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KIPS (Keio Initiatives for Political Science) 

  No.3 Sep. 2007  
 

※ KIPS は、Keio Initiatives for Political Science の略で 

あり、慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻が推進

する文部科学省「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ」「グロ

ーバル化時代の政治学総合教育拠点形成」の通称です。  

 

 

はじめに 

今号は、新学期開講授業のお知らせと春学期の

授業の感想を中心とします。  

 

1 新学期開講授業のお知らせ 

 

 秋学期には、海外からの招聘教授による新規授業

が開講されます。貴重なこの機会を利用して、ぜひ受

講してください。 

 

(1) 「近代日本と中国」（使用言語： 日本語） 

担当： 黄 自進（ファン・ツーチン）君 

  （台湾中央研究院近代史研究所研究員） 

 

開 講 日： 2007 年度秋学期 

水曜日 1 時限 

講 義 室： 355-B 番教室 

登録番号： 修士 95556 博士 95575 

 

(2)  「中国の近代化と日本」 

（使用言語：日本語） 

担当： 黄 自進（ファン・ツーチン）君 

  （台湾中央研究院近代史研究所研究員） 

開 講 日： 2007 年度秋学期 

水曜日 2 時限 

講 義 室： 355-B 番教室 

登録番号： 修士 95537 博士 95541 

 

(3) 「日中関係論」 （使用言語：日本語） 

担当： 呉 寄南（ウー・チーナン）君 

 （上海国際問題研究所学術委員会副主任、 

前日本研究室長） 

開 講 日： 2007 年度秋学期 

水曜日 4 時限 

講 義 室： 131-F 番教室 

登録番号： 修士 95704 博士 95719 

 

 (4) 「中国政治外交論」（使用言語：中国語） 

担当： 呉 寄南（ウー・チーナン）君 

  （上海国際問題研究所学術委員会副主任、 

前日本研究室長） 

開 講 日： 2007 年度秋学期 

水曜日 2 時限 

講 義 室： 353-C 番教室 

登録番号： 修士 95685 博士 95690 
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(5) 「韓国の政党と選挙」 (集中講義) 

(使用言語： 英語) 

担当： Sohn Byoung Kwon（ソン・ビョングォン）君 

   （韓国中央大学校社会科学部准教授）  

開 講 日： 2008 年 1 月 23・24・25 日および 

28・29・30・31 日(集中講義) 

各 2 コマ 

講 義 室： 356 番教室 

登録番号： 修士 95757 博士 95761 

 

いずれの授業に関しても、履修を希望する者は指導

教授の許可を得たうえで履修申告用紙（学事センタ

ー配布）に記入し、学事センターに提出してください。  

提出日時：2007 年 9 月 26 日（水）～10 月 2 日

（火）午後 4 時 45 分まで （ただし、「韓国の政党と選

挙」（集中講義）に関しては、この期限を過ぎても履修

申告書の提出を受け付けますので、学事センターに

ご相談ください。） 

 

 詳細は本教育プログラムホームページも合わせて

参照してください。(http://www.law.keio.ac.jp/~kips/) 

 

2 春学期授業の感想 

 

(1) 「基礎演習Ⅰ」 

注： 「基礎演習Ⅰ」は、政治学の様々な研究動

向を学ぶため 2007 年度春学期に新規開設された科

目で、4 人の講師（粕谷祐子、堤林剣、増山幹高、

細谷雄一、敬称略）によるオムニバス形式の授業で

す。今回は政治思想の授業についての学生の感想

を紹介します。 

 

