危機と新興国の構造調整(2)

新興国の困難は成熟経済のように社会保障が整備されておらず、経済危機が政治・社会危機に直結し、成長基

盤を大きく傷つけてしまう点にあります。この回では新興国の構造調整が直面する問題について取り上げ、

近年の基本的な考え方の転換についても触れます。

第14回：地域経済統合と協力

通貨危機後の発展モデルを変えようとしているのは地域の経済統合と協力です。統合のメリット、デメリッ

トを一般論として整理すると同時に、高い自由化水準と経済協力はどう実現するのか、日本、中国、ASEANの

考え方の違いを学びます。

第15回：「中進国の罠」

通貨危機後の東アジアは成長が鈍化し、いわゆる「中進国の罠」が取り沙汰される国が増えました。「中進国

の罠」を振り切って先進国となったNIEsと中国やASEANでは何がどう、違うのか、議論します。

教 科 書
Textbooks

特になし。授業時に配布の回毎のシラバス、リーディング・リストによる。

参考文献
Reference Books

同上。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験形式では成績評価は実施しない。

レポート
Papers 70％ 毎週、課されるレポートの内容評価を平均して算出する

平常点評価
Class Participation 25％

プレゼンテーションや議論の水準、ディスカッションへの参加程度な

ど。

そ の 他
Others 5％ 現地視察やゼミの運営、とりまとめへの貢献など。

備考・関連URL
Note・URL
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ジャーナリズム・メディア演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

４０１ ジャーナリズム・メディア演習 I (齊藤泰治)

春学期 ３年以上：２単位 齊藤 泰治

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

ジャーナリズムの視点からの中国研究Ⅰ

授業概要
Course Outline

本演習は「ジャーナリズム・メディア演習」として設置されており、中国に関してジャーナリズム的な視点

から研究することを目的とする。具体的には、中国に関する報道を通して中国を研究するという側面と、

ジャーナリズム、報道について研究するという側面を含む。このような研究を行うためには、中国の政治、社

会、文化、歴史をはじめとする諸分野に対する旺盛な関心と知識が必要であると同時に、グローバルな視点か

らジャーナリズム、報道に関する研究を行うことが必要となる。基礎となる文献を読み、具体的な報道事例

等を通してジャーナリズム的視点から中国研究を進めるための方法論を組み立てていく。

授業の到達目標
Objectives

これまでの内外の研究成果を踏まえ、中国報道に関して現状分析のための基礎力を身につけることによっ

て、ジャーナリズムの視点から中国を研究することができるようにする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

一週間単位で中国に関する報道、ニュースを調べ、関連する資料によって理解を深めて演習に臨むことを

基本とする。具体的な内容については初回のオリエンテーションで説明する。

授業計画
Course Schedule

第１回目はオリエンテーションを行う。第２、３回は資料について説明する。第４回以降は資料を読むと

同時に、受講者に研究発表をしてもらう。最終回は全体のまとめを行う。

教 科 書
Textbooks

特定の教科書は使用しない。

参考文献
Reference Books

随時紹介する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験は行わない。

レポート
Papers 70％

レポートのテーマを最初から計画的に考え、提出期限までに提出する

ものとする。

平常点評価
Class Participation 30％

出席するだけでなく、授業への積極的貢献をもとに評価を行う。短い

レポートを随時書いてもらう。

そ の 他
Others 0％ コミュニケーションを大切にしてほしい。

備考・関連URL
Note・URL
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ジャーナリズム・メディア演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

４０２ ジャーナリズム・メディア演習 I (瀬川至朗)

春学期 ３年以上：２単位 瀬川 至朗

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

次世代ジャーナリズムの研究と調査取材・ルポルタージュの実践

授業概要
Course Outline

【現実の課題と次世代ジャーナリズムの模索】

ジャーナリズムは何のためにあるのか。Kovachらは「ジャーナリズムの第一の目的は、市民にたいして自

由と自治に必要な情報を伝えることだ」（The Elements of Journalism）と指摘する。市民の「知る権利」に応

え、成熟したな議論に必要な真実に迫り、伝えていくことがジャーナリズムの役割である。しかし現実には、

政府のプロパガンダを無批判に伝えるマスメディアの発表報道がはびこり、視聴率重視のテレビ報道がメ

ディア不信を醸成する一因となっている。ネット社会もメディアの変革を迫っている。フェイクニュースも

直面する課題である。信頼できる、新しいジャーナリズムのあり方が模索されている。

【演習全体の目標】

本演習（Ⅰ～Ⅳ）は、基本的な文献講読をつうじ、デジタル時代のジャーナリズムの機能と課題について理

解を深め、新しいジャーナリズムに必要な要素について考える、また、ジャーナリズムの実践として、さまざ

まな社会問題について受講生が能動的な問題意識をもって調査・取材に取り組む力を身につけ、一般読者を

対象とする調査取材記事やルポルタージュ（映像作品も可）の制作をめざす。人数は限られるが、卒業論文を

書く学生も受けいれる。

【ファクトチェックとデジタル・ジャーナリズムの実習】

フェイクニュースなどの不確かな情報を検証するファクトチェックや、デジタル時代に必要なスキルとし

てデータジャーナリズムの手法なども学ぶ。

【ゼミウェブマガジンWaseggへの掲載】

各演習で制作した記事・映像作品やファクトチェック記事はゼミ生のウェブマガジン『Wasegg』

(http://wasegg.com)に随時掲載する。

【演習Ⅰの概要】

文献講読と実習の両面で基礎力を養う。文献講読では、ジャーナリズムの機能と課題について理論的に学

ぶとともに、フェイクニュースの実情やファクトチェック活動についても理解を深める。実習では、地域や

大学、人物に焦点をあてた記事を制作する。また政治言説やネット情報のファクトチェックの実践をおこな

う。演習の後半では、数人のグループ取材を想定し、取材テーマにしたい具体的な社会問題について調査し、

取材の準備を進める（実際のグループ取材は演習Ⅱでおこなう）。

＜参考：社会問題の例示＞

社会問題としては、以下のようなものを例示できる＝格差と貧困、LGBT、メディア・ジャーナリズムの諸問

題、フェイクニュース、ファクトチェック、若者と政治、高齢者問題、医療介護、人口減社会、外国人と日本

社会、原発問題、震災復興、沖縄基地問題、環境問題など（あくまで例示であり、これらにこだわる必要はな

い）

授業の到達目標
Objectives

デジタル時代のジャーナリズムの機能と課題について理論的に理解する。また、自ら能動的な問題意識を

もって問題に迫り、根拠をもって市民に伝えるコミュニケーション力を、実習をつうじて習得する。また、

ジャーナリズムの実践をつうじて批判的なメディア分析力を習得し、ニュースを読み解く力を養う。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review
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授業計画
Course Schedule

