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はじめに

本稿の目的は、駒澤大学グローバル・メディ
ア・スタディーズ学部創立10周年にあたり、筆
者が駒澤大学グローバル・メディア・スタディ
ーズ学部に着任した2007年度から2015年度に
至る9年間の間に経験してきた、研究活動と教
育活動の往復運動が何であったのかを検証する
ことである。大学教員として奉職する者は、そ
れぞれ独自の研究と教育のバランスを保ってお
り、その手法は千差万別である。人によっては
教育活動と研究活動を、意識的にないしは無意
識のうちに切り離す場合もあろうし、筆者はそ
の是非を云々する立場にはない。しかし、筆者
の場合、この9年間はまさに、このバランスを

どのように保つのか、そして特にその両者をど
のような善循環において連環させるかというこ
とが日常の大きな関心となってきた。本稿はそ
の過程をふり返りながら、筆者の乏しい経験と
そこから得た教訓をできる限り精確に記述する
ことで、筆者なりにグローバル・メディア・ス
タディーズという本学部のアイデンティティに
対して研究・教育の双方において応答してきた
過程を提示し、読者諸賢のご参考に供し、ご批
判を仰ごうとするものである。
他の教員の方々と同様、筆者もさまざまな科
目を担当しており、それらすべての教育活動は、
研究活動と深い連環を有している。また筆者な
りに工夫を試みてきた経緯や手法については、
これまでも日本国際政治学会、日本平和学会、
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世界政治研究会などいくつかの場を借りて報告
し、授業を実践してきた。しかし、筆者の教育
活動の核にあるのはゼミ（演習I、II、III）であり、
本稿ではゼミ活動に焦点を絞って、「連環」を
考察する。
以下では、ゼミ開始以前の構想や経験につい
て触れた後、2015年後期の時点で9期生を迎え
ている「芝崎ゼミ」での教育の試みを時系列的
にふり返りつつ、研究活動との連環について考
察したい。最後に、筆者の教育と研究の関係に
ついて総括して局を結ぶこととする。

1. 　「ゼミ」以前のゼミ　日米学生会議と日曜

講座

筆者のゼミ（演習I、演習II、演習III）は「厳
しい」「長い」「大変」という風評が立っている
ゼミである。確かに各学年、5限の時間から時
には9時を回り、その日にやることが終わるまで、
途中休みをはさみながらではあるが研究発表や
質疑応答、ディスカッションを繰り返しており、
表面的にはそのような評価も間違いではない。
課題の量も多く、いくつかのゼミ活動が同時並
行で進んでいく状況下ではタイムマネジメント
が死活的に重要となる。
しかし、実は筆者は学部生時代にも、大学院
生時代にも、現在のようなゼミを大学では経験
していない。学部生時代には演習形式の授業は
常に複数あり、時には登録科目のほとんどがゼ
ミ形式といってよいような状態であったが、そ
れらの授業はすべて90分を越えることはなか
ったし、その関係は半年で完結するものであっ
た。大学院生の時も同様で、何時間にもわたっ
てゼミ指導を受けた経験は皆無なのである。
確かに、自分自身が現在のようなゼミを作り
上げていく際の基盤となったのは、第一に学
部・大学院時代に培ったテキストの厳密な精読
と解釈の鍛錬というオーソドックスな訓練を受

けた経験であった。しかし、第一の経験と同じ
くらいかそれ以上に決定的であったのは、第二
の学部生時代における日米学生会議及びその準
備活動に参加した経験と、第三の大学院生時代
における日曜講座での教育経験であった。第一
の経験は指導を受ける側、第二の経験は特に指
導をして下さる存在が固定的には存在しないな
かで、同じ立場から切磋琢磨し学び合っていっ
た経験であり、第三の経験はある一定の範囲内
であれば好きなことを好きなように教えて良い
という環境の中での経験であった。
筆者が日米学生会議に参加したのは1992～