学生の感想 

「政治思想研究の新しい可能性に向けて」 

川上洋平（法学研究科後期博士課程）  

思想分野の 3 回の講義では、現代政治哲学、西

洋政治思想史、日本政治思想史それぞれの専門家

による各分野の研究動向や研究手法についての概

説がなされた。きわめて幅広い領域を網羅した 3 回の

授業であったが、最終的には各講師に共通するメッ

セージが浮かび上がってきたように思う。今日の思想

や論争のあり方を自明なものとせず、絶えず別の可

能性に対して目を開くことの大切さである。 

諸先生が講義で説かれたように、現実の政治も突

き詰めれば何らかの思想に依拠している。そしてこの

思想のあり方を絶えず問いに付し、新たな可能性の

道を探ることに、政治思想研究の一つの意義がある。

本講義では、その方法が、理論的・歴史的方面から、

きわめて具体的な形で提示され、政治思想を専攻す

る者にとっては自身の研究に直接に寄与する内容で

あった。同時に、目下「冬の時代」にある政治思想の

存在意義を他分野の院生に説得することを一つの意

図としていたため、政治思想を専攻しない者にとっても

理解しやすいものであった。また、自らの研究の意義

を外部の者に伝えるという簡単そうに見えて難しい事

柄を行う手法を学ぶ貴重な経験にもなったように思わ

れる。本講義は、政治思想についての豊富な情報を

提供するにとどまらず、受講者が各自の仕方で自身

の研究を振り返りその意義を問い直していく際の道標

として役立つものとなるに違いない。 

 

(2) 「アメリカの東アジア政策」 

 

(授業風景) 

学生の感想 

「学問のみならず実践として学ぶ外交の舞台」 

林 大輔（法学研究科後期博士課程）  

慶應の大学院で政治学を学ぶ上での特色のひと

つとして、実際の政策形成の最前線に携わっている

方々より直接いろいろ学ぶ機会に恵まれている。その

なかでも、フランク・S・ジャヌジ先生はまさに適任という

べき素晴らしい先生であった。 ジャヌジ先生は、米国

務省情報調査局（Bureau of Intelligence and Research, U.S. 
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Department of State）や米上院外交委員会（U.S. Senate 

Committee on Foreign Relations）において、対東アジア外

交・安全保障専門家として長く活躍してきた人物であ

る。 

本授業は、主に 60 年代のベトナム戦争、70 年代

の米中接近、そして 90 年代から 2000 年代の朝鮮半

島危機の 3 つに焦点を当てた。その上で、受講生自

らも政策現場の人間の視点をもちながら学んでいった。

その特色のひとつとして、「6 カ国協議」のシミュレーシ

ョンをコースの最後に行った。受講生全員が 6 カ国そ

れぞれの国の代表として役割を与えられ、それぞれの

国の国益と優先事項をきちんと認識しながら、交渉

の場に臨んでゆくというスタイルのものであった。このよ

うな試みは、他の授業では経験し得ないものであり、

知識や書籍だけの世界では得ることができないものだ

った。  

 

(3) 「日韓関係の政治」 

 

(授業風景) 

学生の感想            

「グローバルな視野から学ぶ日韓関係」 

李 奇泰 （法学研究科後期博士課程）  

講義は、大韓民国の成立前と後に区分して行わ

れた。主な講義内容は、大韓民国の成立後、日韓

関係が正常化する過程で生じた両国間の対立と発

展に関するものであった。日韓間で複雑な対立と協

力が生じた原因の糸口は、日本の「開国」に代表さ

れる、19 世紀における日韓交流、および植民地時代

の状況にあるという内容だった。後半の講義では、日

韓の政治・経済・文化をテーマとして、受講生が 3 つ

のチームに分かれ、パワーポイントなどを使用してチー

ム・プレゼンテーションを行った。ともすれば退屈になり

がちな受動的な講義だけでなく、受講生が自ら問題

意識を持って英語で発表を行い、討論した。  

最後に、今回の講義で何よりもよかった点は、多様

な国籍の受講生の参加と授業態度だった。日本と

韓国からのみではなく、グローバルな視点から客観

的かつ幅広いものの見方を学ぶことができた。このこ

とは、日韓関係に対する視野を広げるのにたいへん

役立ったと思う。  

 

3 キャリアアップセミナーの報告  

 

KIPSでは、2007年6月22日に、大学院生のキャ

リア形成を支援することを目的としたキャリアアップサ

ポートセミナーを開催しました。以下は報告概要です。 

 

「面接と模擬授業」 

（恵泉女学園大学専任講師：李泳采）  

 

