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【はじめに】 

「実学」しよう！ 

 この配布資料を読んでいるみなさんは、少しでも入ゼミというものに興味関心を抱いて

いることだと思います。大学時代に研究会に所属することは、人生において大変貴重な経験

になります。なぜなら、研究会で 1 つのテーマについてメンバー同士で議論し、問題点を指

摘して深く論考して 1 つの論文を書き上げるという経験から培われる諸能力は、大学を卒

業して社会人になったあとも要求されるからです。PDCA サイクルという言葉を聞いたこと

はありますか。Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）を繰り返すことを

指しますが、これを実践することによって組織や事業は漸進的に成長していきます。論文の

執筆もこれの派生です。つまり、論文執筆は社会人として活躍するための訓練なのです。 

 また、学業に専念することができるのは、学生生活の間だけです。そしてみなさんに残さ

れている学生生活は、残り 2 年半です。三田での 2 年間は、日吉で培った多岐にわたる学問

を基盤として、各々がテーマを絞ってさらに踏み入った研究をする期間と言うことができ

ます。それに最も相応しい場所が研究会です。みなさんにはぜひ、自らの好奇心の導くまま

に、各々にとって最良の研究会で学問の集大成に没頭していただきたいです。 

 政治学は、経済や法律、国際関係、社会といったあらゆる領域と密接に関わっています。

したがって、みなさんが興味を持っているテーマは、その殆どが政治学科の研究会でカバー

できるだろうと思います。慶應義塾大学法学部政治学科の研究者は、各専門分野において非

常に優秀な業績を持たれた方ばかりです。みなさんの興味を擽る領域が、政治学科には必ず

用意されています。本日の第 1回入ゼミ説明会で、みなさんが最高の選択をすることができ

ることを祈っております。また政治学科ゼミナール委員会もみなさんがそのような選択を

することができるようにサポートいたします。 

 最後に、慶應義塾らしい内容で締めさせていただきます。福澤諭吉先生は、慶應義塾の目

的の中で、「躬行実践、以て全社会の先導者たらんことを欲するものなり」という言葉を遺

しました。では、「全社会の先導者」とはどのような人でしょうか。この問いに対する 1 つ

の答えは、「実学」の精神を持つ人です。実学とは決して、「すぐに役に立つ学問」ではあり

ません。すぐに役立つ学問はすぐに役に立たなくなるのが世の定めです。実学とはそのよう

な貧弱なものではなく、「ある問題に対して自ら仮説を立てて、その仮説の実証を重ねるこ

とで真理を解明する」学問で、「科学（サイヤンス）」とも言い換えられます。これは先に述

べた PDCA サイクルと共通点を多く有していると言えるでしょう。そして PDCA サイクル

を実行する能力を鍛えることできるのは、ほかならぬ研究会です。つまり、研究会に入るこ

とが、慶應義塾の理念であり、福澤先生が慶應義塾の塾生に求めている「全社会の先導者」

となることにつながるのです。塾生のみなさんも、研究会に入って「実学」しませんか。 

 

法学部政治学科ゼミナール委員会 入ゼミ担当責任者 

萩原能久研究会 26期代表 佐藤優人 



3 

 

【全塾ゼミナール委員会よりお知らせ】 

全塾ゼミナール委員会 
【委員会構成】 

 全塾ゼミナール委員会は慶應義塾大学の公認団体であり、200余りのゼミから成る各学部のゼ

ミナール委員会を統括し、研究会活動に関する学生自治を任されております。当委員会は、下記

の 6つのゼミナール委員会からそれぞれ選出された 10 名により運営されています。 

経済学部・商学部・法学部法律学科・法学部政治学科（各 2 名） 

文学部人文社会学科社会学専攻・文学部人文社会学科人間科学専攻（各 1名） 

 

【意義】  

本会は、各委員会に所属する研究会生の学術的活動並びに友好的交流支援により他学部他学

科間の相互理解・相互連携を通して慶應義塾大学のアカデミズムの興隆に寄与することを目的と

する。 

（全塾ゼミナール委員会規約第 1 章第 1 条より）  

 

【主な活動内容】  

他学部入ゼミ支援 

6 月下旬より、2年生に対して各学部で入ゼミ説明会が行われます。学生は基本的に所属する学

部のゼミに入会しますが、他学部生を受け入れている一部のゼミに入会することも可能です。そこ

で、学部を超えたゼミの情報収集の負担を軽減すべく、全塾ゼミナール委員会が情報提供をサポ

ートします。 

具体的には各学部の入ゼミ説明会でブースを出展、他学部入ゼミ説明会の開催、他学部入ゼミ

冊子の作成、Twitter、Facebook ページ、ホームページを通じて支援致します。 

業界講演会 

塾生の皆さまが将来の進路を決定する際の一助となれるよう、多岐に渡る業界で活躍する OBOG

の方々の講演を、全塾ゼミナール委員会は企画・運営しております。毎年秋学期に開催しており、

本年度も皆様からのアンケートに基づき講演会の企画を進めております。  

全塾ソフトボール大会 

毎年、各学部でソフトボール大会が行われます。そしてこのソフトボール大会で勝ち上がったゼミ

が、学部を超えて対戦するのが全塾ソフトボール大会であり、全塾ゼミナール委員会は大会の企

画運営を行います。 本年度は 6 月下旬に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全塾 HP：http://www.zenjuku-seminar.com 

・Twitter：@zenjuku_keio（全塾ゼミナール委員会） 

@zenjuku_nyuzemi（全塾ゼミナール委員会 他学部入ゼミ） 

・Facebook：https://www.facebook.com/zenjuku.nyuzemi/ 

・問い合わせ：zenjuku.seminar.nyuzemi2019@gmail.com 

http://www.zenjuku-seminar.com/


4 

 

 

 

他学部入ゼミについて 

全塾ゼミナール委員会では、学部を超えて他学部のゼミで学びたいという意欲的な方を応援して
います。下記に各学部の入ゼミの簡単な予定とFAQを載せておきますので、興味のある学部の説
明会に足を運んでみてください。詳細は全塾ＨＰに随時掲載致します。 
 

 文学部

人間学

科 

文学部

社会学 

経済学

部 

法学部

法律学

科 

法学部

政治学

科 

商学部 他学部

入ゼミ 

第一回

説明会 

7/１ 6/26 6/15 9/28 6/22 6/29 7/6 

第二回

説明会 

11月 

下旬 

11月 

上旬 

10/19 なし 10/5 10/26 10/12 

第三回

説明会 

なし なし 1月 

中旬 

なし なし 1月下旬 ― 

試験 1月 

下旬 

12月 

上旬 

3月 

上旬 

12月 

上旬 

2月 

上旬 

3月 

中旬 

― 

＊上記は現段階で各学部ゼミナール委員会が発表しているものであり、今後日程が変わる場合

があります。詳しくは各学部ゼミナール委員会のHP等で日程をご確認ください。 

 
ＦＡＱ  
Ｑ.他学部のゼミに所属することはできるのでしょうか？  
Ａ. 入会したいゼミが他学部生を受け入れており、入会課題や面接などを受け、入会を認められ
た場合、他学部のゼミに所属することが出来ます。 
他学部入ゼミは基礎学力の違い、単位上の問題などある程度のリスクを伴うものです。しかし、全
塾ゼミナール委員会は他学部のゼミを志望する学生に情報提供し、サポートを行っていきたいと
思いますので、どんな些細なことでもお気軽にお尋ねください。  
 
Ｑ.全塾ゼミナール委員会ではすべての学部・学科のゼミに関して相談に乗ってもらえるのです
か？  
Ａ. 当委員会は、慶應義塾大学の三田キャンパスに所属する6つのゼミナール委員会（経済学
部、商学部、文学部人文社会学科社会学専攻、文学部人文社会学科人間科学専攻、法学部法
律学科、法学部政治学科の各ゼミナール委員会）から2人ずつ（文学部は1人ずつ）選出され、計
10人で組織されています。そのため、上記以外の学部・学科については情報を提供できません。
湘南藤沢キャンパス(SFC)、理工学部、医学部はもちろんですが、文学部教育・心理・美術その他
専攻もこれに当たります。これらのゼミに興味のある方は直接そのゼミに連絡をとって頂くことに
なります。  
 
Ｑ.自分の所属している学部のゼミと他学部のゼミの両方に所属することは可能ですか？  
Ａ. 可能です。ただし、2つのゼミを受験され両方入会を許可された場合、片方を辞退する行為は
極めて失礼に当たるため、必ず両方に所属し全うして頂くようお願い致します。ゼミの活動は、予
想以上に内容の濃いものです。時間的拘束など複数のゼミに所属するメリット、 
デメリットの両方を熟考の上、後悔しないゼミ選びをして下さい。 
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2019年度業界講演会 

『内に秘めた可能性を見出す３ヶ月～真に進みたいと思う自分だけの道へ～』 

業界講演会とは、社会で活躍されている企業の方々に、その業界や社会の実情についての

お話をしていただくというイベントです。23回目となる本年度は、「様々な業界の講演に参加

し、今まで知らなかった世界へと視野を広げることで、自分の可能性もより広げていってほし

い」という願いを込めました。本年度は、全 26企業 24講演を予定しております。 

【ご案内】 

場所：南校舎ホール（三田キャンパス）、日吉キャンパス  

時間 18：45～20：00 ※申し込み不要・参加無料 

 

 

 
  

10/8 

10/9 

10/10 

10/15 

10/16 

10/17 

10/23 

10/24 

10/29 

10/30 

11/1 

11/8 

11/12 

11/26 

11/27 

11/29 

12/3 

12/4 

12/5 

12/10 

12/11 

12/12 

 

鉄道 

外資金融 

広告① 

コンサル① 

映画 

損害保険 

総合商社① 

消費財 

不動産 

テレビ 

官庁 

飲料業界 

総合商社② 

航空② 

銀行 

コンサル② 

広告② 

食品 

旅行 

証券 

不動産 

海運 

 

株式会社 JR東日本 

ゴールドマン・サックス 

株式会社電通 

アクセンチュア 

東宝株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

P&G ジャパン 

三井不動産株式会社 

日本テレビ放送網株式会社 

東京都庁 

サントリーホールディングス 

三菱商事株式会社 

日本航空株式会社 

株式会社三井住友銀行 

野村総合研究所 

株式会社博報堂 

味の素株式会社 

株式会社 JTB 

野村證券株式会社 

三菱地所株式会社 

日本郵船株式会社 

皆様のご来場を、心よりお待ちしております。   全塾ゼミナール委員会一同 

 ※業界講演会とは、塾生の将来の展望を定め、学問研究の充実を図ることを目的と

しております。企業の採用活動とは一切関係ございません。 
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政治学科 各研究会紹介 

（専門分野の系列順、担当教授の五十音順） 

 

 

 

 

 

※以下の研究会は、来年度のゼミ員を募集いたしません。 

 

大石  裕 研究会 

岡山  裕 研究会 

烏谷 昌幸 研究会 

小林 良彰 研究会 

添谷 芳秀 研究会 
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大久保健晴 研究会 

－東洋政治思想史・比較政治思想－ 

 

１．大久保教授より 

私たちが生きている東アジア世界は、今日まで、どのようにして作り上げられてきたのでしょ

うか。そして今後、いかなる未来へと進もうとしているのでしょうか。大久保健晴研究会は、こ

のような大きな問題関心のもと、東アジアにおける政治思想について歴史的な視座から比較・検

討することを主題とします。 

 現在、東アジア情勢は緊迫化した事態に直面し、先行き不透明な展開を見せています。日韓関

係の悪化、北朝鮮問題、尖閣諸島や竹島などの領土を巡る争い、歴史認識や歴史教育の相違、香

港での大規模デモ、南シナ海の領有権問題、日本における集団的自衛権や憲法を巡る論争、アメ

リカとの関係、靖国問題、沖縄の基地問題など。これらは、私たちの日々の政治や経済、文化や

社会生活と極めて密接な関係を持っています。本研究会では、こうした現代的な諸課題を念頭に

置きつつ、しかしそれを直接的に取り上げて論じるのではなく、なぜそのような問題が生まれて

きたのか、今一度、歴史を遡り、近世・近代東アジア世界の成り立ちと変容を明らかにするとこ

ろから検討をはじめます。 

 もちろん、これらの問題を考える上では、西洋政治思想にも目を向け、西洋世界との文化接触

を検討する必要があります。西洋と東アジアとの間の外交、経済、学術、法を巡る交渉史に光を

当て、東アジア諸国相互における学問の継受、ナショナリズムの勃興など、その重層的な構造を

解明する。そうした作業を通じて、現代における政治思想的な諸問題を、世界史的な視座から読

み解く力を養います。 

具体的には、ゼミ生の間で共通テーマを定め、輪読やグループ・ワーク、ディベート、レポー

ト報告などを通じて理解を深めていきます。その上で、個々の問題意識をより明確にさせながら、

卒業論文の執筆に取り組みます。様々な「政治思想的な問い」を巡って、歴史的観点から多くの

史料を正確に読み解き、立場の異なる様々な人々の見解に誠実に耳を傾け、深く悩みながら、多

面的な視座から考察を導いていく学問的姿勢が、このゼミでは求められます。 

 研究報告や討論を通じて、自らの生きている社会の成り立ちやあり方について、自分の頭で考

え、自らの言葉で周りの人々を説得できる力を身につけることが、本研究会の最終目的です。こ

うした能力こそ、今後さまざまな場で活躍する皆さんが最も求められるスキルでもあるのです。 
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２．研究対象 

 近世から近現代へと至る、西洋世界と東アジア諸国との文化接触、ならびに東アジア世界に

おける政治思想や国際秩序の成り立ちと変容について、研究します。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：21 人 

4 年生：22 人 

４．他学部生の受け入れ 

 可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 歓迎します。帰国の時期などによって対応が異なるため、事前に大久保先生、または入ゼミ

担当までご連絡ください。 

６．ゼミ生からのコメント 

東洋政治思想史と聞くと難しそうなイメージを持たれるかもしれませんが、大久保先生のわ

かりやすい解説で、自ら考えをより深めることができます。まったく心配ありません！ 研究

テーマも自由度が高く、東アジア諸国だけでなく、ヨーロッパやアメリカの政治思想や文化な

ど、「比較」の観点から幅広く学ぶことができます。ゼミ生同士もとても仲が良く、アットホー

ムな雰囲気です。学問と遊びのメリハリがあるゼミです。充実したゼミ生活を送りたい方は、

是非、大久保ゼミへ！ 

７．ゼミの進め方 

2019 年度、３年生のゼミは木曜３限に開講されています。春学期はテキストの輪読やグルー

プ・ディスカッションを通じて、基礎的な知識を身につけます。夏合宿ではディベートを行

い、秋学期は三田論の作成に取りかかります。４年生は木曜４限に、毎週交代で卒論の中間報

告を行っています。 

８．主な使用文献 

 御厨貴編著『天皇の近代―明治 150 年、平成 30 年』（千倉書房） 

岡本隆司『世界のなかの日清韓関係史―交隣と属国、自主と独立』（講談社） 

阿南友亮『中国はなぜ軍拡を続けるのか』（新潮選書）     など 

９．ホームページアドレス 

 tokubosemi.wixsite.com/okuboseminar 

１０．連絡先 

2020 年度入ゼミ担当：井上香奈・金井洸樹・丸重茜子・山崎菜朋子 

入ゼミアドレス：okuboseminar2020@gmail.com 

Twitter アカウント：@TOkbosemi 
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田上雅徳 研究会 

－西欧政治思想研究－ 

 

１．田上教授より 

 「すべては政治だが、政治はすべてではない」という言葉があります。日常生活で生じるちょ

っとしたことも、政治の産物といえば産物です。家族や男女の関係にも「政治性」が見て取れる

ことは、改めていうまでもありません。しかし、だからといって、「政治の論理が私たちの生活

すべてを貫いて何が悪い」と開き直ると、世界は地獄になります。そのことを人類は、前世紀に

思い知らされたはずです。 

ともすれば独走しがちな政治との適切な「距離感」を、私たちは身につける必要があるようです。 

ところで、「すべて」であることを標榜する営みは政治以外にもあって、その最たるものが宗教

です。特に欧米で強い影響力を持ったのは、「この世で無縁な領域は１平方センチたりともない」

と主張するような神を奉ずるそれでした。 

したがって、かの地での宗教と政治は、ヒリヒリするような関係を先鋭化させます。お互い、反

発し合いながらも、相手の魅力（魔力？）を誰よりもよく知っている。そうした両者がどう向き

合ってきたのか、また、どう向き合っていくことになるのか。おもにヨーロッパやアメリカの事

例をもとにこの問題に取り組んでいるのが、私たちの研究会です。そして、「すべて」をめぐっ

てせめぎ合う政治と宗教の実態を理解することは、人間生活の中で政治が占めるべき地位の同

定に資するはずだ。そう私は考えています。 

 ･･････小難しい話になってしまいました。ごめんなさい。照れ隠しも兼ねて、ゼミをめぐる雑

感をひとつ記しておきます。 

 当たり前の話ですが、多くの人にとって大学は、「先生」と呼ばれる人と接する最後の場とな

ります。社会に出ると、「先輩」や「後輩」そして「友人」や「上司」「部下」はいても、先生は

もういません。もっとも、こう述べたからといって私は、「だから先生を有り難く思え」と説教

したいわけでは断じてありません。しかし、使用教室からしても、学生と教師の距離が短くなら

ざるを得ないのがゼミという場です。ですので皆さんには、せっかくの機会ですから、好き嫌い

の対象でも、得になるならないの対象でも、ひょっとすると尊敬するしないの対象でもない（し

かも、多分に面倒くさい）、大人たちとも協働するスキルを身につけてもらいたい。あなたが働

くことになる社会とは、多分にそうした人びとから成り立っていますから。そして、大学内でこ

ういうスキルを培う場を提供できるのは、通常、ゼミだけです。 
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２．研究対象 

