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１ ご挨拶  

法学研究科と｢魅力ある大学院教育｣イニシア

ティブ（Keio Initiatives for Political Science：

KIPS） 

「グローバル化時代の政治学総合教育拠点形

成」              拠点リーダー：田中 俊郎                                     

 

近年、文部科学省は、公的な資金で大学および

大学院を支援する際に、オープン・コンペ方式を頻繁

に採用しています。そこでは、独立行政法人化された

国立大学だけでなく、公立大学も、慶應義塾のような

私立大学も、競争資金を申請・獲得しなければなりま

せん。今回、教育分野でも、文部科学省から「『魅

力ある大学院教育』イニシアティブ」の募集があり、法

学研究科政治学専攻は、｢グローバル化時代の政

治学総合教育拠点形成｣提案で応募し、資金獲得

に成功し、KIPS（Keio Initiatives for Political 

Science）として、2006 年度後半から新たな教育プロ

グラムを推進しています。 

  KIPS は，グローバル化時代に国際水準で活躍で

きる総合的知識と高度な専門性を兼ね備えた政治

学研究者・教育者の輩出をめざしています。慶應義

塾大学法学研究科政治学専攻は，わが国最大の

スタッフと教育体制を備えた大学院として，これまで５ 

 

つの系列 (政治思想論，政治・社会論，日本政治

論，地域研究論，国際政治論) を基礎とした教育を

おこなってきました。KIPS では、これら既存の５系列体

制を領域横断的な形で発展させると共に、国際的な

教育・研究活動の強化および学位取得支援策の一

層の充実を図っていきます。具体的には、専門分野

の知識を体系的に履修できる科目選択ガイドラインで

ある「専修ユニット」制度の導入、複数教員でセミナ

ーをおこなう「プロジェクト科目」の拡充、学内の諸研

究所との連携による広範な科目の提供、海外招聘

教授による授業科目の拡充、研究手法・研究動向

について学ぶ「基礎トレーニング支援プログラム」を新

設しました。 

 目玉のひとつは「専修ユニット｣で、修士課程の一

部に導入されていましたが、後期博士課程にまで広

げ、新たな専修ユニットを導入しました。これまでの EU

研究（コーディネーター：田中俊郎）に加えて、2006年

度に東アジア研究（国分良成）、コミュニケーション研

究（大石裕）、公共政策研究(小林良彰）を設置しま

した。さらに、2007年度には、近代化研究（玉井清）、

安全保障研究（赤木完爾）、市民意識研究（有末

賢）の専修ユニットが新たに設置されることが予定さ

れています。なお、専修ユニットは、これまでの法学研

究科の教育制度にとって代わるものではなく，院生諸

君の履修にあたってモデル・メニューを提供することに

よって、体系的な学際的履修を促進するものです。

各専修ユニット構成教員が合議で指定する科目（法

学研究科他専攻、塾内他研究科や研究所のなど

の授業を含む）のなかから 16 単位以上履修合格す

れば、修士課程ないし博士課程修了時に専修ユニ

ット修了証（ディプロマ）を授与します。16 単位のなか

には、学部の科目（除く研究会）を4単位まで加えるこ

とができます。 

もうひとつの目玉は、「基礎トレーニング支援プログ

ラム」で、基礎演習Ⅰ（研究動向）、基礎演習Ⅱ（研
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究手法）を新たに導入して、オムニバス形式で最先 

端の研究動向と手法について講義をおこなう予定で

す。政治学の基礎を学習することで、院生諸君が、

狭い学問領域に閉じこもり、いわば｢蛸壺｣状態になら

ないように、演習ユニットとともに、問題関心と視野を

ひろげることを目的としています。 

さらに、国際的な場で活躍する研究者・教育者を

育成するため、外国人招聘教授による外国語による

専門授業（2006 年度にはＵＳ Foreign Policy や European 

Political Integration）もふやしつつあります。英語での論

文執筆を支援するアカデミック・ライティングや英語で

の学会報告を支援するアカデミック・プレゼンテーショ

ンの授業も用意しています。さらに、留学生が博士学

位の取得を容易にするため、博士論文などの日本

語論文執筆支援体制も拡充しました。 

このような教育プログラムをどう使うかは、みなさん

の問題です。ぜひ積極的に利用していただきたいと

思っています。 

 

