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KIPS (Keio Initiatives for Political Science) 

  No.4 Ｄｅｃ. 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、｢基礎演習｣担当者による座談会と集中

講義のお知らせを中心としてお送りします。  

 

1 ｢基礎演習｣担当者による座談会  

日時： 2007 年 10 月 5 日(金)  

12 時 15 分～13 時 30 分 

於：  南館 3 階会議室 

出席者：田中俊郎、増山幹高、堤林剣、細谷雄一、

粕谷祐子、岡山裕、西野純也 (敬称略) 

 

座談会風景写真① 

 

増山： 今日の会合の目的は 3 つです。1 つは新任

の若手講師の方々との顔合わせで、今後の基礎演

習担当を検討頂くという意味もあります。2 つめには、

大学院生向けの情報発信という目的があり、基礎演

習という授業を導入したわれわれの意図を周知したい

と考えています。3 つめには、“Faculty Development”の 

一環として政治学科専任教員に向けても基礎演習

の実際について情報を発信しておくということがありま

す。 

まず、KIPS 活動についての説明から入りましょう。

KIPS の特色は 3 つあり、①専修ユニット、②海外か

らの招聘教授、③基礎演習授業の設置、となってい

ます。③の基礎演習の授業は、政治学専攻での５

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）をカバーする内容を｢広く

浅く｣学ぶのではなくて、いろいろな研究動向・研究手

法を学ぶことによって、大学院生が自らの研究を政治

学の中に位置づけることができるようになることを目的

としています。 

 

田中： 昔の大学院のカリキュラムでは 5 系列ごとに

基礎科目を必修で履修するようになっていたのですが、

今は違います。現在の問題は、修士課程のレベルで

自分の専門に専念してしまう人が多いので、もっと幅

広く基礎を学ぶ機会を提供することが大切だと思いま

す。 

 

増山： 実際に基礎演習を担当されてみてどんな感

想をもたれたでしょうか。私自身の春学期に「基礎演

習Ⅰ」を担当した感想ですが、大学院生は授業の趣

旨をよく理解していないんじゃないかという印象を持ち

ました。授業に出たり出なかったりで、「つまみ食い」と

いう大学院生がかなりいたように思います。 

 

細谷： 例えば、国際政治が専門の大学院生には自

目次 

はじめに 

１ ｢基礎演習｣担当者による座談会 

2  学生による会議参加の報告 

3  集中講義のお知らせ 

 (1) 「韓国の政党と選挙」 

 (2) ｢欧州政治統合論Ⅱ｣ 

4  専修ユニット修了証について 

編集後記 

 



Newsletter No.4                                               Ｄｅｃｅｍｂｅｒ  2007 

 

 
KIPS (Keio Initiatives for Political Science) 

2 

分の専門外のところを学んで欲しいのですが、その領

域を広げていこうとする意欲があまり感じられないのが

残念なところです。また、春の「基礎演習Ⅰ」のレポー

トで註の引用文献が極端に少ないものが多く、もう少

し多くの文献を手にとって頂きたいと思いました。 

 

粕谷： 私のところにも同様の、ある本の一部をほぼ

丸写しにしたようなレポートがありました。「基礎演習 I」

の課題は研究動向論文を書くということでしたが、これ

は自分が修士論文などで扱おうとするテーマについ

ての研究動向を検討すればよいわけで、要するに自

分の利益に直結するわけですから、もっと積極的にこ

のような機会を活用して欲しいです。  

 

細谷： 大学院生の自主性を尊重することを前提に

するならば、どこまで教員がサポートをするべきなのか、

難しいところですね。 

 

田中： 授業のターゲットをどうするかの問題でしょう。

履修者全員に期待するのではなく、基礎演習の授業

をとることによって目を開く大学院生が出るだけでよい

のではないでしょうか。 

 

細谷： 少数であっても視野を広げる大学院生がいて

くれれば嬉しく思います。それは人数よりも大事です

ね。 

 

