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１．募集について 

 

【募集スケジュール】 

第 １ 次 募 集 

終了しました。 

 

第 ２ 次 募 集 

応 募 期 間 2020 年 1 月 7 日（火）12 時 ～ 1 月 15 日（水）12 時 50 分 

選 考 期 間 2020 年 1 月 16 日（木） ～ 1 月 22 日（水） 

合 否 発 表 2020 年 1 月 25 日（土）予定 ／ K-SMAPYⅡにて 

※第 3 次募集の実施は第 2 次募集の応募状況によって決定します。実施する場合の日程

等は、決定次第お知らせします。 

 

【応募方法】 

K-SMAPYⅡより 

※ログイン後、上部バナー「アンケート」より応募してください。 

 

 

【目次に戻る】 
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2．募集に関する注意事項 

 

※ 必ず、別紙「政治専攻「演習」第 2期第 2次募集について（現 1・2年生向け）」 および 

「政治専攻「演習Ⅱ」第 2期第 2次募集について（現 3年生向け）」もよく読んで応募してください。 

 

(ア) 必ず応募期間に応募してください。応募期間外の応募は認められません。 

(イ) K-SMAPYⅡからの応募がなく、面接を受ける、または課題の提出だけをしているケー

スが散見されますので、必ず K-SMAPYⅡから応募も行ってください。 

(ウ) 担当教員によって選考方法（面接・レポート・テストなど）は異なります。「選考方法」

で必ず内容を確認のうえ、応募してください。 

(エ) 毎年ありますが、提出期限を超えたリポートの提出は認められません。また、面接時間

への遅刻・面接の欠席に関する取り次ぎは教務課では行いません。 

(オ) 合格後に、他のゼミへの変更はできません。 

(カ) 各教員の連絡先に関する問い合わせにはお答えできません。 

(キ) ゼミ応募に関する問い合わせ先は以下のとおりです。 

 

 

【問い合わせ先】 

教務課 ①9 時～12 時 50 分 ②13 時 50 分～20 時 30 分 

法学資料室（若木タワー7 階） ①9 時～17 時 

※月曜日～土曜日で受け付けます。 

※日曜日・祝日は学年暦に準じ、授業実施日に限り開室いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目次に戻る】 

  



法学部法律学科政治専攻「演習１・２」 

第２期第 2 次募集要項 

現１～３年生（令和 2 年度２～４年生）対象 

 

- 3 - 

3．選考方法  

希望する教員の選考方法を確認してください。 

例年、リポートの提出期限や面接日時を間違えているケースがありますので、ご注意ください。  

 

【目次に戻る】 

 

 

 

 

 

 

 

リポート内容

面接教室

提出

方法

メール送付

inagakih＠

kokugakuin.ac.jp

締切

日時
1月15日(水)12：50

提出

方法

教務課

リポートボックス

締切

日時
1月17日(金)12:00

面接 3411教室

小原　薫

・現在ゼミ履

修中の現3年

生

リポート

「麻薬使用合法化政策」

についての意見と「ゼミ

の志望理由」

(書式)特になし

(字数)1000字

面接 0712研究室

坂本　一登

・現在ゼミ履

修中の現3年

生

佐藤　俊輔

・現在ゼミ履

修中の現3年

生

提出

方法
演習中

締切

日時
1月16日(木)

選考免除(募集のみ)

・現在ゼミ履

修中の現3年

生

リポート芝崎　祐典
(書式)任意

(字数)任意
研究テーマについて

・現2年生

・すべての現

3年生

面接時持参

1月20日(金)12：10～12：50

茢田　真司

選考免除(募集のみ)

教員名
募集

対象

選考

方法
備考

提出方法・リポート締切

面接日時

稲垣　浩

・現2年生

・現在ゼミ履

修中の現3年

生

リポート

①最近気になった行政・

地方自治の課題

②本ゼミへの志望動機

(書式)A4用紙(40

字×36行)

(字数)題目①800

字以上1000字以

内

題目②300字程

度

本演習を志望する理由リポート (字数)1000字

1月17日(金)16：20～17：00

上神　貴佳 ・現2年生のみ

選考免除(募集のみ)
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【目次に戻る】 

 

