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「Paste（ぱすて）」とは？
ぱっと分かって、すっと頭に入る、テーマ別調べ方ガイドです。みなさんの学習をサポー
トする、総合図書館ラーニング・サポーター（LS）による作成です。レポート作成の際など
にお役立てください

発行： 2019 年 2 月 6 日 大阪大学総合図書館
作成： 総合図書館 LS （国際公共政策研究科）

１．イントロダクション
選挙、内閣、外交、テロ、民族紛争、皆さんが普段テレビや新聞で目にするニュースには、こうした政治現
象を扱ったものがたくさんあります。
「なぜ〇〇内閣は国民の支持を得られないのか？」、「中東紛争はなぜ終わらないのか？」、「北朝鮮は国
際社会からの圧力をよそになぜ核を保持するのか？」 政治学は皆さんが普段のニュースで抱くこうした
ハテナなメカニズムを解明する学問です。

１－１． 「政治学」とは？
政治とは「社会に対する価値の権威的配分」（Easton: 1971）と言われるように、人間集団、特に国家や国
家間における権力の行使をめぐる事象を言います。集団間や集団内で生じる権力や利害対立のことを政
治現象と言います。政治学は、そうした政治現象が生じる原因を分析し、論理的に説明しようとする学問
です。（参照文献：Easton, David. 1971. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science,
Knopf.）

１－２． 学習するにあたってのポイント
政治学とはある政治現象の背後にある要因や力学を明らかにする学問です。したがって、国内外のニュ
ースに目を向け今日本や世界で何が起こっているのかということを日頃から意識しておくことが大切です。
その上で、ニュースの情報を鵜呑みにせず、「本当の原因は何なのか？」というように批判的なハテナを
持つことを意識しましょう。
また、将来研究者を目指すのであれば、古典と言われるような書籍も読んでおくことをお勧めします。優れ
た研究に触れることで、政治の背後にある要因を見抜く力を養うことができます。

１－３． 一般向けに書かれた資料・読み物
国際政治 : 恐怖と希望 / 高坂正堯 （改版）
「平和への確かな道は存在しない」。従来の国際政治の構造の単純化を批判し、「複雑怪奇」と形容しな
がらも、様々な利害が重層的に絡み合う国際政治における平和の問題を再考する渾身の一冊。
【書誌 ID=2004434593】 総合図-A 棟 3 階 文庫・新書 089||CS||108

２．学習用資料
２－１． 事典・ハンドブック 類
政治学辞典 / 猪口孝 [ほか] 編
難解な政治経済用語を丁寧に解説した辞典。専門的な研究のみならず、普段の政治経済ニュースを
詳しく理解する上でもご家庭に１冊置いておきたい。
【書誌 ID=2003392252】 総合図-A 棟 2 階 参考図書 R310.33||SEI

世界史用語集 / 全国歴史教育研究協議会編 （改訂版）
高校の世界史でお馴染みの用語集。政治学で出てくる歴史事象のおさらいに便利。
【書誌 ID=2004464094】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 203.3||ZEN
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２－２． 最初に読むべき資料： 教科書・古典
(1) 古典
古典は難解ですが、プラトンとアリストテレスは古典中の古典であり、前提知識がなくとも理解が可能です。
現代政治の諸問題にも通ずる議論も盛り込まれているので、頭の体操も兼ねて読んでみましょう。

国家 / プラトン著 ; 藤沢令夫訳 （改版）
【書誌 ID=2004180037】 総合図-A 棟 3 階 文庫・新書 089||IB||336017

政治学 / アリストテレス [著] ; 牛田徳子訳
【書誌 ID=2003409013】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 311||ARI

(2) 入門書
政治学の教科書です。かなり体系的に解説されているので、大学の講義と並行しながら読んでみると良
いでしょう。

政治学入門 / 阿部齊, 久保文明, 山岡龍一著 （改訂新版）
政治学の初学者に向けて書かれた入門書。「政治と国家」「政府の組織」から「選挙と世論」「女性の
政治参加」等々全 23 の項目について解説する。
【書誌 ID=2003563575】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 377.15||HOS||2003