１回：・ガイダンス。ファクトチェックについての講義

２～３回 ・ファクトチェックの実習

４～11回・取材手法（写真撮影など）の実習

・地域・大学・人物記事の取材と記事執筆。

・記事についての報告と議論。

・ファクトチェックの実践、記事化

・ジャーナリズム・メディア関係の文献購読

12～15回： ・夏期のゼミ調査取材合宿についてのグループ企画案の提案と文献調査・事前取材

2019年９月中旬（予定） ゼミ調査取材合宿

※学期中のサブゼミではメディア人セミナーを開催（不定期）

教 科 書
Textbooks

演習で講読する文献は初回のガイダンスまでに指示する。

参考文献
Reference Books

瀬川至朗 『科学報道の真相 ―― ジャーナリズムとマスメディア共同体』 ちくま新書

外岡秀俊 『「伝わる文章」が書ける作文の技術』 朝日新聞出版

野村進 『調べる技術・書く技術』 講談社新書

加藤秀俊 『取材学――探求の技法』 中公新書

E・パリサー 『フィルターバブル――インターネットが隠していること』 井口耕二訳・早川書房

『山本美香最終講義 ザ・ミッション 戦場からの問い』 早稲田大学出版部

亘英太郎 『ジャーナリズム「現」論』 世界思想社

W．リップマン 『世論（上）（下）』 掛川トミ子訳・岩波文庫

B. Kovach & T. Rosenstiel "The Elements of Journalism" 3rd Edition, Three River Press, 2014（邦訳

『ジャーナリズムの原則』 加藤岳文／斎藤邦泰訳・日本経済評論社）

B. Kovach & T. Rosenstiel "Blur: How to Know What's True in the Age of Information Overload"Bloomsbury

Publishing plc, 2011（邦訳『インテリジェンス・ジャーナリズム』 奥村信幸訳・ミネルヴァ書房）

J. Gray et al. "The Data Journalism Handbook" O'Reilly

L. Bounegru et al. "A Field Guide to Fake News" supported by First Draft

T .Harrower （2012) “Inside Reporting -- A Practical Guide to the Craft of Journalism” 3rd edition

『Journalism』（朝日新聞発行）の関連特集

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 期末レポート、学期中に提出してもらう地域・大学・人物記事

平常点評価
Class Participation 50％

ゼミへの出席、ゼミでの発表とレジュメ、他の受講生の発表への質疑

などを総合的に評価する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

ゼミ合宿（研修旅行）を実施します（2016年９月＝金沢、2017年９月＝沖縄、2018年９月＝福島、2019年９

月＝沖縄）。ゼミ活動の一環として全員参加を原則とします。
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ジャーナリズム・メディア演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

４０３ ジャーナリズム・メディア演習 I (高橋恭子)

春学期 ３年以上：２単位 高橋 恭子

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

ジャーナリズムの現在と未来～映像ジャーナリズムを中心に

授業概要
Course Outline

権力を掌握する人物が根拠のない発言をする、自己の主張に合わない意見を退ける、多様な価値観を認め

ないなど閉塞的な状況が世界中で見られ、真実が犠牲になる「ポスト真実」の時代といわれている。かつて、

権威あるメディアがニュースのゲート・キーパー（門番）として、出来事を発見し、解釈し、発信していたが、

テクノロージ―の発達により情報発信が加速化し、錯綜する現代においては、何が真実で何が真実でないか

の判断は私たちひとりひとりが判断し、ゲートキーパー役を担う必要がある。本演習では、映像コンテンツ

の分析と実践から現在のジャーナリズムとメディアのあり様を検証する。

具体的には、１．講義と討論「映像メディア検証」、２．学生によるメディア分析、３．学生による取材・

調査、４．次世代ジャーナリズム関連書の購読、５．成果物（文章、映像、写真、Web等）の制作・発表・評

価から構成する。映像メディア分析では、メディア・リテラシー研究の分析手法を採用し、Ⅰメディア・テク

スト、Ⅱオーディエンス、Ⅲテクストの生産・制作の３つの領域から考察する。

2020年度は、世界100数カ国のモニターグループが参加して、世界のメディアを一斉にモニター調査するプ

ロジェクトであるグローバル・メディア・モニタリング・プロジェクト（GMMP、World Association for

Christian Communication主催）に参加する。新聞、テレビ、インターネット上のニュースをジェンダーの視

点から分析する。

本演習では、毎年、テーマに沿った企画を学生自らが設定し、取材後に文章を発表している。これまで取り

上げたテーマは、「被災地のメディア」「ポジティブ・福島」（福島の復興について）、「戦後70年の記憶と記録」

「新たな映像ジャーナリズムへの挑戦」「平成とはどういう時代だったのか」である。19年度は「多様性と共生

～分断を超えて」をテーマに障害者と移民問題、ひきこもりや格差の背景などの取材を行う。2020年度は

「ジェンダーとメディア」を取り上げる予定である。ゼミ合宿は、2013年度より福島で実施している。震災９

年目に当たる2019年度は、南相馬市において歴史あるものと新しいものが合体し、後世に伝えようとする試

みや自立した復興の動きを市内の小学校とともに取材、撮影する。

授業の到達目標
Objectives

メディアをクリティカルに分析する力とメディアを創造する実践的な力を養う。

実践はドキュメンタリー、フォトストーリー、Webコンテンツ、ソーシャルメディアを利用したコンテンツ

など個々の知識と能力によって選択する

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

文献やニュース番組分析を通して、メディアをクリティカル分析する力を養う。この経験から、自らテー

マを設定し、取材活動を行う。取材した内容は、ゼミのサイトなどで原稿や映像として発表する。
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授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション（本講義の目的と概要）

