科目分類

専門科目 政治

対象学年

3・4

授業科目

安全保障論

学期

前期授業

担当教員

赤坂 一念

科目コード

H032040

授業の概要

本講義では、「安全保障」という極めて論争的な概念が､これまでどのように解釈されてきたのかについて体
系的な整理を試みた上で、伝統的な安全保障観である国家に依拠した「国家の安全保障」論と、ポスト冷
戦期に入り脚光を浴びつつある新たな安全保障観である「人間の安全保障」論とを比較検討する。その上
で、この２つの視座(理念)の統合を試み、ポスト冷戦期の今日に求められる新たな安全保障論を模索してい
きたい。
また講義の具体的な進め方であるが、原則として毎回ひとつのテーマについて60分をめどに講義を行なう。そ
こでいくつかの問題提起を行ない、講義の最後の15分間でコメントペーパーに各自の意見をまとめてもらう。こ
れを担当教員の私が集約し、次回の講義の冒頭の15分で解説を加える、というやり方である。これが講義の
基本的な流れである。
なお本講義では、越境大気汚染や米軍基地問題、島根県西部の中山間地域における米軍機の低空訓
練などを事例に、「地域の安全保障」についてのワークショップも取り入れながら、双方向的な授業づくりを心
がけていきたい。

授業形態 講義

保障論の視座を提起する。
【第12−14週】ポスト冷戦期における日本の安全保障
これまでの議論を踏まえた上で、ポスト冷戦期における日本の中長期的な安全保障の方策について考察
する。
【第15週】まとめ−試験の講評とエピローグ−

選択／必修 選択
単位数
2

テキスト

本講義では特定のテキストは使用せず、自作のレジュメを配布する。その中で当日の講義のテーマに関連し
た参考文献を適宜紹介していきたいと考えている。

参考文献

本講義と問題関心が重なる文献として、次の18冊を推薦する。
・防衛大学校安全保障学研究会編『安全保障学入門』(新訂第4版)亜紀書房、2009年。
・防衛大学校安全保障学研究会編『安全保障のポイントがよくわかる本』亜紀書房、2007年。
・赤根屋達雄・落合浩太郎『｢新しい安全保障｣論−人間・環境・経済・情報−』（増補改訂版）亜紀書
房、2007年。
・土佐弘之『安全保障という逆説』青土社、2003年。
・土山實男『安全保障の国際政治学』（第2版）有斐閣、2014年。
・古関彰一『安全保障とは何か－国家から人間へ－』岩波書店、2013年。
・山本武彦『安全保障政策-経世済民・新地政学・安全保障共同体-』日本経済評論社、2009年。
・山本武彦編『国際安全保障の新展開−冷戦とその後−』早稲田大学出版部、1999年。
・森本敏『安全保障論−21世紀世界の危機管理−』PHP研究所、2000年。
・森本敏『岐路に立つ日本の安全−安全保障・危機管理政策の実際と展望−』北星社、2007年。
・浦野起央『安全保障の新秩序』南窓社、2003年。
・人間の安全保障委員会報告書『安全保障の今日的課題』朝日新聞社、2003年。
・東海大学平和戦略国際研究所編『21世紀の人間の安全保障』東海大学出版会、2005年。
・赤根谷達雄・落合浩太郎編『日本の安全保障』有斐閣、2004年。
・村上陽一郎『安全学』青土社、1998年。
・村上陽一郎編『安全学の現在』青土社、2003年。
・赤坂一念「ポスト冷戦期における日本の安全保障−国家･個人･地域の可能性−」宇野重昭編『北東アジ
ア研究と開発研究』国際書院、2002年、449‐66頁。
・赤坂一念「総合政策学的アプローチの可能性－地域の安全保障をめぐって－」『総合政策論叢』第８
号、2004年、17‐48頁。

【到達目標】
・安全保障に関する基本原理・概念を自己の言葉で論理的に説明できる。
・安全保障上の諸問題について分析的に思考・表現することができる。
授業の内容 【第１週】オリエンテーション
【第２週】ポスト冷戦期における安全保障−考察の枠組みの提示−
「安全保障」という言葉は、これまでどのように解釈されてきたのか、また安全保障論とはどのような学問なの
かについて概述する。
【第３週】安全保障の担い手は誰か？
安全保障の担い手として、どのようなアクターを想起することができるのかについて検討する。
【第４週】何のための安全保障なのか？
国際政治における主要な国際アクターとしての国家は、何のために安全保障を追求するのか、また国家は、
その守るべき価値・利益として、どのようなものを想定しているのかについて整理する。
【第５−６週】誰のための安全保障なのか−ケース･スタディ−
第４週で理論的に整理した「国家が守るべき価値・利益」を踏まえて、実際の事故・事件（例えば東日本
大震災など）をケースに、安全保障とは一体、誰のため（国家？国民？）に安全を保障するものなのかについ
て検討する。
【第７週】何から守るのか？−脅威の対象の変遷−
サミット（主要先進国首脳会議）で取り上げられた議題の変遷を追いながら、安全保障をめぐる脅威の対
象の変遷を概述する。とくに、ポスト冷戦期において、どのような脅威・危険が存在しているのかについて確認
する。
【第８週】どのように守るのか？−安全保障の方策−
安全を保障するための方策として、どのような選択肢が考えられるのかについて整理する。とくに国家は、いか
なるアクターと連携・協働することによって、安全を確保することができるのかについて考察する。
【第９週】「国家の安全保障」論−その意義と限界−
伝統的な安全保障観である国家に依拠した「国家の安全保障」論の意義と限界について考察する。
【第10週】「人間の安全保障」論−その意義と限界−
ポスト冷戦期に入り脚光を浴びつつある新たな安全保障観である「人間の安全保障」論の意義と限界につ
いて考察する。
【第11週】新しい安全保障の視座の創出に向けて
第11週では、第９週と第10週の講義で取り上げた｢国家｣と｢人間｣という２つの相反する安全保障論の視
座の統合を試み、個人(人類)の安全・安心の確保のために、ポスト冷戦期の今日に求められる新しい安全

また次の２つの国際ニュース番組は、本講義でもその一部分を映像資料として取り上げるが、普段から視聴
しておくと国際政治の理解が格段に深まるのでお勧めである。
・「キャッチ！ 世界の視点」NHK-BS1 7:00～7:50(月～土）
・「国際報道2017」NHK-BS1 22:00～22:50(月～金）
評価方法