※ 事業の概要は同封のパンフレットをご参照くださ

い。 

 

2 新規科目と学生の感想 

 秋学期開講の新規科目「基礎演習Ⅱ」、「アメリカ

外交政策」のご紹介をします。 

 

（1） 「基礎演習Ⅱ」 

 

共同担当者： 粕谷祐子、岡崎哲郎、増山幹高、

細谷雄一の 4 人の講師 

 日時および教室： 木曜 4 限もしくは 6 限、321 

 

 

（授業風景） 

 

① 基礎演習 TA の感想 

「『基礎体力作り』を目指すための最適の授業」 

 法学研究科政治学専攻後期博士課程 3 年 

西川 賢 

 

西川賢と申します。とりあえず、雑駁ではありますが、

「基礎演習Ⅱ」の授業を観察していて感じたことなどを

思いつくまま述べさせていただきたいと思います。 

まず、「基礎演習Ⅱ」の最大の特徴は、研究設計

の仕方に始まって、事例研究、モデル分析、計量分

析、歴史分析といった政治学における多様な手法を

整理し、それを体系的に伝授しようとしているところにあ

ります。「政治学的な思考回路」を練成し、研究活動

における「基礎体力作り」を目指すために最適の授業

といえるのではないか、と思います。担当者の先生方

も、学会の第一線で活躍しておられる新進気鋭の、そ

していい意味で「個性的な」政治学者・経済学者ば

かりなので、そういう意味でも大変贅沢な内容だと思

います。 

政治学における手法の習得は一種の「職人芸」的

な側面も強くあって、たとえば歴史分析のような研究

手法ひとつとっても、それをアタマで理解するだけでは

なくて、手足のように使いこなせるようになるまでには

（要するに論文生産や学会発表などのアウトカムに

結び付けられるだけの相応の技術レヴェルに達するに

は）それなりに時間がかかります。従来まで、そのような

手法の習得は（僕もそうでしたが）、研究者個々の独

学によるところが大きかったように思います。このやり方

だと、習得までに多大な時間とコストを費やさねばなら

ず、「研究方法に関する体系的で合理的なトレーニン

グ・プログラムがあったらなあ」などと考えていたもので

す。 

同じような悩みを抱えている方がいたら、迷わずこの

「基礎演習Ⅱ」をとることをお勧めします。 
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② 履修者の感想 

「一人でも多くの人に受けて欲しい最重要講義」 

法学研究科政治学専攻修士課程 1 年  

藤 亮平 

 

基礎演習Ⅱ（研究方法）は大学院イニシアティブ

の「基礎トレーニング・プログラム」の一環として、政治

学を専攻する大学院生の研究活動、論文執筆の基

礎固めのために政治学の多様な研究手法を学ぶ講

義です。授業は毎週木曜日の 4 時限に 321 教室で

行われ、粕谷先生をはじめ 4 人の先生方がそれぞれ

の専門分野（数理、計量、歴史分析、フィールド分

析、比較分析など）についてオムニバス形式で研究

手法を教えてくださいます。履修者は課題として講義

で扱われる各分析手法を用いたレポートを作成し提出

することになっていますが、これは自分自身の研究計

画にとってとても有益なものとなります。今年から設置

された講義なので、担当される先生方にも多少戸惑

いがあるようですが、毎回の授業の内容は大学院で

研究を行う上でどれも極めて重要かつ有益、示唆に

富むものであり、単位のいかんに関わらず受講して絶

対に損はしません。これは決して自分だけの感想では

なく、受講している友人たちも「今まで設置されていな

かったのが残念」「賢さが上がる」などと絶賛していま

す。この基礎演習Ⅱは、その内容の重要さから言って、

大学院で政治学を専攻する全ての大学院生に限ら

ず、政治学を学んで論文を執筆する全ての意欲ある

学部生に至るまで受けて欲しい講義です。 

 

（2） 「アメリカ外交政策」 

 

講師： Mr. Frank Jannuｚi 

(Mr. Jannuzi is a Hitachi International Affairs Fellow of the 

Council on Foreign Relations, and has 20 years experience in 

United States foreign policy as a State Department officer, 

intelligence analyst, as a detailed UN electoral officer in 

Cambodia, and for the past 10 years as the senior East Asia 

policy advisor to the Democratic Staff of the Senate Foreign 

Relations Committee.) 

