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【目次①】 
※各教員名をクリックすると、クリックした教員の募集要項を確認することが

できます。 

※各教員の募集要項上の【目次へ戻る】をクリックすると目次に戻ります。 

 

 

■浅井 亜希    P.2 ■坂本 一登    P.6 

■磯村 早苗    P.3 ■永森 誠一    P.7 

■稲垣 浩     P.4 ■藤嶋 亮     P.8 

■小原 薫     P.5 ■宮下 大志    P.9 
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目次へ戻る 

教員名 浅井 亜希 

演習テーマ 現代ヨーロッパ・リサーチ 

演習内容 

EU では現在、イギリスの EU 離脱、移民／難民、テロ、経済危機など多くの

問題を抱えている。本演習では、ヨーロッパの現在の状況を明らかにし、その問

題の根底となる歴史や理論的背景を検討する。 

本演習の前半では､ ヨーロッパに関する映画やドキュメンタリーをみたうえ

で､ 現代ヨーロッパが抱える社会問題を発見する｡同時に、文献講読を行い、問題

を分析する視角を身につける。 本演習の後半では、主にグループ・リサーチを行

う｡ 各グループでテーマを設定し､ 他大学との合同ゼミ報告会にむけた準備を行

う｡ その際､ 専門的な論文やデータ、海外情報をリサーチすることが求められる｡

グループ・リサーチに基づきながら、個人で最終報告を行う。 

参加者には､ 文献やインターネット､ 統計データ等を用いて自らリサーチし､ 

プレゼンテーションを行うスキルを身につけることを期待する｡ 

 

演習の構成： 

１．ディスカッション：映像にもとづく議論 

２．文献講読：担当回の報告 

３．グループ・リサーチ：他大との合同ゼミ報告会のため授業内外での準備 

４．個人リサーチ報告 

成績評価基準：平常点（40%）、担当回の報告（20%）、グループ・リサーチ

（20%）、個人リサーチ（20%） 

 

※注意事項：年間 4回以上の欠席、報告担当回の欠席の場合は、成績評価の対

象としない。 

また、授業は延長することがあるので、次の時限に授業を入れないことが望ま

しい。 

 