試験の成績（80％）と平常点（20％）を合算して最終的な評価とする。試験の採点基準は、（１）講義で取
り上げたキーワードが正しく理解できているか、（２）独自の視点（自分の考え方）が出ているか、（３）論理的思
考ができているか、の３つである。
また加点要素として小レポート（講義内容に関連し、なおかつ引用参考文献が明記されたもの）を随時受
け付ける（提出自由）。良い評価を望む者は小レポートなどの加点要素をうまく活用すること。本講義は、知
識の伝達にとどまらず「創造的に考える」という作業を重視しているので、主体的に参加できる学生を歓迎す
る。

その他

※１
※２

科目分類

専門科目

対象学年

3・4

授業科目

平和学基礎論

学期

後期授業

担当教員

濵田泰弘

科目コード

H032050

授業形態 講義

R．v．ヴァイツゼッカー『荒れ野の40年』
ノーム・チョムスキー『アメリカの「人道的」軍事主義―コソボの教訓』
篠田英朗『平和構築入門』
最上俊樹『国際機構論』
日本平和学会『平和を考えるための100冊+α』
ジョゼフ・ナイ.Jr『国際紛争―理論と歴史』
K・ヤスパース『戦争の罪を考える』
D・ゴールドハーゲン『普通のドイツ人とホロコースト-ヒトラーの自発的死刑執行人』
幕田桂『難民問題』
エマニュエル・トッド『問題は英国ではない、EUなのだ』他

選択／必修
単位数
2

授業の概要 平和学は、希望の学問である。この講義では平和についての知識・理論を習得し、その知識を基に問題を解
決し平和を構築するための実践的な方法を学ぶ。平和については様々な定義があるが本講義における平和
とは、戦争状態でないだけではなく人間の健康や教育や福祉を持続可能性のような広義の解釈による。平
和の実現のために政治学、国際関係論、法学、経済学、社会学、心理学等を含む総合政策学的な視点
から考察することを意識して講義に努める。まず平和の定義、平和ではない状態をイメージして、そこから平
和、つまり理想的な環境と希望ある世界を構築するために共に考え学びたい。
具体的には前半（第1回～第8回）平和学の基礎的な知識、理論、戦争や紛争の実態、国連や外交交
渉による解決方法の事例を講義で示していく。ビデオなども多めに視聴する。
後半（第9回～最終回）では受講生の関心時も参考にしながら模擬国際会議等により政策決定のプロセス
をゲーム形式で学ぶ予定である。最終的には共同宣言を採択し、何等かの合意決議を導き出すことを目的
とする。（例：シリア難民問題の解決方法、領土交渉等）また平和に関するポスター発表や討論も行いたい。
特に模擬会議やグループ討論では役割分担を決めるので可能な限りの出席が必要とされる。また場合によっ
ては模擬講義やグループ報告に際しては講義時間外の自主調査やサブゼミを行うことが求められる。

【到達目標】平和学の基礎知識を習得すること、国際関係に詳しくなること、グループワークや討論を通したコ
ミュニケーションスキルを向上させること、集団討論を通して建設的な意思決定に参画すること、問題を探り、
解決策を導き出すこと。
授業の内容 第1回 ガイダンス 平和学基礎論の流れ 平和学の概要のレクチャー
第2回 平和学の基礎 構造的暴力と平和
第3回 戦争の歴史を振り返る 冷戦時代とポスト冷戦期
第4回 戦争の歴史を振り返る 戦争責任
第5回 地域紛争とテロ問題
第6回 PKOと人道的介入
第7回 人間の安全保障・持続可能性・環境問題・Happiness
第8回 日本の領土問題 東アジアの安全保障問題
第9回 移民・難民問題
第10回 模擬国際会議・グループワークの概要案内
第11回 模擬国際会議(1)
第12回 模擬国際会議(2)
第13回 模擬国際会議(3)
第14回 模擬国際会議(4)
第15回 会議まとめ 決議案、交渉報告

テキスト

児玉克哉・佐藤安信・中西久枝著『はじめて出会う平和学』
藤原帰一、大柴亮・山田哲也『平和構築・入門』
最上俊樹『いま、平和とは』、最上俊樹『人道的介入』、最上俊樹『国連とアメリカ』

参考文献

関寛治『グローバル・シミュレーション＆ゲーミング』
ヨハン・ガルトゥング『構造的暴力と平和』
カント『永遠平和のために』
エラスムス『平和の訴え』
マキャヴェリ『君主論』
マイケル・イグナティエフ『民族はなぜ殺し合うのか』

評価方法

毎回の感想・出席点20点、グループプレゼンテーション30点、模擬会議等のプレゼンテーションの報告書50点

その他

授業後半のグループワークや模擬会議が成績評価において特に重要となる。そのための政策決定過程のシ
ミュレーションを体感し、将来に役立てて頂きたい。また授業では随時関連するビデオ等を鑑賞する。
※１
※２

科目分類

専門科目 政治

対象学年

2・3・4

授業科目

国際政治学

学期

後期授業

担当教員

赤坂 一念

科目コード

H032070

授業の概要

本講義は、国際政治学の基本概念と考察枠組みを整理した上で、最終的にはポスト冷戦期の日本外交
を取り上げる。第１週から第２週にかけては、本講義全体の方向づけである。第３週から第９週にかけては、
国際政治学の学問的特徴、学問的問題関心、現代国際政治の概観した上で、「アクター」「パワー」「国
力」「利益」「対外政策」など国際政治の基本概念を再整理し、国際政治の考察枠組みをまとめる。第10
週から第12週にかけては、大国と小国のパワー関係のダイナミズムを議論し、その中から小国外交の叡智を
抽出する。第13週以降は、「小国の叡智」を踏まえて、日本の対外政策に焦点を当て、ポスト冷戦期におけ
る日本の国際的役割について考察する。
また本講義では、授業と並行して時々刻々と変化していく国際政治の現実の動向も注視する。最新の国
際ニュース映像や新聞記事などを多用することで受講生の関心を高めつつ、日本を取り巻く国際政治の現
実の厳しさを疑似体験しながら、国際政治および日本外交の問題点を浮き彫りにし、その問題解決策を後
述するコメントペーパーやワークショップ等を通じて多角的に探求していく。
なお講義の具体的な進め方であるが、原則として毎回ひとつのテーマについて60分をめどに講義を行なう。そ
こでいくつかの問題提起を行ない、講義の最後の15分間でコメントペーパーに各自の意見をまとめてもらう。こ
れを担当教員の私が集約し、次回の講義の冒頭の15分で解説を加える、というやり方である。これが講義の
基本的な流れである。本講義では、このような双方向的な授業づくりを心がけていきたい。