日時および教室： 2006 年秋学期木曜 2 限、2B３１

（南館地下 3 階） 

 

（授業風景） 

 

 履修者の声 

「英語での議論に挑戦！」 

法学研究科政治学専攻修士課程 1 年 李 彦銘 

 

この授業では冷戦期をめぐって、冷戦におけるアメリ

カの対外政策を検討しながら、対外政策プロセスの

モデルと特徴を勉強しました。学部時代に習った決定

過程の理論モデルについて実務経験のあるアメリカ

人の先生の解説により、その全体像と特徴をより深く

理解でき、さらにアメリカの対外政策の特徴と他の国

との共通点もよりよく理解できました。また、冷戦の起

源と過程において、双方の対外政策の相互作用を

学びました。 

授業はほとんど先生による英語の講義ですが、み

んなで英語での議論も毎回必ず行います。先生の

講義は非常に丁寧で聞き取りやすいですし、英語で

の議論は先生の励ましと受講者の協力で難しいこと

はなかったです。私自身も本格的に英語で議論する

授業は初めて受講しますが、先生とみんなの助けで
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正しいかどうかに関わらず、自分の意見を話してみよう

という自信を身に付けました。 

先生は、毎回配布する資料と話し方に気を配ってく

れて、受講するみんなの英語のレベルに合わせて調

整し、できるだけ分かりやすく教えてくれました。それに、

毎回先生が自分のキャリアに関係する面白い話を教

えてくれるので、授業のもう一つの楽しみになっていま

す。 

 

3 2007 年集中講義のお知らせ 

KIPS では外国人招聘教授による短期集中講座を

下記の通り開催予定です。 

 

「欧州政治統合論」 

 

講師： Dr. Michael WENINGER 

(Political Adviser, European Commission, Bureau of European 

Policy Adviser)  

日時および教室： 2007 年 1 月 24・25・26 日および

29・30 日の 5 日間、1～3 限、312 番教室 

使用言語： 英語（通訳なし） 

 

詳細は KIPS 事務局にお問い合わせください。 

 

4 留学生へのお知らせ  

―KIPS の論文支援活動― 

 

 KIPS では、留学生による日本語の論文支援（添

削）を行っています。支援の対象となるのは、博士論

文、『法学政治学論究』投稿用論文です。詳しくは指

導教授にご相談の上、KIPS 事務局までお問い合わ

せください。論文支援申請書を提出していただきます。

なお、添削を受けるには、KIPS 論文支援 RA に依頼

する時間が必要ですので、締め切りまで余裕を持っ

て申請してください。『法学政治学論究』用の論文の

場合は、『論究』締め切り 2 週間前が論文支援の申

し込みの最終日となります。ご留意ください。 

 

5 今後の KIPS 活動予定 
 

（1） 研究成果（自己申告制）のお知らせ 

  

KIPS では今後大学院学生の就職のためのキャリ

ア・サポートの一環として、学生諸君の研究成果を HP

上で公表しようと計画しています。（申告書の詳細に

ついては今後 HP を参照してください。）  

 

（2） KIPS 支援による海外での学会報告 

 

 KIPS では今年度、在籍学生による海外での学会・

研究会報告支援を行っています。ニューズレターの

次号以降で実際に報告を行った学生による体験談を

紹介します。 

 

6 編集後記と KIPS 事務局紹介 

 

 KIPS のニューズレター第 1 号はいかがでしたか。第

2号は2007年春学期開始に合わせて発行予定です。

次号では、「基礎演習Ⅰ」の紹介などを行います。ど

うか引き続きご愛読ください。 

 

＜ニューズレター企画・取材・編集＞ 

ニューズレター担当： 河越真帆（KIPS 研究員） 

柴田公子（事業推進 RA） 

なお、KIPS の詳細はホームページでもご覧になれ

ます。こちらもご活用ください。 

（HP:  http://www.law.keio.ac.jp/~kips/） 

 

KIPS 事務局： 

（春木育美、河越真帆、蔦尾祐子） 

〒108-8345 

東京都港区三田 2－15－45 

慶應義塾大学 南館地下 1 階 

Tel： （03）5418－6731 

Fax: （03）5418－6732 

E-Mail:kips-jimu@adst.keio.ac.jp 

http://www.law.keio.ac.jp/~kips/ 