堤林： それに関しては、既に一定の成功を収めてい

るのではないかと思います。私は思想を専攻している

大学院生二人から「基礎演習Ⅰ」の感想を聞いたの

ですが、彼らは思想以外の授業も非常にためになっ

たと、そして基礎演習を是非来年以降も続けて欲しい

と言っていました。ちなみに、彼らは思想の授業が含

まれていない「基礎演習Ⅱ」も絶賛していました。 

 

西野： 先ほどから話題に出てくる｢つまみ食い｣はして

いいのですか。 

 

細谷： 出席を取っていないので、あくまでも大学院

生の自発的意欲を信じるしかありません。それが現状

でしょうね。 

 

風景写真② 

（左から新任の西野･岡山両先生と粕谷先生） 

 

西野： ｢つまみ食い｣では研究が蛸壺に入るので、

確かにまんべんなくとった方がいいですね。私の留学

した韓国の大学院では、米国のカリキュラムに倣って、

修士・博士課程ともしっかりコースワークを行なってい

ました。自分の専門分野如何にかかわらず、政治学

の各領域の基礎をきちんと身につけることが必要との

考えによるものです。 

 

岡山： 先生方のお話を伺っていて、どこも似たような

悩みを抱えているのだなと思いました。私は今月（10

月）慶應に赴任したばかりですが、前任校では学際

性を謳った地域研究の学科に所属していました。とこ

ろが、学生がみな意欲的に様々な分野の授業に参

加して新しい学問を作り出そうとするかというと必ずしも

そうではなくて、自分の指導教員の専門分野に近いこ

とにしか目を向けない人も少なくないのですね。学生

はあまり意識しないのでしょうが、知らないアプローチ

を気軽に他人に教えてもらえるのは実は学生のうちだ

けなので、この基礎演習を含めて是非そうした「特権」

を活かしてもらいたいと改めて思いました。 

 

増山： レポートの提出に関してですが、春の「基礎演

習Ⅰ」では一人の担当者宛にレポートを提出するよう

にしました。今度の秋の｢基礎演習Ⅱ｣では、二人の

担当者宛にレポートを提出させるようにしようと思ってい

ます。 

 

細谷： 昨年は 4人の担当者全員に大学院生がレポ

ートを出すことにしようかと当初は考えていたのですが、

それではハードルが高すぎるというのでやめました。結
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局レポート提出は１つだけとし、ハードルを低くして間口

を広げることにした訳です。今後も試行錯誤してハード

ルを下げないことと間口を広げていくことを両立させる

という問題に対処していかざるを得ないでしょうね。 

 

増山： あまりペナルティとして課題を課すのもどうかと

思いますが、「つまみ食い」が目に余るような状態が

続けば、致し方ありません。大学院生がある種の「囚

人のジレンマ」状況にあることを理解すれば、自ずと解

決するのでしょうが、大学院生自らが基礎演習の長

期的な利点に気づき、それが修論や博論を作成する

際に役立つことを理解してくれるのを期待するばかりで

す。 

 

細谷： 当初は手弁当でもやろうとした有志の勉強会

でしたが、今回はKIPS事業の一環として正規科目と

なったわけです。当面は若手教員で担当して基礎演

習の「基礎」を固めていくことになるでしょうが、追々ベ

テランの先生方にも担当をお願いし、大学院生と教

員の交流の場としていければ良いのではないかと思

います。そのような交流で、大学院生の研究意欲が

高まっていくのであれば、この試みは大きな成功といっ

て良いのではないでしょうか。 

 

2 学生による会議参加の報告 

 

KIPS では、在籍学生による学会・研究会報告支

援を行っています。以下は、実際に学会報告を行っ

た学生による体験談です。 

 

会議参加記録① 

会議名： 日本国際政治学会大会 

会議の概要： 日本及び海外の政治学・歴史学の

研究者が集まる大会 

会議開催年月日： 2007 年 10 月 26 日～28 日 

開催地： 福岡市(福岡国際会議場) 

参加者名： シュラトフ・ヤロスラブ 

    （法学研究科後期博士課程） 

 

 