授業形態 講義

【第11－12週】「小国」の外交－そこからどのような叡智を学べるのか？－
国際政治の世界では、「大国」が常に勝者とは限らない。「小国」の巧みな外交的成功から私たちは何を
学ぶことができるのか？第11－12週では、「パワーのパラドックス」「スモール・パワー・ポリティクスの可能性」「ソ
フトパワー」などをキーワードに、国際社会が学ぶべき「小国の叡智」を確認する。事例：第二次世界大戦中
における諸小国の効果的なパワー行使、モンゴルの非核地帯化外交、ノルウェーによる仲介外交など…。
【第13－14週】ポスト冷戦期の日本外交－日本が果たすべき責任、日本に期待されるパワー行使とは？－
今日の日本を取り巻く国際環境を概観した上で、これまでの講義で取り上げた論点を踏まえながら、国
際社会で日本が果たすべき責任と（その責任履行のために）日本に期待されるパワー行使について議論する
（ワークショップ含む）。
【第15週】まとめ－この講義の重要ポイントの再確認－と授業アンケート

選択／必修 選択
単位数
2

テキスト

本講義では特定のテキストは使用せず、新聞・雑誌のコピーや自作のレジュメを配布する。その中で当日の
講義のテーマに関連した参考文献を適宜紹介していきたい。

参考文献

国際政治をめぐる基本的視座・用語・論争点の理解に役立つ文献として、次の13冊を推薦しておく。
・中西寛・石田淳・田所昌幸『国際政治学』有斐閣、2013年。
・原彬久『国際関係学講義』(第４版)有斐閣、2011年。
・長谷川雄一・金子芳樹編『現代の国際政治－ポスト冷戦と9.11後の世界への視座－』ミネルヴァ書房
2014年。
・村田晃嗣・君塚直隆・石川卓・栗栖薫子・秋山信将『国際政治学をつかむ』（新版）有斐閣、2015年。
・滝田賢治・大芝亮・都留康子編『国際関係学－地球社会を理解するために－』有信堂、2015年。
・吉田直人・野口和彦編『国際関係理論』勁草書房、2015年。
・中西寛『国際政治とは何か－地球社会における人間と秩序－』中央公論新社、2003年。
・猪口孝『国際政治の見方－９・11後の日本外交－』筑摩書房、2005年。
・大芝亮編『国際政治学入門』ミネルヴァ書房、2008年。
・添谷芳秀『日本の「ミドルパワー」外交－戦後日本の選択と構想－』筑摩書房、2005年。
・川田侃・大畠英樹編『国際政治経済辞典』(改訂版)東京書籍、2003年。
・赤坂一念「ポスト冷戦期における日本の安全保障−国家･個人･地域の可能性−」宇野重昭編『北東アジ
ア研究と開発研究』国際書院、2002年、449‐66頁。
・赤坂一念「総合政策学的アプローチの可能性－地域の安全保障をめぐって－」『総合政策論叢』第８
号、2004年、17‐48頁。

【到達目標】
・国際政治の基本原理・概念を自己の言葉で論理的に説明できる。
・国際政治上の諸問題について分析的に思考・表現することができる。
授業の内容 【第１週】オリエンテーション
シラバスの解説、国際政治学の学問的性格、学問のフィールドついて概述する。
【第２週】国際政治の現実を象徴的に描くドキュメンタリーの鑑賞
第３週以降の講義に備えるために、まずは国際政治の現実を象徴的に描くドキュメンタリーを鑑賞し、視
覚的かつイメージ的に「国際政治」にアプローチする。
【第３－４週】国際政治（学）とは？
定義（政治とは？国際とは？）、国際政治学の学問的特徴、学問的問題関心、現代国際政治の概
観、（国際）政治とどう向き合うか等について講義する。
【第５週】国際政治における諸アクター
国際政治において活躍する諸アクター（主体）について概述する（国家、国際機関、ＮＧＯ、個人等…）
【第６週】国家の役割
国際政治の主要アクター（主役）である「国家」にはどのような役割が求められているのか？第６週では、
国内政治と国際政治の接点に位置している「国家」の対内的・対外的役割について講義する。
【第７－８週】対外政策をめぐる考察枠組み
国家が対外政策を決定遂行するまでに、どのような外圧・内圧がかかるのであろうか？あるいはどのような
アクターとの連携・協働が考えられるのであろうか？第７－８週では、国際政治における基本概念（パワー、国
益等）を再確認した上で、対外政策の形成遂行過程を「総合政策」的視座も踏まえて整理する。
【第９週】国際政治における「地域」の可能性－役割と意義－
国際政治は「国家」（政府）任せでは機能しない。「地域」は「個人－国家－国際社会」を結ぶ要衝とみ
なしうる重要なアクターである。第９週では、広島、浜田、松江、与那国島などを事例に、「地域」と国際政
治の結びつきとその可能性について考える。
【第10週】「大国」の外交－そこからどのようなリスクが浮き彫りになるのか？－
今日の国際社会は、Ｇ７、Ｇ８、Ｇ２０それともＧ０（ゼロ）の世界なのか？第10週では、「大国」間関係の
リスクを確認し、現代国際政治における課題を再確認し、そのリスク・コントロールについて議論する（ワーク
ショップ含む）。

また次の２つの国際ニュース番組は、本講義でもその一部分を映像資料として取り上げるが、普段から視
聴しておくと国際政治の理解が格段に深まるのでお勧めである。
・「キャッチ！ 世界の視点」NHK-BS1 7:00～7:50(月～土）
・「国際報道2017」NHK-BS1 22:00～22:50(月～金）
評価方法

試験の成績（80％）に平常点（20％）を加味して最終的な評価とする。試験の採点基準は、（１）講義で
取り上げたキーワードが正しく理解できているか、（２）独自の視点（自分の考え方）が出ているか、（３）論理的
思考ができているか、の３つである。
また加点要素として小レポート（講義内容に関連し、なおかつ引用参考文献が明記されたもの）を随時受
け付ける（提出自由）。良い評価を望む者は小レポートなどの加点要素をうまく活用すること。本講義は、知
識の伝達にとどまらず「創造的に考える」という作業を重視しているので、主体的に参加できる学生を歓迎す
る。