 西洋政治思想、中世ヨーロッパ、キリスト教と政治など。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：12 人（うち経済学部 1 名） 

4 年生：18 人 

４．他学部生の受け入れ 

 可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 原則可。メール等を通じて田上先生と個別に要相談。 

６．ゼミ生からのコメント 

私たちのゼミはユーモア溢れる田上先生のもと、アットホームな雰囲気で活動しており、 

ゼミ後は先生も交えて飲みに行ったりしています。サークルや部活動と両立している人も多く

いることから、忙しい人でもしっかりと学べる環境が整っているかと思います。ぜひ、個別説

明会やオープンゼミに足を運んで、雰囲気を感じとってみてください。 

７．ゼミの進め方 

毎週水曜 4，5 限活動（サブゼミ等なし）。2019 年度は 2 限分を三等分し、1 コマ目・２コマ

目が 3 年生向け、3 コマ目が 4 年生向けのゼミとなった。3 年生は文献購読とエッセイの発表、

4 年生は卒業論文執筆を行う。 

まず 1 年を通じた全体的なテーマが先生によって設定され、そのテーマに沿って、約 1 か月

に 1 冊、課題本が指定される。毎週 4 名のゼミ生が指名され、文献の各章を割り当てられる。

指名されたゼミ生は担当の章を読み、自由に 3000 字程度のエッセイを書き、ゼミの時間に発表

する。秋学期は三田論執筆。 

＊夏休みは 8 月下旬に合宿あり。 

８．主な使用文献 

 3 年生が春学期に講読した文献 

· 神崎忠昭『ヨーロッパの中世』（慶應義塾大学出版会、2015 年） 

· 堀越宏一、甚野尚志編『15 のテーマで学ぶ 中世ヨーロッパ史』（ミネルヴァ書房、2013

年） 

· リチャード・E・ルーベンスタイン『中世の覚醒―アリストテレス再発見から知の革命へ』

（小沢千重子訳、筑摩書房、2019 年） 

９．ホームページアドレス 

 https://tanoueseminar2017.wixsite.com/tanoueseminar 

１０．連絡先 

 田上先生連絡先：tanoue@keio.jp 

研究会 Twitter アカウント：https://twitter.com/tanouezemi   
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堤林剣 研究会 

－近代政治思想史研究－ 

 

１．堤林教授より 

 当ゼミではデモクラシーを実践しています。もちろん、私は指導教員なのでいくつかの重要な

特権は保持していますが、多くの事柄については（例えば、輪読文献の決定や様々なイベントの

企画）ゼミ生の自主的行動に任せています。ですので、知的刺激とユーモアに満ちたアカデミッ

ク・コミュニティーづくりに積極的に取り組んでくれる学生を期待しています。幸いにも、現在

に至るまで（つまり、１期生から１６期生まで）チャレンジ精神が旺盛で個性的なゼミ生に恵ま

れてきました。今後もこうした雰囲気と伝統が続くことを願っています。 

 デモクラシーが堕落するとアナーキーになり、最終的に恐ろしい僭主が登場して最悪の事態

を招くというのは古代ギリシア以来の政治学的常識です。したがって、デモクラシーがまともに

機能するためには有徳な市民が存在しなくてはならないのと同じように、ゼミも民主的に運営

するのであれば、そこには「有徳なゼミ生」が求められることになります。ともかく、私には僭

主願望はありませんので、自由でお互いの個性をリスペクト出来るような、知的にしてユーモラ

スな雰囲気が続くことを切望しています。 

 さて、ゼミでの研究内容ですが、ここでもゼミ生の自由が尊重されますので、各々のゼミ生は

自由なテーマで三田祭論文と卒業論文を書くことができます。重要なのは、自らの頭を最大限に

働かせ、明確な問題意識の下、学問をするということです。ただ、当ゼミが掲げる看板は政治思

想ですので、ゼミで輪読する文献は基本的には思想のテクストになります。具体的に何を読むか

はゼミ生と相談して決めますが、少なくとも前半は政治思想の古典（プラトン、アリストテレス、

マキアヴェッリ、ホッブス、ロック、ルソー、ミルなど）にしたいと考えています。また、毎週

行うゼミでは、何よりもディスカッションを重視します。単に文献を読んで知識を頭の中に詰め

込むというのではなく、文献を批判的に吟味しつつ自らの意見を展開し、他のゼミ生の意見と戦

わせ、その対話の中から何かを発見する（「多事争論」）というプロセスが重要なのです。 

 以上のような方針でゼミを行いたいと思いますので、個性的で批判精神が旺盛で、思想に興味

がある学生は奮ってご応募ください。 
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２．研究対象 

 西洋政治思想 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：22 人（男子 10 名 女子 12 名） 

4 年生：0 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可（現在 法律学科一名、経済学部一名在籍） 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 原則、本来の学年の学生と同様 

６．ゼミ生からのコメント 

堤林ゼミのいいところは自由度の高さです！毎授業で取り扱う文献はゼミ生で話し合って決

めたり、論文のテーマに縛りがなかったりと、自由に学ぶことができます。政治思想が学びた

いけど他の思想系ゼミのテーマがしっくりこない人、あるいは自分の学びたいことを持ってい

る人、逆にまだ探している人にとてもおすすめです。また、議論での先生のお話はとても興味

深く、毎回新たな発見があります。ぜひ、堤林ゼミで学びましょう！お待ちしています！ 

７．ゼミの進め方 

◇ ３年生（水曜５限） 

◇ ４年生（水曜４限） 

８．主な使用文献 

 プラトン『国家』 

アリストテレス『政治学』 

トマス・アクィナス『君主の統治について』 

Etc  

９．ホームページアドレス 

 https://tsutsumin.wixsite.com/tsutsu-semi 

１０．連絡先 

16 期生外ゼミ代表：小倉稜史 16 期生入ゼミ担当：濱野倫太郎、夏思安、菊池明彦 

入ゼミアドレス：tutumibayashizemi2020@gmail.com 

Instagram、Twitter もやってます！ 

Instagram アカウント：tsutsu_seminar 

Twitter アカウント：@ tsutsu2017 
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萩原能久 研究会 

－政治哲学・現代政治理論－ 

１．萩原教授より 

 「政治思想は難しい」という声をよく聞く。たしかに、例えばヘーゲル哲学に代表されるよう

な、馴染みにくい難解な用語にうんざりさせられ、数頁読んだだけで投げ出したくなるような思

想書が多いのも事実である。思想を勉強するということが、このような難解な用語を使いこなし、

他人を煙に巻くような議論の仕方を習得することであるという偏見ともいえるイメージが学生

のあいだに定着しているのもうなずける。また、「政治哲学」などを勉強して何の役に立つのか

という声もよく耳にする。哲学書は寝つきが悪い時の誘眠剤として役に立つだけであるという

シニシズムは今はおくとしても、大半の学生にとって、「政治思想」は、卒業必要単位のなかに

入っているからやむなく履修するというのが正直なところであろう。現状がこうであるので、不

本意ながら、まず強調しておきたいのだが、私はこのような「役にもたたない知識」をインテリ

受けするファッションとしてもてあそぶ「思想オタク」を育成することに何の関心もない。私の

ゼミでは、私たちが毎日を生きている社会の現実について「自分の悟性を働かせて考える」とい

うことの基本的トレーニングに徹したいと思う。自分自身の日常から出発することもなく、また

自分の頭で吟味してみようともせずに「借り物」の思想をしたり顔でつまみ喰いすることなど、

「哲学」の名にも値しないと考えるからである。自分の頭で考えるということは、なかなか勇気

のいることである。私のゼミでは、書物や支配的学説という「権威」に盲従することなく、ラデ

ィカルに字義どおり「根底から」自分で考え直すということがひとりひとりに要求される。「考

えるとは乗り超えて行くことである」と述べたのはエルンスト・プロッホであったが、ゼミの学

生には是非とも昨日までの自分自身を乗り超えて、その先まで行って欲しい。別の言い方をする

ならば、そのことが「自由」の意味であると私は考えている。生きていくかぎり、わたしたちは

不断に選択をしていかなければならないのだが、正しい選択をするためには、他人から提供され

た選択肢のメニューを鵜呑みにするのではなく、どれだけの選択肢が現実に存在しているのか、

自分自身で確認しなければならないし、そこで既成の選択肢に満足できないならば、新しい選択

肢そのものを 自分で作り出していかなければならないのである。自由への道はその意味でいば

らの道であるが、これを怠ると、選ぶべき選択肢を他人から操作され、無知の状態に追いやられ

たままそれに気づかず、いつわりの自由にうかれるという「幸福な奴隷」に転落してしまう。考

えるべきテーマは多い。政治、正義、 倫理、教育、文化とリストをあげていけばきりがない。

このどれもが、「収入」に直結しないという意味で、「役に立たない」知識である。それにもかか

わらず、現代を生きる人間が、自由な人間としてよりよく生きようとするかぎり必要で有用な知

識なのである。しかしながら、他人である私が、学生に「自由」たるべく「強制」するというこ

とは矛盾である。「教育」と「洗脳」は紙一重なのである。学生が自分の悟性を使用して自己決

定することができることを願ってのものであれ、教師がそのように外側から働きかけるのは「他

律」による「自律」の形成以外の何ものでもない。極端な話、奴隷状態に満ち足りている人を「解

放」して「餓死する自由」を与えるのは、当の本人にとって余計なお世話になりかねないのであ

る。したがって、私のゼミを志望する学生諸君には、その困難さを自分で引き受けようとする気

構えだけは是非とも持っていて欲しい。別の言い方をするならば、私はゼミを、単なる教育・研
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究の場として位置づけているのではなく、自分を取り巻く状況について自分で考えることによ

る「人間形成」の場であると考えているのであり、その場にあっては、私自身も他のゼミ員と同

じく一参加者にすぎないということである。すべてがマニュアル化され、それなしでは不安で生

きていけないというのでは情けない。人生にも、そして政治哲学にも、これ一冊ですべてがわか

るという「教科書」などは存在しない。私のゼミの学生には、せめて自分の人生のマニュアルは

自分で作っていって欲しい。その手伝いをするのに私はやぶさかではない。 

２．研究対象 

 政治哲学・現代政治理論がメインです。毎年扱うテーマは異なります。2019 年度の三田祭論

文のテーマは「政治的なものの現在」、2018 年度は「ポストコロニアリズム」、2017 年度は「ナ

ショナリズム」でした。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生（26 期）：25 人（うち 2 人が留学中） 

4 年生（25 期）：25 人 

４．他学部生の受け入れ 

 原則として一次選考のみ可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 10 月 31 日までに連絡があった学部生に限り、入ゼミ選考において特別の考慮をいたしま

す。連絡のあった人数によって、面接（Skype）の時期を決定いたします。なお、秋学期以降に

復学する学部生の受け入れは一次選考のみといたします。 

６．ゼミ生からのコメント 

萩原ゼミは学生が社会に出たときに最も必要とされるであろう「自分で考える力」の育成に

最適な場所です。またみんなで考え抜いて意見を交換していくことによって「発言力」や「論

理的な思考」が身につきます。萩原ゼミは勉強面以外にも魅力を持っています。夏合宿は沖縄

で行われ、ゼミ生同士で親睦を深めることができる上に、ダイビングなどで海を満喫すること

もできます。また通常のゼミやイベントも 3 年生と 4 年生が同じ空間にいるため、学生の垣根

を超えた繋がりを形成しやすいです。ぜひ個別説明会やオープンゼミに足を運んで雰囲気を感

じ取ってみてください。 

なお、教授の定年退職の関係上、みなさんが最後の萩原ゼミのゼミ生になります。 

７．ゼミの進め方 

本ゼミ：水曜 4・5 限。担当グループ（5～6 名）がレジュメを作成し、それをもとにディス

カッション形式でゼミを行います。サブゼミはありません。 

８．主な使用文献 

 カール＝シュミット『政治的なものの概念』、ハンナ＝アレント『全体主義の起原』 

ミシェル＝フーコー『監獄の誕生』、プリモ＝レーヴィ『アウシュヴィッツは終わらない』 

ジョルジョ＝アガンベン『ホモ・サケル』『アウシュヴィッツの残りのもの』 

クリスチャン＝ヨプケ『軽いシチズンシップ』 

９．ホームページアドレス 

 http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/hagisemi/index.html 

１０．連絡先 

26 期ゼミ代表：佐藤 優人（外ゼミ代表・内ゼミ代表兼任） 

26 期入ゼミ担当：大尾嘉 健、村田 賢信、三井 賢 

入ゼミアドレス：hagisemi2020@gmail.com 

Twitter アカウント：@hagiwaraseminar 
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小川原正道 研究会 

－日本政治思想史－ 

 

 

１．小川原教授より 

 小川原正道研究会では、主に幕末から昭和戦前期にかけての日本政治思想史、日本政治運動史

について研究を行う。特に、近代国家としての日本が形成された明治期に焦点をあて、その時代

に、いかなる政治思想が創出され、またいかなる政治運動が展開して、現実の政治制度が構築さ

れていったのかについて、多角的に分析する。分析の軸とするのは、慶應義塾の創始者、福沢諭

吉である。福沢は、西洋の政治思想をいち早く日本に紹介し、自由や権利の概念を広め、議会制

度や政党内閣の形成といった政治制度の構築にいたるまで、幅広い提言を行っていった。もとよ

り、同時代において活躍した政治思想家は福沢だけではない。福沢がモデルとしたイギリス流の

議会政治・政党政治に対し、自由民権運動の主流派はフランス流の国家モデルを目指し、伊藤博

文に代表される明治国家の指導者はプロシアをモデルとして国家を形成していった。こうした

福沢をはじめとする思想の諸潮流について、民権運動の指導者であった板垣退助や大隈重信、明

治国家側の大久保利通や伊藤博文など、個人に焦点をあてて研究を進めるのが本研究会の特徴

である。すなわち本研究会では、近代という時代が持っていた大きな可能性と多様な選択肢を、

福沢をはじめとする個人という視角から、模索していくことになる。 

３年次には三田祭での研究発表を目指して共同研究を行うが、2019 年度のテーマは「福沢諭吉

と明治の元勲たち」である。福沢を軸に、明治の元勲と言われた三条実美や岩倉具視、西郷隆盛、

大久保利通、木戸孝允、伊藤博文、山県有朋、西園寺公望といった政治家との交流、そして思想

の比較を行っている。４年次には、卒業論文の作成を目指して研究発表を重ねていく。この間、

ゼミ合宿や他大学のゼミとの交流、ＯＢ・ＯＧ会、などを通じて、縦と横の人間関係を広く構築

していくのも、本研究会の醍醐味である。もちろん、研究対象とする人物について深く探求する

ことで、調査・研究能力を身につけるとともに、発表やそれへのコメント、ディスカッションな

どを通じて、プレゼンテーションや討論、対話、思索の力も身につけていく。 

日本の大学で学び、政治学科で学び、慶應義塾に学びながら、日本の政治思想、特に福沢のそれ

を知らずに過ごしてしまうのはあまりに勿体ない。本研究会ではそんな需要に応える知的資源

を提供しているつもりである。 

法学部教授 小川原正道 
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２．研究対象 

 日本政治思想史、近代日本政治思想史 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：17 人 

4 年生：12 人 

４．他学部生の受け入れ 

 可能。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 要相談。 

６．ゼミ生からのコメント 

テーマを用いて共同研修に取り組み、文献購読や研究発表を重ね、三田祭での研究発表に向

けて頑張っています。これらの活動を通じて、論文の書き方、情報収集・分析の手段はもちろ

ん、ディスカッションやディベート力を身につけることができます。また春と夏に合宿もあり

ます。合宿に行くことによって、学問を共有し合い、先生からのアドバイスもたくさんいただ

けるので良い機会となっています！他にも、首都圏の史跡に足を運ぶ「史跡巡り」をします

が、まだまだ残っているものがあり、時代を感じられ且つ知ることができたので、とても良い

機会となりました。日本政治思想の知識を深められること以外にも学べることがたくさんあり

ます。最後に、福澤を学ぶ機会があるのですから、是非とも義塾の持つ歴史的な出来事を一緒

に学びましょう！ 

７．ゼミの進め方 

火曜日３限に講義を行っています！和気あいあい、かつほのぼのとした雰囲気の中で学び、

小川原先生からアドバイスや解説を頂いています！毎時間、順番を決めてそれぞれのテーマを

もとに発表し、発表者にはコメンテーターと呼ぶ質問者もつけて、より深く文献を理解出来る

ようにしています。また木曜日にサブゼミがあり、さらに日本政治思想の知識を深めるために

文献購読を中心に行なっています。 

８．主な使用文献 

 河野有理『近代日本政治思想史ー荻生徂徠から網野善彦まで』 など 

９．ホームページアドレス 

 http://ogawarazemi.wp.xdomain.jp/ 

１０．連絡先 

Twitter アカウント：https://twitter.com/ogawaraseminar 
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笠原英彦 研究会 

