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授業の目標（Course Objectives） 

目標① 中東を舞台にした紛争を、具体的に 2 例以上挙げることができる。 

目標② 中東におけるいずれかの紛争を事例に、関係する当事者と介入があった場合にはその介入の主体を、具体的に述べる

ことができる。 

目標③ 関連するキーワードを 3 点以上示しながら、地域紛争に対する介入の課題を具体的に論じることができる。 

目標④ 中東における複数の紛争を歴史的観点から関連づけ、説明することができる。 

目標⑤ 研究や調査のためのツールを理解し、自らの目的に従って利用することができる。 

 

This course aims to enable students to: 

 

1．explain minimum two specific examples of conflicts that took place in the Middle East. 

2．describe in detail the parties involved and the actors of intervention referring to one of the conflicts in the Middle East. 

3．discuss the challenges of intervening in local conflicts, using minimum three relevant key words. 

4．explain the several conflicts in the Middle East from a historical perspective. 

5．utilize tools of academic research appropriately and as per their need. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義では、地域紛争に対して、周辺国、大国、国際機関、NGO がどのように関わり、平和構築や和平の達成、維持を試み

てきたのかを学びます。特に中東は、地政学的な重要性から、地域紛争が複数発生し、その度に介入の在り方が議論されてきた

地域です。イギリスやフランスなどの列強諸国による世界大戦の現場となった他に、イスラエル建国を出発点としたパレスチナ問

題、さらに 2011 年の「アラブの春」後の難民の発生など、さまざまな紛争が起きてきました。それぞれの事例を丁寧に読み解きな

がら、より望ましい国際協力の在り方を考えていきます。 

 

In this course, students will learn about the role neighboring countries, great powers, international organizations, and NGOs play 

in regional conflicts and their attempts to achieve and maintain peace.  

The Middle East, in particular, has seen multiple regional conflicts owing to its geopolitical importance. In addition to being the 

site of two World Wars, it has witnessed the Palestinian issue since the establishment of the state of Israel, the refugee crisis 

after the Arab Spring in 2011, and many more. In these lectures, students will carefully read and understand each case, and 

discuss the desired international cooperation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【導入】ガイダンスとアイスブレイク 

2. 【講義】世界史のなかの中東 

3. 【講義】中東のなかの世界 

4. 【講義】パレスチナ難民の発生：UNRWA の試み 

5. 【講義】脱植民地化のうねり：スエズ危機と PKO 

6. 【講義】民族運動の展開：主権承認と連帯運動 

7. 【講義】市民社会の取り組みと ODA 

8. 【ブレーク】中東の文化を知ろう 

9. 【講義】湾岸危機と人質 

10. 【講義】標的にされる「外国人」 

11. 【講義】シリア紛争と保護する責任 

12. 【講義】イエメン紛争と隣国の介入 

13. 【講義】アフガニスタンと介入からの撤退 

14. 【作業】振り返りとまとめ 

 

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



各回の授業で指示する参考文献を参照し、内容に関して自身の言葉で説明できるようにしてください。 

また、ボーナス課題への積極的な参加も期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回のグループワークへの参加(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

適宜、小レポートなどボーナス課題を出します。提出は任意ですが、自身の理解の促進、ならびに成績に加算されるボーナス・ポ

イントの獲得ができます。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井啓子、2010、『<中東>の考え方』、講談社 (ISBN:978-4062880534) 

2. 永田雄三・加藤博、1993、『西アジア〈下〉』、朝日新聞社 (ISBN:978-4022585035) 

各回に関連する書籍は、授業プリントで指示します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

レポート執筆時の注意事項（特に参考文献表の表記と引用方法）に関しては、こちらを参照して下さい。 

http://cmeps-j.net/abujaras/files/thesis-ref.pdf 

 

注意事項（Notice） 

 