 

  

リポート内容

面接教室

リポート
ゼミの志望理由と関心の

ある政治・社会問題

(書式)自由

(字数)900字

面接 3310教室

提出

方法

メール送付

miyashita＠

kokugakuin.ac.jp

締切

日時
1月16日(木)21：00

面接 0810研究室

提出

方法

学生応募画面の自由

記述欄で回答

締切

日時
1月15日(水)12：50

提出

方法

メール送付

ikeda.kazuki.k0@

tufs.ac.jp

締切

日時
1月15日(水)12：50

教員名
募集

対象

選考

方法

提出方法・リポート締切
備考

面接日時

・現在ゼミ履

修中の現3年

生

羅　芝賢

・現2年生

・すべての現

3年生

リポート

①一番好きな本を取り上

げ、好きな理由を述べよ

  ②ゼミの志望理由

(書式)自由

(字数)800～

1,000字

リポート
「現在の日本の政治をど

う評価するか」

・現2年生

・現在ゼミ履

修中の現3年

生

(現ゼミ生は選

考免除)

宮下　大志

・現2年生

・現在ゼミ履

修中の現3年

生

リポート
ゼミでの研究テーマおよ

び志望動機について

(書式)A4横書き

2枚

(字数)2,000字

池田　和希

(新任)

1月17日(金)12：00集合

(書式)自由

(字数)1200字

藤嶋　亮

面接時持参

1月17日(金)12：10～12：45
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４．ゼミ内容  
【目次に戻る】 

教員名 稲垣 浩 

演習テーマ 現代社会と行政・地方自治の課題 

演習内容 

 間近に迫った東京オリンピック、外国人の移民問題、ブラック企業や超過勤務時間の問題、子育てや教

育問題、これらは日本社会における大きな課題である一方で、中央省庁や自治体といった行政や地方自治

における大きな課題でもあり、またそれらが中心となって問題への対応に当たっています。しかし、マス

コミなどでその問題状況が知られる一方で、具体的にどのように彼らが問題に対応しているのか、必ずし

も十分に知られているとは言えません。 

 そこで、本ゼミは、こうした現代日本社会の様々な課題への行政・地方自治の対応について、様々な手

段を貪欲に駆使して考えていこうとするゼミです。行政や地方自治が対応する課題は「森羅万象所管主義」

と呼ばれるように、数多くあります。皆さんのセンスと考えを基に、それらの問題を発掘し、ゼミ生みん

なで考えてみたいと思っています。 

 基本的に、前期は全員で現在社会に関する図書（主に、新書等）の講読を行い、報告者による発表とと

もに、出席者全員にコメントペーパーを毎回提出してもらいます。後期は各自の関心に基づいてテーマを

設定し、それらについて調査・研究した内容を論文にまとめてもらいます。また、夏休み中は、自治体等

の視察を含めた合宿や、学期中の他大学との合同ゼミなどを予定しています。フィールドワークや取材な

ど、外部との接触が多くなることが予想されますので、ドタキャンなどせず予定を調整できる学生、外部

の方々に礼儀正しく接することができる学生、またはそれらの能力を高めたいと考える学生を求めます。 

 課題レポートには、取り上げるテーマがなぜ「気になった」のか、応募者のプライバシーを過度に犠牲

にしない程度で、自身の経験とともに具体的に明記してください（題目①）。また、志望動機を 300字程度

で記入して下さい（題目②）。 

 