－日本政治史・日本政治論－ 

 

１．笠原教授より 

 ここ数年、日本の政治や行政を取り巻く環境は大きく変化してきた。２０１２年末の政権交代

以来、自公政権は長期安定政権の様相を呈しているが、対外的には外交・安全保障、通商問題な

どへの対応を迫られている。グローバル化の進行に伴い、両者はますます密接な関係をもつにい

たっている。 

現政権の下では、金融の異次元緩和や財政出動、構造改革の推進により、自動車など輸出関連

産業を中心に一見景気は回復したかにみえる。しかし、格差は拡がり、国民は景気回復を実感し

ていない。 

今世紀に入り、ヒト、モノ、カネなどが瞬時に国境をこえて拡大するグローバル化の波が、容

赦なく日本の政治や経済を直撃し、景気回復や経済成長に冷水を浴びせてきた。そのため、日本

政治がこうしたグローバリゼーションとどう向き合うかが大きな政治課題となっている。 

それでは、日本政治はグローバル化とどう向き合うべきか。多角的な通商交渉だけでなく、アジ

ア・太平洋地域における外交・安全保障のあり方を冷静に注視し、日本の国益に資する戦略と交

渉力が求められる。今こそ政官民が一体となって、国益を追求すべきであろう。 

これからの日本にとって重要なのは、エネルギー政策や食料安全保障なども含めた、いわゆる

総合安全保障と、年金、医療、介護、子育て支援など少子高齢化に対応するための社会保障であ

ろう。日本の社会保障制度は深刻な制度疲労を起こしており、大胆かつ精緻な制度改革案の策定

が強く求められている。 

当ゼミでは、以上のような問題意識の下に、総合安全保障や社会保障の問題を取り上げ、歴史

的アプローチも加えながら、政策形成と政策決定のプロセスを検証しつつ、これまでの政策判断

の当否を明らかにしてゆきたい。 

来年度も、３年次には、「日本政治の課題―少子高齢化と日本の社会保障」をテーマに共同研

究を進める予定である。４年次には、各自の関心に基づき、広く日本政治に関する卒論研究を行

う。古代日本政治史や現代の皇室制度なども含め広範なテーマ設定が可能である。 

３年次の三田祭共同研究と４年次の卒論の作成のすべてを「消化」することで、ゼミの活動は

完結する。意欲ある学生諸君の参加を大いに期待してやまない。 
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２．研究対象 

 笠原英彦研究会では、日本の政治、行政、歴史を研究対象としています。春学期の本ゼミで

は社会保障制度についての基礎知識を輪読などを通して身につけました。現在は三田論に向け

て「介護保険法改正」について国会や地方自治体など様々な視点から捉えるといった手法で研

究を進めています。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：13 人 

4 年生：9 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れません。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 他の学生と同様に対応します。 

６．ゼミ生からのコメント 

先生はもちろん、知識豊富な先輩方の指導を仰ぎながらも、アットホームで温かみのある雰

囲気の中、ゼミ生個々が発言しやすい環境でゼミは進められます。一人では難解な文献や論文

もゼミ生全員で理解できることが当ゼミの強みと言えます。少子高齢化の進む日本で社会保障

について学ぶことは非常に意義深いものです。ぜひ、一緒に社会保障について知識を深めまし

ょう。 

７．ゼミの進め方 

本ゼミでは、年度ごとに定められた研究対象に関する文献を輪読し、担当者がレポーターと

して内容をレジュメにまとめて報告し、コメンテーターが論点を挙げ、それに基づいて議論を

行います。 

 サブゼミでは、本ゼミの延長線上に位置し、文献の輪読や、三田論・卒論の執筆に向けての

議論を行います。研究に対しての主体性がより一層求められます。 

８．主な使用文献 

 真野俊樹『入門 医療政策』、大山耕輔『公共政策の歴史と理論』、島崎謙治『医療政策を問い

なおす』 

９．ホームページアドレス 

 http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/kasaharazemi/ 

１０．連絡先 

30 期生外ゼミ代表：前川航 30 期生入ゼミ担当：岡部舜・後藤南穂・笹井香菜子・廣田開斗 

入ゼミアドレス：kasaharazemi29@gmail.com 

Twitter アカウント：@kasaharakeio  ☆質問等、お気軽にご連絡ください！ 
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玉井清 研究会 

－近代日本政治史－ 

 

１．玉井教授より 

 近代日本政治（明治～昭和戦前期）を主たる専攻領域とし、同時代の社会・文化・経済の動態、

さらには新聞・雑誌を中心としたジャーナリズム、言論、思想界の動向をも視野に置いた多角的

研究を行う。「賢い民族は歴史から教訓を学ぶ」という。今日の日本を分析する場合も、今後の

日本の針路を考える際にも、生きた政治史は、諸君に貴重で有益な示唆を与えてくれる資料の宝

庫である。この宝庫に足を踏み入れる感動を体験したい者への道案内をするのが本研究会の目

的である。 

ゼミ 2 年間のスケジュールは大略、次の通りである。まず 3 年の前半には、時代の大きな流れを

つかむために近代日本政治の基本文献を精力的に読み討論する。（従って、当該領域の知識が不

足していることを心配する必要はない）。また資料の収集・整理分析の方法・論文の書き方など

も同時に学んでもらう。夏休み以降は、三田祭で発表するテーマに即し、ゼミ一丸となって調査

研究に取り組む。（「政治危機とマスメディア」と題し、テロや暗殺、戦争などの政治危機に際し、

我が国のマスメディアがいかなる反応を示したか、近代日本政治史上の事例研究を通じてその

問題点を考察する）。上記の勉強を基盤に 3 年の後半から卒論のテーマを次第に明確にしてゆき、

中間発表を繰り返しながら研究を進める。そして 4 年の卒業前の指定日までに卒論を完成し提

出する。なお論のテーマは、冒頭に示した時代に関するものであれば、政治家・軍人・言論人の

個人研究から、政党・軍部・官僚などの組織・戦略研究・新聞雑誌の政治放送を分析するマスメ

ディア研究、あるいは政治史上の事件を焦点にして取り上げた研究でもよい。各人の趣味と関心

に基づき自由に選択する。 

 入会に際しての条件は、まず大学生活における本籍を当研究会に置くことが可能なことであ

る。つまりサークル等、いかなる団体に所属していてもかまわないが、ゼミの活動（春・夏の合

宿・新歓等のコンパ）を最優先にすることを求める。またゼミの活動に責任を持ってあたり、自

主的・積極的に参加することである。この条件を満たすものであれば、大歓迎である。大学入学

後、スポーツや娯楽を通じた喜びしか味わったことのない諸君、学問研究を通じた知的冒険に旅

立ち、自らの視野を広げ新たな発見をする知的興奮を体験したくはないか。教師や他のゼミ員と

ともに、この知的感動を求め旅する意欲があり、残りの大学生活の悔いを残すことのなきよう充

実したゼミを望む学生の入会を期待する。「厳しく、しかし楽しく」、これが本研究会のモットー

である。 
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２．研究対象 

 主に近代日本政治と言われる分野。具体的には明治～昭和戦前期の政治を主たる専攻領域と

し、同時代の社会文化、経済の動態、さらには新聞・雑誌を中心としたジャーナリズム、言

論・思想界の動向をも視野に置いた多角的研究を行う。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：12 人 

4 年生：12 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 ・入ゼミ選考期間に日本にいない場合…一次試験の課題提出は郵送により行なってもらう。

また、二次試験の面接の方法については個別で相談する（スカイプの利用等）。 

・ゼミ入会後に留学へ行く場合…留学している期間に本ゼミ活動に関わる必要はないが、帰国

後は通常通りゼミ活動に参加してもらう。 

［不明点がございましたら、入ゼミ担当者連絡先までお問い合わせください！］ 

６．ゼミ生からのコメント 

まず、春学期に近代日本政治の基礎文献を読むので、世界史選択であった人も心配いりませ

ん！皆で一丸となり、全力でゼミ活動に取り組む環境が玉井ゼミにはあります。また、同期は

もちろん、先輩後輩の仲がいいのも玉井ゼミの魅力です。「厳しく、かつ楽しく」がモットーの

玉井ゼミで、最高に充実した大学生活を送ってみませんか？お待ちしております！ 

７．ゼミの進め方 

○本ゼミ（水曜 4・5 限）…3 年生は事前に基礎文献の購読をし、要旨担当者（1 名）とコメ

ンテーター（2、3 名）を中心に議論を進める。4 年生は卒業論文構想を各週発表していく。 

○サブゼミ（水曜本ゼミ後）…3 年生のみで行われるゼミで、主に三田祭で発表する論文冊子

（資料集）作成のため、テーマ決定や議論、発表などが行われる。 

８．主な使用文献 

鳥海靖『日本の近代＝国民国家の形成・発展と挫折＝』放送大学教育振興会 

北岡伸一『政党から軍部へ』中公文庫 

玉井清『日米戦争下の敵愾心高揚についての考察』慶應義塾大学法学研究会  

慶應義塾大学通信教育部『三色旗(近代日本の選挙)』慶應義塾大学出版会株式会社 

９．ホームページアドレス 

 http://tamaiseminar.main.jp/ 

１０．連絡先 

入ゼミ担当：渡部健介 

入ゼミアドレス：tamaiseminar2019@gmail.com 

Twitter アカウント：@ tamaikiyoshi 
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麻生良文 研究会 

－財政学・公共経済学－ 

 

１．麻生教授より 

 麻生研究会では，財政学・公共経済学を中心に研究を行います。公共経済学は政府活動の根拠

や政府活動の効果など公共部門のあり方を議論する学問です。伝統的な財政学とほぼ同じ領域

をカバーしますが，ミクロ経済学の応用という側面が重視されるという特徴を持っています。 

財政政策のあり方，税制，地方分権，社会保障制度，再分配政策など，わが国の抱える政策課

題の中でも最も重要なものは，公共経済学の知識がなくては理解できません。重要なのは，体系

的な知識をしっかり身につけることです。そのためには標準的な理論を学ぶ必要があります。問

題の歴史的経緯や制度の詳細を調べる際にも同じことがいえます。よく「歴史に学べ」と言われ

ますが，歴史家の視点を形成するのも「理論」です。歴史家の視点が古臭い理論に基いているこ

とはよくあることですが，その場合，歴史からはそれなりの教訓しか引き出せないでしょう。 

当研究会では，3 年生の段階ではまず共通の文献を購読し，基礎理論の習得に努めてもらいま

す。そして，秋学期にはグループごとに具体的なテーマについての研究をおこなってもらいます。

また，4 年生は 1 年をかけて卒論に取り組んでもらいます。扱う内容はかなり広範囲です。例え

ば，過去の三田祭発表や卒論では，市町村合併，道路公団改革，ゴミ問題，知的財産権，財政投

融資制度改革，土地問題，年金・医療，アベノミクスなどを扱いました。 

来年度のゼミでは社会保障制度や地方財政の問題を扱う予定ですが，ゼミ生の要望も踏まえ

柔軟に対応します。どのテーマを扱うにせよ，最初は公共経済学，財政学の基礎理論の修得が必

要で，具体的な政策課題を扱った専門的な文献や実証分析を扱った論文を読むのはその次の段

階になります。なお，その段階では，経済理論に加え，統計学・計量経済学の知識が必要になり

ます。このため，春学期の段階から，計量経済学の解説と統計ソフト R を用いた実習も同時並

行的におこなっています。 

２．研究対象 

 公共経済学一般。社会保障制度、地方財政。R という統計ソフトを用いて計量経済学の実習

を伴う講義も行います。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：15 人 

4 年生：15 人 
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４．他学部生の受け入れ 

 受け入れます。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 受け入れます。入ゼミ試験の当日に帰国できない場合は相談してください。 

６．ゼミ生からのコメント 

麻生ゼミは法学部政治学科の中でも唯一経済学を学ぶ研究会です。夏休みには 2 泊 3 日でゼ

ミ合宿を行っており、三田論の作成は行っていません。 

 2 時間連続合同ゼミなので学年をこえてみんな仲が良く、先生を交えてゼミ後に飲み会をひ

らいています。飲み会では先生から普段聞けない話を聞けたりもするので毎回とても盛り上が

ります。また、月に 1 度その月に生まれたゼミ生のお誕生日をお祝いしています。5 月には麻

生先生のお誕生日をみんなでお祝いしました。ゼミ合宿では、チームに分かれて研究・発表を

行ったり、先輩方の卒論発表を聞いたりと真面目に勉強します。その一方で空き時間や夜は観

光をしたりコンパをしたり親睦を深めています。 

経済学が好き・興味があるという方はもちろん、ゼミでの勉強以外も楽しみたいという方は

ぜひ麻生ゼミへ！気になることがある人は気軽にメールか Twitter で質問してください！ 

７．ゼミの進め方 

毎週水曜 4.5 限に 3.4 年生合同で実施しています。担当者がパワーポイントを用いて報告を行

います。 

８．主な使用文献 

 麻生良文・小黒一正・鈴木将覚共著『財政学 15 講』、麻生良文著『ミクロ経済学入門』 

真野俊樹著『入門医療政策』、駒村康平著『日本の年金』 

９．ホームページアドレス 

 https://keiolaw.org/seminar/aso_yoshibumi 

１０．連絡先 

ゼミ代表：富田敦士 入ゼミ担当：大坪真愛 熊谷由希 林田安真 藤川理子 吉田花菜 

入ゼミアドレス：yoshida.kana.1021@gmail.com 

                yume.take.@keio.jp 

Twitter アカウント：@AsoSeminar2019 
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大山耕輔 研究会 

－行政学・政策研究・ガバナンス論－ 

 

１．大山教授より 

 私のゼミのモットーは「よく学びよく遊ぶ」です。通常のゼミ活動への積極的な取り組みはも

ちろんですが、ソフトボール大会、早大政経学部縣公一郎ゼミとの合同ゼミ等々、すべてを楽し

んでいます。以前は、中大佐々木信夫ゼミとディベート試合を楽しみました(佐々木先生は定年

退職されました)。 

研究対象は行政や公共政策ですが、統治能率を追究する伝統的な「国家中心の行政」より、行

政は納税者の望むように税金を使っているか、政策は効果があったか等を監視する「ガバナンス

の行政」や「民主主義の行政」の視点で研究しています。 

「NPM とポスト NPM の行政信頼に対する効果―国際比較の視点から―」『経済学論纂(佐々木

信夫教授古稀記念論文集)』58(3-4):37-58, 2018 年 3 月、『公共政策の歴史と理論』(監修、ミネル

ヴァ書房、2013)、『比較ガバナンス』(編著、おうふう、2011)、『公共ガバナンス』(ミネルヴァ書

房、2010)、『エネルギー・ガバナンスの行政学』（慶大出版会、2002）、『行政指導の政治経済学』

（有斐閣、1996）等はそうした視点からまとめた著作です。 

ゼミ生の進路は、政治家・公務員・学者･ジャーナリスト・企（起）業家・ビジネスパーソン

など多様です。「ガバナンスの行政」の視点からは、多くの人びとに関わる公共的な問題の解決

のために積極的に貢献する人間が望まれます。が、まずは、4 年の夏合宿からゼミを放棄するこ

となく、卒論を書いてゼミ OB に加わる根性を見せて欲しいです。 

現代日本の行政システムを扱うことが多いですが、行政や公共政策に関わることであれば何

でも研究対象になります。また、研究対象に応じて多様なアプローチが可能です。少数事例法(ケ

ーススタディ）、多数事例法(計量分析)、比較(国家、自治体、政策)等ですが、最近は、因果関係

の特定や政策効果の評価などに威力を発揮する統計的手法を積極的に学んでいます。統計的手

法は、英語と同様、社会人になっても必要なツールです。  

週 1 回の本ゼミが中心ですが、3 年生は、三田祭論文の共同研究をするため、サブゼミがあ

ります。本ゼミでは、行政学や政策研究の先行研究をフォローしながら、論点や問題点を発見し

たり討論したりして、いろいろな理論を検討･考察します。4 年生は、各自が興味を抱いた理論

に基づいて、リサーチクエスチョンと作業仮説を立てて検証する作業を繰り返しながら、卒論を

完成させます。三田祭論文やよい卒論は、政ゼミ委員会が編集発行する学術雑誌『政治学研究』

に積極的に発表するよう指導します。こうして、自分の頭で考え選択して責任をとる独立自尊の

納税者をめざします。  

なお、公務員希望者に対する特別な配慮はしませんが、採用試験の一般的な情報提供、ゼミ 

OB の紹介、ダブルスクールや大学院進学のアドバイスや相談等を行います。脱公務員の時代と

言われますが、優秀な人材が公務員の道に進むことも、将来の日本にはとても大切なことです。 
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２．研究対象 