1993年で、第44回、45回会議のことであった。
現在（2015年）とは異なる部分もあるかもしれ
ないが、同会議日本側参加者はゴールデンウィ
ークに最初の顔合わせの合宿を行い、以降は毎
週一回13時から17時ごろまで、「定例会」を開
催し、7～ 8月に日本またはアメリカで隔年で
開催される本会議の準備をしていた。定例会で
はいちおう一定のスケジュールに則してさまざ
まなテーマでディスカッションをしたり、さま
ざまな分野で活動している方にお会いして話を
聞いたり、さらに自主的に勉強会をしたりして
いた。「学生の、学生による、学生のための会議」
と銘打っていることからわかるように、これら
の企画の内容は実行委員を中心に学生たちが自
由に決めて良く、また対等な立場から自由に活
動に参加できた。もちろん、定例会が終わった
後も飲食をしながら話は続き、時にはメンバー
の誰かの家に泊まり込みながら議論をしたこと
も少なくない。また、翌年の45回会議に関して
は実行委員として参加したので、実行委員同士
何度も合宿を行い、また準備活動によって少人
数で長時間にわたって会議の運営から会議の内
容について深く意見を交わす機会を持てた。
そして本会議では、日米学生が寝食を共にし
つつ日本またはアメリカを周りながら、全体
で1つのテーマについてセミナーやシンポジウ
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ムに参加して議論したり、分科会に分かれて研
究発表を行い議論したりする1ヶ月間を経験し
た。
日米学生会議とその準備活動で、さまざまな
大学・学部の学生と、専門にこだわらずさまざ
まなテーマについて調べては発表し、議論する
経験を長時間にわたって、というよりも時間に
限界を設けることなく、投入できる限りの時間
を投入して繰り返し行っていったことが、現在
のグループワークを重視するゼミのありかたに
直結している。日米学生会議の定例会や実行委
員としての話し合いはいわば、今の芝崎ゼミの
原型なのであり、本会議は今のゼミでいうとこ
ろの「ゼミ合宿」と「ゲストゼミ」の原型なの
である。しかし後述する通り、最初からそのよ
うな原型を実現するイメージでゼミを始めたの
では必ずしもなかった。むしろ、「ゼミをどう
したらよいだろう」という試行錯誤の中で、自
らの過去の経験の中で動員しうる手法として、
後からこれらの経験を自覚的に想起することに
なったのが正直なところである。
研究面での関連について述べておこう。筆者
は日米学生会議に参加することで、国際交流、
国際文化交流というものが国際関係になぜ存在
するのかということを実体験から学び取ること
ができた。そして、これらの活動に実践者とし
て参加することのおもしろさと難しさも思い知
らされることになったが、その当時たまたま指
導を受ける機会があった、後の指導教官となる
先生の慫慂もあり、日米学生会議を研究対象と
して捉えることを構想した。この時点で、筆者
は自らの経験を観察者として観察することを選
び取ったのである。その作業は思いのほか困難
であったが、日米学生会議の歴史を研究した卒
業論文は後に手を加えて日本国際政治学会の学
会誌『国際政治』に掲載していただく幸運に恵
まれた（「戦前期の日米学生会議　リンカーン
神話の実像と効用」日本国際政治学会編『国際

政治』第122号（1999年9月））。思えば研究と
教育（実践）の相互連環は、筆者の学問形成の
はじめから強く存在していたようである。国際
交流の歴史性への探究やその本質的意味への疑
問は、修士論文でとりあげ後に『近代日本の国
際文化交流　国際文化振興会の創設と展開』（有
信堂高文社、1999年）として刊行した国際文化
振興会の研究へと筆者を誘ったのである。
もう一つの重要な場が、90年代後半から21世
紀初頭にかけて、今度は教える立場で得た経験
である。日曜講座ではさまざまな受験対策講座
を経験していたが、社会科学や小論文の教材作
りの一切が筆者に任されており、できる限り多
様な分野から、よい意味で広く浅く学際的に学
ぶような配慮が要求されていた。当時筆者は、
国際政治学の学問的行き詰まりを打破するため
には、国際政治学の「外側」にある学問論、科
学論、科学哲学などの知見、あるいはさまざま
な個別のディシプリンにおいて学問の本質につ
いて考察する試みなどを幅広く渉猟し、研究の
ヒントを得る必要があると考えていた（「You 

