
■EX240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX240／国際政治 

(International Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

▪春学期：国際政治学を歴史、理論、イシューから体系的に理解する（担当：清水謙） 

 

▪秋学期：市井の人々の視点から国際政治の諸問題を学ぶことで他者理解の力を養う

（担当：長史隆） 

担当者名 

（Instructor） 

長 史隆(CHO FUMITAKA) 

清水 謙(SHIMIZU KEN) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【春学期】 

春学期は、国際政治を体系的に学ぶことで、21 世紀におけるさまざまな国際問題を理解し体系的に分析する基礎を培うことを狙

いとする。 

 

【秋学期】 

秋学期は、優れた著作・映画・ドキュメンタリー番組などを通して、ある時代や国に生きた（あるいは現に生きている）人々の経験

や思いに耳を傾けることで、国際政治の歴史と現状を多面的に把握することを目指す。それによって、普段は出会うことのない

「他者」に対する理解や共感を養うことを目標とする。 

 

The objective of the spring semester is to build a foundation to understand and systematically analyze various international 

problems in the twenty-first century by studying an overview of international politics. 

 

The fall semester is aimed to familiarize students with the voices of people who lived (or are living) in each period and occasion. 

It would help students foster empathy for people who are so distant or impossible to encounter in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

【春学期】 

春学期には、主権国家の成立を理解した上で、リアリズム、リベラリズム、コンストラクティヴィズムのような基礎理論を修得する。

そして、経済、外交、安全保障、新しい戦争、テロ、難民などのイシューを理解し、平和はいかに構築されるのかを考える。 

 

【秋学期】 

秋学期は、「反転授業」形式にて授業を行う。すなわち受講者には、授業前に所定の文献（1 時間以内に読了できる分量）を読了

し、それについてのコメント（200～500 字程度）を提出したうえで授業に臨んでもらう。授業は、教員による解説、映画や番組の視

聴、受講者が事前に提出したコメントに対する教員の応答を中心に進める。また受講者数次第では、グループ討論を行うこともあ

りうる。 

 

The spring semester aims to focus on the sovereign state system, the basic theories of international politics, such as realism, 

liberalism as well as constructivism. It is also important to grasp the relation between international politics and economy, 

diplomacy, security, the new war, terrorism, and refugees as contemporary international issues. In the end of this course, the 

students will examine how international peace can be achieved. 

 

The fall semester is going to be conducted in a way of “flipped classroom.” Students are required to read an assignment and to 

submit a short essay on it before the class. In class, the students are supposed to watch a TV program or a part of a movie, 

listen to the instructor’s lecture, and share the instructor’s comments on students’ short essays. If the number of students 

permits, discussion in groups may be implemented.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション−国際政治とは何か  