オリエンテーション、「インテリジェンス・ジャーナリズム」の輪読とまとめ

第２回：購読「インテリジェンス・ジャーナリズム」

「インテリジェンス・ジャーナリズム」のまとめと理解度の確認

第３回：ワークショップ

輪読「ファクトチェックとは何か」

第４回：映像制作

公共広告「私のキャンパス」制作準備

第５回：メディア分析

メディア・リテラシーのアプローチによるワークショップ課題図書発表

第６回：メディア分析

学生によるメディア分析プレゼンテーション課題図書発表

第７回：コミュニケーションをつくりだす

映像による公共広告のプレゼンテーション

第８回：ファクトチェックとメディア・リテラシーワークショップ

ファクトチェックとメディア・リテラシーワークショップ

第９回：メディア分析

学生によるメディア分析プレゼンテーション課題図書発表

第10回：ニュース分析

ニュース分析発表 課題図書発表

第11回：ニュース分析

ニュース分析発表 課題図書発表

第12回：企画のブレーンストーミング

夏休みの課題 企画のブレーンストーミングによりテーマを設定

第13回：ニュース分析

ニュース分析発表 課題図書発表

第14回：ニュース分析

ニュース分析発表 課題図書発表

第15回：テーマ設定と企画、調査、取材の発表

夏休みの課題のテーマ設定と予備調査/取材の結果のプレゼンテーション

教 科 書
Textbooks

そのつど、印刷物を配布する

参考文献
Reference Books

「NHK] 松田浩 岩波新書

「NHKvs日本政治」 エリス・クラウス 東洋経済新報社

「メディア・リテラシー教育 学びと現代文化」、デビッド・バッキンガム 世界思想社

「メディア・リテラシーの現在と未来」鈴木みどり編著 世界思想社

「マスコミュニケーション研究」デニス・マクウェル 慶応義塾大学出版会

「ジャーナリズムの原則」ビル・コバッチ、トム・ローゼンスティール 日本経済評論社

「インテリジェンス・ジャーナリズム」ビル・コバッチ、トム・ローゼンスティール ミネルヴァ出版

「フェイクニュースを科学する」笹原和俊 化学同人

「ファクトチェックとは何か」 立岩陽一郎、楊井人文 岩波ブックレット

「フェイクと憎悪」 永田浩三編 大月書店
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％

試験: 0％ なし

レポート: 25％ メディア分析 メディアリテラシーの理解度。

平常点評価: 50％ 出席と授業の主体的参加度。

その他: 25％ コンテンツのプランニングと実践力。

備考・関連URL
Note・URL

映像制作のための技術を身につけたい場合は、グローバルエデュケーションセンター開講の副専攻「ジャー

ナリズムとメディア表現」の「映像芸術表現」「制作プロジェクト研究」の映像系科目を受講することをお薦

めします。

関連URL：

ゼミサイトは「Action! from critical to creative」

http://www.waseda.jp/sem-kytwaseda/

facebook「高橋恭子ゼミ」

ゼミ紹介

https://www.waseda.jp/fpse/pse/news/2017/12/11/8269/

原則、３、４年合同で木曜日の４，５時限に実施します。卒論や３年生のプロジェクトのまとめ時期には別

に実施することもあります。
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ジャーナリズム・メディア演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

４０４ ジャーナリズム・メディア演習 I (土屋礼子)

春学期 ３年以上：２単位 土屋 礼子

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

近現代史におけるメディアとプロパガンダ、およびジャーナリズム

授業概要
Course Outline

近現代の日本および欧米におけるメディアとジャーナリズムの発達の経緯を理解し、検閲制度をはじめと

する政府との関係、政治家とジャーナリズムの関係、世論を動かすためのプロパガンダという思想がどのよ

うに展開してきたかを、実証的に学び議論する。また、実際にメディアやジャーナリズムに関係した人々に

インタビュー調査や資料探索を行ない、メディアの歴史や、メディアに対するアプローチのしかた、メディア

の分析のしかたに関する知見を深め、年度末には各自が卒論テーマを見いだせるよう研究をすすめる。なお、

2020年度は、政党機関紙のOBにインタビュー調査する予定である。

授業の到達目標
Objectives

メディアとジャーナリズムに関する基本的知識を学ぶだけでなく、それを活用し、自分で資料を探索し読

み解き、思考する能力を養う。また実際にインタビュー調査を行う力量を育成する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第一回：オリエンテーション

第二回～第六回：英語文献講読

第七回～第十一回：日本語文献講読

第十二回～第十五回：インタビュー調査の目的及び計画の説明と準備

教 科 書
Textbooks

初回の授業には、藤竹暁編著『図説 日本のメディア』（NHKブックス、2018年）を読んだ上で、持参するこ

と。

その次からは、開講時に配布する英文テキストを読む。

以降は授業中に指示する。

参考文献
Reference Books

関連文献については、随時紹介する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 二回ほどレポートを指示する。

平常点評価
Class Participation 50％

英語文献及び日本語文献の講読の際に行う報告、発言、議論を評価対

象とする。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

積極的な質疑応答、議論を評価します。
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ジャーナリズム・メディア演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

４０５ ジャーナリズム・メディア演習 I (中村理)

