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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX663／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
冷戦史研究（Cold War Studies） 

担当者名 

（Instructor） 
清水 謙(SHIMIZU KEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring 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） 

果たして「冷戦」は終わったのか？これは本演習で検討する最も大きなテーマである。2014 年にロシアがクリミア半島を併合した

事件はヨーロッパに大きな緊張をもたらし、国際紛争となっているシリアでも米露の駆け引きが繰り広げられている。アジアに目を

向ければ、米朝首脳会談によって軍事的緊張が和らいだように見える一方で、経済や貿易問題を中心に米中の摩擦が激化して

いる状況にある。本演習では、いまいちど冷戦とは何であったのかを再検討することで、21 世紀の時代に国際政治をどのように

理解するのかを分析する視座を共に考えたい。 

 

Did the "Cold War" really end? This is the most significant topic which will be examined in this seminar. The Russian annexation 

of the Crimean Peninsula in 2014 caused significant tensions in Europe, and maneuvering between the US and Russia is 

unfolding in Syria which has become an international conflict. Looking at Asia, while it would appear that military tensions have 

eased due to the summit between the US and North Korea, the friction between the US and China concerning economic and 

trade problems is intensifying. In this seminar, the instructor would like to re-examine together with the students once more 

what the Cold War was to acquire a perspective for analyzing how to understand International Politics during the period of the 

twenty-first century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、オックスフォード大学出版局から出版されている冷戦史の文献を輪読しながら各章について議論をする。受講生に

は報告と討論を担当してもらう章を割り当てる。担当者のレジュメを基にした報告のあと、討論者が報告者に対して疑問点や論点

を挙げてもらい、教員が議論を整理した上で解説を加えながら全体で議論をする。演習の進度にもよるが、教科書を読了したあと

は、受講者の関心を汲み取りながら、冷戦史や国際政治学などの学術論文を読むことで、より専門的に体系的な理解を深めてい

く。 

 

In this seminar, students will read in turn literature about the history of the Cold War published by Oxford University Press while 

discussing each chapter. Students will be assigned chapters to present reports and moderate debates. After the student in 

charge presents a report based on the summary, debaters will raise questions and arguments with the presenter. The faculty 

member will organize the discussion and provide commentary while the entire class engages in discussion. After the students 

finish reading the textbook, though depending on how far the seminar progress is, we will try to deepen their systematic 

understanding in a more specialized manner by reading scholarly papers about the history of the Cold War and International 

Politics etc, considering the participants’ interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「第二次世界大戦と旧秩序の破壊」の輪読と議論 

3. 「ヨーロッパにおける冷戦の起源」の輪読と議論 

4. 「アジアにおける「熱戦」に向かって」の輪読と議論 

5. 「グローバル化した冷戦」の輪読と議論 

6. 「対立からデタントへ」の輪読と議論 

7. 「国内冷戦の諸相」の輪読と議論 

8. 「超大国デタントの興亡」の輪読と議論 

9. 「冷戦の最終局面」の輪読と議論 

10. 冷戦史または国際政治学の論文の輪読と議論（１） 

11. 冷戦史または国際政治学の論文の輪読と議論（２） 

12. 冷戦史または国際政治学の論文の輪読と議論（３） 

13. 冷戦史または国際政治学の論文の輪読と議論（４） 

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、コメントや疑問点などを整理したメモを作成し、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. ロバート・マクマン、2018、『冷戦史』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-35175-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. O・A・ウェスタッド著、佐々木雄太監訳、小川浩之・益田 実・三須拓也・三宅康之・山本 健訳、2010、『グローバル冷戦史  第

三世界への介入と現代世界の形成』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0643-9) 

2. 益田実、池田亮、青野利彦 、齋藤嘉臣編著、2015、『冷戦史を問いなおす：「冷戦」と「非冷戦」の境界』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4623074709) 

3. 益田知佐子、2019、『中国の行動原理：国内潮流が決める国際関係』、中央公論社 (ISBN:978-4121025685) 

4. O.A.ウェスタッド著 、益田実監訳、山本健、小川浩之訳、2020、『冷戦：ワールド・ヒストリー（上）』、岩波書店 (ISBN:978-

4000256728) 

5. O.A.ウェスタッド著 、益田実監訳、山本健、小川浩之訳、2020、『冷戦：ワールド・ヒストリー（下）』、岩波書店 (ISBN:978-

4000256735) 

6. 小泉悠、2021、『現代ロシアの軍事戦略』、筑摩書房 (ISBN:978-4480073952) 

7. 佐橋亮、2021、『米中対立：アメリカの戦略転換と分断される世界』、中央公論社 (ISBN:978-4121026507) 

その他、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：2 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 用紙一枚以内） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 