2. 国家とは何か−主権国家の成立と国家の要件 

3. 国際政治学の基礎理論（１）リアリズム 

4. 国際政治学の基礎理論（２）リベラリズム  

5. 国際政治学の基礎理論（３）コンストラクティヴィズム 

6. 対外政策の選択 

7. 安全保障の概念 



8. 核兵器と国際政治 

9. 国際政治経済を考える：国家、市場、国際体制 

10. 冷戦の終結と「新しい戦争」 

11. 越境の国際政治−移民／難民問題を考える 

12. 「移民の安全保障化」−膨張する安全保障とヒトの国際的移動 

13. 平和はどのように構築されるのか 

14. 春学期末テスト 

15. 秋学期のガイダンス 

16. 第 2 次世界大戦の諸相① NHK『新・映像の世紀 第３集 時代は独裁者を求めた』（序盤の 1/3 を授業で視聴）＋水木しげ

る『劇画ヒットラー』の一部（事前課題） 

17. 第 2 次世界大戦の諸相② NHK『新・映像の世紀 第３集 時代は独裁者を求めた』（中盤の 1/3 を授業で視聴）＋アレクシ

エーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』の一部（事前課題） 

18. 第 2 次世界大戦の諸相③ NHK『新・映像の世紀 第３集 時代は独裁者を求めた』（終盤の 1/3 を授業で視聴）＋『ベルリ

ン終戦日記 ある女性の記録』の一部（事前課題） 

19. ホロコーストを生き延びた女性の生涯からジェンダーを考える——映画『おしえて！ドクター・ルース』を観る 

20. 現代の戦争① シリア内戦（2011 年～）——ドキュメンタリー『娘は戦場で生まれた』（授業内で視聴）＋青山弘之『シリア情

勢』（事前課題） 

21. 現代の戦争② ロシアのウクライナ侵攻（2022 年～） ※課題文献等未定 

22. 女性のエンパワーメント① 映画『パッドマン』（前半を授業で視聴）＋NHK『生理の貧困』の視聴（事前課題） 

23. 女性のエンパワーメント② 映画『パッドマン』（後半を授業で視聴）＋福井みのりほか『＃生理の貧困』の一部（事前課題） 

24. 女性のエンパワーメント③ 女性器切除（FGM）の体験と廃絶への活動——ワリス・ディリー『砂漠の女ディリー』の一部（事

前課題） 

25. 異文化体験から見えるもの——熊谷はるか『JK、インドで常識ぶっ壊される』の一部（事前課題） 

26. 世界に開かれた日本社会をどう創るか① テレビ朝日『なんで見えない 名古屋入管で起きたこと』（授業で視聴）＋ある南

米からの移民日系人青年のライフヒストリー（岸政彦『街の人生』所収：事前課題） 

27. 世界に開かれた日本社会をどう創るか② 安田浩一『学校では教えてくれない差別と排除の話』の一部（事前課題） 

28. なぜトランプが大統領になったのか——中間層の没落、経済・教育格差の拡大、ポピュリズムの台頭という世界的現象（金成

隆一『ルポ トランプ王国』の一部：事前課題） 

 

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

▪春学期：各回のテーマに関する情報を事前に収集し、参考文献として挙げられている文献などに目を通しておく。また、世界情

勢を把握するため、国際ニュースなどもこまめにチェックしておくこと。授業後はレジュメを見直して復習をし、修得した理論や分析

枠組みで国際政治の問題や論点を各自で分析する。 

 

▪秋学期：事前課題の文献を読了したうえで、それについてのコメント（200～500 字程度）を授業の 3 時間前までに提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/春学期の期末テスト(40%)/秋学期の授業前提出コメント(15%) 

上記の「筆記試験」の対象は、秋学期の学習範囲である。すなわち、春学期末には春学期を対象とした「期末テスト」が、秋学期

末には秋学期を対象とした「筆記試験」が行われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。毎回、講義のレジュメを配布もしくはアップロードする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田所昌幸、2008 年、『国際政治経済学』、名古屋大学出版会 

2. 中西寛・石田淳・田所昌幸、2013 年、『国際政治学』、有斐閣 

3. 吉川直人・野口和彦編、2015年、『国際関係理論（第 2 版）』、勁草書房 

4. 小川浩之・板橋拓己・青野利彦、2018 年、『国際政治史——主権国家体系のあゆみ』、有斐閣 

5. 広瀬佳一・小笠原高雪・小尾美千代編著、2021 年、『よくわかる国際政治』、ミネルヴァ書房 

6. 日本経済新聞社編、2021 年、『パクスなき世界——コロナ後の正義と自由とは』、日本経済新聞出版 

7. ファリード・ザカリア（上原裕美子訳）、2021 年、『パンデミック後の世界 10 の教訓』、日本経済新聞出版 

その他、受講者の関心を汲み取りながら授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・昨年度までとは担当教員が異なる。春学期は清水謙が、秋学期は長史隆が担当する。 

 

・各回の予定は変更の可能性がある。 

 



注意事項（Notice） 

 