 行政学、政策研究、ガバナンス論  

３．ゼミ生の構成 

3 年生：18 人 

4 年生：12 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可。原則として政治学科生と同等に扱うが、他学部生の枠は全体の１割（２人）程

度を考えています。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 受け入れ可。ただしゼミナール委員会の定める入ゼミ手続きに原則したがってもらいます(個

別に準用します)。入ゼミ希望者は、できるだけ早く(留学に行く前に)担当者にメールで連絡す

ること。 

６．ゼミ生からのコメント 

大山ゼミは、行政学を専攻しています。「よく学びよく遊ぶ」をモットーに様々な行事に意

欲的に取り組んでいます。例えば、今年度の合宿において、勉強面では、三田論の進捗状況の

報告を行い大山教授・院生から講評を頂いたり、ゼミ生同士でディベートを行ったりし、充実

した時間を過ごしました。一方で、遊びの面では、花火や水風船などのレクリエーションを行

い、全力で楽しみました。 

通常のゼミでは、教授・院生の方にアドバイスをしていただき、充実したゼミ活動を行うこ

とができます。体育会に所属している人もおり、様々な人が在籍していることも魅力的です。 

将来に関しては、公務員や大学院進学、一般企業への就職等たくさんの道が選択できます。

実際、先輩方も多種多様な業界において活躍されています。 

７．ゼミの進め方 

〇本ゼミ（水４）  

文献を輪読し、毎回、発表者と討論者によって提示された論点を元に、議論を行います。教

授や院生の意見を伺うことができる貴重な機会です。  

〇サブゼミ（水５）  

三田祭論文の発表に向けて、テーマやアプローチ方法について議論し、合同ゼミ等の中間発

表の場を経て、一つの論文を完成させていきます。 

８．主な使用文献 

 村松岐夫（2019）『政と官の 50 年』第一法規、谷本有美子（2019）『「地方自治の責任部局」

の研究 その存続メカニズムと軌跡（1947－2000）』公人の友社、大谷基道・河合晃一編

（2019）『現代日本の公務員人事―政治・行政改革は人事システムをどう変えたか』 

９．ホームページアドレス 

 https://oyamaseminar2019.jimdofree.com 

１０．連絡先 

内ゼミ代表：小林海人 外ゼミ代表：白井大地 

入ゼミ担当：東條有紗、野本萌子、福田龍河 

入ゼミアドレス：oyama.semi.19@gmail.com 
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笠井賢紀 研究会 

－地域社会論・生活史法－ 

 

 

１．担当教員より 

 私（笠井賢紀）は 2019 年度に政治学科に赴任した教員（専任講師）で、2020 年度に研究会を

初めて担当します。そのため、入会する学生は 1 期生であり初年度は原則 3 年生のみとなる予定

です。先輩やゼミの伝統がない代わりに、自分たちこそが雰囲気や実績を率先して作り出すとい

う気概をもって取り組むことができるでしょう。 

専門は地域社会論および質的社会調査法（特に人生史の聞き取り）です。地域社会、コミュニテ

ィ、都市・農村、民俗、共生、福祉、生活などのキーワードに関連する話が多くなります。 

私自身は現在までに 13 回の引越を経験し帰省する場所、あるいは「ふるさと」と呼べる場所は

ありません。また、引っ越すことが前提となる生活が長く、日本の地域社会論において中心的な

テーマの一つである自治会・町内会に入会したこともありません。しかし、だからこそコミュニ

ティ幻想に囚われず、知的好奇心の尽きない＜地域社会＞という対象に向き合い続けるのでは

ないかとも思います。 

国内外で調査を続けるうちに「地域社会を支えるボランタリーな人たち」の働きに驚きを覚え、

彼らこそが公共性を育んでいると考えました。同時に、地域社会の彼らへの強い依存にも気づか

されました。そうしたコミュニティ・ボランティアの人たちの人生史に基づく研究に取り組んで

います。最近では民俗調査（左義長、伊勢講）や、空き家を「住み継ぐ」ためのプロジェクトに

も参画しています。 

これまでの／これからの地域社会を共に考えるには、現場としての地域社会での経験や調査と、

それを冷徹に分析するための理論の両方が欠かせません。本研究会では、学説史研究を行う場合

においても「現場を持つこと」を必須とし、個人・グループで社会調査を行います（国内・国外

を問いません）。最終的には各自が個別の地域社会について 2 度以上訪問して調査を行い、全員

が卒業論文を執筆します。 

教員自身の調査手法は主に個人の人生史の聞き取りを中心とし、地域社会の社会史との関連か

ら地域社会を描く「生活史法」です。地域社会や人生について学び考えたい皆さんの入会を心よ

り歓迎します。 

入会に際して特別に求める能力や経験はありません。ただし、地域社会を冷静に――ときに批判

的に――調査・研究しようとする姿勢と、同時に、地域社会で現に生活している人たちへの謙虚

な姿勢を兼ね備えられるよう努められる人を望みます。 
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２．研究対象 

 主に現代の地域社会における諸課題。対象地域は国内外を問わない。地域社会への関心に基

づく研究であれば、対象は個人であってもよい。 

３．ゼミ生の構成 

新規開講のため、情報なし。 

４．他学部生の受け入れ 

 可。政治学科の学生と同様の課題・方法で判断します。他学部（学科）生の場合には必ず志

望理由に「なぜ他学部（学科）の研究会を志望するのか」がわかるように書いてください。他

学部（学科）のゼミと本研究会を兼ねることは認めますが、その場合は複数のゼミを兼ねるこ

とにより期待する効果が見込めることを条件とします。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 10 月中に希望を書いて連絡をください。やり取りをした上で、特別な配慮をするかどうかを

個別に判断します。 

６．ゼミ生からのコメント 

新規開講のため、情報なし。 

７．ゼミの進め方 

水曜午後はすべて研究会に当てるものと想定しておいてください。運営は学生と協議のうえ

で決めますが、参考スタイルを以下に示します。 

＜本ゼミ（水曜 3,4 限）＞ 

・社会学に関する文献講読を行う。 

・質的社会調査に関する文献講読および演習を行う。 

＜サブゼミ（水曜 5 限）＞ 

・グループ（または個人）で社会調査の計画を練り準備を進める。 

・個人の卒業論文に関する教員との個別面談を行う。 

＜ゼミ活動＞ 

・日本国内の地域で合宿を行い、地域社会との交流を深め議論する。 

・三田論は行わない予定だが学生の意見を尊重する。 

・その他のレク等はゼミ生の自主的な企画に期待する。 

８．主な使用文献 

 ウェブサイトに適宜掲載する。工藤保則・大山小夜・笠井賢紀編著『基礎ゼミ社会学』

（2017, 世界思想社）はゼミでは用いないが前提とする。 

９．ホームページアドレス 

 https://katatsumu.jp/ 

１０．連絡先 

笠井賢紀（教員本人） kasai@law.keio.ac.jp 

※新設研究会ですから学生は不安が多いでしょう。まずはウェブサイトで業績等を見てか

ら、わからない点は教員に直接メールを出して聞いてください。 

※10 月 5 日の個別説明会でもブースに教員が滞在予定です。 
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河野武司 研究会 

－現代民主主義－ 

 

１．河野教授より 

 「人民の人民による人民のための政治」というリンカーンの有名な言葉を君たちも知っている

ことでしょう。このように治者と被治者の同一性をその基本的特徴の一つとするデモクラシー

には２つの大きな流れがあります。直接民主制と間接民主制です。もともと古代ギリシアの都市

国家アテネにおいて直接民主制として花開いたデモクラシーですが、今日の民主主義国家のほ

とんどが間接民主制を採用しています。しかし、間接民主制は最善の政治制度とは言えません。

時に機能不全に陥ることがあります。例えばフランスの思想家ルソーは、イギリスの代議制を批

判して、「イギリスの国民は選挙の時だけ自由で、あとは奴隷」という言葉を早くも 200 年ほど

前に遺しています。この言葉は残念ながら過去の遺物ではありません。間接民主制の下で現実に

われわれ国民が選ぶことのできるのは政策を決定する政党や政治家であって、政策ではないの

です。現実には、選挙に勝利し政権を担当することになった政党に次の選挙までの間は政策の形

成と決定を一任することになります。このようなエリートが形成し決定する政策は、果たして民

意を反映しているのでしょうか。市場中心主義の導入や、格差の拡大とその固定化を日本の国民

は望んだのでしょうか。しかし一方でわれわれ市民は自らの未来を正しく選択できるほど、十分

に情報を持ち、主体的に政治に参加できるような存在になっているのでしょうか。シュンペータ

ーが定式化したリーダーシップ獲得のための競争の装置というエリート主義的民主主義論はあ

まりにも有名です。 

政治的無関心が蔓延する現代において、もし代議制民主主義が機能不全に陥っているとする

ならば、それを超えるＩＴ時代の 21 世紀に相応しい新しい民主主義のあり方を直接民主制と間

接民主制の間に構想しようというのが、このゼミにおける基本的課題です。 

 私は私の研究会が学生諸君にとって「良き師、良き友、良き本」という３つの出会いの場にな

れればと考えています。このすべてとは言わないまでも、どれか１つにでも出会えれば、研究会

への加入は有意義なものであったということができるでしょう。もちろんこのような出会いの

ためには、研究会へ臨む君たち自身の心構えも重要です。フリーライダーになることなく、研究

会の様々な活動に対して、主体的に参加できる意欲的な学生の入会を期待します。 
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２．研究対象 

 研究テーマは「現代の代議制民主主義における機能不全とその克服」で、より具体的には経

済的格差の拡大を放置する状態は民主的と言えるのかといった問題やインターネットは民主主

義の味方か敵かといった問題に関して研究しております。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：25 人 

4 年生：21 人 

４．他学部生の受け入れ 

 可能 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 個別に対応します。相談したい方は連絡をしてください。 

６．ゼミ生からのコメント 

河野武司研究会では、ゼミ活動を通して、現代民主主義への理解を深めることができるのは

もちろんですが、社会に出る上で必要な「問題解決へのアプローチの仕方」を身につけること

ができます。「社会における問題は何か。」「その問題はなぜおこったのか。」「その問題を解決す

るにはどうアプローチすれば良いのか。」ということをゼミで議論し、考えていきます。そのた

め、積極的にゼミ活動に取り組み、議論で意見を発言できる人を募集しています。 

本ゼミだけでなく、サブゼミや合宿なども充実しているため、ゼミの仲がとても良いです。

是非、河野武司研究会の個別ブースやオープンゼミに足を運んでみてください。 

７．ゼミの進め方 

河野武司研究会では毎週水曜日の 4 限に 3 年生、5 限に 4 年生の本ゼミがあります。本ゼミ

では輪読を中心に活発な議論をしています。また、他大学と対抗のディベート大会への参加

や、三田祭での論文発表などのサブゼミも充実しています。 

８．主な使用文献 

 キャス・サンスティーン著『♯リパブリック インターネットは民主主義になにをもたらすの

か』 

イーライ・パリサー著『フィルターバブル インターネットが隠していること』 

コリン・クラウチ著『ポスト・デモクラシー』 

ピエール・ロザンヴァロン著『カウンター・デモクラシー』 

９．ホームページアドレス 

 http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/kohno/ 

１０．連絡先 

ゼミ代表：松田浩平 

入ゼミ担当：赤木希、地引優太、西村綾香、吉岡圭吾、西本美紀、中村俊哉 

入ゼミアドレス：地引優太 jibiki@keio.jp 
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澤井敦 研究会 

－現代社会理論－ 

 

１．澤井教授より 

 本研究会は 2004 年に発足し、現在、第 13・14 期生が在籍しています。「現代社会理論」を掲

げていますが、実質的には「社会学」全般が対象です。 

研究会の基本的な目的は、多様な展開を見せる現代社会理論（液状化論、リスク社会論、個人化

論、消費社会論･･････）を基盤としながら、現代社会のさまざまな動向（自己や人間関係の様相、

家族や組織の様相、文化や社会意識の様相･･････）についての考察を深めることです。 

授業は、社会学および社会理論の基礎知識の習得を目的とする「共同研究」と、各自の卒業論文

作成にむけての「個別研究」を並行させてすすめています。 

①共同研究 共同研究では、社会学や社会理論の基礎的な文献を共同で輪読し、報告と討論を

おこないます。社会学や社会理論の基本的な考え方を身につけ、共有することがここでの目的で

す。また、サブゼミでは数名ずつのグル－プに分かれ、それぞれ関心を共有できるテーマを設定

しグループ研究を行っており、その成果をオープゼミや三田祭にて発表しています。共同研究は、

②の個別研究の基礎づくりともなるものです。 

②個別研究 個別研究では、卒業論文に向けての各自の研究経過・成果の報告、質疑応答、メ

ールによる指導などをおこなっています。3 年次には、三田祭論文（10000 字程度）、4 年次には

卒業論文（25000 字以上）を作成します。卒論は、4 年間の各自の学業の集大成であり、ある種

の記念品となるべきものでしょう。重要なのは、自分が本当にこだわれるテーマを見つけだすこ

と（とはいえ、これは意外に難しいことです）、そして、情報収集やゼミでの討論をつうじて他

者の意見や状況を知り（場合によっては、フィールドワークや調査に出向き）、それらをつうじ

て、「他者のものではない」、と同時に「独りよがりのものでもない」、つまり、「これこそ自分の

もの」と言える考えを論文のなかで立ち上げていくことです。一言でいえば、各自が「論文のな

かで自分を立ち上げる」、これが、研究会の基本的な目標であり指針です。したがって、卒論の

テーマは、現代社会の動向に関するものであればよく、特に制限は設けません。ただし、論文が、

学問的な手続き、また社会学・社会理論の知見や研究方法をふまえたものになるよう、随時アド

バイスをしていきます。 

以上のようなことを真剣にやってみたいという皆さんの参加を、大いに期待しています。 
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２．研究対象 

 澤井敦研究会では、現代社会理論を中心とした社会学全般を領域としているため、現代社会

に関わる諸現象を幅広く研究対象としています。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：18 人 

4 年生：18 人 

４．他学部生の受け入れ 

 可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 ゼミ試期間に留学に行っている場合は不可。 

６．ゼミ生からのコメント 

澤井敦研究会の一番の特徴は、研究テーマの自由度が非常に高いことです。社会に関わるこ

となら基本的に研究ができるため、日常で感じた疑問や変化、問題意識を研究テーマとするこ

とができます。全員がそれぞれ興味のある好きなことを研究していくことができるため、ゼミ

生同士でも新たな発見があるなど非常に面白く、社会に対する課題発見力も養うことができま

す。また、ゼミ生はもちろん、澤井先生も非常に優しいので、ゼミはアットホームな雰囲気の

中で進められます。しかしその中でも、勉強するときは全員が真面目に取り組み、遊ぶ時は思

いっきり遊ぶようなメリハリのあるゼミです！ 

７．ゼミの進め方 

3 年前期  輪読と三田祭論文に向けたテーマ決め 

3 年後期  三田祭論文とグループ研究 卒論に向けて 

4 年前期～ 卒論 

８．主な使用文献 

 見田宗介「現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと」岩波新書,2018 

友枝敏雄・竹沢尚一郎・正村俊之・坂本佳鶴恵「社会学のエッセンス」有斐閣,2018 

９．ホームページアドレス 

 https://sawaiseminar.wixsite.com/sawaisemi 

１０．連絡先 

上記ホームページの CONTACT FORM 

Twitter アカウント ＠sawai_semi2020 
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塩原良和 研究会 

－社会変動論・国際社会学－ 

 

１．塩原教授より 

 この研究会では、国境を越える移住者・旅行者・労働者の移動のあり方と、それに伴う国民国

家の社会・文化・政治・経済的変容（多民族・多文化社会化）を理論的・実証的に分析する「国

際社会学」を中心に学びます。僕自身の研究者としての関心は主にオーストラリアと日本の事例

ですが、それに限らず、社会変動論／国際社会学全般に関連するトピックに関心があれば、どな

たでも入ゼミを志望できます。 

日本に住む外国人は一貫して増加し続けてきました。日本政府は半熟練外国人労働者の公式

な受入れを開始し、外国人との「共生」を目指した施策の整備を進めています。外国人観光客や

留学生も増え、国際結婚家庭やいわゆる「ハーフ」の存在感も増し、日本はますます「単一民族

社会」とは呼べなくなりつつあります。しかしその反面、ヘイトスピーチに代表される排外主義

的な風潮が、日本社会でも目立ってきました。こうした民族・文化的マイノリティの排斥という

問題は、性的少数者や障がい者、そして貧困世帯の排除の問題とも結びついています。 

こうしたなか、自分とは異なる他者と、ひとつの社会のなかでどう折り合いをつけていけるの

か、その共生／共棲のあり方が、いま改めて問われています。この研究会で探究したいのは、こ

うした共生／共棲のリアリティと可能性です。そのために、ゼミ生は文献講読や討論を通じて学

問的知識を身につけ、論理的な思考力の訓練をします。 

それだけではなく、すべてのゼミ生は、人は他者とどのように共生／共棲しているのか、して

いけるのかという問いを、大学外でのフィールドワークを通じて学んでいきます。それは通常の

社会学的現地調査とは異なり、「現場（フィールド）」でさまざまな活動を「実践する＝汗を流す

（ワーク）」、アクティブラーニング教育の要素を取り入れています。具体的には NPO と協働し

て、外国にルーツをもつ若者や生活保護受給家庭の若者との交流・支援活動にボランティアとし

て参加します。私は共生／共棲の関係を社会に根付かせていく鍵は「対話」と「想像力」だと考

えていますが、ゼミ生たちは日々、それぞれのフィールドでの出会いや経験を通じて、対話と想

像力の意味について考えて続けてくれています。そうした知識・思考・経験を積み重ねるなかで、

より良い社会へのオルタナティブな道を構想する。こうした意味での「批判的」な視座を学生が

獲得することが、この研究会の目標です。 
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２．研究対象 

 ゼミ全体では主に移民・外国人住民や多民族・多文化社会化の現状・理論・政策、関連する

諸問題について、フィールドワークと文献購読を通じて学びます。それに加えてゼミ生は社会

変動論／国際社会学に関連するテーマを自由に選び、個々に個人研究論文を執筆します。 

個人研究テーマの例：①国境を越える人の移動（移民、難民、外国人住民、旅行者、国際結

婚、帰国子女、留学、ビジネスなど）と、それがもたらす国民社会の変容（多民族・多文化社

会化、多文化主義・多文化共生、シティズンシップ、トランスナショナリズム、エスニシティ

とナショナリズムなど）②現代におけるさまざまな社会変動（グローバリゼーションと政治・

経済の変容、つながりと居場所、新自由主義、ライフスタイルやアイデンティティ、教育、ジ

ェンダーやセクシュアリティなど）。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：21 人（内 8 人留学中） 