教科書 授業中あるいは授業前に適宜指示する。 

参考文献 

伊藤・出雲・手塚（2016）『はじめての行政学』有斐閣 

礒崎・金井・伊藤（2014）『ホーンブック地方自治（第 3版）』北樹出版 

曽我謙悟（2019）『日本の地方政府』中公新書 

辻陽（2019）『日本の地方議会』中公新書 など 

備考 

上記の参考文献は、基礎的な知識となる行政・地方自治の現状を知るための参考文献であって、ゼミ生全

員で講読するものとは限りません。例えば、今年度（前田ゼミ）であれば中原淳『残業学』光文社などを講

読した。来年度でいえば、黒井千次（2019）『老いのゆくえ』中公新書、加藤年紀（2019）『なぜ、彼らは

「お役所仕事」を変えられたのか』学陽書房、石弘之（2019）『環境再興史』角川新書、出井康博（2019）

『移民クライシス』角川新書、などいくつかの文献を提示するので、その中から参加者と相談の上選んだ

ものを読んでいきます。 

「提出してもらったレポートの内容について稲垣から質問することがあるので、 

すぐに返信することが可能なメールアドレスをレポートに必ず記載してください。」 
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【目次に戻る】 

教員名 上神 貴佳 

演習テーマ 歴史としての平成と日本政治 

演習内容 

 平成も約 30年をもって、新たな時代を迎えることになった。歴史としての平成をどのよ

うにとらえればよいのだろうか。とくに昭和との関連で平成の政治や経済、社会の課題を

理解することを試みつつ、次の時代を展望してみたい。 

 近年、平成を振り返るさまざまな書籍が出版されている。本演習の教科書としては、小

熊編（2014年）を中心に用いることにする。教科書の読破は、受講生に求められる最低限

の課題である。本演習のテーマ（歴史としての平成と日本政治）について、自分なりの理

解を得られるように、各自が学習を進めてもらいたい。 

 本演習の進め方については、グループに分かれて、報告班と質問班を交互に担当するこ

とを想定している。また、いずれの担当になるかによらず、毎回、参加者全員がレジュメ

を提出する。演習の最後には、各自が小熊編の各章（下記）からテーマを選択して、レポ

ートを作成して提出する。その際、テーマに関係するほかの文献を参照することも求めら

れる。 

 

総説：「先延ばし」と「漏れ落ちた人びと」——小熊英二 

政治：再生産される混迷と影響力を増す有権者——菅原琢 

経済：「土建国家」型利益分配メカニズムの形成、定着、そして解体——井手英策 

地方と中央：「均衡ある発展」という建前の崩壊——中澤秀雄 

社会保障：ネオリベラル化と普遍主義化のはざまで——仁平典宏 

教育：子ども・若者と「社会」とのつながりの変容——貴戸理恵 

情報化：日本社会は情報化の夢を見るか——濱野智史 

外国人：包摂型社会を経ない排除型社会で起きていること——韓東賢 

国際環境とナショナリズム：「フォーマット化」と擬似冷戦体制——小熊英二 

教科書 小熊英二（編）『平成史【増補新版】』河出ブックス，2014年。 

参考文献 必要に応じて、適宜紹介する。 

備考  
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【目次に戻る】 

教員名 小原 薫 

演習テーマ 現代日本の政治と思想を考える 

演習内容 

 足りない年金、消費税増税、米中貿易戦争、戦後最悪の日韓関係等、日本を取り巻く問

題は山積している。そうした中で、傍観者として臨むのではなく、何が問題なのか、より

深く考えて考察する必要がある。小原ゼミでは、前期は、新書を中心に、現在の日本を取

り巻く問題について、討論を行う。後期は、各自が設定するテーマに従って、調査・研究

を行い、随時、中間報告を行いながら、一つのレポートとしてまとめることを目指す。 

 無断欠席は認めない。積極的にゼミ活動に参加し、討論する積極的な学生の参加を望み

ます。 

 

教科書 未定 

参考文献 未定 

備考  
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【目次に戻る】 

教員名 茢田 真司 

演習テーマ リバタリアニズムと政治 

演習内容 

個人の自由な意思を尊重するリベラリズム(自由主義)の中で、個人の決定を非常に重視

し、政府による制限を原則として認めない立場のことを、リバタリアニズム(絶対自由主義)