春学期 ３年以上：２単位 中村 理

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

内容分析を中心に用いたメディア・メッセージの実証研究：ヒューマン・コーディング編

授業概要
Course Outline

本演習は、内容分析という手法を使ってメディアの送り出す情報を実証的に分析することを目標にしてい

ます。

あなたはメディアを通じて得る情報に疑問を持ったことはないでしょうか。たとえば、原発報道はどう

いった経緯を経て今にいたっているのか、経済問題に報道は一貫した姿勢で対処してきたのか、CMやドラマ

にあらわれるジェンダー観は時代とともにどう変わってきたのか、などです。こうした疑問のもととなる情

報（メッセージ）は、日々、新聞やテレビ、インターネットなどから大量に発信されています。そこにはどう

いった特徴や傾向があり、その背後には発信者のどういった情報選択があるものでしょうか。

本演習では、こうしたあなたの興味を分析していきます。分析の主題は政治でもジェンダーでも文化でも

構いません。また、対象は報道でも映画でもコマーシャルでもSNSでも構いません。マス・コミュニケーショ

ン上あるいはジャーナリズム上の興味をもって、メディアに流れる情報をぜひ実証的に・科学的に分析して

みましょう！

そのために、本演習では内容分析という手法を学びます。内容分析とは、単に内容を分析するという抽象

的なものを指すのではありません。どういう手順で何をするかが決まっている、ある科学的な分析手法の名

称なのです。この内容分析では、メッセージの内容をコード（記号）化して分析します。たとえば、登場人物

を「政治家」や「専門家」といったコードに分類したり、論調を「ポジティブ」や「ネガティブ」といったコー

ドに分類したり、です。そして、それらコードが何回あらわれるかを数えるなどし、発信される情報を量にし

て、情報の特徴をとらえていきます。こうすることで、流れる情報を客観的に扱えるようにします。

コード化には主に２つの技法があります。当演習では（１）学部３年次前半にヒューマン・コーディングと

いう技法を、（２）後半にコンピュータ・コーディングという技法を学び、４年次に卒業研究に取りくみます。

内容分析は、マス・コミュニケーションやジャーナリズム研究によく使われるほか、企業が顧客のクチコミ

を分析してマーケティングに役立てることにも利用されています。この手法を使って、ジャーナリズム、マ

ス・コミュニケーション、あるいはメディア上の課題やあなたの疑問に挑みましょう。あなたの興味とやる

気を、ぜひ具体的な形にしてみてください。

この演習では、一つの主題や目標を複数の受講者が共有し、チームで議論をしながら協調的に作業を進め

る活動を主体にしています。これにより、専門性を深めるだけでなく、チームの中で目標を共有し、困難に面

したときに助け合ったり責任を分担したりして解決する経験をつんでみましょう。この経験は、将来、あな

たが専門課程で研究を行ったり、職場で同僚と協調的に仕事をしたりする際に必ず役に立ちます。

授業の到達目標
Objectives

・実証的な調査の流れ（問題意識～仮説～調査計画～実施～結果の整理～分析～考察～結論）を経験し、その

要領を学ぶ。

・分析法を習得する。（演習Iはヒューマン・コーディング、演習IIはコンピュータ・コーディング）

・分析力を高める。

・マス・コミュニケーション、ジャーナリズム、メディア上のなんらかの課題に建設的に言及する。

・チーム内でコミュニケーションをとりながら協調的に作業をし、課題を解決する。

・以上を通じ、特定の専門知識だけでなく、社会に出た際の汎用的なスキルを身につける。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

当演習は反転授業を取り入れています。授業後は次の授業に向けた課題を各自がおこない、教場では時間

と場所をチームのメンバーと共有するメリットを活かして協調学習やチームワークに取りくみます。たとえ

ば、論文を読む際には事前に読んだり演習問題に回答したりし、当日に教場で発表と議論をします。チーム

ワークではその日までの進捗に応じて次までの目標をチームごとに立て、その目標に向けた作業を各自がお

こない、それを持ちよって次の授業をすすめます。
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授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション

第２回：内容分析とは？ I：研究論文を読む（プレ演習の論文読解の続き）

第３回：内容分析のデザインと実践 1： 調査主題を提案する・決める

第４回：手法を学ぶ１：内容分析の歴史

第５回：内容分析のデザインと実践2（チームワーク）：問いをたてる・対象をきめる・変数とカテゴリを設定

する

第６回：手法を学ぶ２：内容分析の設計

第７回：内容分析のデザインと実践 3（チームワーク）：テスト・コーディングを始める

第８回：手法を学ぶ３：サンプリング

第９回：内容分析のデザインと実践 4（チームワーク）：テスト・コーディングをもとに計画を再検討する

第10回：手法を学ぶ４：ヒューマン・コーディング

第11回：内容分析のデザインと実践 5a（チームワーク）：コーディング・マニュアルを書く・完成させる I.

第12回：内容分析のデザインと実践5b（チームワーク）：コーディング・マニュアルを書く・完成させるII.

第13回：手法を学ぶ５：信頼性を検定する

第14回：内容分析のデザインと実践 6（チームワーク）：コーディング結果を集計するI／コーダへ依頼する

第15回：内容分析のデザインと実践７（チームワーク）：コーディング結果を集計するII／レポートにまとめ

る

第16回：成果を発表する：レポートの提出と発表

教 科 書
Textbooks

必要に応じて授業内で提示

参考文献
Reference Books

必要に応じて提示。以下、参考まで：

有馬明恵『内容分析の方法』（ナカニシヤ出版、2007年）

クラウス・クリッペンドルフ『メッセージ分析の技法-「内容分析」への招待』（勁草書房、1989年）

ダニエル・リフ他『内容分析の進め方』（勁草書房、2018年）

田崎篤郎・児島和人『マス・コミュニケーション効果研究の展開（改訂版）』（2003、北樹出版）

竹下俊郎『メディアの議題設定機能―マスコミ効果研究における理論と実証（増補版）』（2008、学文社）

佐渡島沙織・吉野亜矢子『これから研究を書くひとのためのガイドブック』（2008、ひつじ書房）

戸田山和久『論文の教室』（日本放送出版協会）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％

試験は行いません。レポートを実施しない場合にのみ代替として検討

します。

レポート
Papers 30％

20--40%。半期ごとになんらかのまとめをおこないます。最終的に調

査・分析の結果あるいはその進捗状況をレポートおよび発表資料にま

とめたうえで発表します。その際の提出物と発表内容で評価します。

平常点評価
Class Participation 55％

50--70%。授業への参加態度、課題・分析への取り組み、チームへの貢

献をもとに評価します。各自が目的を持ち、主体的・協調的に作業す

ることを重視します。

そ の 他
Others 15％

ゼミの運営や行事に協調的にかかわる活動を評価します。また、上記

以外で特筆すべき事項、推奨履修科目の学習状況等も、ここに計上し

ます。
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備考・関連URL
Note・URL

https://semi.on-w.com/

https://twitter.com/nakamura_semi

研究は主に、学生であるみなさん自身が次までの課題を決めて宿題を持ちより、メンバーと議論をしなが

らチームで協調的に作業をすることによって進めます。理科でいえば「実験」のようなもので、机上で考える

だけでなく、ポジティブなコミュニケーションで人と協働しながら手を動かし、自分なりのデータを分析し

てみたいという方に向いています。これまでの主題例は最新のものも含めて関連URL記載のサイトから見る

ことができます。

ゼミ全体の流れは次の通りです。（１）まず、内容分析を使ってどういった研究ができるのかをプレ演習か

ら演習Iにかけて学びます。同時に、プレ演習では内容分析の体験をします。（２）演習Iではヒューマン・コー

ディングの手法を学びながら、それを用いた調査プロジェクトをチームごとに実演します。（３）同様に、演

習IIではコンピュータ・コーディングの手法を学びながら、それを用いた調査プロジェクトをチームごとに

実演します。（４）演習III～IVは、卒業論文の作成を前提に進めます。ここではチーム内で主題を共有しな

がら、そのもとで一人ひとりが独立したプロジェクトに取り組みます。たとえば原発報道というチーム主題

のもとで、あるものは新聞に取り組む、あるものはTVに取り組む、などです。それらの結果を卒業論文にまと

め、年度末に報告します。（５）演習I～IVにかけては、並行してサブゼミを実施します。その中では、マス・

コミュニケーション理論とジャーナリズム史、論文執筆法、エクセルの使い方、コンピュータ・コーディング

の詳細、データ分析法といった基礎的スキルを学びます。（６）また、各学期に２度ほど、サブゼミの時間に

メディア・職業人ワークショップをおこないます。

春学期、秋学期演習とも、第16週に発表をおこなっています。
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０１ 学際領域演習 I (岡本暁子)