4 年生：20 人 

４．他学部生の受け入れ 

 特に排除しません。ただし、他学部・他学科からの応募が非常に多い場合は、政治学科のゼ

ミ生の数を一定程度確保するために人数調整を行うかもしれません。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 入ゼミ選考においてスカイプ等を用いて面接を行うことがあります。 

６．ゼミ生からのコメント 

塩原ゼミは居心地の良い雰囲気で、ゼミ生それぞれが個性豊かで多様性に満ちています。先

輩後輩関係なく、とても仲が良いです。少しでも興味を持った方は是非ブースにお越しくださ

い！お待ちしております。 

７．ゼミの進め方 

以下は、現時点で予定している来年度の方針で、変更される可能性があります。 

◇本ゼミ（月曜３・４限を予定） 

 ①ゼミ生の個人研究報告やフィールドワークに関する話し合い等（週１コマ）。 

 ②文献購読（週１コマ）：多文化主義・多文化共生または社会変動論／国際社会学等の専門書

（学部専門課程レベル・主に日本語）。春・夏休み課題を含めて年間７冊前後。 

◇フィールドワーク：週 1 回（２～３時間）程度、授業時間外に大学の外で実施します。参

加日は複数の曜日・時間帯から学生の都合に合わせて選択可能です。フィールドワークの趣

旨・内容は上記「教授からのメッセージ」を参照してください。フィールドワークはこのゼミ

においては必修なので、必ず、かつ積極的に参加できる方を優先します。８．主な使用文献 

 ゼミ生の個人研究テーマの傾向やその時々の社会状況に応じて、毎年文献を変えています。

原則として入門書ではなく専門書を読みます。 

９．ホームページアドレス 

 http://shiobaraseminar.jimdo.com/ 

１０．連絡先 

 入ゼミ担当 

竹中：ken72.k3po@keio.jp 山手：ymt_1019maya@keio.jp 李：esther980128123@keio.jp  

浅野：asano.y99324@keio.jp 松永：mika85matsunaga@keio.jp 
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竹ノ下弘久 研究会 

－社会階層論－ 

 

１．竹ノ下教授より 

 本研究会では、担当教員である竹ノ下弘久の専門領域である社会階層論を主たる領域に、研究

会の活動を進めていく予定です。社会階層論では、人々が現代社会を生きていくために必要な社

会的資源の不平等な配分のあり方に注目し、資源の不平等配分が生じる社会的メカニズムを考

察します。 

その際、ライフコースの視点から、家族、学校教育、労働市場という 3 つの重要な社会的空間、

諸制度に焦点をあて、これらの空間、制度の中で、不平等な資源配分が生まれるメカニズムを明

らかにします。そのため、家族社会学、教育社会学、労働・産業社会学が交差する領域を扱いま

す。また不平等は、階級・階層という経済的次元でのみ生じるのではなく、ジェンダーや人種・

民族という属性的次元においても生じます。そして、階層論が考察する社会的資源・資本には、

所得や職業といった経済資本や獲得した学歴などの人的資本だけでなく、人間関係やパーソナ

ル・ネットワークといった社会関係資本、教養や知識、学習への構え 、文化的趣味といった文

化資本も含まれます。そして、どのような不平等が生じるかは、マクロな次元での諸制度にも大

きな影響を受けます。その中には、労使関係、労働市場構造、家族政策、福祉・雇用政策、教育

制度といった、政治経済的諸制度が含まれます。以上みてきたように、社会階層論は、社会的資

源の不平等配分という観点から、社会学が対象とする様々な論点を扱う研究領域です。また、社

会階層論は、これらの研究を進めていくにあたり、社会調査によって収集された統計的、質的な

データにもとづいて研究を進めていくことを重視します。 

以上のような論点について、受講学生と相談のうえ、講読する文献を選び、授業を進めていき

ます。文献購読とあわせて、統計的データの実証分析も行います。来年度は、今年度、千葉県内

の 2 つの自治体から委託を受け、竹ノ下研究会に所属する 3 年生を中心に行っている「人権問

題に関する住民意識調査」のデータの再分析や、階層や不平等に関わる全国調査のデータの 2 

次分析を行うことを考えています。また、貧困や不平等をテーマとするフィールドワークを行う

ことも考えています。 

また、社会調査の方法論についても、受講学生と相談のうえ、学習していきます。以上の 

論点に関心のある学生の受講を歓迎します。 
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２．研究対象 

 竹ノ下ゼミでは、主に社会階層論や格差・不平等の問題を研究しています。扱う内容も、教

育、経済市場、地域社会のように幅広いテーマで社会学を学んでいます。また、竹ノ下ゼミで

は、その研究方法としてフィールドワークだけでなく統計分析も用いているので、計量的なデ

ータを分析できる力を伸ばせるのが大きな特徴です。授業では、事前に課題文献を読んできた

上で、先生の解説を交えながら輪読をし、最後にグループディスカッションをする形です。ま

た今年は、家族、教育、労働市場、地域社会という 4 つのテーマでグループ分けをし、グルー

プ発表として三田祭で展示します。ゼミは毎週月曜 4.5 限に行います。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：23 人 

4 年生：20 人 

４．他学部生の受け入れ 

 可。ただし政治学科の学生を優先。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 課題提出後、スカイプでの面接 

６．ゼミ生からのコメント 

みんな優しくてアットホームなゼミです！先生も穏やかです！ 

ゼミ内みんな仲良しでオススメです！ 

統計も社会学のどちらもやりたい人はぜひ！ 

このゼミでは大まかに言ってしまえば社会学的な観点から統計を使って分析をするゼミで

す！将来企業で使える「分析力」が付くかも、、？ 

社会学に興味がある人はぜひ！ゼミ員の仲も良いのでおすすめです！！ 

ゆるいけどちゃんと学びたい人は是非たけぽんゼミへ！ 

社会階層論について統計を使って勉強できます！なかなか機会はないと思うので興味ある方

はぜひ！！ 

目指すのは格差是正のその先。知らなくてはいけない世界がここにあります。 

社会学が好きな人にオススメです。特に「階層論」に少しでもピンときた人、興味がある人

は竹ノ下ゼミしかないです！真面目に、でも楽しく和気藹々としたゼミで入ってよかったと思

えること間違いなし！ 

とにかくゼミを楽しみたい人におすすめです！ 

社会学が学べるのでおススメ！ゼミの勉強をじっくり深めたい人も、部活やサークルと両立

したい人も、誰にとっても居心地のいいゼミです！！ 

社会の不平等に興味がある人は是非！ 

７．ゼミの進め方 

基本的に座学とグループワークで構成されている。ゼミ当初は課題論文を要約した状態で授

業に臨み、輪読をして竹ノ下先生の解説を聞くという形式で授業は進みます。また、テーマ別

にグループワークを行い、三田祭への論文提出を行います。 

８．主な使用文献 

 適宜先生からファイルが共有される。 

９．ホームページアドレス 

 https://twitter.com/takeponzemi 

※竹ノ下ゼミは HP を開設していないため、Twitter の URL を掲載いたします。 

１０．連絡先 

ゼミ代表：渡邊友暉 

入ゼミアドレス：mailto:takezemi19@gmail.com 

Twitter アカウント：@takeponzemi 
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田所昌幸 研究会 

－国際政治経済学－ 

 

１．田所教授より 

 大学はそもそも何のためにあり、学問とは何をすることなのか？こんなことに、ハッキリした

答えを持っている学生はあまり居ないだろうし、私自身も学生だったときにあまり考えたわけ

でもありませんでした。大体これにはいろいろな答えがあるだろうし、人によって大学や学問に

期待するものも違うでしょう。しかしこの研究会で、私が提供しようとしているものについては、

しっかりと理解してもらいと思っています。 

この研究会は、先生が学生に知識を伝える場ではありません。それは、自分で本を読めばすぐ

できます。ここでやりたいことは、学生が語り合うことで、お互いに知的に何かを得ることです。

よってゼミがどれくらい意義深いものになるのかは、ゼミ生のかかわり方次第であるため、ゼミ

生がなるべく知的な意味でのびのびと話し合える場を作るのが、私の責任と思っています。ゼミ

のメンバーになるということは、ゼミに対して貢献する責任を負うことになる点は是非理解し

ておいて下さい。「先生や他のゼミ生の話を聞いて知識を増やしたい」といった態度は困ります。

同時にゼミは難行苦行であるべきだとは思っていません。むしろ逆で、知的な意味で楽しむこと

が大切だとも思っています。でもスポーツでも音楽でも同じですが、その後の人生に残るような

言葉の深い意味で楽しむためには、真剣に取り組む必要があるでしょう。 

来年度募集するゼミは、私の最後の研究会になるはずですが、趣旨もやり方もこれまでとまっ

たく同じです。募集人数は最大限１５名程度とし、週一回の授業をきちんと運営することに集中

します。それ以外のことはゼミ生の自発的な意向に沿って、私は合宿その他のイベントに協力す

るつもりです。 
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２．研究対象 

 3 年生は、20 世紀の国際政治史について、各々の興味関心に応じたトピックから古典的な著

作を読み、発表・討議します。加えて英字誌社説を輪読して時事的な話題についても問題点の

整理を行っています。国際政治のゼミは様々あるなかで、私たちは”事象の原因とその影響を問

う”という最もシンプルかつロジカルなプロセスで、日々議論をしています。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：13 人 

4 年生：13 人 

４．他学部生の受け入れ 

 可。 

3 年生には法律学科と商学部からそれぞれ一人、4 年生は商学部から一人在籍しています。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 基本的に自分の学年に合流。 

６．ゼミ生からのコメント 

国際政治系列のなかで珍しい少数精鋭なので、ゼミ生同士の仲がとても良いゼミです。先生

は国際政治に限らず、幅広い分野について教養を持っていることから、国際政治だけではなく

地域文化や宗教などの様々な関心分野を持ったゼミ生が集結しています。普段のゼミでは、国

際政治史上の出来事がなぜ起こり、どのような意味を持ったのかということを探求していきま

す。ゼミ生はそうした疑問に対して自分なりの意見を持ち、主体的にゼミに参加していくこと

が求められています。 

７．ゼミの進め方 

3 年生の間は、20 世紀の国際政治史について、第一次世界大戦、第二次世界大戦、冷戦、冷

戦後などいくつかのテーマから学びます。同時にエコノミスト誌などから短い雑誌記事を選び

毎週輪読して、現代における欧米の国際政治の見方についても触れていきます。4 年生は各自

の関心に従って卒業論文を執筆します。 

８．主な使用文献 

 国際政治の古典的著作はもちろんですが、それぞれの興味のある分野についての名著も扱い

ます。 

９．ホームページアドレス 

 https://tadokorosemi.wixsite.com/tadokorosemi 

１０．連絡先 

入ゼミアドレス：Tadokoro.seminar@gmail.com 

Twitter アカウント：@ tadokorozemi 
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西野純也 研究会 

－東アジア国際政治－ 

 

１．西野教授より 

 本研究会は東アジア国際政治を研究対象とするゼミで、2020 年度入ゼミ生は第 9 期生となり

ます。多様な個性がゼミに集い、互いを尊重しながら共に学び研鑽し合う、これが私の目指すゼ

ミの姿です。 

 私自身の専門領域は東アジアの国際政治、なかでも朝鮮半島をめぐる政治と外交です。北朝鮮

核問題は言うまでもなく、歴史的には南北分断や朝鮮戦争、さらに遡れば日清、日露戦争という

出来事が如実に示す通り、朝鮮半島は国際政治の主要な舞台の 1 つであり、そこでは日本も中心

的なアクターでした。現在でも、日本の安全保障や外交政策において、朝鮮半島情勢は極めて重

要な課題であり続けています。 

 一方、南北朝鮮は冷戦によって誕生した分断国家であるがゆえに、韓国、北朝鮮の内政は国際

政治情勢と密接かつ不可分に結びついています。朝鮮戦争停戦協定の署名主体が北朝鮮、中国、

国連軍であることを見ても、朝鮮半島問題が国際性と独自性を併せ持つ大変興味深い研究対象

であることがわかります。私が国際政治に関心を持ちながらも、とりわけ朝鮮半島を中心に研究

しているのはこのためです。 

 建国のリーダーから現在の指導者に至るまで南北朝鮮の個性豊かな政治指導者たち、戦争や

革命、民主化や経済発展、市民社会の政治参加と排除、グローバル化の光と影、そして近年では

歴史認識にまつわるアイデンティティ・ポリティクスなど、多くの素材が溢れていることも朝鮮

半島を研究対象とすることの魅力です。 

 しかし、学生の皆さんと共に学ぶゼミでは、米中関係や日米同盟、日本の外交安全保障や米国

の東アジア政策、さらには朝鮮半島情勢など、広く東アジアの国際政治を研究対象とします。ゼ

ミ生には、特定の地域に限定されることのない、幅広い分野に応用できる洞察力と分析力を養っ

てほしいと考えているためです。そのためゼミでは国際政治全般に関する書籍を数多く取り上

げます。国際政治について学ぶことを通じて、社会科学の方法論に則って分析的に物事を考える

力を養うことが、本ゼミの重要な目的のひとつです。 

 あわせて、ゼミ生には、東アジア国際政治の諸問題や現在日本が直面する課題を検討し、それ

らに対する処方箋（解決策、政策）を提示しうる能力を身につけてもらいたいと思っています。

卒業後、外交や安全保障政策に携わることはなくても、そのような作法は広く社会生活の場で必

要となると考えているからです。 

 学生の皆さんは、ゼミ以外にも多くの活動で忙しくなるはずです。それでも私が期待している

のは、どんなに忙しくてもゼミを疎かにせず、その他の活動と両立できる、意欲に溢れ、努力を

怠らない学生の入会です。多くの教員と同じく、私も学生と共に学び多くの時間と一緒に過ごす

ゼミの場を何よりも大切にしているからです。教員と学生の信頼関係は、ゼミ活動の重要な要素

の一つだと考えています。 

 最後に、ゼミ生には与えられた課題を受動的にこなすだけではない、ゼミの場で真剣かつ活発

に議論に参加する能動性、積極性が求められます。卒論を書き上げてゼミを卒業することは容易

なことではありませんが、ゼミの仲間と共に 2 年間、最後までやり遂げることのできる学生の入

会を楽しみにしています。 
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２．研究対象 

 広く国際政治に関する文献を扱いますが、とりわけ東アジア国際政治全般及び各国の外交・

安全保障政策について議論します。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：23 人（うち 3 名留学） 

4 年生：23 人 

４．他学部生の受け入れ 

 可。ただし、所属学部・学科の規定をよく確認してから応募して下さい。他学部・学科との

ゼミ掛け持ちは原則認めません。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 留学後ゼミに復帰し、4 年時に卒論をしっかり書き上げることが入ゼミの大前提です。3 年春

学期に留学中でゼミ活動に参加できない場合は、入ゼミを遠慮していただきます。 

６．ゼミ生からのコメント 

西野研究会では、通常のゼミ以外にシンポジウムへの参加や大使館訪問など、実際に足を運

び専門家の方々と意見交換させていただく機会を大切にしています。ゼミ生は勉強以外にも常

に全力で、合宿、ゼミ後の食事、飲み会、先輩方との懇親会など様々な機会を通じて絆を深め

ています。常にアットホームな雰囲気で、でもやるときはやる。それが西野研究会です。まず

は、ぜひ個別説明会にお越しください！ 

７．ゼミの進め方 

毎週水曜日の 4.5 限にゼミを行います。課題図書、文献を読み、書評レポートを提出した上

で、全体で文献の内容確認と論点設定を行った後、5.6 人程度のグループに分かれて議論を行い

ます。議論した事をグループごとに発表し、それに対して批判や疑問を投げかける事で、理解

をさらに深めます。先生は、グループを周り、討論の方向性の修正や、発表に対するアドバイ

スなどを下さいます。 

８．主な使用文献 

 戦後アメリカ外交史 第 3 版 (有斐閣アルマ)佐々木卓也 2017 

戦後日本外交史 第 3 版補訂版 (有斐閣アルマ)五百旗頭 真 2014 

日中関係史 (有斐閣アルマ)国分 良成 他 2 名 2013 

北朝鮮はいま、何を考えているのか NHK 出版新書 平岩 俊司 2017 

９．ホームページアドレス 

 https://nishinojunyasemina.wixsite.com/homepage 

１０．連絡先 

nishinojunyaseminar@gmail.com まで 
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細谷雄一 研究会 