といいます。 

リバタリアニズムは、経済的自由に対して国家が制限を加える福祉国家に反対する立場

の議論(その意味では右派の議論)として取り上げられることが多いです。しかし、経済的

自由だけでなく、個人の自由をできるだけ広く認める(例えば同性婚は個人の自由だと考え

る)議論だと考えると、右派よりも左派に近い側面も持っています。 

今年度の演習では、リバタリアニズムについて、まずアメリカを席巻している右派リバ

タリアニズムの現状を理解した上で、比較的取り上げられることの少ない左派リバタリア

ニズムについて、検討することを目標としたいと思います。 

演習は、全員で質疑応答や討論をしながら文献を読んでいく形式で行われます。参加者

は、報告や議論によって、毎回積極的に演習に関わってもらいます。また、夏休み以降に、

自分の選んだテーマについてゼミ論文を執筆してもらいます。 

応募する人は、「他人に危害を加えない条件の下で麻薬使用を合法化する政策」について

のあなたの意見と「ゼミの志望理由」を合わせて 1000字程度のレポートにして、面接時に

持参してください。選考にあたっては、積極的に演習に参加する意欲のある人を優先しま

す。 

教科書 

渡部靖、『リバタリアニズム』、中公新書、2019年 

福原昭雄、『リバタリアニズムを問い直す』、ナカニシヤ出版、2017年 

参考文献 神島裕子、『正義とは何か』、中公新書、2018年 

備考 
面接当日都合が悪い場合､ゼミについての質問や文献等についての質問がある場合には、

karita@kokugakuin.ac.jpまでメールで申し出てください。 
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【目次に戻る】 

教員名 坂本 一登 

演習テーマ 日本の近代の 150年 

演習内容 

 昨年は、明治維新 150 周年にあたり、さまざまなイベントが行われた。150 年という節

目に、なにか必然性があるわけではないが、この機会に日本の近代を振り返ってみるのも、

悪くはなかろう。東アジアの緊迫化など、見通しがたい将来を考える上で役に立つかもし

れない。来年度は、その振り返りを次のように行いたい。最初は、日本がなぜ米国との開

戦を決断したのかをめぐる問題の考察から始め、次に戦争の背後にあり、現在でも政治や

外交を考える上でますます重要性が増している通信情報の政治史を学び、さらに現代でも

多くの戦争が石油をめぐるものであることに鑑み石油資源の争奪という観点から歴史を追

跡し、最後に、近代日本の外交は、中国と米国の間を揺れ動いてきたが、その影にあって

常に重要な影響をおよぼしてきた日ロ関係について、その 100 年を振り返ってみたい。前

期は文献講読、後期は 4000字程度のゼミ・ペーパーを自分の選んだテーマで書き上げる。

前期の報告、後期のゼミ・ペーパーの提出は、単位取得ための必須の要件である。 

教科書 

森山 優『日本はなぜ開戦に踏み切ったか-「両論併記」と「非決定」』（新潮選書） 

大野 哲弥『通信の世紀: 情報技術と国家戦略の一五〇年史』      同上 

中嶋 猪久生『石油と日本―苦難と挫折の資源外交史―』        同上 

浅田雅文『日露近代史－戦争と平和の百年』            講談社現代新書 

山口輝臣『明治神宮の誕生』（時間があれば）           吉川弘文館 

参考文献 そのつど、指示する。 

備考 

面接の指定された日時に参集できない学生は、事前に連絡して、相談してください。 

メールアドレスは、以下の通りです。 

 kazutos@kokugakuin.ac.jp 

演習は、全出席が基本である。無断欠席の場合は、単位が取得できない場合がある。 

  

mailto:kazutos@kokugakuin.ac.jp
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【目次に戻る】 

教員名 佐藤 俊輔 

演習テーマ 危機の中のヨーロッパ統合と国際関係 

演習内容 

 ヨーロッパにおける国際統合とその制度化としての EUは、国際政治のなかでも常に注目

を集めてきた。今次の演習では、前期の期間中はこの特異な政治的実体である EUを中心と

して、①欧州の統合がどのように国際政治の結果として成り立ち、どのような機構・政策

を持つに至ったのか、②EU 域内での国際政治の力学はどのようなものか、そして③EU がど

のように EU 域外の諸国と関係を取り結んできたのかという幾つかの観点からヨーロッパ

の国際関係の現在について学んでゆく予定である。 

 後期に入ってからは、各自が関心を持つ国際政治上の主題についてヨーロッパに限るこ

となく自由に選択し調査・研究を進め、各自ゼミ論文を執筆してもらうことが主な内容と

なる。演習では研究・調査内容について発表してもらい、ゼミ参加者との議論を通じて研

究をブラッシュアップしてゆく。何度かのフィードバックを繰り返しながら、最終的には

これをゼミ論文として完成してもらうことが目標となる。 

 