選考レポート：本演習の志望理由、およびヨーロッパに関して、どのような問

題についてリサーチしたいかについて論じなさい（その際、参考文献や新聞記事

等を用いることが望ましい）。 

教科書 
受講者の問題関心をもとに決定するが、EUの歴史や共生社会についての基礎的

な文献購読を行う。 

参考文献 授業時に随時紹介する。 

備考  
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目次へ戻る 

教員名 磯村 早苗 

演習テーマ 世界政治における紛争と平和 

演習内容 

現在、紛争の性質や構造は変化し、紛争解決の方法/過程とその後の秩序形成

の特質も変化してきた。一方では、非国家的アクターが主体となる内戦や、国際

テロリズムを含む「脱国家的空間」の「新しい戦争」がみられるが、その原因

や、紛争後の平和と秩序の構築の方法・条件・主体もまた、従来の伝統的枠組み

だけで説明するのは困難になりつつある。他方、東アジアでは、現実の相互依存

の深化と同時に、「脅威論」を含む伝統的なパワーシフトの観点からの分析も関

心を呼ぶ。 

 これらは、「国際政治」の認識・分析・解決にかかわる「近代の枠組」の持続

と転換とがせめぎ合う、国際政治の重層的な意味空間を示していると言うことも

できよう。また、争点自体も、エネルギー・軍事・環境・経済が問題として連動

するダイナミズムが見られる。 

こうして秩序形成局面では、政府と非政府主体双方の参加が求められる「グロ

ーバル・ガバナンス」が課題となってくる。本年の演習では、「グローバル社会

の秩序形成」の観点を中心としつつ、軍縮や平和を検討する多様な観点からも議

論を深めてゆきたいと考えている。 

教科書 テキスト教材は開講時に指示する。 

参考文献 文献リストを開講時に提示する。 

備考 

前期は、文献資料を読み、後期は各人のテーマによる調査研究報告。出席は、基

本的に全出席。余儀なく欠席の場合、予め担当教員に理由を示して連絡をするこ

と。無断欠席が重なる時は、単位は保証されません。夏季休暇終盤にゼミ合宿を

行う予定。ゼミ論は、各年次の条件にしたがって全員が執筆する。 

なお、磯村は 2019 年 3月で本学を退職予定ですが、希望するゼミ生は、（国

際政治担当の）新しい専任教員の担当するゼミに移行する措置を取り、次の教員

に引き継いで頂きます。 
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目次へ戻る 

教員名 稲垣 浩 

演習テーマ 東京における行政課題とその展望 

演習内容 

昨年の都知事選挙での小池新知事の誕生、今年の都議会議員選挙での都民ファ

ーストの会の対象など、東京の政治は大きく変わりつつある。また、2020年

に大規模な国際イベントを控え、競技場やアクセス道路の建設を中心とした都市

の再開発も大詰めを迎えようとしている。一方で、希薄化する近隣自治や潜在化

する貧困問題、三多摩格差・23区格差など、社会的地域的な課題もいまだ多

い。こうした東京における様々な行政課題を、実際に資料調査やヒアリングなど

「頭」と「足」を使って研究するのがこのゼミです。 

積極的に地域に出て、自分の目と足で東京の「今」を知ろうとする意欲にどん

欲な方、様々な資料や論文、書籍を読んで東京の「過去」について勉強する意欲

も旺盛な方、集めた知識や情報をもとに、東京の「未来」について、ゼミの仲間

と積極的に議論することができる方、そんな学生をこのゼミでは求めています。

ぜひ「東京」をフィールドに、政治や行政を学んでみませんか？ 

  

 具体的な演習内容としては、、、、 

 ①東京に関する図書（主に新書）の乱読 

 ②課題を設定して、グループごとの共同研究 

 ③課題を設定して、個人での研究 

 ④都政・区政関係者のヒアリング 

 ⑤地方自治に関する研究調査合宿（東京都政とは限りません） 

 ⑥海外の大都市との比較研究 

   などを予定しています。 

教科書 特に指定しない 

参考文献 

さしあたり、佐々木信夫（2011）『都知事―権力と都政』中央公論社 野田数

（2016）『都政大改革』扶桑社 保坂展人（2016）『脱原発区長はなぜ得票

率 67%で再選されたのか?』ロッキングオン など 

備考 

※演習担当教員が来年度在外研究を予定しているため、前期週 2回 4単位で開

講する予定です。また、2019 年度の演習も後期週 2 回 4単位、または 2018

年度の担当教員（稲垣）とは異なる教員が担当する可能性があります。応募する

場合は、このことに必ず留意してください。 

 

※外部でのインタビューや議論が多いため、そうしたことに慣れている、あるい

は慣れるために努力しようとする学生を希望します。 
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目次へ戻る 

教員名 小原 薫 

演習テーマ 現代日本の政治の問題と思想を考える 

演習内容 

少子高齢化の進行と、近年の東アジアをめぐる安全保障問題の緊張から、従来

の日本の政治の方策ではなかなか対処できない問題が顕在化している。そうした

中にあって、これからいずれの選択をしていくことが、私たちにとって望ましい

のか。そのためには、現在の日本の政治の課題を、その前提から考える必要があ

る。今のところ、福祉、安全保障、年金等といった問題を取り上げる予定であ

る。 

 本演習では、前期は、いくつかの政治課題について新書を読み、そのうえで、

参加学生と討論することを考えている。後期は、自らが関心のあるテーマについ

て、自分で調べ、報告し、最終的にゼミ論文の作成を目指す。 

討論やゼミ活動に積極的な学生、自分で考え、発言できる学生を歓迎します。 

教科書 新書をベースに 4冊程度取り上げる予定でが、現在は未定である。 

参考文献 その都度、指示する。 

備考 無断欠席厳禁。演習以外のゼミ活動に関心のない方は、ご遠慮いただきたい。 
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目次へ戻る 

教員名 坂本 一登 

演習テーマ 近代日本の政治と外交 

演習内容 

近年、北朝鮮問題を契機として、東アジアの国際関係に改めて注目が集まって

いる。来年度は、その東アジアの国際関係を形作る、重要な要素である、日米関

係と日中関係という二つの軸から、近代日本の政治と外交を振り返り、今後の行

く末を考察していきたい。 

現在、日本と米国との関係は、基本的に安定しているようにみえるが、太平洋

戦争でお互いに死力を尽くして戦ったように、必ずしも友好な時代ばかりではな

かった。近年でも、少し前までは日米間の経済摩擦が連日ニュースとして伝えら

れる時期があった。日米関係は、どのような要因によって揺れ動き、米国はどの

ようなまなざしで日本をみてきたのだろうか。米国知識人の日米観を通して、そ

の複雑な世界に分け入ってみたい。 

また、日米関係は、日米関係だけで独立して動いているわけではなく、常に日

中関係、米中関係とともに、変化してきた。日米関係は、米中関係の関数である

と言われるゆえんである。 

このことを意識しながら、現在必ずしも良好とはいえない、日中関係の歩みを

たどり、東アジアの国際関係の未来に思いをよせてみたい。 

演習は、前期は文献講読、後期はゼミペーパー（4000 字）の作成が、中心と

なる。 

教科書 
ウォルター・ラフィーバー著『日米の衝突』（彩流社） 

国分良成ら著『日中関係史』（有斐閣） 

参考文献 船橋洋一『同盟漂流』 

備考 
ゼミは、全回出席が原則で、無断欠席は、ルール違反である。評価は、前期の報

告と後期のゼミ・ペーパー作成という二つを満たすことが、絶対条件である。 
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目次へ戻る 