その他

※１
※２

科目分類

専門科目 政治

対象学年

2・3・4

科目分類

専門科目 政治

対象学年

3・4

授業科目

中国政治外交論

学期

後期授業

授業科目

朝鮮半島政治外交論

学期

前期授業

担当教員

江口 伸吾

担当教員

福原 裕二

科目コード

H032080

選択／必修
単位数
2

科目コード

H032090

選択／必修 選択必修
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 ここ二十数年来、中国は、「改革・開放」政策を実施することによって、経済が飛躍的に成長したとともに、国
際舞台での存在感を増しつつある。しかし、中国の台頭に伴い、「中国脅威論」もまたつきまとっている。
激しく変化し続ける中国をどのように捉えるのか。また、国内の激動は地域大国である中国の対外関係にど
のような影響を与えているのか。この授業では、以上の問題意識に基づいて、建国後の現代中国の紆余曲
折の歩みを、歴史的連続性と中国をめぐる国際契機との両方から見ていきたい。さらに、中国自身の変化
は、同時に周辺の国や地域、そして世界に影響を及ぼしているため、この授業では、1949年建国後の中国
外交を中国国内政治と関連付けながら説明する。
【到達目標】1949年以降の中国政治と中国の外交の流れを理解する。中国外交の特徴を理解する。中国
について自分の見方を確立する。
授業の内容 第１回 イントロダクション
第２回 現代中国政治と外交を見る視座
第３回 建国後の中国政治①毛沢東時代
第４回 建国後の中国政治②鄧小平時代
第５回 建国後の中国政治②鄧小平時代（続）
第６回 建国後の中国政治③ポスト鄧小平時代
第７回 香港と台湾問題―歴史と現実
第８回 中ソ、中ロ関係
第９回 中米関係
第10回 中米関係（続）
第11回 中日関係
第12回 中日関係（続）
第13回 中国と東南アジアとの関係
第14回 中国と北東アジアの国際関係
第15回 まとめ

テキスト

授業の概要 今年は韓国大統領選挙の年になりそうだ（2017年2月3日現在）。周知のように、朴槿恵大統領に対する弾
劾決議が国会で通過したからである。現在予想される政治日程に沿って進むならば、この講義は大統領選
と新大統領の誕生という韓国政治のうねりとともに進行するであろう。
今年度の朝鮮半島政治外交論は、「韓国の政治・外交（史）」をテーマとする。適宜、朝鮮半島の南北・米
韓・日韓関係にも言及し、北東アジアのなかの韓国について考えたい。

【達成目標】
◎本講義で取り扱う「韓国の政治・外交（史）」について、朝鮮半島の人びとの立場にたった「理解」を行うこと
ができ、そこで取り扱った事例について、最低一つは偏見・偏頗なく（「○○人」だからこうである式の思考を脱
却して）その背景と問題の本質について説明することができる。
◎自らが関心を有する朝鮮半島政治外交の事柄について、自分なりの調査を行い、レポートを作成すること
ができる。
授業の内容 授業の概要・授業計画の通り。

第１回 イントロダクション：朝鮮半島の政治・外交を見る視角
第２回 第1講：朝鮮半島の「解放」
第３回 第2講：大韓民国建国への道①
第４回 第3講：大韓民国建国への道②
第５回 第4講：朝鮮戦争・冷戦の北東アジアへの波及
第６回 第5講：第一共和国の政治と外交－戦後復興と李承晩の政治
第７回 第6講：五・一六軍事クーデター－革命政権の政治と外交
第８回 第7講：日韓国交正常化の政治過程
第９回 第8講：日韓国交正常化と北朝鮮
第１０回 第9講：維新クーデター・1971／72年－第三、第四共和国の政治と外交
第１１回 第10講：維新体制の終焉と粛軍クーデター
第１２回 第11講：第五共和国の政治と外交
第１３回 第12講：第六共和国の興亡①
第１４回 第13講：第六共和国の興亡②
第１５回 コンクルージョン：新政権の展望と課題、そして日韓関係
第１６回 学期末試験

プリント配布

参考文献
評価方法

［単位修得要件］
原則として、出席日数の3分の2以上出席しなければならない。
［成績評価基準］
成績は、授業中での発言、発表、期末試験などから総合的に評価を定める。

テキスト

とくに使用しない。
講義は担当者が毎回パワポで作成したレジュメにそって進める。このレジュメは、MOODLEの所定ページにアク
セスすれば、閲覧・ダウンロードすることができる（詳しくは、初回の講義で説明する）ので、講義の手引き、板
書の代替物として活用してもらいたい。

参考文献

●木宮正史・李元徳編『日韓関係史1965-2015Ⅰ政治』東京大学出版会、2015年。
●福原裕二『北東アジアと朝鮮半島研究』国際書院、2015年。
●趙世暎著、姜喜代訳『日韓外交史：対立と協力の50年』平凡社新書、2015年。
●木宮正史［責任編集］『朝鮮半島と東アジア』岩波書店、2015年。
●吉澤文寿『日韓会談1965：戦後日韓関係の原点を検証する』高文研、2015年。
●上河原涼『解放後韓国の政治・経済過程の変容：1980年5月光州の現在的意味』西田書店、2015
年。
●若宮啓文『韓国知識人との対話Ⅰ日韓の未来をつくる』慶應義塾大学出版会、2015年。

その他

※１
※２

授業形態 講義

●添谷芳秀『韓国知識人との対話Ⅱ米中の峡間を生きる』慶應義塾大学出版会、2015年。
●大西裕『先進国・韓国の憂鬱：少子高齢化、経済格差、グローバル化』2014年。
●木宮正史『国際政治のなかの韓国現代史』山川出版社、2012年。
●崔章集（磯崎典世ほか訳）『民主化以後の韓国民主主義：起源と危機』岩波書店、2012年。
●清水敏行『韓国政治と市民社会：金大中・盧武鉉の10年』北海道大学出版会、2011年。
●金大中（波佐場清／康宗憲訳）『金大中自伝Ⅰ：死刑囚から大統領へ－民主化への道』岩波書
店、2011年。
●金大中（波佐場清／康宗憲訳）『金大中自伝Ⅱ：歴史を信じて－平和統一への道』岩波書店、2011
年。
●木村幹『韓国現代史：大統領たちの栄光と蹉跌』中公新書、2008年。
●李昊宰（長澤裕子訳）『韓国外交政策の理想と現実』法政大学出版局、2008年。
●文京洙『韓国現代史』岩波新書、2005年。
●韓培浩（木宮正史・磯崎典世訳）『韓国政治のダイナミズム』法政大学出版局、2004年。
●木宮正史『韓国：民主化と経済発展のダイナミズム』ちくま新書、2003年。
●森山茂徳『韓国現代政治』東京大学出版会、1998年。
●グレゴリー・ヘンダーソン（鈴木沙雄・大塚喬重訳）『朝鮮の政治社会』サイマル出版会、1968年。
評価方法