教科書 

中村民雄『EUとは何かー国家ではない未来の形（第三版）』信山社、2019年 

池本大輔編『EU政治論』有斐閣、近刊予定 

ハンス・クンドナニ『ドイツ・パワーの逆襲』一藝社、2019年 

渡邊啓貴『アメリカとヨーロッパー揺れる同盟の 80年』中公新書、2018年 

参考文献 

益田実他『欧州統合史』ミネルヴァ書房、2019年 

G.マヨーネ『欧州統合は行き過ぎたのか（上）』岩波書店、2017年 

G.マヨーネ『欧州統合は行き過ぎたのか（下）』岩波書店、2017年 

備考 
教科書については開講時、および適時に配布する。また、演習で使用する教科書について

は若干の変更を行う可能性もある。 
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【目次に戻る】 

教員名 芝崎 祐典 

演習テーマ 国際関係史 

演習内容 

 前期は国際関係論や国際関係史に関する研究専門書を輪読する。割り当て箇所を発表し

てもらい、それをもとに参加者全員で討議をする。読んでもらう課題文献の分量は少なく

なく、密度も高いものなので積極的に勉強したい学生を歓迎する。演習の無断欠席および

発表日の欠席は不可とする。 

 

 後期は参加者各自が設定した研究テーマについての発表、および討論を行う。各自の研

究テーマ設定は前期に扱う共通テーマの範囲内である必要はなく、広く国際関係論や国際

関係史のなかから関心のあるトピックを自由に探してもらう。これについて各自がリサー

チし、年度の最終に各自の研究テーマをゼミ論（研究論文）にまとめて提出してもらう。

テーマ設定や研究の進め方、論文の書き方になどの方法論については随時指導する。また

時間に余裕がある場合は英語文献も輪読する。 

 

 ゼミに参加を希望する学生は、面接日に以下のレポートを持参すること。 

(1) 自己 PR、(2)勉強の中で今まで最も関心を持ったこと（国際関係論や国際関係史に限

らず、何の分野でも良い）：この二つを盛り込んで自由に文章を作成のこと。 

教科書 開講後、提示する。 

参考文献 適宜紹介する。 

備考  
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【目次に戻る】 

教員名 藤嶋 亮 

演習テーマ ヨーロッパ政治の変容 

演習内容 

 近年、EUの危機、難民・移民問題、各国におけるポピュリズムの席巻など、ヨーロッパ

政治の危機や激動が語られています。しかし、見方を変えれば、政治は絶えざる危機の連

続、常に激動と言うこともできます。したがって、本当に重大な変化が生じているのか、

どのような性格の危機なのか、じっくりと見定める必要があると考えられます。以上のよ

うな問題関心から、ヨーロッパ政治の現在地について、歴史的視点や、日本を含めた他の

先進民主主義国との比較を重視しながら、その「変容」を跡づけ・位置づけていきたいと

思います。授業の進め方としては、前期はヨーロッパの政治・歴史をテーマとした新書・

概説書、後期はヨーロッパ現代政治に関するやや専門的な文献を全員で読み進めます（輪

読形式）。後半はさらに、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／担当班を決定し、第２回目以降、主に担当者の報告

と全員が毎回事前に提出するコメントに基づき、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 初回授業時に説明・配布します。 

