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授業の目標（Course Objectives） 

この授業では、政治学の基本的な概念や理論について学ぶ。講義に加え、グループワークを実施し、現実の諸問題を分析、討論

する。それによって、概念や理論を深く理解し、応用する力を習得していく。 

 

After taking this course, you will be able to：  

- Understand the basic concepts and theories of political science, 

- Use their specialized knowledge as foundation to analyze current political issues and formulate opinions about them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 テレビや新聞、ネットが伝える政治は、多種多様な個人や団体が交錯する複雑な事象に見えます。これに対し、本授業は、政治

学の紹介を通じて、政治プロセスを捉えるシンプルな分析枠組みを提供します。それによって、現実の諸問題を分析し、独自の意

見を形成する力を磨いていきます。 

 授業前半では、政府と国民の関係に焦点をおき、社会の多様な利害を表出・集約し、政策を出力する過程を説明します。私たち

の生活に関わる様々な政策が、どのように決定され、維持されているか、その解明が前半の中心的テーマです。 

 授業後半は、政府を構成する政治家や官僚など個別の主体に焦点をおき、主体間のパワーバランスとそれを制約する制度の

働きを説明します。「強い首相」の登場と制度改革の関係が後半の中心的テーマとなります。 

 

 Politics as reported by TV, newspapers, and the Internet is a complex process involving a wide variety of individuals and 

groups.  

 This class provides a simple analytical framework for understanding the political process through an introduction to political 

science. By doing so, the class will foster the ability to analyze various real-life issues and formulate one' s own opinions. 

 In the first half of the class, we will focus on the process of aggregating the various interests of society and making policy 

outputs. The central theme is the clarification of how various policies are determined and maintained. 

 In the second half of the course, we will focus on individual actors such as politicians and bureaucrats who make up the 

government and explain the function of institutions that constrain the power balance among the actors. The emergence of a 

"strong prime minister" and institutional reform will be the central theme. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 市場の失敗 

3. 政府の役割と政府の失敗 

4. 【事例紹介】再分配政策のジレンマ（映像作品視聴） 

5. 利益団体・団体政治①：利益団体とは 

6. 利益団体・団体政治②：政治過程の概説 

7. 選挙・選挙制度①：選挙制度の紹介 

8. 選挙・選挙制度②：選挙における選挙制度の影響 

9. 中間テストとその解説 

10. 議会：立法過程と議会の機能 

11. 官僚：官僚のタイプ 

12. 政官関係：与党と官僚の関係 

13. 内閣制度・首相のリーダーシップ 

14. 中央地方関係 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に、レジュメや資料を読み込んでおくこと。 

授業内容に関連するテキストを紹介するので、それらを参考にして、授業の理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内課題（小テスト）(30%)/中間テスト(29%) 

授業内課題の詳細は、各授業で説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 北山・久米・真渕、2009、『はじめて出会う政治学 構造改革の向こうに』、有斐閣 (ISBN:4641123683) 

2. 砂原・稗田・多湖、2015、『政治学の第一歩』、有斐閣 (ISBN:4641150257) 

3. 久米・古城・真渕・川出・田中、2011、『ニュー・リベラル・アーツ・セレクション 政治学』、有斐閣 (ISBN:4641053774) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

基本的には、Blackboard を使って、資料配布やテストなどを行う予定。 

 

注意事項（Notice） 

 