ain’t goin’ nowhere国際関係論は「動かない」か」
『創文』第424号（2000年9月））。同講座でこう
した要求に応えていくことは、博士論文の構想、
執筆過程にあった筆者にとってはまたとない機
会であったのである。
日曜講座ではさまざまな授業を担当したが、
中でも同講座の創設者であり筆者の学外での恩
師である方の慫慂によって夏期に開講した「日
本の学問最前線」という講座では、普段の授業
以上に自由に教えさせていただいた。現在もゼ
ミ生に必ず輪読し議論してもらっている『気流
の鳴る音』や『流れとよどみ』などを1日3時
間、5日間でほぼ読破し、極めて意欲的な、現
役生を含む受講生たちと非常に深い議論を行う
ことができた。時には映画やドキュメンタリー
を分析することもあり、同講座が開催するLAS

（Liberal Arts Seminar）という企画ではさまざ
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まなテーマの長編映画を題材にした、今のゼミ
や授業で言うところの「映像分析」の原型も試
みており、日米学生会議の経験を生かして、グ
ループ・ディスカッションも取り入れた。
こうした狭い意味での「国際関係」「国際政治」
にとらわれず、世界観、人間観、ものの考え方
を根本から問い、また自らの考え方を問い返す
ような実践を教育・研究双方において行う機会
を得たことが、後のゼミにおける題材・教材選
定おいて大きな力になったことに今改めて思い
当たるのである。

2.　「芝崎ゼミ」事始

A　2007年度：1期生（2007－2010）を迎えて

駒澤大学グローバル・メディア・スタディー
ズ学部に着任したのは2007年4月であったが、
前年の後期から非常勤で「国際関係とメディア」
を担当し、ゼミの選考も行っていた。大学での
教歴としては2004年から青山学院女子短期大
学で教え始めた際に確立しつつあった方法で臨
んだため、授業自体はそれほど問題を感じてい
なかったが、ゼミを担当するのは初めてのこと
であり、どのように進めていくべきか、またど
のような教材を使用していくべきか、大きな迷
いがあった。
その迷いは、前述の通り筆者自身が学部生時
代に、3年間（現在は2年半）同じゼミに所属
するという活動をまったく経験したことがなか
ったことが原因で生じていた。したがって当初
筆者の頭の中にあったのは「ゼミ」は日米学生
会議や日曜講座のようなものではなく、自分が
学部生・院生時代に経験したような、研究報告
にもとづいて議論したり、原書を読んで発表し
たり、教官が文献を読み解いていくのに必死に
ついていったりする時間であった。そういう意
味では当初は、ただ勉強だけを集中的に行う場
としてゼミを考えていたように思う。そうで