出席状況・聴講姿勢および中間レポート（50%）・期末筆記試験（50%）の成績を勘案して評価する。

その他

教場へ各自パソコンの持ち込みを奨励します。
※１
※２

科目分類

専門科目

対象学年

3・4

授業科目

ロシア政治経済論

学期

後期授業

担当教員

山本 健三

科目コード

H032100

選択／必修
単位数
2

授業形態 講義

授業の概要 ロシアは、世界の多極化が進む中、ユーラシア地域大国として、国際社会における存在感を増しつつある。そ
の意味で、ロシアの政治経済について理解を深めることは重要である。本講義は、ロシア政治経済のイデオロ
ギーであるユーラシア主義の理解を主たる目的とする。そして、このイデオロギーにもとづく政治経済政策がロシ
ア国内外にもたらす影響、現代ロシアに生じている諸問題、日本を含む主要各国との外交関係についても理
解が深まるように努める。

【到達目標】
ロシア政治経済の特徴を論理的に説明できるようになる。
ロシアと日本を含む諸外国との関係を論理的に解釈できるようになる。
授業の内容 第1回 冷戦時代の国際社会とソ連邦
第2回 ソ連崩壊とロシア連邦の成立
第3回 社会主義経済から市場経済への転換
第4回 「民主化」
第5回 ロシアの大統領制
第6回 ロシアの議会と政党
第7回 資源大国ロシア
第8回 ユーラシア主義の起源と展開
第9回 ロシアの外交政策とユーラシア主義
第10回 旧ソ連諸国の経済統合とユーラシア主義
第11回 ウクライナ問題とロシア
第12回 中東とロシア
第13回 ロシアと欧米
第14回 ロシアとアジア
第15回 まとめ：「ロシアは頭で理解できないのか？」

テキスト

配布レジュメ

参考文献

塩川伸明『現存した社会主義―リヴァイアサンの素顔』勁草書房、1999年。
田畑伸一郎編著『石油・ガスとロシア経済』北海道大学出版会、2008年。
浜由樹子『ユーラシア主義とは何か』成文社、2010年。
武田善徳『ロシアの論理』中公新書、2010年。
武田友加『現代ロシアの貧困研究』東京大学出版会、2011年。
上野俊彦ほか『ロシアの政治システムの変容と外交政策への影響』日本国際問題研究所、2013年。
雲和広『ロシア人口の歴史と現在』岩波書店、2014年。
横手慎二『現代ロシア政治入門（第2版）』慶應義塾大学出版会、2016年。
上記以外の文献は、講義で必要に応じて適宜紹介する。

評価方法

平常点30％ 中間レポート30％ 期末試験40％
平常点は、主に出席状況によって判断する（原則として、出席日数の3分の2以上出席しなければならない。
遅刻2回で1回の欠席と見なす）。
中間レポートでは、指定した文献の「書評」を提出していただく。

その他

受講者は、日頃からロシアの政治経済に関するニュース記事や書物に目を通しておくことが望ましい。
※１

科目分類

専門科目 政治

対象学年

3・4

授業科目

戦後日本政治外交史

学期

後期授業

担当教員

別枝 行夫

科目コード

H032110

選択／必修 選択
単位数
2

授業形態 講義

守合同」を経て日ソ交渉が開始される。その経緯と日ソ共同宣言の今日的意味をさぐる。
＜映像
＞「日ソ国交回復の舞台裏」（1992年NHK）
第７回 （1955～60年）「日米安保条約改定」51年講和条約と同時締結の日米安保。「非対称性」を改め
るべく日本政府は米側に改定を提案し、改定が成るまでを追う。実は改定本交渉の8ヶ月も前に駐日米国
大使が「草案」を作成していた。それを知らぬ岸内閣は米の期待以上の妥協を提示した・・・。 ＜映像
＞「こうして安保は改定された」（1990年NHK）
第８回 （1960～64年）「池田首相と高度経済成長」この時期の日米・日中・日ソ関係とヴェトナム戦争を概
観する。「政治の季節」を「経済の季節」に変えて見せた池田勇人。東京五輪、ヴェトナム戦争など。
＜映像＞「昭和偉人伝－吉田茂・池田勇人」（2015年BS朝日）の後
半
第９回 （1965～72年）「佐藤内閣（その1）・日韓基本条約と沖縄返還協定」日本の朝鮮半島植民地化の
歴史～敗戦～朝鮮の分断～朝鮮戦争。朴正煕政権との日韓基本条約とその内容。佐藤内閣、沖縄返
還交渉の「表」の歴史と日米安保条約の展望。
＜映
像＞「日米安保50年①」（2010年NHK）
第１０回 （1970～72年）「佐藤内閣（その2）・沖縄返還交渉」沖縄返還交渉の裏面史。外務省に不信感
を抱く佐藤榮作は「密使」（非正式接触者）若泉敬をキッシンジャー大統領補佐官のもとに送り秘密交渉さ
せた。果たしてその結果は？沖縄返還の代償はあまりに大きかった。
＜映像＞「沖縄返還25年目
の真実」（1997年NHKクローズアップ現代）
第１１回 （1972年）「日中国交正常化（その1）」71年のニクソン訪中発表は世界を驚愕させ、同年秋国連
総会は圧倒的多数で中国国連加盟を認めた。国交正常化の成案を持たぬ田中首相に代わり訪中したの
は竹入公明党委員長であった。（毛沢東主席と）周恩来首相が日本との国交を急いだ理由は何か？＜映
像＞「周恩来の決断－日中国交正常化」（NHK1992年）
第１２回 （1972年）「日中国交正常化（その2）」正常化前夜に活躍した「非正式接触者」竹入義勝（公明
党委員長）の行動を追う。外務省史料「竹入メモ」で竹入と周恩来首相の3日間のべ7時間半の交渉詳細
を観察した。別枝が竹入に行った面接調査及び執筆論文「日中国交正常化の政治過程」をテキストとし
た。
＜映像＞使用せず
第１３回 （1945～1991年）「日ソ領土交渉の舞台裏」ゴルバチョフ元大統領、ソ連・米国・日本の元外交官
が証言する交渉経緯。なぜ日本は外交交渉で失敗を続けたのか？そして数日前安倍首相も失敗を繰り返
した。
＜映像＞「ゴルバチョフ元ソ連大統領が語る日ソ交渉秘話」（2016年NHK
BS101）
第１４回 （1998～2005年）「金大中の警告」1971年朴正煕との大統領選挙に敗北、73年日本滞在中に
韓国秘密警察に拉致され本国送還、自宅軟禁、その後も弾圧される。97年大統領（～03年）に当選、98
年訪日、小渕首相と共同声明。2000年北訪朝し、金正日と「南北共同宣言」。 ＜映像＞「金大中（キ
ム・デジュン）大統領時代を語る」（NHK ETV2005年）
第１５回 （2005～2017年）「日本：今日と未来」金大中は21世紀に入って日本が急速に国家主義的傾向
を強めたことに警告を発した。英国のEU離脱、米国のトランプ新政権、露プーチン政権の外交、欧州各国で
実施される選挙での右翼台頭予測。日本のヘイトスピーチ、急激な右傾化・・・「イラだつ人々」を通して日本
の今日を考える。 ＜映像＞前回と同じ

