
■EX579 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX579／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際関係史入門（Introduction to International History） 

担当者名 

（Instructor） 
清水 謙(SHIMIZU KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際政治を通史的に学ぶことで、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。

できるだけ多くの国・地域の政治や歴史、文化などにも目を向け、国際的な相互理解を深めて、複眼的な視野を涵養することも目

指したい。 

 

The objective of this course 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. This course aims to focus on the politics, history, and 

culture of as many countries and regions as possible to deepen international mutual understanding and to cultivate a 

multifaceted point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、国際政治史の基本的な文献を輪読しながら各章について議論をする。受講生には報告を担当してもらうテキストの

章を割り当て、担当者の報告のあと教員が解説を加えてから、受講生が提出する「準備メモ」をもとに全体で議論をする。演習で

は実際に史料を読解し、そこから読み取れる国際政治史を分析する切り口なども共に考えていきたい。また、理論的な枠組みも

適宜紹介することで、国際政治学の方法論なども修得していく。より立体的な理解のため、史料調査やフィールドワークなどから

教員が得た成果も各回のテーマに合わせて紹介していく。 

 

In this seminar, students will read in turn from the fundamental literature in the history of International Politics while discussing 

each chapter. Participants will be assigned chapters in the textbook to present reports. After the report has been presented, 

the faculty member will add an explanation followed by a discussion among all the students based on the "preparatory notes" 

submitted by the participants. In the class, we are also going to read historical materials which the faculty member would like 

the students to actually interpret for discussion to think together about ways of analyzing the history of international politics. 

Moreover, students will also learn the methodology of the study of International Politics by introducing theoretical frameworks 

as needed. Investigations into historical materials, fieldwork, and other results achieved by the faculty member will also be 

introduced according to the topic of each session to achieve a more multifaceted understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「ヨーロッパの時代からアメリカの時代へ」の輪読と議論 

3. 「第二次世界大戦終結前後の世界」の輪読と議論（ヨーロッパ編） 

4. 「第二次世界大戦終結前後の世界」の輪読と議論（アジア編） 

5. 「ヨーロッパの冷戦とアジアの戦争」（ヨーロッパ編） 

6. 「ヨーロッパの冷戦とアジアの戦争」（アジア編） 

7. 「西欧帝国主義の終焉と米ソ冷戦の継続」の輪読と議論（1955 年体制） 

8. 「西欧帝国主義の終焉と米ソ冷戦の継続」の輪読と議論（ハンガリー動乱から日米安全保障条約改定まで） 

9. 「ベトナム戦争と米ソ中三国関係」の輪読と議論（ベトナム戦争から第三次中東戦争まで） 

10. 「ベトナム戦争と米ソ中三国関係」の輪読と議論（ニクソン・キッシンジャー外交） 

11. 「第三世界の激動と米ソ・デタントの退潮」の輪読と議論（第四次中東戦争からデタントの凋落まで） 

12. 「第三世界の激動と米ソ・デタントの退潮」の輪読と議論（ヘルシンキ合意から大平首相の環太平洋連帯構想まで） 

13. 「冷戦の終結」、「冷戦後の国際関係」、「アメリカの時代の終わり」の輪読と議論 

14. まとめの議論 

 

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

毎回のテキスト輪読に際して演習で扱う章を事前に通読し、コメントや疑問点、演習で議論したい論点などを整理した「準備メモ」

を作成し、演習開始時に提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(60%)/出席・準備メモ・議論への積極的参加度など(40%) 



 

テキスト（Textbooks） 

1. 有賀貞、2019、『現代国際関係史：1945 年から 21 世紀初頭まで』、東京大学出版会 (978-4-032228-7) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の関心を汲み取りながら演習中に適宜紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次：1 年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習を志望する理由と、国際政治で関心のあるテーマについて自由に論じて下さい。 

②字数：1000〜1200 字程度（A4 用紙１枚以内） 

 

注意事項（Notice） 

 