あるからこそ、2年の前期からベイリス、スミ
ス、オーウェンスの教科書（John Baylis, Steve 

Smith, and Patricia Owens, The Globalization of 

World Politics: An Introduction to International 

Relations, 3rd revised edition, Oxford University 

Press, 2004）を教材とし、1回目から1章ずつ発
表担当を決めてレジュメを作成し発表するとい
う、今にして思えばかなりハードルの高い内容
のゼミを行うことに決したのだった。その背景
には、博士論文を提出し終えたばかりで、次に
それを本にしていく過程にあったいわば「専門
バカ」気味になっていた筆者自身が基礎を学生
と共に一から勉強し直したいと思っていた部分
があることも否めない。
しかし、日米学生会議・日曜講座的な要素を
全く忘れていたわけではなく、ディスカッショ
ンや発表の時間、相互に切磋琢磨する時間を取
るために、十分時間をかけてゼミを行っていた。
また、国際交流・国際協力を中心としたさまざ
まな分野の方々にゲストで参加していただき、
勤務先を訪問したり、グループワークを課して
研究発表をしたりといった「ゲストゼミ」は初
めから開催しており、それは現在まで続いてい
る。さらに、芝崎ゼミのゼミ論集は、3年、4年
生の論集についてはタイトルを学生に決定して
もらうが、2年生のゼミ論にはすべて『犀の角』
というタイトルをつけて、デザインはゼミ生に
考えてもらっている。このタイトルは、45回日
米学生会議において筆者が編集・発行を担当し
ていた参加者の投稿で成り立っていた週刊レポ
ートに「ブッダのことば」から由来して『犀の
角』という名前をつけていたのを、そのまま使
ったものでもある。その意味ではゼミを日米学
生会議の延長線上でとらえていた部分は当初か
らあったのであろう。
とはいえ、あくまで中心は、自分が学部生・
院生時代に受けた文献輪読・研究発表を徹底的
に行うゼミをそのまま本学部でやろうという決
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意であった。1年目にゼミ合宿を行わなかった
のは、自分自身が学外で合宿などを含めた活動
を学部生時に盛んに行っており、大学のゼミで
の合宿を必要としないような大学生活を過ごし
ていたからだったと思う。ここで日米学生会議・
日曜講座の経験をもう少し思い返していれば、
もう少し違ったゼミをはじめから作ることがで
きたとことを考えると、この点は1期生のみな
さんには申し訳なく思っている。
なお、1期生の時から現在に至るまで、すべ
ての芝崎ゼミ生にはゼミに入る前、1期から7期
までは1年の春休み、8期以降は2年の夏休みに、
ある本を読んでもらっている。それは『木のい
のち木のこころ』（西岡常一、小川一夫、塩野
米松著、講談社文庫、2005年）である。法隆寺
の宮大工三代の系譜を聞き書きでたどり、表面
的ではなく本質的な意味での修業として学問に
向き合い、自らを磨き，伸ばすことの意味や、
教えを受ける，育つことの意味をこれ以上よく
伝える本はないと判断して現在まで採用してい
るが、ゼミに入る心構えという意味でも、その
後のゼミ生活そして卒業後にも役立っているよ
うである。

B　2008年度：2期生（2008－2011）を迎えて

1期生との試行錯誤を経て、2期生をどのよう
に指導するかという点をさらに深く考えさせら
れた。その際に教材を大幅に見直し、カリキュ
ラムも現在に近い形に大幅に切り換えることに
なったのが、2期生からであった。そして、第
1回の夏合宿を開催したのもこの年からであっ
た。また、日本人学生のほか、韓国、オースト
ラリア、フランスからの留学生もゼミ活動の一
部または全部に参加するようになったのもこの
頃からであり、その後は東京大学など他大学、
駒澤大学の他学部からもゼミ活動に参加する学
生も出るようになった。

2期生はまず1期生と同様に、春休みに『木の

いのち木のこころ』のブックレポートを提出す
る。そして、2年生の前期にはゴードン『日本
の200年』の下巻の部分（当時は上巻の最後の
2章からスタート）を輪読することを中心とし
た（アンドリュー・ゴードン、森谷文昭訳『日
本の200年』みすず書房、2006年、下巻。現在
は2013年刊行の新版を使用）。ゴードンを選ん
だのは、当初は原著でという思いもあったが、
1期生を教えてみて、世界のこと、「国際」のこ
とを学ぶ前にまず日本と世界との関係を知って
おかなければならないというごく当たり前の
ことがまず必要であると痛感したためであっ
た。加えて、ノン・ネイティブであるゴードン
がここまで日本のことを詳しく、深く知ってい
ることへの知的な感動や驚きを得てもらうこと
も目的になっていた。また、ゴードンを選んで
おけば、時にはある箇所を英語に逆翻訳して原
文と対照したり、英語のコンパニオンサイトを
利用して英語に触れたりすることで英語への意
識が高まることが期待されるし、最後まで読み
切ったら次は原著（最新版はAndrew Gordon, A 