授業の概要 戦後日本政治外交史のタイトル通り、1945年8月、わが国がアジア太平洋戦争に敗戦してから現在（2017
年）までの日本政治史を、外交問題に重点を置きつつ概観する。現代を知り、未来を展望することによって政
策提言を行うためには、その前提である過去の歴史とりわけ「近い」過去である戦後史を知ることが重要であ
る。なお、政治の分野では戦後史の大きな流れをほぼ網羅的に取り扱うが、外交の分野では、戦後日本外
交史の中で重要と思われる相手国との関係を中心に据える。具体的にはアメリカ合衆国、中国（台湾＝中
華民国／中国＝中華人民共和国の双方）、ロシア（ソビエト連邦～ロシア）、朝鮮半島（韓国＝大韓民国
／北朝鮮＝朝鮮民主主義人民共和国）を中心にする。
＜映像資料の活用＞
授業では可能な限り映像資料（主として後に編集されたテレビ番組）を用い、映像を少しずつ見ながらこれに
解説を加える方法をとる。2016年度実績では、授業時間の約半分を映像にあてた。
＜到達目標＞
①戦後の日本政治史ならびに日本外交史についての大まかな流れを自分の言葉で説明できる。
②日本政治のメカニズムすなわち政策が決定される仕組みについて基本的な理解が得られる。
③日本外交のメカニズムすなわち日本と諸外国の関係がどう構築されたかについて基本的な理解が得られ
る。
④戦後日本社会の特徴をつかみ、それに対して肯定的あるいは批判的な観点を示すことができるようにな
る。
⑤結果として現代政治に関して興味と関心を持ち、積極的に政治的意思表明ができるようになる。
さらに、授業においては、資料として外務省外交史料館が収蔵する生の戦後日本外交史料や新聞の切り
抜きを配布し、読み込む。その結果史料の基本的な読解能力を身につけることができるであろう。
下記「授業計画」には2016年度の実績を掲示する。2017年度は、前年度、毎回の授業後に提出された「
授業の内容

第１回 「戦後日本政治外交史」とは何かの概括説明および授業の進め方、史料の読み方、レポート提出、
成績要件などの説明を行うオリエンテーション。この回出席しないとその後の授業理解が困難になるので必ず
出席すること。
＜映像＞「映像の世紀－第9回JAPAN」（1995年NHK）の中から、幕末維新期～明治期の日
本（冒頭）
第２回 明治期～第二次世界大戦（アジア太平洋戦争）に至る日本歴史の概略。①明治維新直後の日
本の対外進出（1875～76年：江華島事件・日朝修好条規／1871～72年：日清修好条規・「琉球処分」
／1874年：台湾出兵）②20世紀のアジア侵略の歴史～敗戦。
＜映像＞「映像の世紀－
第9回JAPAN」（1995年NHK）の中盤～後半部分
第３回 （1945年）沖縄戦と日本の敗戦、米軍の進駐。日本本土侵攻に先立ち沖縄に加えられた米軍の激
しい攻撃と沖縄住民の大きな犠牲。そして原爆投下～日本の敗戦
＜映像＞「沖縄戦・全記録」（2015年NHK）
第４回 （1945年～51年）「吉田茂と日本再独立」「連合国」とは一体何か？日本は「誰に」敗れたの
か？「戦争責任」とは一体何か？ 吉田茂内閣を中心に占領期の日本と再独立への道を見る。
＜映像＞「サンフランシスコ講和・吉田茂 独立への苦悩」2014年NHK
BS103）
第５回 （1945～47年）「憲法誕生」敗戦後占領下で国会内に設けられた「憲法問題調査会」は「国体護
持」の新憲法草案を作成した。一方GHQは民間の「憲法研究会」が作成した草案に関心を持った。米側ホ
イットニーやベアテ・ゴードン女史の証言で、「押しつけ憲法論」が一方的な議論であることを確認する。＜映
像＞「日本国憲法誕生」（2007年NHK）
第６回 （1945～56年）「日ソ国交回復」敗戦直前、千島列島～北方領土を占領したソ連は、サンフランシ
スコ講和条約に調印しなかったため、わが国は対ソ国交正常化を「宿題」とした。鳩山内閣の登場、～「保

テキスト

映像教材を用いるほか、文書資料はほぼ毎回の授業時に、次回授業で必要なものを配布する。

参考文献

必要に応じて文献リストを配布する。

評価方法

授業最後の10分程度を用い、今回（または前回と今回）の授業に関する小テストを行う。テストは毎回実施
する。テス15回のテストの得点合計点がその学期の成績（100％）である。したがって、例えば3回欠席した学
生は、その他12回分の合計点を15で割った得点が学期成績となる。

その他

自由にレポート提出を受け付ける。ただしテーマは戦後日本政治外交史の授業で取り上げられたテーマに関
する内容に限る。成績評価し、上記「小テスト」の成績に加味する。就職活動等で授業欠席した学生は、こ
のレポートで欠席分を補うことができる。
※１

科目分類

専門科目

対象学年

2・3・4

授業科目

アジア比較政治

学期

後期授業

担当教員

佐藤 壮

科目コード

H032120

授業形態 講義

選択／必修
単位数
2

授業の概要 【講義の概要と目的】
本講義は、比較政治学の理論的アプローチを用いてアジア地域の政治共同の政治現象に関わる事実認
識や因果関係を分析する枠組みと方法を紹介する。本講義では、国民国家の形成、民主化、国家の成長
戦略、植民地主義の遺産、政軍関係、多民族社会の統治などのテーマを設定し具体的な事例を取り上げ
て理論的に分析する手法を示す。これらの政治現象がアジア世界においてどのように展開しているのかについ
て、受講生が歴史的、動態的に分析する視点を養うことを最大の目的とする。