政治学の第一歩 / 砂原庸介, 稗田健志, 多湖淳著
日本を代表する政治学者達が、政治社会を自由な意思を持つ個々人の共同体として捉えるアリスト
テレス以来の古典的視点に立ちかえりつつ、如何にして秩序ある国家共同体を形成していくかという
政治学の永遠のテーマについて明快な語り口で解説する。
【書誌 ID=2004376575】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 311||SUN

比較政治学の考え方 / 久保慶一, 末近浩太, 高橋百合子著
中東や東欧などの各地域の政治を専門とする気鋭の若手研究者を中心に執筆された比較政治学の
入門書。世界各国で生じる政治現象を比較分析することで、理論を導出しようとする比較政治学の本
質に迫る一冊。
【書誌 ID=2004402121】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 311||KUB

２－３． 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・年鑑・Web ページ
レヴァイアサン = Leviathan
実証研究を中心に扱った現代政治分析の学術雑誌。日本国内における実証政治研究の最新のトレ
ンドや研究動向を掴むのに最適。
【書誌 ID=3001083931】 総合図、法資など

国際政治
日本国際政治学会が発行する学会誌。国際政治のみならず外交史や途上国政治を扱った論文も多
数。
【書誌 ID=OJ00079298】 電子ジャーナル
紙の雑誌【書誌 ID=3001033413】 法資など
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３．レポート・論文執筆用資料
３－１． 一次資料類： 史料集・全集・統計集・ファクトデータ集
Polity （http://www.systemicpeace.org/polityproject.html）
政治体制に関わるデータを提供するサイト。計量分析による研究を行う研究者はよく使っている。URL
のページで世界の政治体制の動向のデータや年次レポートを参照することができる。

Freedom House (https://freedomhouse.org/)
民主主義や自由主義、人権に関する調査やアドボカシーを行う米国の NGO の HP。世界各国の民主
主義の浸透度の計量データを提供している。Reports のページでは世界の民主主義に関する最新の
動向が紹介されており、Regions のページでは各地域毎に民主主義の動向とデータが紹介されている。

ICPSR (https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/)
ICPSR（Inter-university Consortium for Political and Social Research）はミシガン大学を拠点とした社
会科学に関するデータを提供する組織。様々なデータを検索して探すことができる。

３－２． レポート・論文の書き方、学び方、引用・参考文献の書き方
原因を推論する : 政治分析方法論のすゝめ / 久米郁男
政治現象を客観的に分析し、因果関係を明らかにするにはどうすればよいのか？本書は社会科学で
の実証分析の方法について身近で一般的な社会現象や政治現象を題材に解説する。
【書誌 ID=2004312854】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 311||KUM

政治学のリサーチ・メソッド / スティーヴン・ヴァン・エヴェラ著 ; 野口和彦, 渡辺紫乃訳
社会科学分野でどのようにして研究を進めればよいのか？本書は優れた理論や仮説を構築するため
のエッセンスを丁寧に解説する。大学生から研究者までを幅広く対象とした研究の指南書。
【書誌 ID=2004150685】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 311.16||VAN

社会科学のリサーチ・デザイン : 定性的研究における科学的推論 / G・キング, R・O・コヘイ
ン, S・ヴァーバ著 ; 真渕勝監訳
科学とは数値データのみで担保されるものではありません。数値データによらない定性的研究におけ
る科学的手法を丁寧に説明した入門書。
【書誌 ID＝2003597537】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 301.6||KIN

社会科学のケース・スタディ : 理論形成のための定性的手法 / アレキサンダー・ジョージ,
アンドリュー・ベネット著 ; 泉川泰博訳
事例分析の方法論について詳細に解説した指南書。統計的手法に対するケース・スタディの優位性
を示した上で、理論形成に貢献しうるケース・スタディの手法を説く。
【書誌 ID＝2004292404】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 301.6||GEO

本文中で紹介している図書・雑誌について
図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が
あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で
大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。
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