春学期 ３年以上：２単位 岡本 暁子

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

行動生態学

授業概要
Course Outline

ヒトを含む地球上の生き物は、何千万年何億年という時間をかけて変化し、まわりの環境に適応してきた。

行動生態学は、生物の行動と生態の進化に関わるさまざまな問題を扱う分野である。本演習では、行動生態

学の基本的な知見を習得し、特定の生物もしくはトピックについての研究をする準備をすすめる。

授業の到達目標
Objectives

行動生態学の基本的な知見を習得し、特定の生物もしくはトピックについての研究をする準備をする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

指定されたテキストの予習復習をする。

授業計画
Course Schedule

第１回は演習のガイダンスを実施する。その後の回は、演習参加者による報告と討論、資料を参照しなが

らの討論などをおこなう。

教 科 書
Textbooks

第１回目の演習時に提示する。

参考文献
Reference Books

演習中に適宜紹介する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 期末の発表とそのまとめを評価する。

平常点評価
Class Participation 50％

演習への出席、課題の達成度、討論への取り組みなどを、総合的に評価

する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０２ 学際領域演習 I (岡山茂)

春学期 ３年以上：２単位 岡山 茂

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

フランスの政治と文学（1848-1945）

授業概要
Course Outline

２月革命から第二次世界大戦終了までのフランスの文学者（詩人、作家、知識人）の政治参加と文学の関係

について考えます。この時代のフランスの文学者たちの政治参加について知ることは、21世紀前半を生きる

われわれにも迂遠なことではありません。またこの時期はフランスの近代にとって決定的な時期でもありま

す。気になる文学者、あるいは時代のトピック（２月革命、ドレフュス事件、政教分離法、第一次世界大戦な

ど）を選んで、自分のゼミ論文へとつなげてください。授業ではそのイニシエーションとして、①フロベー

ル、ボードレールと２月革命、②ランボー、ヴェルレーヌとパリ・コミューヌ、③ゾラ、マラルメと第３共和

政、④ペギー、プルーストと第１次世界大戦、などの話をします。

授業の到達目標
Objectives

文学者たちが当時の政治的状況とどのように向き合っていたかを知るには、彼らが残した言葉を読むしか

ありません。しかしよく耳を澄ますと、彼らが生きた時代に生じていたさまざまな「不協和音」がテキストの

向こうから聞こえてきます。時代のきしみのようなその「音」を聴きながら、われわれは当時の政治体制や学

校などの制度、さらには文学者たちの生い立ちについて調べることになります。作品とは何か、文学は何か、

時代を生きるとはどういうことかについて、自分なりに納得のいくまで考えられるようになってください。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

取り上げられたテキストを読んでみる。自ら読むべきテキストを探す。

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション

ゼミの進め方と講義の概要について説明します。

第２回：フロベールとボードレール その１

ロマン主義からモデルニテへ。詩と小説。

第３回：フロベールとボードレール その２

２月革命と６月蜂起。政治と文学。

第４回：フロベールとボードレール その３

第２帝政とスキャンダル。批評と文学。

第５回：ランボーとヴェルレーヌ その１

地方とパリ。パリ・コミューヌ。詩人たちの出会い。パルナシアン､デカダン､サンボリスト。

第６回：ランボーとヴェルレーヌ その２

自然という女性。ジャーナリズムの外へ。

第７回：ゾラとマラルメ その１

マネの「象徴革命」。マネ、ゾラ、マラルメ。

第８回：ゾラとマラルメ その２

「詩句の危機」とドレフュス事件。

第９回：ゾラとマラルメその３

「音楽と文芸」「禁域」。ワーグナーの音楽、イングランドの大学。

第10回：ペギーとプルースト その１

ペギーと高等師範学校、ドレフュス派としてのプルースト、「失われた時を求めて」。

第11回：ペギーとプルースト その２

マラルメとカトリシズム。政教分離法、ペギーとプルーストの反応。

第12回：ペギーとプルースト その３
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第１次世界大戦。前線のペギーと銃後のプルースト。

第13回：議論 その１

発表と議論。

第14回：議論 その２

発表と議論。

第15回：議論 その３

発表と議論。

教 科 書
Textbooks

テキストはプリントで配ります。

参考文献
Reference Books

岡山茂、『ハムレットの大学』（新評論、2014）

その他は教室で紹介します。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験はやりません。

レポート
Papers 50％

自分が関心をもったテーマについて2000字から4000字程度のレポート

を書く。

平常点評価
Class Participation 50％ 出席と教室での発表を評価します。

そ の 他
Others 0％ とくになし。

備考・関連URL
Note・URL

１．第２外国語にフランス語を選択しなかった人も受講できます（テキストは翻訳を用います）。

２．2020年度秋学期（学際領域演習Ⅱ）と2021年度春学期（学際領域演習Ⅲ）は岡山が特別研究期間のため授

業はありません。メールでのレポート添削、個人面談、集中講義を行います。

３．授業は４年生と合同で行います。４年生のゼミの時間帯(火曜日５限）を空けておいてください。
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０３ 学際領域演習 I (荻野静男)

