
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政治学 
について調べる 

【SS-024】 

「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 更新： 2022 年 6 月 27 日 大阪大学総合図書館 

作成： 総合図書館 LS （法学研究科） 

★ 関連キーワード 

・政治学  ・比較政治学 

・政治理論 ・社会調査 

・政治学方法論  

 310 
分類番号 
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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

家間における権力をめぐる事象を言います。また、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や結果を分析し、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、日本や世界で何が起こっているのかを日頃から関心を持つことが大切です。その上で、

ニュースの情報を鵜呑みにせず、「原因は何なのか？」「誰が、何を、どのように得たのか？」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。 

１－３． 一般向けに書かれた資料・読み物 

 民主主義とは何か / 宇野重規著 

民主主義の思想と制度をわかりやすく説いた新書。ギリシャでの民主主義思想の誕生から現代まで

思想家の議論を辿りつつ、民主主義の利点と弱点を照らし出す。 

 【書誌 ID= 2004517007】 総合図-A 棟 2 階 シラバス指定図書 311.7||UNO 

 女性のいない民主主義 / 前田健太郎著 

なぜ、男女格差が縮まらないのか。なぜ、内閣、議会、省庁といった意思決定の場に女性が少ないの

か。ジェンダーの視点から政治学の通説を批判・検討しながら、男性支配の謎に切り込む。 

【書誌 ID= 2004480111】 総合図-A 棟 3 階 文庫・新書 089||IS||R1794 

 

 

 

２－１． 事典・ハンドブック 類 

 The Oxford Handbook of Political Science / edited by Robert E. Goodin 

政治学の様々なトピックを網羅したハンドブック。領域ごとの研究動向を把握したり、卒論のテーマを探

したりする上でも重宝する。 

【書誌 ID=2004350419】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 310||GOO 

 

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、現代政治の諸問題にも通じる課題に知の巨人たちがどのように向き合ったかの記録

です。頭の体操も兼ねて読んでみましょう。 

 

 １．イントロダクション 

 ２．学習用資料 
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 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, 336018 

 職業としての政治 / ウェーヴァ―著 ; 脇圭介訳 （改版） 

【書誌 ID= 2004500279】 総合図-A 棟 3 階 文庫・新書 089||IB||342097 

 ザ・フェデラリスト / ジェイ, ハミルトン, マディソン著 ; 斎藤眞, 中野勝郎訳 

【書誌 ID=2003318025】 総合図-A 棟 3 階 文庫・新書 089||IB||340241 

(2) 入門書 

政治学の教科書です。大学の講義と並行しながら興味があるところを読んでみましょう。 

 政治学の第一歩 / 砂原庸介, 稗田健志, 多湖淳著 

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、どのようにして秩序ある国家共同体を形成するのかという政治学の重要テーマを一貫し

た視点から解説する。 

 【書誌 ID=2004509426】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 311||SUN 

【書誌 ID＝MC00355481】電子ブック 

 

 比較政治学の考え方 / 久保慶一, 末近浩太, 高橋百合子著 

東欧や中東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 階 学習用図書 311||KUB 

【書誌 ID＝MC00355458】電子ブック 

 

２－３． 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・年鑑・Web ページ 

 年報政治学/ 日本政治学会編 

政治研究の学術雑誌。実証研究から理論研究まで幅広く取り扱い、最新の研究トレンドを掴むのに最

適。発効後、一年を超えるものは J-STAGE上で公開されている。 

（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/nenpouseijigaku/-char/ja/） 

【ISSN=18843921】【書誌 ID＝OJ00038274】電子ジャーナル 

 American Political Science Review （APSR） 
【ISSN= 15375943】【書誌 ID＝OJ00026993】電子ジャーナル 

 American Journal of Political Science (AJPS) 
【ISSN= 15405907】【書誌 ID＝OJ00026905】電子ジャーナル 

いずれも政治学領域でのトップジャーナル。大学院進学を考えている場合、一読の価値あり。 

 

２－４． その他専門書・学術論文等で注目すべきもの 

一口に政治学と言っても、分析対象や手法は多種多様です。政治理論、計量分析、数理的分析など

各分野でも優れた入門書が出版されています。 

 

 ここから始める政治理論 / 田村哲樹, 松元雅和, 乙部延剛, 山崎望著 
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政治理論は特に思想や哲学に関する分野で、あるべき政治の姿や理想を探求する。身近な話題から、

幅広いトピックについて政治理論の議論に誘う。 

【書誌 ID=2004430150】 総合図-A 棟 3 階 留学生用図書 311||TAM 

【ISBN= 9784641150423】【書誌 ID＝MC00353908】電子ブック 

 政治学と因果推論 / 松林哲也著 

政治学の中で重要性が高まっている因果推論の考え方を、研究例から解説する。データ分析上の注

意点、研究や仮説の作り方など、社会科学に通底する考え方が示されている。 

【書誌 ID= 2004530073】 総合図-A 棟 2 階 シラバス指定図書 311.13||MAT 

 ゲーム理論で考える政治学 / 浅古泰史著 

ゲーム理論の観点から複雑な政治現象を明瞭に解きほぐす。数式の展開などは絞られており、予備

知識なしに読み進めることができる。 

【書誌 ID= 2004463754】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 311.19||ASA 

 

 

 

３－１． 一次資料類： 史料集・全集・統計集・ファクトデータ集 

 ICPSR 

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。 

【URL】  https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ 

 Data Resources for Poltical Science and Political Scientists 

アメリカ政治や国際比較に関するデータをまとめたサイト。議会、議員、有権者、裁判所など様々なジ

ャンルのデータが紹介されている。 

【URL】  https://guides.libraries.emory.edu/c.php?g=944707&p=6810110 

 東京大学谷口研究室・朝日新聞社共同調査 

国内の有権者と衆参候補者双方を対象に、2003-2022 年の長期間にわたり実施されているサーベイ

調査。学術目的の利用に限って利用許可申請なしに分析ができる。 

【URL】 http://www.masaki.j.u-tokyo.ac.jp/utas/utasindex.html 

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 

 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 

定量的研究と定性的研究のいずれにも通底する科学的手法を説明した社会科学研究の必読書。な

お本書の出版以降、Brady and Collier eds. (2004) や Ragin (1987) など定性的研究者らから有力な批

判が提示されており、興味がある方は一読を勧める（書誌 ID は 10301935283 と 10300091203）。 

【書誌 ID= 2003597537】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 301.6||KIN 

 

 ３．レポート・論文執筆用資料 

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。 

本文中で紹介している図書・雑誌について 

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/
https://guides.libraries.emory.edu/c.php?g=944707&p=6810110
http://www.masaki.j.u-tokyo.ac.jp/utas/utasindex.html