教員名 永森 誠一 

演習テーマ 現代政治（関心に応じてテーマを選択する） 

演習内容 

共通テーマを「現代政治」として、その中で、それぞれが関心のあるテーマを選

択する。「現代政治」といっても、その範囲は広大なので、まずは、自分の関心

がどこにあるかを自問自答する。関心の所在が確かめられたら、その関心を、テ

ーマとして「一言で表現できるか」どうか、表現できるとしたらどんな言葉にな

るかを考える。演習では、それぞれが準備したテーマを、議論や討論を繰り返し

ながら、課題とするに値する、また課題とすることが可能なテーマへと絞り込ん

でいくことになる。そして、それぞれが選択したテーマについて論文を書いてみ

ることが、演習の目的になる。したがって、各人各様のテーマについて研究する

ことになる。演習の同僚に話を聞いてもらい、また同僚の話を聞いて、たがいに

相手のテーマについて理解を深めることが、演習のもう一つの目的になる。 

なお、平成３０年度のみの開講となるので、注意されたい。 

 

教科書 なし 

参考文献 適宜指示する。 

備考  
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目次へ戻る 

教員名 藤嶋 亮 

演習テーマ ナショナリズムの現在・過去・未来 

演習内容 

「グローバル化」の時代といわれる今日においても、ナショナリズムは弱まる

気配はなく、むしろその影響力を増しているように見られます。また、ナショナ

リズムは、日常生活での情緒・感情と結びついた現象（スポーツでの代表チーム

の応援など）であると同時に、国際政治を左右するような高度な原理という多面

的な性格を持ち、そのあらわれ方も時代や地域によって大きく異なります。本演

習では、主に政治現象としてのナショナリズムに焦点を合わせ、その歴史的変遷

や多様なあり方、今後の展望などについて考察してみたいと思います。授業の進

め方としては、前期はナショナリズムをテーマとした必読の新書・概説書、後期

はナショナリズム論の古典的文献を全員で読み進めます（輪読形式）。後期はさ

らに、参加者が関心を持った個別テーマの報告も予定しています。また、初回の

授業時に、各回の報告担当者を決定し、第２回目以降、主に担当者の報告・コメ

ントに基づき、内容の確認や検討、討論を行います。取り上げるテキストはいず

れも骨太の内容であり、関係するテーマ・領域も多岐にわたりますので、自分な

りの関心・問題設定に基づいて、毎回の演習に臨む姿勢が期待されます。 

教科書 

塩川伸明『民族とネイション』（岩波新書、2008年）、藤原帰一『戦争を記

憶する』（講談社現代新書、2001 年）、オリヴァー・ジマー『ナショナリズ

ム 1890－1940』（岩波書店、2009 年）など。 

参考文献 授業の中で適宜紹介します。 

備考 
本演習は、担当教員の都合により、2018年度は後期にまとめて（木曜日５・

６限）開講される予定です。 
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目次へ戻る 

教員名 宮下 大志 

演習テーマ 「日本の政治、日本の民主主義、そして日本の未来」 

演習内容 

テーマ「日本の政治、日本の民主主義、そして日本の未来」 

 

 日本の政治、日本の民主主義、そしてこれからの日本のあり方について論じて

みたいと思います。 

 日本の政治と民主主義は、かつては「55 年体制」のもと、かわりばえのしな

い、そしてあまりよくないイメージで見られてきました。しかしみなさんの生ま

れる少し前、その「55 年体制」が崩れ、また日本の置かれた状況の変化もあっ

て、自民党長期政権の時代とは違う要素も出てきています。一応、政権交代も起

こりました。 

 しかし、変わりはしたものの、近頃の政治を見ていると「進歩はしているのか？」

と首を傾げてしまう気持ちも湧いてきてしまいます。 

 

 そこで、来年度のゼミではこの日本の政治・民主主義について、どう評価すべ

きか、今後はどうなるのが望ましいかなどを論じてゆきたいと思います。 

 そしてそのために、過去の日本の政治を検討したり、現在の問題点を考えたり、

今後のあるべき姿を議論したり、ということをみなさんとやってゆく予定です。 

 そしてその際には、欧米との比較や理論的考察も盛り込めたら、とも考えてい

ます。 

 

 なお、ゼミ参加希望者は、「これまでにもっとも興味を持った講義」という題

目で、これまで履修した講義のうち、もっとも興味を持った講義について、その

内容を紹介しながら、そこから自分が何を考えたかを記したレポートを面接時に

提出してください。 

現ゼミ生は選考を免除します。 

教科書 開講時に指定 

参考文献 開講時に指定 

備考  

 