春学期 ３年以上：２単位 荻野 静男

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

オペラ／バレエ／音楽劇研究の現在―ヨーロッパ文化史におけるオペラ／バレエ／音楽劇ならびに現代に

おけるその上演

授業概要
Course Outline

オペラ／バレエ／音楽劇は昔から欧州で愛好されてきた芸術ジャンルです。わが国においても新国立劇場

等のオペラ劇場の竣工以降、ヨーロッパと同様の上演・観劇環境が整いつつあります。オペラ／音楽劇への

関心は年々高まり、今日ではテレビ・コマーシャルなどにもオペラのアリアが使用されるほどになりました。

こうした状況を見ると、浅草オペラや宝塚歌劇なども通じて、わが国でもオペラが大衆的レベルにかなり浸

透していることがわかります。

本演習では比較的入手しやすい日本語文献を使用し、ディスカッションを行います。学術的価値があり、

議論に値するしっかりした本を厳選します。これを輪読・議論することを通じ、オペラの歴史的把握を試み

ます。もって17～20世紀のヨーロッパ文化史を概観することができればと考えています。 また授業の際には

関連のオペラ／バレエ／音楽劇を適宜DVD、Blu-ray、Youtube等で視聴したり、該当する楽譜や台本も参考に

してその演出の歴史を概観するとともに、現代における上演について考察を試みます。

また能や歌舞伎などの伝統的音楽劇や、森鴎外・坪内逍遙作の日本語オペラ、さらには寺山修司の音楽劇に

ついても可能な限りゼミにおいて言及します。こうした日本の音楽劇に関心のある学生も、本演習に積極的

に参加してもらいたい。もちろん学期末レポートをこのテーマで書いても構いません。

なお学期中に少なくとも一度は新国立劇場、東京文化会館、東京宝塚劇場、国立劇場、国立能楽堂、歌舞伎

座などにゼミで出かけ、オペラやバレエ、オペレッタ、ミュージカル等の舞台を観劇できれば、と思っていま

す。

授業の到達目標
Objectives

１. オペラ／バレエ／音楽劇の文化史的把握

２. 現実の政治的コンテクストにおいてオペラ／バレエ／音楽劇を理解できるようになる

３. 文学、演劇学、舞踊学、映画学などの関連分野とも縦横に行き来し、学際的研究ができるようになる

４. オペラ／バレエ／音楽劇を好きになること

５．日本の伝統的音楽劇にも興味を持つようになる

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

教科書や参考文献を読みながら、各自Youtubeなどで舞台映像を視聴し、オペラ／バレエ（ダンス）／音楽

劇（オペレッタ、ミュージカル等）の作品に親しむようにする。なお中央図書館や演劇博物館の図書室には

DVDやビデオ、ブルーレイなどの映像資料も所蔵されているので、こうした資料を積極的に活用してもらいた

い。

みずから新国立劇場や東京文化会館、宝塚劇場などに赴き、オペラ／バレエ／音楽劇の実際の舞台に接す

る。

早稲田大学オペラ／音楽劇研究所との交流：学内の本研究所との交流を深め、月例研究会やシンポジウム、

ワークショップなどに積極的に参加し、多様かつ最新の研究成果に接することにより、視野の拡大ならびに

新鮮な研究感覚の獲得に努める。オペラ／音楽劇研究所については次のサイトを参照されたい：

https://www.waseda.jp/inst/cro/other/2018/03/31/3206/及びhttp://www.waseda.jp/prj-opera-mt/
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授業計画
Course Schedule

2019年度の冬クオーターにおいて使用した教科書の続き部分を輪読しつつ、バレエに関する議論を深めて

行く。発表担当者の分担表は2020年度春学期開始までには、メール添付で受講者宛に送付する。担当者はあ

らかじめ責任をもって発表の準備を行い、授業において担当箇所のプレゼンを行うことになる。バレエの教

科書終了後は、オペラ史関連の教科書の輪読に入り、オペラについての議論を進める予定である。

教 科 書
Textbooks

バレエ：

鈴木晶『バレエへの招待』筑摩書房（2002年９月）1200円

鈴木晶『バレエ誕生』新書館（2002年４月）3200円

鈴木晶『バレリーナの肖像』新書館（2008年６月）2800円

オペラ：

岡田暁生著『オペラの運命』中公新書2001年４月(740円）

岡田暁生『オペラの終焉―リヒャルト・シュトラウスと〈バラの騎士〉の夢』ちくま学芸文庫2013年12月

（1300円）

森岡実穂『オペラハウスから世界を見る』中央大学出版部2013年３月（780円）

澤田肇『フランス・オペラの魅惑―舞台芸術論のための覚え書き』上智大学出版2013年３月（1905円）

音楽之友社編『スタンダード・オペラ鑑賞ブック［１・２］イタリア・オペラ上・下』各1900円

今学期はまず2019年度冬クォーターのプレゼミで使用したものを引続き用いる。その終了後は受講生とも

相談のうえ、本欄記載の書籍のいずれかを教科書として使用予定。

（なお上記教科書は別のものに変更される場合もあります。）

参考文献
Reference Books

バレエ関係：

芳賀直子『ビジュアル版 バレエ・ヒストリー バレエ誕生からバレエ・リュスまで』世界文化社2014年

（2200円）

守山実花 監修『鑑賞者のためのバレエ・ガイド』音楽之友社2003年（1600円）

オペラ関係：

エルマンノ・アリエンティ『作詞法の基本とイタリア・オペラの台本―より正しく理解するために』東京藝

術大学出版会2016年(2000円）

岡田暁生『西洋音楽史―「クラシック」の黄昏』中公新書1816、2005年10月(780円)

岡田暁生『音楽の聴き方―聴く型と趣味を語る言葉』中公新書2009、2009年６月（780円）

丸本隆・荻野静男他編『キーワードで読むオペラ／音楽劇研究ハンドブック』アルテスパブリッシング2017

年４月(5184円)

音楽之友社編『スタンダード・オペラ鑑賞ブック ドイツ・オペラ上・下』各2200円

音楽之友社編『スタンダード・オペラ鑑賞ブック［５］フランス＆ロシア・オペラ＋オペレッタ』1900円

その他教場にて適宜指示する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験は実施しません。

レポート
Papers 65％

学期末に4,000～8,000字程度のレポート提出。テーマは参加者各自の

関心に応じて選択。評価基準は以下のとおり。

1. 内容の充実度 2. 文章力 3. 構成力

平常点評価
Class Participation 20％

授業への貢献度による。ゼミへの積極的な参加姿勢の重視。

1. 討論への参加度 2. 発言内容

恒常的出席を単位授与の基本原則とする

そ の 他
Others 15％ 出席
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備考・関連URL
Note・URL

以下、参考までに研究関連のURLおよび世界の主要劇場のHPをあげておきます。これ以外にもオペラ／バレ

エ／音楽劇関係のサイトは多数ありますので、各自積極的にインターネットや雑誌等で調べてください。

http://opera-and-music-theatre.jimdo.com/

http://www.waseda.jp/prj-opera-mt/index.html

https://twitter.com/operaexpress

https://www.nntt.jac.go.jp/https://www.wiener-staatsoper.at/https://www.operadeparis.fr/en

http://www.metopera.org/

http://www.teatroallascala.org/en/index.html

https://www.deutscheoperberlin.de/
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０４ 学際領域演習 I (ブロッソーシルヴィ)