【到達目標】
・比較政治における重要な概念や理論を正確に定義できる。
・概念や理論的枠組みを用いて、アジアの政治現象を分析的に説明できる。
授業の内容

第１回 第1回 イントロダクション
比較政治とは、「世界中で生じる国内の政治現象を研究し、そこから普遍的な理論を導き出すことを目指
す学問」（久保ほか2016）であると定義される。導入となる第1回講義では、本講義が対象とするアジア地域
の政治現象および取り上げるテーマについて概観し、なぜ比較政治学の理論的アプローチを身につけることが
有用なのか論じる。
〔参考文献〕
・岩崎育夫『アジア政治とは何か』中央公論新社、2009年、17-51頁。
・片山裕・大西裕『アジアの政治経済・入門［新版］』有斐閣、2010年、序章。
第２回 第2回 比較政治の理論と方法
比較政治学の理論は、因果効果と因果メカニズムという２つの推論を行うことを目的とするが、比較政治学
には様々な理論潮流が存在する。特に重要な合理主義、構造主義、文化主義の３つのアプローチを取り上
げその特徴を論じる。
〔参考文献〕
・加藤淳子ほか『政治学の方法』有斐閣、2014年、第1章、第2章。
・河野勝・岩崎正洋編『アクセス比較政治学』日本経済評論社、2002年、序章。
・建林正彦ほか『比較政治制度論』有斐閣、2008年、第1章。
第３回 第3回 植民地主義とその遺産
アジア地域の多くは植民地支配された経験を持つ。宗主国の対外戦略は植民地現地の人々をどのように
利用し、植民地経験は現地社会にどのような影響を残しただろうか。
〔参考文献〕
・来留島浩・趙景達編『アジアの国民国家構想―近代への投企と葛藤』青木書店、2008年、「I 総論」。
・中野亜里ほか『入門 東南アジア現代政治史〔改訂版〕』福村出版、2016年、第1章、第2章。
・中野聡「米国植民地下のフィリピン国民国家形成」池端雪浦編『岩波講座 東南アジア史7 植民地抵
抗運動とナショナリズム』岩波書店、2002年、135-159頁。
第４回 第4回 脱植民地化とナショナリズム
アジアで植民地支配に対する現地の抵抗運動はやがてナショナリズムのうねりとなり、独立へと繋がっていく。
ナショナリズムはアジア地域の反帝国主義運動・民族自決運動の中でどのような役割を果たしたのか論じる。
〔参考文献〕

・アンドレ・シュミット（糟谷憲一ほか訳）『帝国のはざまで―朝鮮近代とナショナリズム』名古屋大学出版
会、2007年。
・長崎暢子「脱植民地化と南アジアの国家形成―1945-46年」日本国際政治学会編『国際政治』第127
号（2001年5月）、65-78頁。
・中島岳志『中村屋のボース―インド独立運動と近代日本のアジア主義』白水社、2005年。
第５回 第5回 アジアの国家建設と主権
独立を達成した新興国は国内支配を確立するために、統治能力の源泉となる国家建設に傾注することに
なる。西欧諸国と比較してアジアでは国家建設の強度がまばらであった。この違いはどのような要因で説明で
きるだろうか。
〔参考文献〕
・中野亜里ほか『入門 東南アジア現代政治史〔改訂版〕』福村出版、2016年、第5章〜第9章。
・佐藤成基『国家の社会学』青弓社、2014年。
・ダグラス・C・ノース（竹下公視訳）『制度・制度変化・経済成果』晃洋書房、1994年。
・Dan Slater, Ordering Power: Contentious Politics and Authoritarian Leviathans in Southeast Asia
(Cambridge University Press, 2010).
・Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, A.D. 990-1992, revised paperback edition
(Wiley-Blackwell, 1993).
第６回 第6回 政治体制の類型と執政制度の選択
政治体制類型化の起源はアリストテレスの時代まで遡る。現代政治学で政治体制類型化の際に活用さ
れるデータセット・指標を紹介する。また、議院内閣制や大統領制という執政制度の採用を左右する要因に
ついても論じる。
〔参考文献〕
・ロバート・A・ダール（高畠通敏ほか訳）『ポリアーキー』岩波書店、2014年。
・アレンド・レイプハルト（粕谷裕子訳）『民主主義対民主主義—多数決型とコンセンサス型の36ヶ国比較研
究』勁草書房、2005年。
・T・ポグントケ、Pウェブ編（岩崎正洋監訳）『民主政治はなぜ「大統領制化」するのか—現代民主主義国家
の比較研究』ミネルヴァ書房、2014年。
・山口定『政治体制』東京大学出版会、1989年。
第７回 第7回 権威主義体制と開発主義
民主政とも全体主義国家とも異なる政治体制としてJ.リンスが提唱した「権威主義体制」という術語も、今
やあらゆる非民主国家の総称とされるほどに定着している。権威主義体制が強固に継続する一方で崩壊す
るのはなぜか。アジアで「開発独裁」と称される権威主義体制が同時期に成立したのはどのような要因による
のだろうか。
〔参考文献〕
・東京大学社会科学研究所編『20世紀システム4 開発主義』東京大学出版会、1998年、第１章。
・松尾弘『発展するアジアの政治・経済・法—法は政治・経済のために何ができるか』日本評論社、2016年。
・J.リンス（睦月規子ほか訳）『全体主義体制と権威主義体制』法律文化社、1995年。
・佐藤百合『経済大国 インドネシア』中央公論新社、2011年。
第８回 第8回 民主化の波
1970年代以降の世界的な民主化は、「第三の波」と称される。民主化を促す要因として、経済的要因、
文化要因、国際要因、制度的要因を整理し、アジアの民主化の潮流を分析する。
〔参考文献〕
・ギジェルモ・オドネル、フィリップ・シュミッター（真柄秀子ほか訳）『民主化の比較政治学—権威主義支配以後
の政治世界』未來社、1986年。
・シュムペーター（中山伊知郎ほか訳）『資本主義・社会主義・民主主義』東洋経済新報社、1995年。
・サミュエル・P・ハンチントン（坪郷實ほか訳）『第三の波—20世紀後半の民主化』三嶺書房、1995年。

・バリントン・ムーア Jr.（宮崎隆次ほか訳）『独裁と民主政治の社会的起源—近代世界形成過程における領
主と農民』I・II、岩波書店、1986〜87年。
第９回 第9回 民主主義体制の持続と民主主義の質
民主化達成後、民主主義体制を持続させるには何が必要なのだろうか。民主主義の質を保つには、法の
支配の堅持、政府のアカウンタビリティ向上などにより、汚職を統制することが考えられる。これら「ガバナンス」
と民主主義の関連性について考察する。