－西洋外交史・国際政治－ 

 

１．細谷教授より 

 みなさんは大学に入って、学問を楽しんでいますか? 好きな学問分野を見つけて魅力 

的な本に出会っていますか? 私は、それを実現するためにもみなさんのお手伝いをしたいと思っ

ています。その上で、この研究会では二つのことに力を入れることにしています。 

一つは、学問を「楽しむ」ということです。そしてもう一つは、自らが「成長する」というこ

とです。努力をしてたくさん勉強をしても、それが楽しくなければ長続きはしません。他方でど

れだけ楽しいとしても、それが自らを成長させないならば、本当の喜びはなかなか手に入らない

かもしれません。したがって、この二つの要素は同時に満たす必要があるのだと考えています。 

それではなぜ西洋外交史、ヨーロッパの歴史を学ぶのでしょうか? 過去のことを知るよりも、

現代の激動の国際情勢を学ぶ方が、意義があるのではないでしょうか?それは、現在の全ての問

題が必ず何らかのかたちで、歴史的な根をもっているからです。換言すれば、現代の問題を歴史

的な知識なしで深く理解することはできないからです。みなさんが社会に出てからは、なかなか

ゆっくりと問題を奥深く、根源的かつ体系的に学ぶ余裕がなくなることと思います。大学時代に、

物事を本質的かつ根源的に理解する努力を続けることは、一生の財産となることでしょう。 

他方でこの研究会では、ヨーロッパのみを学ぶというわけではありません。あくまでも西洋外

交史、国際政治学を学ぶことを目的としながらも、それを幅広い視野から学びます。たとえば、

歴史を振り返ると、ヨーロッパがいかに中東やアフリカ、ロシア、アジア、日本、そしてアメリ

カと深い関係にあったかが理解できます。 

知的な楽しみを得るためには、一定のコストが必要です。それは知的なコスト、時間的なコス

ト、経済的なコストが含まれます。良書が常に安価とは限りません。重厚なテキストを読むこと

に予想以上の時間がかかるかもしれません。そして何よりも、根源的な問題を理解するために、

幅広い基礎知識を必要と感じるかもしれません。参加を希望される皆さんには、それらのコスト

を払う覚悟をして頂きます。それらのコストは、「無駄遣い」とは思いません。むしろ、皆さん

の大学時代を鮮やかに彩る栄養となり、喜びとなることを確信しています。意欲ある皆さんの参

加をお待ちしています。 
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２．研究対象 

 細谷ゼミの主な研究対象は西洋外交史です。3 年生の春学期は、学問方法論、歴史学入門、

ヨーロッパ史入門など基礎的な文献を講読することで根源的なテーマに取り組んでいきます。

秋学期からは、より具体的な内容を取り扱うことで西洋外交史に関する専門的な理解を深め、4 

年次にはそれらを基軸として現代の多様な国際政治の問題を扱っていきます。歴史を学ぶだけ

でなく、そこから現代の国際政治を考察するということもこの研究会の 1 つの 大きなテーマと

なっています。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：30 人（12 名が留学中） 

4 年生：34 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 学年を落とさない留学生に関しては、3 年生の春学期の同期のままゼミに参加可能。学年を

落とす留学生に関しては 1 つ下の学年のゼミに参加可能。 

６．ゼミ生からのコメント 

ゼミでは毎回様々な視点から問題が提起され、先生による丁寧な解説に加えて各々が多様な

バックグラウンドを持つゼミ生たちが議論を行うため、とても学びの多い刺激的な 3 時間とな

っています。ゼミの雰囲気も落ち着いていて明るく、ゼミ生には優秀な人が多いです。そのた

め先生からはもちろんのこと、ゼミ生たちからも学ぶところが数多くあり、学生同士でお互い

に刺激し合い成長できる環境があるところもまたこのゼミの魅力です。 

７．ゼミの進め方 

◇3 年生(水曜 4,5 限)、4 年生(水曜 3 限) 

毎週 1 冊テキストを読み、内容を報告する報告者、議題を提供する討論者の発表の後、グ ル

ープディスカッション、全体ディスカッションを行います。また、サブゼミは特に行っていま

せん。 

８．主な使用文献 

 下記のホームページを参照ください。 

９．ホームページアドレス 

 https://keiohosoyazemi.wixsite.com/http 

１０．連絡先 

12 期生ゼミ代表：井上麟太郎 

12 期生入ゼミ担当：塙陽次朗、有田瑶子、佐々木舜輔、野口菜純 

入ゼミアドレス：hosoya.seminar2020@gmail.com 

Twitter アカウント：@hosoya2020 
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宮岡勲 研究会 

－安全保障論－ 

 

１．宮岡教授より 

 安全保障とは酸素のようなものであり、それが希薄になり息が苦しくなるまでは、人々はその

重要性に気づかないが、実際にそうした状況になれば、それ以外のことは考えられないほどに重

要なのである。（ジョセフ・ナイ ハーバード大学特別功労名誉教授） 

北朝鮮による核兵器・弾道ミサイルの開発や、海外において邦人や日本の権益が被害を受けるテ

ロの発生など、日本を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しています。このような状況に

対して、私たちはどのように考え、どのように対応すべきなのでしょうか。 

本研究会は、安全保障問題を理論的に分析できる力を養うことを目的としています。ここで言う

理論とは、ある現象とその主要な原因とをつなぐ因果関係に関する知識のことです。異なる理論

を身につけることにより、様々な国際政治現象を多面的に捉えられるようになります。また、理

論的思考に基づく仮説検証により問題の解決を図るという科学的な姿勢を体得します。これこ

そ、慶應義塾伝統の「実学（実証科学）の精神」と呼ばれているものです。（ただし、理論重視

とは言っても数学や統計手法は使いません。） 

また、本研究会は、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力を高

めることも目的としています。いわゆる「社会人基礎力」は、就職前に身につけておいてほしい

と企業が考えている能力のことでもあります。本研究会では、①体系的に議論を評価するための

批判的思考力、②人々の協働に欠かせないコミュニケーション能力、および③コミットしたこと

に最後まで粘り強く取り組む行動力という三つの能力に重きが置かれています。 

以上の目的から、本研究会が歓迎したい方とは、「安全保障問題の理論的分析力と実用的な社会

人基礎力を身につけるために、“研究会活動への責任ある関与”および“師友とのこまめな話し合

い”を二年間続けていく強い意志を有する学生」としています。そのような意志があれば、国際

政治論や安全保障論の基礎知識の有無は問いません。 

本研究会の入ゼミ活動では、研究会側とゼミ生側とのニーズにミスマッチが生じないよう、でき

るだけ詳しい情報を提供しています。ぜひ充実した研究会ウェブサイトをご覧いただくととも

に、説明会等の入ゼミ活動に気楽に参加してみてください。本研究会の理念や特徴に共感してい

ただける方からのご応募をお待ちしております。 
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２．研究対象 

主に現代の伝統的な安全保障問題を対象にしています。国家の防衛や国際社会の平和と安全

が中心的なテーマとなります。ちなみに今年度の 3 年生は、アメリカの核戦力に関する共同研

究を行っています。ただし、4 年次の卒業論文については、非国家的アクターや、難民・エネ

ルギーなどの非軍事的側面まで含めた広義の安全保障の範囲から研究テーマを自由に選択する

ことができます。詳しくは、ホームページ「研究会紹介」の「研究対象」をご参照ください。 

３．ゼミ生の構成 

09 期生（3 年生）：11 人 10 期生（4 年生）：12 人 

４．他学部生の受け入れ 

 第 1 次選考のみ若干名、受け入れ可（兼ゼミ不可） 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

3 年次秋学期に留学から帰国する人は受け入れておりません。 

3 年次春学期に帰国予定の人や、留学予定者（入ゼミ後に留学を予定する人）の受け入れに

ついては、ホームページ「入ゼミ情報」の「募集方針」をご参照ください。 

６．ゼミ生からのコメント 

私たちの研究会では、現代の安全保障問題を研究することで、世界情勢を客観的・多角的に

分析する力が養われます。宮岡先生は、外務省職員としての経験も踏まえて、書類・メール作

成力などの就職活動や卒業後の仕事にも役立つ社会人基礎力についてもご指導くださいます。 

本研究会は、会員数が少ないこともあり、同期の一体感が強いです。また、合宿や同窓会合

等を通して先生や上級生、OBOG との交流も盛んです。さらに、米海軍兵学校との合同ゼミや

自衛隊見学など貴重な経験ができることも本研究会の特徴と言えます。 

７．ゼミの進め方 

3 年本ゼミ（火曜 3 限）：安全保障論の日本語文献（春学期）と英語文献（秋学期）を輪読し

ます。 

3 年サブゼミ（火曜 4 限前半）：院生を講師とする批判的思考力の演習や、三田祭共同論文や

防衛大学校での学生シンポジウム発表の準備を行います。〔3･4 年合同会議（火曜 4 限後

半）〕 

4 年本ゼミ（火曜 5 限）：卒業論文研究の報告・相談を行います。 

８．主な使用文献 

 ホームページ「研究会紹介」の「使用文献」をご参照ください。 

９．ホームページアドレス 

 https://miyaokazemi.jimdo.com/ 

１０．連絡先 

入ゼミ担当：千草歩実（ちぐさ あゆみ） 

入ゼミアドレス：miyaoka0seminar@gmail.com 

Twitter アカウント：@miyaokakeio 
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山本信人 研究会 

－国際政治・東南アジア地域研究－ 

 

 

１．山本教授より 

ラシズム@インドネシア 

山本信人 

 2019 年 8 月、インドネシア。突如として「ラシズム」（rasisme、人種差別主義）なる言葉がネ

ット上を駆け巡るようになった。このラシズムはパプア人に対する差別と排除と暴力の言説で

ある。プログレッシブなメディアとして定着している『コンパス』（Kompas）紙、その系列のコ

ンパス TV では、パプア人対するラシズムがあるという報道をしている。 

きっかけは、8 月に発生した東ジャワ州都スラバヤでのパプア人学生襲撃事件であった。8 月 17

日独立記念日にパプア人学生がインドネシア国旗を邪険に扱った、それを反インドネシア的と

した市民が学生を襲った、という事案である。真相は右翼団体が仕掛けたデマ（国旗を放置した

のは右翼団体）だったのだが、ネット上ではパプア人はインドネシアを侮辱したという言説にな

って流布した。それだけではなく、パプア人はサルだなどというあからさまな差別発言も再生産

されている。 

背景にはパプアをめぐる政治的な状況がある。近年パプアでは自治権拡大運動、あるいは分離

独立を求める運動が盛んである。その動きを好ましく思わない国軍や警察による市民運動の抑

圧や弾圧も度合いを高めてきていた。しかも 2019 年 4 月の総選挙の結果、地方議会では非パプ

ア人政治家の議席が増大し、それにパプア人が不満をぶつけるようになっていた。そしてスラバ

ヤでのパプア人学生襲撃事件が被さった。2019 年 9 月半ば現在、インドネシア各地の大学から

パプア人学生が帰省する事態にもなっている。 

インドネシアでは、2019 年 4 月の大統領選挙を経て、10 月からウィドド政権が 2 期目を迎え

ようとしている。ウィドド大統領はパプア問題の解決を公約の一つとしていたが、事態は悪化の

一途をたどっている。しかも事態はインドネシア国内にとどまらない。インドネシア警察は運動

を扇動した罪を問い、インターポールに在豪州のインドネシア人権派弁護士の捜査協力を依頼

した。それに対して国連人権委員会は批判の声を上げた。 

それにしてもなぜ「ラシズム」なのか。インドネシアでは 1970 年代以降、SARA（Suku 民族、

Agama 宗教、Ras 人種、Antar-golongan 集団間関係）問題の抑圧・阻止は、民族的宗教的紛争の

回避のために中央・地方政府および治安当局の最大の任務とされていた。2016 年当時のアホッ

クジャカルタ特別州知事に対する「社会的」反発の背景にも SARA があるとされていた。とこ

ろがパプア事案に関して SARA ではなくラシズムとして報道し、認識する向きが登場した。こ

れはどういうことなのか。いまこの問題の解明に取り組んでいる。 
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２．研究対象 

 当研究会では、国際関係論・社会学・東南アジアを主とする個人研究のかたちでゼミを行っ

ています。毎年扱うテーマは異なるので、決まったテーマはありません。ゼミ生それぞれが個

人研究についてのペーパーを作成し、ゼミの時間にそのペーパーについて先生や他のゼミ生か

ら意見をいただき、議論をします。各ゼミ生の研究テーマを見てもわかるように、研究する分

野・地域は様々ですが、だからこそゼミで様々な考え方・知識に触れて個人研究をより一層深

めることができます。個人研究のペーパーについて議論するほか、ゼミでは、全員が共通の文

献を読んで議論したり、自分の研究テーマに関連する文献の書評を作成したりします。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：3 人 

4 年生：4 人（うち 2019 年 9 月卒業 1 名、2020 年 3 月卒業 1 名、2020 年 9 月卒業 2 名） 

４．他学部生の受け入れ 

 他学部生の受け入れは行っていません。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 基本的には個人判断によります。半年伸ばしてゼミを継続する人もいる一方、そのまま卒業

してゼミをやめる人もいます。 

６．ゼミ生からのコメント 

私たちは主に国際関係・社会学・東南アジア研究を行っています。少人数のゼミのためゼミ

生同志の仲は良く、ゼミでは研究内容も交えた議論を楽しんでいます。私たちの山本先生は研

究に行き詰った時に助けてくださったり、個人的な相談にも乗ってくださったりと、ゼミ内外

を問わずたくさんのことを話す機会があります。 

ゼミでは、先生やゼミ生からちょっと辛口な意見をもらえることで、学問的にも、精神的に

も成長できます。ゼミ生はゼミの他にも、ボランティア活動や資格試験の勉強、体育会の練習

等をこなし、多忙な環境のなかで非常に充実した大学生活を送っています。 

自分の興味をもっと深めたいという方、卒業論文を書き上げたいという皆様、お待ちしてお

ります。 

７．ゼミの進め方 

毎年テーマは異なるので、ゼミ生全員で自分の研究テーマを明らかにした上で、初回のゼミ

で先生と話し合って決めるという形です。 

８．主な使用文献 

 『社会学史』大澤真幸 （2019 年春学期） 

2019 年秋学期及び 2020 年の使用文献は秋学期初回のゼミで話し合うため、未だ決まってい

ません。（社会学に関する文献との予想） 

９．ホームページアドレス 

 https://yamamotonobuto.wixsite.com/keiolawpolitics 

１０．連絡先 

19 期ゼミ代表：張雨薇（チョウウビ） 

入ゼミアドレス：yamamotoseminar.nyuuzemi@gmail.com 

Twitter アカウント：@ Yamamoto18th 
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出岡直也 研究会 

－ラテンアメリカ地域研究－ 

 