■□ 会議参加報告 

  本会議へは報告者として参加し、日露戦争後、ロ

シア陸海軍がどのように「日本脅威」を認識していた

のか、戦争計画や駐日陸海軍武官らのレポート等の

一次資料を分析した。主に、1905 年から 1914 年まで

の期間を対象として検討し、「ロシア陸海軍の計画に

おける『日本脅威』、1905－1914－海軍を中心にー」

のタイトルで報告した。討論者からの貴重なコメント、

また後にフロアとの議論で得た情報などを考慮し、今

回の報告を今後、学術雑誌に投稿していくつもりであ

る。 

学会大会では、韓国の保護国化過程における英

米の対韓政策と日本外交についての報告もあった。

報告内容は、日英同盟成立時(1902 年)から第二次

日韓条約(1905年)までの時期の朝鮮問題をめぐる日

英米の外交政策を検討したものであった。報告者は

以前、日露関係における朝鮮問題(1905-1907)、す

なわち韓国の保護国化をめぐる日露論争について論

文を書いた人物であったが、今回の報告はたいへん

興味深いものであった。 

 

会議参加記録② 

会議名： 日本 EU 学会 

会議の概要： 日本 EU 学会が毎年一回開く研究大

会であり、今年の共通論題は「ローマ条約50年―到

達点と展望」 

会議開催年月日： 2007 年 11 月 24･25 日 

開催地： 神戸大学 

参加者名： 鈴木均 (法学研究科後期博士課程) 

  

■□ 会議参加報告 

日本 EU 学会第 28 回（2007 年度）は共通論題「ロ

ーマ条約 50 年―到達点と展望」の下、今年度の

研究大会を神戸大学にて行った。 
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大会二日目の午前、参加者は分科会 B に参加し、

司会渡邊啓貴教授（東京外国語大学）の下で研究

発表を行った。発表のタイトルは「ユーラトム、ドイツ再

軍備とドイツ労働総同盟（DGB）1950－1960 年」であり、

核兵器拡散問題において欧州統合がどのような役

割を果たしたのかを論じた。特にジャン・モネと労働組

合のユーラトム創設理念に注目し、欧州各国の史料

を横断的に参照しつつ、歴史実証研究として発表を

行った。分科会当日は、経済、政治、軍事、外交等

幅広い専門の先生方に多く出席いただき、国際社

会における核不拡散レジームとしてのユーラトム、独仏

外交史の中のユーラトム、そしてドイツ国内政治におけ

る文脈等、学問的な質が高い議論をすることができ

た。 

 

３ 集中講義のお知らせ 

 

 2008 年 1 月と 3 月には、海外からの招聘教授によ

る集中授業が開講されます。大統領選挙後のタイム

リーな時期での開講となる「韓国の政党と選挙」と、

EU 研究者であり実務者でもあるライテラー大使による

「欧州政治統合論Ⅱ」の授業です。この絶好の機会

を利用して、ぜひ受講してください。 

 

(1) 「韓国の政党と選挙」 (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 

 

「韓国の政党と選挙」に関しては、提出日時の期

限を過ぎてい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。 

 

(2) ｢欧州政治統合論Ⅱ｣ (使用言語： 英語)    

担当： Ｍｉｃｈａｅｌ Ｒｅｉｔｅｒｅｒ (ミヒャエル ライテラー)君 

     （欧州委員会駐スイス大使）  

開 講 日： 2008 年 3 月 1 日、 

3・4・5・6・7・8 日および 

10 日(集中講義) 

各日 2 コマ程度を予定 

講 義 室： 314 番教室 

登録番号： 修士 10780 博士 10794 

 

「欧州政治統合論Ⅱ」に関しては、2008 年 4 月に

履修申告を行ってください。 

 

４ 専修ユニット修了証について 

 

専修ユニットを選択し申請した大学院生で、各専

修ユニットの認定科目のなかから 16 単位以上履修

合格すれば、修士課程修了時ないし博士課程修了

時（または単位取得退学時）に専修ユニット修了証を

授与します。該当する院生には学位授与式当日、学

位記とともにお渡しします。早めの受け取りを希望する

場合および単位取得退学者については、3 月 10 日

以降学事センター窓口にてお渡しします。 
 

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

載されていますので、ご覧ください。 

  それでは皆様、良いお年をお迎え下さい。 

 

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/ 