春学期 ３年以上：２単位 ブロッソー シルヴィ

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

映画研究演習、映画学入門の演習

授業概要
Course Outline

本セミナーは、映画の分析（映画研究、映画学）の入門講座である。

映画はショーであり、楽しみをもたらすものだが、研究の対象ともなりうるものである。

映画は、娯楽のために鑑賞することがほとんどである。映画鑑賞は、いわば「感覚の時」とも言え、感動、

恐怖、喜び、悲しみ、不安、動揺などを体験する時間である。また映画は、ある話、テーマ、（フィクション

上または実在の）人物を、（自然または人工的に作り上げられた）特有の空間において発見する機会であり、

知られざる運命や状況、世界に出会う手段である。映画は、画像と同じく、世界の一つの表象である。した

がって、映画鑑賞は、我々のいる世界、状況、社会について考える機会となる。映画が、常に世界の表象であ

る、としたら、それをどのように読み解けばよいのだろう。またその表象をどのように描写し、理解し、解釈

すればよいのだろう。映画の分析は、これらの質問（何が？どのように？なぜ？）に答えてくれる。映画を分

析することで、より多くのことが理解でき、より多くの知識が得られ、より多くのことに関心が持てるように

なる。

本セミナーでは、ジャン＝リュック・ゴダールの映画を紹介し、研究する。具体的な例を用いて、映画分析

を構成する要素について学ぶ。日本語字幕付きの複数の映画を鑑賞し、その一部について詳しく分析する。

映画はかならず意味とメッセージを持ち、時にはイデオロギーをも持つ。映画は型にはまった考え方を見せ

ることもあれば、逆に新たな考えや予想外のイメージを見せることもある。どのように、内容と形式の間の

関係を見つけるか？映画内での、話、メッセージと美学の間の関係はどのようなものか？ある映画について、

歴史的、社会学的、美学的に興味深い点はどこか？一部のイメージについて、興味深い点はどこか？そうした

イメージは、どのような技術と、どのような構成を用いて組織されているか？面白い部分、重要な部分、意味

深い部分はなにか？こうした問題に注目する。

授業の到達目標
Objectives

本セミナーでは、ジャン＝リュック・ゴダールの映画を紹介し、研究する。

具体的な例を用いて、映画分析を構成する要素について学ぶ。

日本語字幕付きの複数の映画を鑑賞し、その一部について詳しく分析する。

映画はかならず意味とメッセージを持ち、時にはイデオロギーをも持つ。

映画は型にはまった考え方を見せることもあれば、逆に新たな考えや予想外のイメージを見せることもあ

る。

どのように、内容と形式の間の関係を見つけるか？

映画内での、話、メッセージと美学の間の関係はどのようなものか？

ある映画について、歴史的、社会学的、美学的に興味深い点はどこか？

一部のイメージについて、興味深い点はどこか？そうしたイメージは、どのような技術と、どのような構成

を用いて組織されているか？

面白い部分、重要な部分、意味深い部分はなにか？こうした問題に注目する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review
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授業計画
Course Schedule

本セミナーでは、ジャン＝リュック・ゴダールの映画を紹介し、研究する。

本セミナーにおいては、特に背景、セット、そして空間と風景の表象、すなわち映画に現れる場所、風景、

そこに用いられた光、色彩といった要素に注目する。アクションが起こる場所はどこか？こうした空間の劇

的な機能はどこにあるのか？映画の中、フィクションの中、話の中における風景の役割はどのようなものか？

風景は、映画の話や、人物、時間、空間を設定するための単なる背景としてだけ存在するのではない。風景

は、ある雰囲気・環境や、感情をもたらすほか、様々な意味、レフェランス（ほかの芸術作品の暗示など）、

象徴といった要素をももたらす。どのような風景がそこにあるのだろうか？どのようにそれを描写すればよ

いか？風景は何を意味しているのだろうか？

本セミナーにおいて、学生各自は、自ら選択し、注意深く鑑賞して分析・研究した映画を紹介する。学生は

自由に映画を選択できる。紹介する映画は製作年代を問わず、日本映画、米国映画、その他の国の映画など、

国籍も問わない。映画分析は、「好き・好きではない」「良い・良くない」といった個人的な意見を超越したも

のである。好きでない映画であっても、大変面白い分析をすることが可能である。

教 科 書
Textbooks

資料のコピーを配る

参考文献
Reference Books

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験なし

レポート
Papers 40％ 映画分析の論文

平常点評価
Class Participation 60％

発表

出席

参加度

そ の 他
Others 0％ なし

備考・関連URL
Note・URL
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０６ 学際領域演習 I (本野英一)

春学期 ３年以上：２単位 本野 英一

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

中国が揺るがす戦後国際秩序を歴史的観点から考察する

授業概要
Course Outline

第二次世界大戦後、アメリカ主導の下で再建された国際秩序は、中国が1979年に「改革開放」体制移行後、

その経済的影響力、政治的発言力を飛躍的に拡大するに伴って大きく動揺するようになった。それとは対照

的にアメリカの相対的衰退が進行した結果、現在の東アジアは、19世紀末の日清戦争勃発前夜を彷彿とさせ

るような状況になっている。今年のゼミではこうした東アジア情勢認識を踏まえ、日本側、中国側、そしてア

メリカ側という三つの視点から中国の影響力拡大を扱った政治学者、ジャーナリストの著作を読み、現在の

米中対立が、「長期の17世紀」以来徐々に形成されてきた西欧型経済倫理秩序と中国型経済倫理秩序対立の新

局面であること、日本はこの中で如何なる立場を迫られているのかを理解できるようにする。春学期は、朝

日新聞取材班『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』（朝日新聞出版、2019年）を読み終えた後、

胡波（濱口城訳）『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか“新常態”時代の海洋戦略』（富士山出版社、2016年）

を読む。

授業の到達目標
Objectives

経済史入門Aで教えた「長期の17世紀」以降のグローバル経済構造の連続が、現在の米中関係を規定してい

るのだということを理解できるようになること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

参加者は、今年の12月に川奈セミナーハウスで行う合宿形式によるプレゼミ演習で、昨年度からの参加者

が行う新書の合評会に参加し、このゼミの授業要領を予め学んでいただく。そこではテキストに指定された

文献（新書）を読み、内容についてより突っ込んだ疑問点を提起するとはどういうことなのかを具体的に学ん

でいただく。このプレゼミ演習での成果を踏まえ、ここでは上記二冊の教科書を重点的に読むことにする。

さらにそれ以外の文献も積極的に読み込んで、疑問点、問題点を事前に一枚か二枚の紙にまとめ、授業でこれ

を相互に配布し、互いに問題点について討論できるようにしておくこと。

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』の前書きと第１章

本演習で読むテキストの解題と授業内容の説明。『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』の前書き