１．出岡教授より 

 日本では、ラテンアメリカ研究というと、マイナー、特殊という印象が強いかと思います。そ

して、クーデタと独裁者、「ラテン的ないい加減さ」、ドラッグといったステレオタイプ的なイメ

ージに安住しているのではないでしょうか。 

しかし、第一に、世界におけるラテンアメリカの重要性は、日本で多くの人が考えているより

もずっと大きなものです。そして、多くの問題を抱えつつも、ほとんどのラテンアメリカ諸国で

は民主主義体制がもう 25 30 年以上は続いています。一方で民主主義の理念は強く、他方で、長

いあいだ民主主義を安定できない政治を続け、民主主義が維持されるようになっても大きな問

題を抱えるこの地域の諸国の政治を学ぶのは、圧倒的にスリリングです。そうした相克の中で多

くの社会運動や思想が生まれ、それは世界全体に影響 力を持ち、モデルのようになった場合も

あります。近年の例を挙げれば、新自由主義改革が明確に進んだため、その政策について、また、

その修正や否定から生まれた政治の様々な動きについて、世界的なモデルを提出していること

が指摘されています。 

第二に、ラテンアメリカ諸国の政治を研究することは、政治現象一般に関して多くのことを学

ぶのに役立ちます。第一の点とも関連しますが、ラテンアメリカ地域研究は、権威主義体制、民

主化、新しく民主化した諸国の政治のあり方などに関する政治学において、 

決定的に重要な役割を果た してきました。 

そうした一般的な重要性と同時に、やはり「ラテンアメリカ」が他と違う地域として持つ魅力

が大きいのは言うまでもありません。音楽やスポーツ、そこの人々の素敵さなど、その一端はよ

く知られていることと思います。そうした地域について深く知ることは、とても楽しいです。よ

って、次のような方が大歓迎です。（1）ラテンアメリカ自体に元来関心がある人。（2）日本から

の「遠さ」や「違い」に魅力を感じてラテンアメリカやその政治を学びたいと思う人。（3）貧困

や経済発展の困難など、「南」に関わるテーマを、そうした現象がみられる地域の一つで学びた

いと考えている人。先に述べたように、これらのテーマについても、ラテンアメリカ研究には多

くの蓄積があります。（4）権威主義体制、クーデタ、民主化、新しく民主化した諸国の政治など

についての政治学に関心がある人。ただし、ラテンアメリカ地域研究が、日本では確かに「マイ

ナー」であるかもしれないこともあり、本ゼミでは英語文献の購読が多くなると思います。また、

ゼミの運営では、ゼミ生の方々生の方々の自主性の自主性を重視したいと思います。それらに伴

うかもしれない苦労をいとわず、ディスカッションの場では積極的に発言し、何よりしっかりと

積極的に発言し、何よりしっかりと((でも、楽しく、楽しく))研究する意欲を持つ、やる気があ

る方を歓迎したいです。 
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２．研究対象 

 メキシコ、中米、カリブ海、南米を含む「中南米」における政治を中心としますが、社会問

題・文化等についても 研究することもできます。個々の参加者の研究テーマは 、広範囲に及

び自由に決めることができます。対象も自由で、 単数の国でも、複数の国の比較でも、地域全

体でも可能です。 例年 民主主義といった政治問題に取り組むゼミ生がいるとともに、スポー

ツや教育、料理外交を中心に政治に与える影響を取り扱っているゼミ生もいます。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：7 人（2 人留学予定） 

4 年生：9 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可。ただし政治学科の生徒が優先。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 要相談 

６．ゼミ生からのコメント 

出岡直也研究会はラテンアメリカ地域研究を行うゼミです。各学年 10 人の少人数の構成で

す。水曜日の 3、4 限に活動しています。普段のゼミでは、発表形式がおおく、ラテンアメリカ

に関する興味のある分野の論文を持ち寄り、各自発表しています。政治や経済に関するものか

ら、文化や芸術に関するものまで、様々なテーマで発表するのですが、出岡先生はどの分野に

関しても詳しく、毎回解説やアドバイスをくださり、とてもためになります ! 卒業論文のテー

マもラテンアメリカに関するものであれば、自由です。 

７．ゼミの進め方 

◇本ゼミ（水曜 3・4 限予定） 

3 年次前半には、2 週間に一度のペースでラテンアメリカ諸国の政治についての英語文献を購

読しビ ブリオバトル形式で発表を行います。 

例）第 1 週は A 班 4 名が発表、第 2 週は B 班 4 名が発表。 

注意事項として、学生が主体的に本気で考えるという体験を阻害しないよう、本ゼミ活動中

の電子機器 PC・スマートフォンの使用を禁止としておりますので、ご理解の上エントリー

をよろしくお願いいたします。 

８．主な使用文献 

 各々が読みたい論文を持参する形式でゼミを進めるため、使用文献は決まっていません。 

９．ホームページアドレス 

 https://izuokazemi20152016.jimdo.com/ 

１０．連絡先 

 ゼミ代表：岡田聡一郎 izuokaseminar@gmail.com 

Twitter アカウント：@izuokazemi2018 
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大串敦 研究会 

－スラヴ・ユーラシア研究－ 

 

１．大串准教授より 

 「スラヴ・ユーラシア地域」といわれて、皆さんはどのようなイメージを抱くでしょうか。そ

もそもそれがどこをさす地域なのか、ピンと来ない人も少なくないかもしれません。ロシアなど

旧ソ連・東欧地域のことですが、「旧ソ連」という言葉自体が使われなくなってきていますので、

代わりに「スラヴ・ユーラシア」とよばれるようになってきました。この地域は多くの魅力に満

ちています。文学、映画やバレエといった文化はもちろんですが、政治学を学ぶものにとっても、

この上なく魅力に富んだ地域です。 

モスクワの街を歩いているとすぐに気が付くことですが、きわめて多様な民族の人がまじり

あっています。ソ連という「帝国」の首都だったので、今でも一定の求心力があって、ロシア国

内はもちろん、周辺諸国からも多くの人が集まってきます。そして、ここでは詳しく述べられま

せんが、そのソ連「帝国」の在り方は、今日の民族問題を考察するうえで、世界的にみても興味

深い事例を提供しています。 

また、この地域は、1917 年と 1991 年に大規模な体制転換、「革命」を経験しています。これ

らの革命はただの革命ではなく、世界史的大事件でした。革命論、体制転換論を考察するのに、

これ以上興味深い地域は他にあるでしょうか。 

1991 年の体制転換後には、連邦制、準大統領制の憲法体制、複数政党制による競争選挙、議

会制度など他国と共通する政治制度の導入を試みましたが、この試みがほとんどゼロから始ま

ったがゆえに、諸政治制度を発生にさかのぼって考察することを可能にしているのもこの地域

の特徴です。 

また、体制転換後、この地域の諸国は、民主制から個人独裁に近い体制まで、きわめて多様な

政治体制を生み出しました。よく考えてみれば、世界のかなりの国は、依然として非民主主義的

な政治体制を持っています。民主制はもちろん、非民主制のメカニズムを理解するためにもこの

地域は有意義なのです。 

さらに、わが国には乏しいといわれて久しい、個性的な政治指導者（レーニン、スターリンか

らゴルバチョフやプーチンまで）この地域は輩出してきました。政治的リーダーシップの問題を

考えるうえでも、この上なく興味深い地域です。 

そして、国際政治の上では、20 世紀国際政治史はソ連抜きに語ることはできません。今日でも、

再び地域大国として台頭しつつあるロシアが、世界政治を揺るがすところを、我々は数年来ウク
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ライナやシリアで目撃しています。ロシアは、国際関係の色々な場面―軍備管理から資源外交、

未承認国家問題、対テロ戦争に至るまで―に大きな影響を持っています。 

この研究会では、比較政治学・国際関係の様々な角度からこの地域の政治を考察していきます。

政治学の主要任務の一つが他者理解であるとするならば、これほど興味深い地域はなかなかな

いのではないか、と私は思っています。学生の皆さんと一緒に、地域と政治に対する理解を深め

ていきたいと思います。 

２．研究対象 

 研究対象は、スラヴ・ユーラシアについてです。ロシアや旧ソ連、ウクライナを中心に政

治・経済・社会について学びます。また、比較政治地域学、国際政治学からの観点のみなら

ず、政治思想など多様な見地から政治学を研究していきます。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：16 人（法律学科、経済学部を含む） 

4 年生：10 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 受け入れ可。 

６．ゼミ生からのコメント 

他国に比べて、ロシアについて深く学んできた人は少ないかもしれません。しかし、ロシア

は様々な国との政治的関わりや世界的な影響力をもつ大きな国であり、研究対象としてとても

おもしろいです。大串先生は優しく気さくな方で、質問や意見にも丁寧にコメントをください

ます。また、先生の経験に基づく、ロシアやウクライナの現地のお話を伺うことができること

が本ゼミの魅力です。そのため、ロシアについての知識が少なくても心配はいりません！ゼミ

活動は程よい人数で和気あいあいとした雰囲気でおこなっています。是非大串ゼミに興味を持

っていただけたら嬉しいです！ 

７．ゼミの進め方 

３年の前期は主に旧ソ連や東欧諸国について文献購読をし、知識を深めていってもらいま

す。そして前期途中からは現代ロシアや英語の文献を読んできてもらいます。英語力はなくて

も大丈夫です。詳しくは HP を参照してください。 

８．主な使用文献 

 HP を参照してください。 

９．ホームページアドレス 

 https://ogushiseminar.wordpress.com/ 

１０．連絡先 

ゼミ代表：安藤尚道 nao.tennis.30715@keio.jp 

Twitter アカウント：@ogushiseminar2 
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粕谷祐子 研究会 

－途上国比較政治研究－ 

 

 

１．粕谷教授より 

 本研究会は、発展途上国の政治を題材にして論理的なものの考え方を身につけることを主な

目的としています。具体的には、途上国地域に共通してみられる政治問題を、比較政治学の理論

的観点から検討します。比較政治学は、世界各国の政治現象に対し因果関係の特定を目的として

分析する政治学の一分野です。ですので、特定の国・地域の政治を理解することや、途上国の貧

困をどう改善できるのか、という政治学の領域を超えた問題の検討は本研究会の主眼ではあり

ません。授業で取り上げる論理的な問題は、例えば、なぜ民主化するのか、経済発展を目指す政

府政策はどのような効果があったのか、なぜ内戦がおこるのか、などといったものです。このよ

うな問題設定のしかたには、ある地域の固有名詞は含まれませんし、また、途上国政府や援助国

はなにを「すべき」というような規範的な姿勢も存在しません。このような問題設定が目指すの

は、地域を横断して存在する一般的な因果関係の探求です。本研究が途上国政治の理論的検討を

おこなう、というのはこのような意味においてです。とはいえ、理論の応用対象としての地域に

関する知識も不可欠であり、これに関しては地域研究関連の授業等で各自対応していただきた

いです。 

２．研究対象 

 途上国比較政治を研究対象とします。発展途上国地域の政治の相違点・共通点から、一般化

可能な仮説や理論を立て、過去の研究データや客観的な指標を用いて因果関係を検討します。

主な検討課題には、民主化・権威主義体制・開発援助が挙げられます。地域研究が得意とする

特定の国・地域の固有性の探求や、途上国の貧富をどう改善できるのかといった政治学の領域

を超えた問題の検討は、本研究の主眼ではありません。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：20 人 

4 年生：20 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 後日 Twitter or HP にて発表します。 
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６．ゼミ生からのコメント 

粕谷ゼミは、学年問わず仲が良くあたたかな雰囲気ですが、勉強に関しては一人ひとりが真

剣に取り組んでいます。また様々なバックグラウンドと個性を持ったメンバーが集まっている

ため、刺激の多い環境でもあります。勉強もそれ以外の場面も全力で取り組み、楽しむことの

できるゼミです。ゼミでの学習を通じて、途上国に関する知識はもちろん、論理的なものの考

え方も身につけることができます。 

７．ゼミの進め方 

◇本ゼミ(水曜３・５限) 

３年生の春学期には、途上国が抱える政治問題の理論的把握を目的とした文献の精読・討論

とリサーチデザインの作成練習を行います。文献を踏まえてテーマに沿った問題設定をし、仮

説を立て、そのロジックや検証方法まで含めた発表をします。秋学期には、ゼミ生が各自選ん

だトピックに関する自主研究とその報告及びレポート作成を行います。４年生では、卒論の作

成に向けて卒論構成の発表を主に行います。 

◇サブゼミ(水曜４限 or 6 限) 

本ゼミの「理論学習」を「現状分析」の面から補完することを目的として、発展途上国の地

域研究、先行研究、リサーチデザインを作る練習などを行っています。担当者がアフリカ・ア

ジア・ラテンアメリカなど途上国の政治・経済について発表し、その発表内容に基づいてグル

ープごとにリサーチデザインを考え、全体で共有します。 

８．主な使用文献 

粕谷祐子『比較政治学』ミネルヴァ書房, 2014 年 

久保慶一他『比較政治学の考え方』有斐閣, 2016 年 

久米郁男『原因を推論する』有斐閣, 2013 年 

中室牧子・津川友介『「原因と結果」の経済学』ダイヤモンド社, 2017 年 

９．ホームページアドレス 

 近日公開予定。 

１０．連絡先 

ゼミ代表：小林華子 入ゼミ担当：町田瑞貴(代表)・森陽祐・山崎友香・渡辺樹 

入ゼミアドレス：kasuyaseminar2019@gmail.com 

Twitter アカウント：@kasuya2019 
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小嶋華津子 研究会 

－現代中国の政治と外交－ 

 

１．小嶋教授より 

 私のゼミは、二年かけて中国というテーマに挑もうと決意した人たちの集まりです。動機は

様々です。旅をして惹き込まれた。住んでいてますます惹き込まれた。三国志が好きだ。やっぱ

これからは中国の時代だ。中国人の彼/彼女ができた。母国を客観的に観察したい。 中国が好き

になれない自分自身を見つめたい...。思い起こせば半世紀以上前、フランス語選択だった私が、

方針転換をして中国のゼミを選んだのは、得体の知れない存在から目をそらしてきたそれまで

の自分自身に挑戦したかったからでした。 

動機は何でもよいのです。中国というテーマに真摯に向き合いながら、どのような現象に 着目

し、どのような視角、方法論を以てアプローチすれば、政治権力、国家と社会の相互浸 透、ナ

ショナリズム、国際関係の実態に迫ることができるのかを考え、議論しましょう。そ れは、政

治学という学問を、より人間的で、精緻かつ普遍的なものにするための一歩であり、 さらには

政治学によって規定される支配的世界観を、より公平なものにするための挑戦でもあります。こ

の知的冒険に参加するためには、明晰な頭脳だけでなく、社会で暮らす人々の息遣いを感じ取る

感性や、環境の変化に負けない鈍感な胃袋と強靭な身体が求められるでしょう。 

互いに刺激し合いながら、ともに冒険を楽しむ仲間を募ります。二年間責任をもって旅を 楽し

み、仲間を楽しませることが条件です。応募をお待ちしています。 

２．研究対象 

 中華人民共和国成立前後から今日に至る時期を射程に、中国の政治社会および外交について

研究します。卒業論文のテーマは、プロレタリア文化大革命期の中国と西洋音楽、映画祭に見

る日中関係の変容、「一帯一路」下のロシア極東と中露関係、中国のスポーツ・ビジネス戦略、

デジタル社会の到来と国家—市場関係など、実に多様です。それぞれの関心を掘り下げなが

ら、国家権力、民主、ナショナリズム、国際関係といった政治学のテーマについて学問的考察

を深めることを目的としています。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：19 人（うち 4 人留学中） 

4 年生：20 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可。 
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５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 可能です。夏合宿から参加も歓迎です！ 

６．ゼミ生からのコメント 

小嶋先生はとても明るく優しい先生で、ゼミは毎回和やかな雰囲気の中行われます。三田論

を書くかどうか、どのようなテーマで卒論を書くかなどについては、全て学生に任せてくれま

す。中国についての特別な知識は必要としませんが、中国というテーマに関心を持ち、テーマ

を探究する意欲にあふれた人を歓迎します。 

７．ゼミの進め方 

活動時間:火曜 3・4 限 

3 限に 3 年生、4 限に 4 年生のゼミを開講しています。3 年生の間は、中国の政治社会・

外交に関わる幅広い文献を読み、議論します。また半期に 1、2 回、読了した文献の内容か ら

テーマを設定し、2 チームに分かれてディベートを行います。4 年生のゼミは、卒業論文 の中

間報告が中心となります(4 年生の中間報告には、3 年生も出席し、議論に加わります)。 ま

た、不定期に中国映画鑑賞会やインカレ・ゼミを、夏には合宿を行います。 

８．主な使用文献 

 デイビッド・シャンボー著、加藤祐子訳『中国 グローバル化の深層 「未完の大国」が世界

を変える』朝日新聞出版、2015 年 

毛里和子『中国政治――習近平時代を読み解く』山川出版社、2016 年 

安田峰俊『八九六四――「天安門事件」は再び起きるか』KADOKAWA、2018 年 

国分良成『中国政治からみた日中関係』岩波書店、2017 年 

９．ホームページアドレス 

 ブログ→https://ameblo.jp/kojimakeio/ 

Twitter→@kojima_Keio 

１０．連絡先 

入ゼミ担当：坂井晶・林真奈江・郷原有紗・高文殊 

入ゼミアドレス：k.kojima2020nyuzemi@gmail.com 
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杉木明子 研究会 

－現代アフリカ政治・アフリカ地域研究－ 

 