（キャリアアップサポートセミナーの風景）  

応募書類および面接に関する事前準備にあたって

は、応募先の大学の特徴を把握することが大切であ

る。その大学がなぜ教員を募集しているのか（定年退

職者の後任人事、新設学科の設立など）について

把握し、それに合わせて応募するのがよいと思う。 

私の場合、履歴書や研究業績書には、社会活動

や大学内の研究会のメンバーであったことも記入した。

通常、研究業績書には、3 点以上の公刊論文を書く

ことになっているが、たとえ無名の雑誌に掲載された

論文であっても、実績として書いたほうがよい。その他

にも、非常勤講師などの経験、つまり「教歴」がある

かどうかが、重要なポイントである。 

書類審査を突破したら、次に行われる面接と模擬

講義ですべてが決まると言っても過言ではない。特に、

模擬講義は重要である。面接で聞かれたのは、これ
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までに書いた論文や今後の研究計画に対する質問

や学生指導に関する質問があった。また、自分は留

学生であるため、留学生がなぜ日本で就職するのか

といった質問もされた。ちなみにこの質問に対しては、

日本人よりも外国人が教えることが有用な点などを強

調した。模擬講義では、自分の行った海外調査の結

果に基づく事例をあげて、具体的なテーマがわかるよ

うにした。また、学部生が理解できるようにキーワード

の説明などポイントを明確にするよう心がけた。模擬講

義の練習を繰り返し練習したため、当日は余裕をもっ

て、臨むことができた。 

最後に、大学院生活の中で行った就職準備につ

いて触れたい。単位取得まではできるが、博士論文

提出までは、なかなか難しい。しかし、国際会議など

での実績を積み、英語で論文を執筆したことは、就職

時に大きなアピールになったと思う。また、自分の専

門で就職できるわけではないので、自分の研究テー

マ以外の分野についても普段から準備し、先生や他

の研究者とのネットワークを築いておくことが大切であ

る。 

 

「博士論文執筆、著書刊行、有期教員を経て」   

（法学研究科准教授：細谷雄一） 

 

（セミナーの風景写真）  

今から 10 年前の 1997 年に、慶應義塾大学大学

院博士課程に進学後 3 年間博士課程に在籍した。

課程終了後 2 年間は北海道大学、その後公募で 2

年間、敬愛大学に勤務した。その間、いろいろと挫

折もあった中で、生き延びてきた。 

公募で就職するのはなかなか難しい。では、これか 

ら就職するプロセスのなかで何が必要なのか、優秀

な研究者が就職で評価されないのはなぜかというこ

とについて話したい。  

まずは、応募者自身が自分は優秀であるということ

を客観的に証明することが必要である。例えば、博士

号の審査に合格している、日本学術振興会の特別

研究員に採用されている、受賞歴等により、専門の

人に評価されていることを証明できることが重要となる。

審査できるものは、多ければ多いほどよい。公募をす

るということは、その分野の専門家がいないということ

なので、審査の段階で客観的な証明が重要になる。 

また、自分に能力があっても、公募が純粋な審査

でないために、正当に評価されないこともある。性別

（例えば、女性を優先的に採用したい）、年齢構成

（30 代を採用したい、大学院指導ができる 50 代を採

用したいなど）、専攻分野（例：「国際政治」と書かれ

ていても「アジア政治専門家」を選びたい場合など）、

内々にすでに学内内定者がある場合など、大学側

の思惑は様々である。したがって、とにかく応募し続け

ることが重要である。 

また、博士論文を書きあげるということも重要である。

現在、大学院生は非常に忙しく、自分の研究に使え

る時間が少ない。しかし、公募の際、博士号を持って

いないと書類審査で除外されることも多い。嫌なこと

があっても耐え忍んで頑張れば、必ず誰かが見守っ

てくれていると考えて、頑張ってほしい。 

 

4 編集後記 

 

 これまでの KIPS の事業成果の詳細は、KIPS ホー

ムページ（HP:  http://www.law.keio.ac.jp/~kips/）に掲

載されています。随時更新しているのでご覧ください。 

 

 

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/ 