と第１章を事例に、レジュメの作成方法、討論の仕方を教える。

第２回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第２章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第２章「サイバー空間」を読みながら、先進資本

主義諸国の基盤となっている価値観の前提が如何にして脅かされているのかという現状について考える。

第３回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第３章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第３章「開発協力」にもとづき、中国がアフリカ

やラテンアメリカ、南アジアで行っている開発協力政策が及ぼす影響力について考える。

第４回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第４章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第４章「生命科学」を読みながら、最先端科学技

術分野における中国の実力について考える。

第５回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第５章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第５章「メディア」を読み、中国が行っている対

外宣伝工作の実態が、古代以来歴代中国政府が行っている手法を踏襲しているということを確認する。

第６回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第６章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第６章「マネー」を読みながら、国際金融市場へ

の中国の影響力の実態について議論する。
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第７回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第７章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』第７章「海洋進出」を読みながら「一帯一路」戦

略を軍事的に支える中国の海洋戦略について議論する。

第８回：『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』最終章

今回は、『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』最終章「中国流と世界」を読み、改めて中国が世

界の政治経済に及ぼしている影響力について、本書全体の内容について全員で議論する。

第９回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第１章

今回から秋学期前半にかけて新しいテキスト、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』を六回に分けて

読み始める。今回は第１章「中国が描く海洋強国への青写真」を読み、歴代王朝とは異なり、海洋戦略を打ち

出した中国の歴史観、世界観について議論する。

第10回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第２章⑴

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第２章「中国近海の地政学的戦略と海洋紛争の解決策」

第１節と第２節を読み、中国が打ち出す海洋戦略が、我が国の安全保障にとって重大な脅威をもたらしかね

ないことの意味、現在が「日清戦争前夜」より遥かに危機的な状況になりかねないことの意味について論じ

る。

第11回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第２章⑵、第３章⑴

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第２章第３節、第３章第１節を読み、目下アメリカと

の間で対立の争点となった、南シナ海周辺の支配圏をめぐる抗争を中国側の視点から捉え、日本はこれにど

のような形で答えて行かなくてはならなくなったのかを考える。。

第12回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第３章⑵

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第３章第２節と第３節を読みながら、アメリカが日本

と並んで、太平洋とインド洋支配の要と位置付けている、インドとオーストラリアに対して中国がどのよう

な思惑で接していこうとしているのかについて考える。

第13回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第３章⑶、第４章⑴

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第３章第４節と第４章第１節を読みながら、中国と最

長の国境線を有し、かつて核戦争一歩手前まで関係が悪化していたロシアといかなる関係を持とうとしてい

るのか、そして中国が空母を中心とした海軍戦略を正当化する理由は何なのか議論する。

第14回：胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第４章⑵

今回は、胡波『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか』第４章第２節とむすびを読みながら、中国が「海洋大

国」の夢を実現したのち、何をしようとしているのかについて議論する。

第15回：総括討論

春学期に読んできた、テキストの内容に基づき、「改革開放」体制中国が持つ専制主義国家体制の特徴、そし

て日本はこれにどのような形で付き合って行かなくてはならないのかについて、各自の考察をまとめたレ

ポートを提出し、相互に論評する。

教 科 書
Textbooks

朝日新聞取材班『チャイナスタンダード：世界を席巻する中国式』（朝日新聞出版、2019年）

胡波（濱口城訳）『中国はなぜ「海洋大国」を目指すのか：“新常態”時代の海洋戦略』（富士山出版社、2016

年）

参考文献
Reference Books

岡本隆司・吉沢誠一郎編『近代中国研究入門』（東京大学出版会、2012年）

岡本隆司『中国経済史』（名古屋大学出版会、2013年）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 実施しない。

レポート
Papers 50％

第15回目に、書評形式もしくは、独自の論文構想レポートを提出して

もらう。

平常点評価
Class Participation 50％ 毎回授業に先立って提出する疑問点メモの内容を判断する。

そ の 他
Others 0％ 特になし。
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備考・関連URL
Note・URL

私が担当した経済史入門Aの単位取得者、その次が中国語圏（中国大陸、台湾、香港・澳門、シンガポール）

留学経験者を優先的に採用する。それ以外の知識は、アジア経済史、経済学研究の授業で教えるので、授業中

に紹介した文献以外の知識は、この二つの授業を並聴して学んでいただきたい。また、12月に合宿形式で行

うプレ学際領域演習には必ず参加すること。
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学際領域演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

５０７ 学際領域演習 I (ロペスアルフレド)

春学期 ３年以上：２単位 ロペス アルフレド

2014年度以降入学者 算入科目区分

グローバル 演習、政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

西洋文学論

授業概要
Course Outline

文学はどう定義すればいいのか？その本質は何であるのか？読者は本を読むということから何が得られる

のか？人間にとってフィクションが必要なのか？ヨーロッパではこのような質問に答えようとする人が、西

洋文化が形成され始めるや否や次々に現れてきました。ギリシャ・ローマ時代からアリストテレス、ホラチ

ウスを中心に文学についての考察は一つの欠かせない要因となっているのは間違いのないことです。18，19

世紀のロマン主義を経て、とくに20世紀以降では人文科学の目覚ましい発展の中で文学論がなくてはならな

い学問として認められるようになりました。

この講義では西洋で文学について考えられたことを紹介しながら本を読むことはどこまで有意義で楽しい

ことなのかを確認して、様々な意味での文学の重要性を強調し、抽象的な考え方を発展させ西洋文化の理解

を深めることを目指します。

授業の到達目標
Objectives

文学の理解を深める。これにより西洋文化をより分かりやすくする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：本講義の目的と概要について説明します。

第２～４回：文学とは何か

第５～14回：アリストテレスの「詩学」

第15回：学生の発表

教 科 書
Textbooks

アリストテレース・ホラティウス 「私学・詩論」 岩波文庫

プレ演習のほうで

内多毅 「現代文学理論入門」 創元社を使用する。
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参考文献
Reference Books

Ｔ．イーグルトン 「文学とは何か」岩波書店

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％ 出席や授業に取り込んだこと、発表を評価する

備考・関連URL
Note・URL
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