・堀江孝司『現代政治と女性政策』勁草書房、2005年。
第１４回 第14回 老いゆくアジアの福祉改革
アジアの中で少子化・高齢化に直面しているのは日本だけではない。1997年アジア金融危機を契機として
社会セーフティー・ネットの必要性がアジア諸国で共通認識となり、社会保障制度の整備が急務となっている
現状を論じる。
〔参考文献〕
・新川敏光ほか著『比較政治経済学』有斐閣、2004年、第7～9章。
・大泉啓一郎『老いてゆくアジア―繁栄の構図が変わるとき』中公新書、2007年、第4章。
・鎮目真人・近藤正基『比較福祉国家―理論・計量・各国事例』ミネルヴァ書房、2013年、第13、14章。
・宮本太郎編『福祉政治』ミネルヴァ書房、2012年。
・Stephan Haggard and Robert R. Kaufman, Development, Democracy, and Welfare States: Latin
America, East Asia, and Eastern Europe (Princeton University Press, 2008).
第１５回 第15回 米中伯仲時代のアジア比較政治
冷戦期、アジア諸国の内政はアメリカの軍事戦略と通商政策の影響下にあった。21世紀に入り、アメリカと
中国の大国間関係の動向にアジア諸国の内政と対米・対中関係が左右される状況も生まれている。2015
年末に発足したASEAN経済共同体の行方も見据えながら、アジア地域の政治現象を比較政治学のアプ
ローチで分析する意義と今後の課題をまとめる。

〔参考文献〕
・大西裕編『選挙管理の政治学—日本の選挙管理と「韓国モデル」の比較研究』有斐閣、2013年。
・河田潤一編『汚職・腐敗・クライエンテリズムの政治学』ミネルヴァ書房、2008年。
・小林良彰ほか『代議制民主主義の比較研究—日米韓３か国における民主主義の実証研究』2014年。
・高橋百合子編『アカウンタビリティ改革の政治学』有斐閣、2015年。
・本名純『民主化のパラドクス—インドネシアに見るアジア政治の深層』岩波書店、2014年。
第１０回 第10回 政軍関係
対外的な脅威から国土・国民を守るはずの軍隊が、しばしば政治に干渉し実権を掌握することがある。軍
事クーデターはなぜ発生するのか。軍による政治干渉を防ぐ仕組みにはどのようなものがあるのか。
〔参考文献〕
・酒井啓子編著『途上国における軍・政治権力・市民社会—21世紀の「新しい」政軍関係』晃洋書
房、2016年。
・武田康裕『民主化の比較政治』ミネルヴァ書房、2001年、第6章。
・日本政治学会編『年報政治学 1989年度』「近代化過程における政軍関係」岩波書店、1990年、所収
論文。
・サミュエル・P・ハンチントン（市川良一訳）『ハンチントン 軍人と国家 上下（新装版）』原書房、2008年。
・山根健至『フィリピンの国軍と政治—民主化後の文民優位と政治介入』法律文化社、2014年。
第１１回 第11回 内戦と介入
国内紛争・内戦は、国内社会を物理的に破壊し精神的に蝕む。内戦はなぜ発生するのか。内戦の早期
終結、継続、長期化を分けるのはどのような要因なのか。
〔参考文献〕
・東大作『平和構築—アフガン、東ティモールの現場から』岩波書店、2009年。
・武内進一編『国家・暴力・政治—アジア・アフリカの紛争をめぐって』アジア経済研究所、2003
年。http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/Sousho/534.html
第１２回 第12回 エスニック集団のアイデンティティと多文化社会
エスニック・アイデンティティが集団による政治的行動を促すとき、どのような要因により促進されるのか。多文
化・多民族社会の平和的安定にはどのような理念や制度が有効であるのか。

〔参考文献〕
・大庭三枝編著『東アジアのかたち—秩序形成と統合をめぐる日米中ASEANの交差』千倉書房、2016年。
・黒柳米司編著『「米中対峙」時代のASEAN—共同体への深化と大概関与の拡大』明石書店、2014年。
・白石隆、ハウ・カロライン『中国は東アジアをどうかえるか―21世紀の新地域システム』中央公論新社、2012
年。
・進藤榮一『アジア 力の世紀―どう生き抜くのか』岩波書店、2013年。
・日本国際政治学会編『国際政治』第185号「変動期東南アジアの内政と外交」（2016年10月）所収論
文。
テキスト

特定のテキストは用いない。講義外学習の一環として必読文献や資料の精読をおこなってもらう場合には、
その都度講義担当者が入手方法を指示する。

参考文献

各回の講義テーマに関する参考文献は講義予定欄に記載した。以下では、比較政治学の理論的概説書
と東アジア・東南アジアの通史概説書を掲載しておく。
・アジア政経学会編『現代アジア研究１～３』慶應大学出版会、2008年。
・岩崎育夫『アジア政治とは何か』中央公論新社、2009年。
・岩崎育夫『入門 東南アジア近現代史』講談社、2017年。
・小野耕二『比較政治』東京大学出版会、2001年。
・粕谷祐子『比較政治学』ミネルヴァ書房、2014年。
・片山裕・大西裕編『アジアの政治経済・入門 新版』有斐閣、2010年。
・久保慶一・末近浩太・高橋百合子『比較政治学の考え方』有斐閣、2016年。
・河野勝・岩崎正洋『アクセス比較政治学』日本経済評論社、2002年。
・建林正彦ほか『比較政治制度論』有斐閣、2008年。
・寺田貴編著『アジア学のすすめ 第1巻 アジア政治・経済論』弘文堂、2010年。
・中野亜里ほか『入門 東南アジア現代政治史〔改訂版〕』福村出版、2016年。
・中村正志『東南アジアの比較政治学』アジア経済研究所、2012年。
・山本吉宣・羽場久美子・押村高『国際政治から考える東アジア共同体』ミネルヴァ書房、2012年。

〔参考文献〕
・中溝和弥『インド 暴力と民主主義―一党優位支配の崩壊とアイデンティティの政治』東京大学出版
会、2012年。
・中村正志『パワーシェアリング—多民族国家マレーシアの経験』東京大学出版会、2015年。
第１３回 第13回 ジェンダー・ポリティクス
政治分野・経済分野・社会分野の様々な場面でジェンダー・ギャップが生じている。男女間に生じる格差を
政治現象として分析するとき、ジェンダーという視点はどのような有効性を持つだろうか。
〔参考文献〕
・日本国際政治学会編『国際政治』第161号「ジェンダーの国際政治」（2010年8月）所収論文。
・日本国際政治学会編『国際政治』第169号「市民社会からみたアジア」（2012年6月）。
・日本政治学会編『ジェンダーと政治過程（年報政治学）』木鐸社、2011年。
・日本比較政治学会編『ジェンダーと比較政治学』ミネルヴァ書房、2011年。

評価方法

【単位修得要件〔評価の対象となる課題〕】
学期末試験（100%）で単位認定をおこなう。

その他

【欠席の扱い】

公欠、病気療養等の通院、その他配慮が必要と思われる正当な理由で欠席する場合は、速やかに（事前
に）連絡すること。
※１
※２