参考文献 
イワン・クラステフ『アフター・ヨーロッパ』（岩波書店，2018年） 

松尾秀哉他編『教養としてのヨーロッパ政治』（ミネルヴァ書房，2019年）など 

備考  
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【目次に戻る】 

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 

 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、55年体制の自民党長期政権の時代とは違う要

素も出てくるようになりました。一応、政権交代も起こるようになりました。 

 しかし、近頃の政治を見ていると「本当に変わったのか？」、あるいは「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、応募者は、 

（法律専攻の応募者の場合）「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期日までにメール添付で提出してください。 

（政治専攻の第２期応募者の場合）「現在の日本の政治をどう評価するか」というテーマで、自

分なりの今の日本の政治ついての評価を記したレポートを期日までにメール添付で提出してく

ださい。 

いずれの場合も、現ゼミ生は選考を免除します。 

教科書 
開講時に指定します。 

参考文献 
必要に応じて紹介します。 

備考 

面接の日時にどうしても都合の悪い学生は、1/10(金)21時までに、miyashita@kokugakuin.ac.jp 

宛てに連絡してください。その際、都合の悪い理由と、面接日時の協議のための電話番号をメ

ール本文に明記してください。 
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【目次に戻る】 

教員名 羅 芝賢 

演習テーマ 近代国家と市民社会 

演習内容 

 普段の生活の中で、国家と接する機会は、グーグルやアマゾンと接する機会と比べると、

それほど多くないかもしれません。しかも、それらの企業は、あらゆる領域を横断するプ

ラットフォームとして、国家よりも多くの個人情報を集めています。また、それらは多国

籍企業という形態をとることで、税金の安い国へと逃れることもできます。電子マネーを

用いたキャッシュレス化の進展によって、国家が発行する貨幣と接する機会もだんだんと

少なくなっていくでしょう。しかし、このような世界的な流れを目の前にしても、国家の

中に生きているという感覚は、消えていくところか、ますます強まっていくようにも感じ

ます。例えば、オリンピックの東京開催が決定したとき、喜びを感じた人も少なくないで

しょう。それでは、このような相反するように見える二つの傾向をどのように説明すれば

良いのでしょうか。 

この問いに対する答えを引き出すためには、国家と市民社会が互いに深く浸透し始めたと

ころまで歴史を遡り、検討を行う必要があります。この演習では、そのような検討の手が

かりを提供する文献を取り上げ、報告と討論を行います（輪読形式）。前期は、報告の仕方、

コメントの仕方、参考資料検索の仕方などを身につけることを目標とします。後期は、輪

読を完了した後、研究デザインの方法を学び、研究構想報告会を行います。 

教科書 

ユルゲン・ハーバーマス『公共性の構造転換』未来社、1994年 

ジョン・トーピー『パスポートの発明』法政大学出版局、2008年 

（教科書は毎年変わります） 

参考文献 適宜紹介します。 

備考 

やや難解な文献を取り上げるため、毎回の割り当ては 10〜20 ページ程度と少なめにしま

す。ただ、ページ数が少ないことは、報告準備時間が短くて済むことを意味しません。報

告者は、文献に出てくる概念や歴史的な出来事を調べるなど、文献の内容を十分に理解す

るための努力を行うことが期待されます。難しい文献を一生懸命に読み解きたいと思う方

はぜひご参加ください。また、資料収集の仕方を学ぶため、国会図書館や公文書館への「遠

足」も予定しています。 
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【目次に戻る】 

教員名 池田 和希 

演習テーマ 現代ヨーロッパ・リサーチ 

演習内容 

ヨーロッパは現在、イギリスの EU離脱、移民／難民、テロ、経済危機、ポピュリズムの

台頭など多くの問題を抱えている。本演習では、ヨーロッパ政治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､文献講読を行い、現代ヨーロッパが抱える社会問題を発見すると同時

に、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（外国語含む）が求められる｡グ

ループ・リサーチに基づきながら、個人で最終報告およびゼミ論文を提出する。 

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．文献講読：担当回の報告とディスカッション 

２．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 

３．個人リサーチ報告 

成績評価基準：ゼミ論文（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。 

 

選考レポート：本演習の志望理由、およびヨーロッパ政治に関して、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、ヨーロッパ政治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  

 

 