１．杉木教授より 

 「なぜ、アフリカなのですか？」 

 この質問は、アフリカを学ぶ多くの人がしばしば聞かれる質問の一つでしょう。おそらく、多

くの人にとって、アフリカは地理的にも心理的にも遠い地域かもしれません。あるいは貧困、民

族紛争、難民問題など苦難に直面している地域と捉えられているかもしれません。 

しかし、あえていうならば、アフリカを学ぶことには様々なメリットがあると思います。第 1

に、アフリカを学ぶことで、新たな知識や知見を取得することができます。多くの人が抱きがち

なネガティブなイメージはアフリカ諸国の持つ多様な側面の一面にすぎません。例えば、近年、

スポーツ（特にサッカーや陸上）、音楽、ファッションなどの分野ではアフリカ出身者のめざま

しい活躍がみられています。また、紛争解決のために、伝統的な紛争解決のメカニズムを活用し、

紛争当事者の和解を促し、地域の平和的な共存を図る平和構築の取り組みや、創意・工夫によっ

て新たな難民支援プログラムを打ち出すなど、アフリカならでは英知や創造性を活かした解決

策や対策が行われた先駆的な事例もあります。第２に、アフリカを学ぶことから定説となってい

る価値観や「事実」をとらえ直し、日本や世界のあり方、自分自身の考えを再検討することがで

きるのではないかと思います。第３に、他の地域と比べ、アフリカは「マイナー」な地域であり、

研究者もあまり多くないのですが、それだからこそ所属や専門分野を横断した学際的ネットワ

ーク、連帯意識、協力関係が強いと思います。本研究会ではこれらのネットワークを活かして、

他大学や研究機関でアフリカを学ぶ学生、研究者との合同ゼミや研究会を行い、相互交流を進め

ております。 

本研究会は、アフリカの多様性をふまえた上で、アフリカの現状を政治学、国際政治学のアプ

ローチを用いて分析し、今後の課題を考察することを目的としています。具体的にはアフリカ諸

国にとって主要な問題である、民主化・政治体制の移行、貧困削減・開発援助、民族紛争・内戦・

「テロ」、平和構築、難民・強制移動民問題、国際犯罪（特に海賊・海上武装強盗、密漁、武器

密輸、人身売買など）を中心として扱う予定です。本研究会は、①何よりもアフリカに関心があ

る人、②様々な事例をミクロ、マクロレベルで理論的に考察することに関心がある人、③未知な

ことにチャレンジしながら学ぶ意欲と積極性のある人を歓迎します。 
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２．研究対象 

 サハラ以南のアフリカを対象地域として、政治、社会、経済的問題を学びます。アフリカの

主要問題と理論的分析（政治理論、国際政治理論）を組み合わせながら、国レベル、地域レベ

ル（西アフリカ、東アフリカ、南部アフリカなど）、アフリカをめぐる国際関係（アフリカと

EU、アフリカとアメリカ、アフリカと中国など）から検討していきます。担当者の主な研究領

域が民族紛争・内戦、平和構築、難民・強制移動民研究ですので、これらの問題を理論的に学

びたい人の参加も歓迎いたします。ゼミで扱うテーマや精読する文献に関しては、参加者の希

望やニーズも考慮します。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：16 人（うち 3 名留学中） 

4 年生：16 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受入れが可能です。但し、希望者が多い場合は政治学科の学生を優先します。なお兼ゼミ

（複数のゼミに所属する予定）の場合は、事前にメール等でご相談ください。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 個々の単位取得状況、進級予定、留学期間によって対応が違いますので、事前にご相談くだ

さい。例えば、3 年の秋学期から 1 年間留学し、（a）進級しない場合は、3 年生としてゼミを継

続することになります。(b)4 年生に進級し、秋学期より再びゼミに参加する場合は、卒論を執

筆することになります。 

６．ゼミ生からのコメント 

幅広く丁寧に教えていただけるので、初めてアフリカに触れる方でも考えを深めることがで

きます。アフリカや平和構築、難民などのテーマに興味のある方のご応募をお待ちしていま

す！ 

７．ゼミの進め方 

＊本ゼミ（火曜 3 限：3 年生のみ、4 限：３・4 年生合同） 

3 年次の春学期はアフリカ史、アフリカ諸国に関する基礎的文献を精読しながら、ディスカ

ッションを中心に進めていきます。3 年次の秋学期はアフリカにおける重要な諸問題をテーマ

別に取り上げ、これらの問題の理論的分析、現状分析を行います。 

4 年生では各自が選んだテーマに沿って卒論を作成することを目標として、卒論の中間報告

や質疑応答を行います。 

＊サブゼミ（火曜５時限の予定） 

主にアフリカ政治に関する文献や資料を輪読します。他大学との合同ゼミの準備等も行いま

す。 

８．主な使用文献 

 ゼミで使用する文献に関してはテーマに応じて指定します。下記に記した入門書を事前に読

んでおくことを推奨します。 

宮本正興・松田素二『新書アフリカ史』講談社 

白戸圭一『日本人のためのアフリカ入門』ちくま新書 

松田素二編『アフリカ社会を学ぶ人のために』世界思想社 

島田周平『物語 ナイジェリアの歴史』中公新書 

９．ホームページアドレス 

 https://keiolaw.org/seminar/sugiki_akiko 

１０．連絡先 

入ゼミアドレス：africaseminar2018@gmail.com 

Twitter アカウント：@AFRseminar2018 
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高橋伸夫 研究会 

－中国現代政治史－ 

 

１．高橋教授より 

 私はしばらくの間、1920 年代から 1930 年代における中国の農村革命の歴史を書き直すことに

力を注いできました。初めから修正主義的歴史を目指したわけではありません。偶然手に入れた

中国共産党の内部資料を読み進めるうちに、中国革命の歴史に関するある種の根本的な書き直

しが必要だと考えるに至ったのです。 

私の考えでは、土地改革を梃子に、湧き上がる農民運動に支えられた共産党が計画通り伝統的

な農村社会を変容させていくといったこれまでの歴史のイメージは当たっていません。中国の

農民たちは、共産党の政策にときに便乗し、ときにそれを加工し、ときに換骨奪胎する能力の持

ち主でした。その結果、土地改革においてはしばしば小作人ではなく地主が土地を獲得し、若者

は革命そっちのけで「自由恋愛」に走り、共産党の軍隊は大量の逃亡兵の出現に悩まされ、そし

て農民は党の名を借りて私的怨恨をはらそうと躍起になっていました。中国革命の意図と現実

はかくも大きく異なり、またその過程はほとんど統御困難だったのです。 

1930 年代の中国、それも辺鄙な農村地域という限られた時間と空間の考察は、革命という概

念の再検討、および革命の比較という理論的な問題にも多くの示唆を与えてくれました。この革

命の過程においては、新しい文化が古い文化を圧殺するのではなく、この両者があらゆる形で混

合され、場合によっては伝統が再活性化してしまうのです。また、特定の階級が革命の担い手と

なったというよりは、少数の理想に取り付かれた人々と、入れ代わり立ち代わり現れる「勝ち馬」

に乗ろうとする多数の日和見主義者の組み合わせこそが革命の進路、テンポ、変革の及ぶ範囲に

決定的な影響を与えたように思われるのです。 

 現在は、革命後の 1950 年代における大粛清の研究を行っています。これは今日われわれが目

撃している中国の権威主義体制が、なぜあのような姿となったのか、その起源に関わる問題です。 

したがって、私のゼミナールに参加したい諸君が、（１）中国革命はなぜ生じたか、（２）その革

命はどのような過程をたどったか、（３）中国革命の現在まで残る影響はどのようなものか、（４）

そもそも革命とはいかなるものか、といった点に関心を持っているとしたら、教員と学生諸君と

のもっともよい知的な相互作用が生まれるでしょう。現在の問題を考えるのに、歴史的な観点が

なぜ重要なのかについて思考をめぐらせる諸君の参加を歓迎します。 
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２．研究対象 

 「中国的なるもの」はなんなのか。我々の高橋伸夫研究会では、政治・宗教・民族・歴史な

ど様々な面から、中国という国家に対して幅広く分析し、相応しい答えを探そうとしていま

す。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：6 人 

4 年生：9 人 

４．他学部生の受け入れ 

 受け入れ可。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 途中留学可。 

６．ゼミ生からのコメント 

ゼミ生は多様なバックグラウンドを持ち、比較的少人数ゆえのアットホームさがあります。

ダイバーシティに富む研究会だからこそ知ることができる価値観の相違もあります。また、多

くのゼミ員が中国に対して興味を持っています。 

７．ゼミの進め方 

本ゼミは、水曜３限（４年生の場合は 4 限）に一コマあり、サブゼミはありません。授業中

には、高橋先生が指定なさった文献をゼミ生で割り振り、毎週担当者が 2 枚ほどのレジュメ

を作成・発表し、それについてゼミ生が議論した上で、高橋先生からフィードバックを頂き

ます。また、ゼミの大きな行事として夏季合宿と中国への海外研修があります。三田祭期間

中には、中国研修を行う予定ですが、その施行如何は年の状況によって異なります。夏合宿

の時は中国研修で発表する内容を準備するか、あるいは、三田論を準備することになりま

す。 

８．主な使用文献 

 2019 春学期の参考文献（※一部です）：加地伸行『儒教とは何か』、ヴェーバー『儒教とピュ

ウリタニズム』、M.フリードマン『中国の宗族と社会』、旗田巍『中国村落と共同体理論』等 

９．ホームページアドレス 

 http://ntakahashiseminar.wixsite.com/ntakahashiseminar 

１０．連絡先 

ゼミ代表：郭晶羽 入ゼミ担当：申藝熙 

入ゼミアドレス：n.takahashi.seminar@gmail.com 

Twitter アカウント：@takahashi_china 
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錦田愛子 研究会 

－中東地域政治－ 

 

 

１．錦田准教授より 

グローバル化による人とモノの移動の拡大が指摘されてから四半世紀が過ぎました。飛行機を

はじめとする交通手段は価格競争と多様化が進んで安価になり、ヨーロッパやアジアそれぞれ

の域内では数千円から数万円で外国旅行ができる時代になりました。日本人のパスポートは

2018 年、世界で最も事前のビザ取得がいらない最強パスポートとしてランキングされています。

ゼミを選んでおられる皆さんの中にも、すでに外国滞在を経験された方もいるかもしれません。 

とはいえ誰もが同じように自由に目的地を選択し、移動を許されるわけではありません。政情の

不安定な国の人ではビザの取得に時間がかかり、申請しても認められない場合もあります。治安

管理を理由に国境が厳しく検問されたり、閉ざされることもあります。逆に故郷を離れたくなく

ても、紛争や混乱を逃れて移動せざるを得ない場合もあります。移動の選択では、誰もが必ずし

も自由な決定権をもてるわけではないのです。また短期の旅行はともあれ、長期的に外国に滞在

するとなると、複雑な手続きが必要となります。新しい居住国での、肌の色や国籍による差別も、

決してなくなったとはいえません。 

本ゼミではこのような「人の移動」をめぐる諸課題について、移動する人を総体的に移民／難民

と捉え、多様な側面から検討を加えていきます。それは分野で言えば、法学、政治学、経済学、

国際関係論、国際社会学、人類学、人文地理学など関連する多分野を横断した学問的渉猟といえ

ます。長期化した紛争地からの難民の事例を考える際には、紛争解決や平和構築などの領域も関

わってきます。本ゼミではこれら知の蓄積の一端を垣間見て、よりよい社会や政治の創造に向け

てどんなイメージが描けるか、実践的に考えていくことを目標とします。移動に広範な自由が許

された日本人は、稀有な立場の存在です。移民／難民という対象をきっかけに、自分とは立場の

異なる他者を理解しようとする思考の柔軟性と共感力を身につけて頂ければと思います。 

なお担当教員の錦田は中東地域政治が専門で、おもにパレスチナ・イスラエル紛争をめぐる研究

をしています。中東もまた、多様な宗教的・エスニック・マイノリティを抱え、紛争によって多

くの難民を生み出してきた地域の一つです。ゼミでは中東政治に関する文献を特にとりあげる

わけではありませんが、大学院進学を考える人には個別に指導や情報提供など対応させて頂き

ます。 
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２．研究対象 

国境を越えて移動する移民、難民、紛争や災害等により自国内で家を追われた国内避難民、

無国籍者、帰還難民など、移動や国境変更などに起因した様々な問題に直面する人々を、移民

／難民と呼びます。このゼミではそれらの人々をとりまく政治・社会・経済・文化・アイデン

ティティなどの課題について学びます。基本的な分析概念や理論の理解を踏まえて、人の移動

がもたらす影響と適応のあり方について、考察を深めていきます。 

３．ゼミ生の構成 

3 年生：14 人 

4 年生：0 人（今年度新規開講ゼミ） 

４．他学部生の受け入れ 

 学部学科問わず受け入れ可。同一基準で選考し、同様に参加することを求めます。 

５．秋学期に留学から帰ってくる学部生の扱い 

 個別にご相談に乗ります。直接ご連絡ください。 

６．ゼミ生からのコメント 

錦田ゼミは今年度スタートしました。このゼミでは移民／難民について多角的に掘り下げて

いきますが、その過程では単にそれ自体のみならず、背景にある様々な問題が浮き彫りになっ

てきます。日本にいる我々は移民／難民について考える機会が多いとはいえませんが、背景に

ある問題は我々とも共通するものです。こうして移民／難民を通して発見される課題は、「貴重

な学び」を与えてくれます。 

同じく「貴重な学び」を与えてくれるのは、ゼミに所属するメンバーたちです。豊富な知識

をもとにたくさんのアドバイスを下さる先生はもちろん、個性的なゼミ生とともに過ごす時間

は、大きな財産になります。それらは勉強面に限られたことではありません。ゼミ合宿に課外

活動、また飲み会も然り。フレッシュな雰囲気を、説明会などで感じてください！ 

７．ゼミの進め方 

ゼミ生全員が毎週出される課題文献を読み、担当者がレジュメにまとめて発表し、それをも

とにグループに分かれてディスカッションを行います。課題はゼミ生の関心に沿って選択しま

す。講読を通して、分析概念やキーワード、研究枠組みなどについて学んでもらいます。それ

らを踏まえてゼミ論（卒論）の執筆を進めます。各自で設定したテーマについて、個人研究の

進捗状況を報告し、質疑応答を行い、4 年生での提出を目指して頂きます。 

移民／難民に関連した研究者を海外から招聘する際は、ゲスト講師としてお越し頂き、お話

しする機会も設けています（質疑は英語）。 

８．主な使用文献 

 （毎年変わります。今年度使用したテキストはこちら） 

ブライアン・キーリー（2010）『よくわかる国際移民』明石書店、山下清海（2016）『世界と日

本の移民エスニック集団とホスト社会』明石書店 

９．ホームページアドレス 

 https://nishikidaseminar.themedia.jp 

１０．連絡先 

ゼミ代表：三浦 舜也 入ゼミ担当：山岡 陽輝 

入ゼミアドレス：nishikidaseminar2020@gmail.com 

Twitter アカウント：@nishikida2020 
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【2020年度入ゼミ 今後のスケジュール】 

⚫ 10 月 7 日（月）～10 月 25 日（金）昼休み（平日） 【個別相談会＠日吉キャンパス】 

ゼミ単位で説明会を開催いたします。開催の情報はゼミごとのホームページ・Twitter 等で確

認してください。個別説明会に参加し、入りたいと思うゼミを選びます。上記期間に、各ゼミ

が教授参加・ゼミ員のみの 2 回説明会を行います。 

 

⚫ 11 月下旬 【入ゼミ課題発表】 

ゼミごとの入ゼミ課題を、日吉キャンパス法学部掲示板前に発表します。同内容の発表を政治

学科ゼミナール委員会のホームページでも行います。ゼミによっては、ゼミ独自のホームペー

ジ・Twitter 等で発表する場合もあります。各自、志望するゼミの課題を確認してください。 

 

⚫ 12 月～1 月 【入ゼミ課題の作成・提出】 

入ゼミ課題の提出方法や提出期限はゼミによって異なりますが、通常は担当教授への郵送、メ

ール添付等にて提出します。各自、志望するゼミの提出方法や提出期限を確認してください。 

 

⚫ 2020 年 2 月 4 日（火） 【第一次統一選考＠三田キャンパス】 

各ゼミの指定教室に行き、選考を受けてください。選考の内容はゼミごとに異なりますが、主

に教授・院生・ゼミ生との面接です。 

 

⚫ 2020 年 2 月上旬 【第一次統一選考 結果発表】 

 各ゼミがメール送信やキャンパスの掲示板への掲載などで、合格者を発表します。 

 

⚫ 2020 年 2 月上旬 【第二次統一選考 募集ゼミの発表】 

 政治学科のゼミのうち、第二次統一選考が行われるゼミを発表します。 

 

⚫ 2020 年 2 月中旬 【第 2 回入ゼミ説明会＠三田キャンパス】 

 第二次統一選考が行われるゼミの説明会を行います。第二次統一選考が行われるゼミの担当

者に、課題提出や面接等について直接質問することができます。 

 

⚫ 2020 年 3 月 2 日（月） 【第二次統一選考＠三田キャンパス】 

 各ゼミの指定教室に行き、選考を受けてください。 

 

⚫ 2020 年 3 月上旬 【第二次統一選考 結果発表】 

 第二次統一選考の結果発表は、ゼミごとに行われます。各ゼミの指示に従ってください。 

 

⚫ 2020 年 3 月中旬以降 【第三次選考】 

 第三次選考以降は各ゼミが日時・場所・選考内容を発表します。各ゼミが発表する情報を各ゼ

ミのホームページ・ Twitter 等で確認し、選考を受けてください。結果発表もゼミごとに行わ

れます。  
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入ゼミに関する質問 

 

入ゼミに関する質問は、以下に従いメールを送信してください。 

①件名・内容を具体的に記入する。 

②メールの本文末尾に、所属学部・学科・学年・組・学籍番号・氏名を明記する。 

③seizemishare@gmail.com に送信する。 

 

詳しい情報はホームページ・Twitter も確認してください。 

入ゼミに関する新しい情報を随時発信しています。 

ホームページ：http://keio seizemi.wixsite.c om/committee 

Twitter：@seizemi_keio 

 

以上 

法学部政治学科ゼミナール委員会 入ゼミ担当 

文責：佐藤優人（統括） 
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