Modern History of Japan: From Tokugawa Times 

to the Present, Oxford University Press, 3rd edition, 

2013. ）で読むのも楽になると考えたのである。
ゴードンの発表はレジュメを作成して前に出
ての発表であったが、ディスカッションの時間
もできる限り長くとることとした。ディスカッ
ションのグループはその都度異なるので、自ず
と誰とも仲良くなることになるし、誰とでもグ
ループワークをこなしていけるようになる効果
がある。また、ゼミでは「座席表」を用いて、
座席を指定している（時々席替えをする）。こ
の座席指定形式は学部生時代の国際法の演習を
受けた際の経験をもとにしており、人数が多い
場合に、ゼミが通常の授業とは異なる学習が要
求されることを身体的に意識してもらう上で有
効であるため現在も実施している。
これに加えて映像分析の回を設けたり、ゼミ
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論のグループを決めて研究を進めてもらったり
した。そして6月頃には夏合宿のグループを発
表して、2，3年生が混成のグループに、本番の
合宿までにさまざまな課題を期限付きで与え、
消化してもらう。様々なメンバーとのグループ
ワークはゼミ外でも数多く行うことになり、班
ごとに密接な連絡を取り合いながら準備を進め
ていくことで、仲間意識が高まり、相互に研鑽
する意欲も増す。仲間意識が身につくと、特に
言わずとも昼休みや空き時間、アルバイトの合
間など、集まれる限りの時間をゼミに投入して
切磋琢磨していくようになる。現在でも日常的
に見られる「教務部前」や禅研での芝崎ゼミ生
の話し合いの原型が見られるようになっていっ
た。
筆者がいつ、どのような思考を経てこうした
形式に「転向」したのかは自分でも思い出せな
い。ただ、筆者がいたような大学での「ゼミ」
をそのままやることは、人を見て法を説くこと
にはならないのだということは痛感していた。
筆者が学部で経験したのは、スペシャリストが
文献や題材を批判的に読み解く作業や研究論文
を完成させる工程に直接参加するというゼミで
あったが、本学部の学生たちはもっと多様な分
野を幅広く吸収するような内容を必要としてい
たのであり、筆者は最初はそれに気付いていな
かったのである。こうして2期生からは、形式
的には日米学生会議式の手法を取って緊密なグ
ループワークを中心に置き、扱う題材は日曜講
座式に幅広く、多様に、学際的にという方向へ
のカスタマイズを進めていったことになる。も
ちろん3年生となった1期生についても、同じよ
うな方向へ修正しながら進めていった。

7月末から8月初旬の夏合宿は2泊3日で行う
が、初日から翌日の朝までは本番の研究発表の
準備を徹底的に行い、翌日は一日研究発表と討
論、そして二日目の夜になってようやく打ち上
げという現在の合宿の基本パターンがこの年に

生まれた。この年は、世界各国での「民主主
義」のさまざまな試みに関するケーススタディ
ーを、班ごとに映像作品を分析してもらう、チ
ャップリンの映画『独裁者』及びこれに言及し
ている丸山眞男の論文（丸山眞男「現代におけ
る政治と人間」丸山眞男『増補版 現代政治の
思想と行動』未来社、1967年）も参考にして議
論を構築することを条件とした。課題を数多く
出し、当日までダメだしをしていきながら追い
込んでいくやり方によってゼミ生が相互に刺激
し合うことによって学習意欲、自習意欲が上が
ることが改めて理解できたのがこの第1回合宿
であった。

2年の後期になると、国際交流・協力の実務家
や、国際政治研究者によるゲストゼミなど、ゲ
ストゼミの回数を増やしていった。後期に読む
テキストは、ジョセフ・ナイ『国際紛争』（ジ
ョセフ・ナイ、田中明彦、村田晃嗣訳『国際紛
争　理論と歴史』有斐閣。最新版は2013年刊行
の第9版）を選んだ。まずはゴードンで日本と世
界の関係の基礎を学び、ジョセフ・ナイで世間
一般にいわゆる国際政治学と呼ばれているもの
の輪郭を知ってもらうという狙いであった。ま
た日本語であってもナイを読んでおけば、海外
に留学して国際関係の授業を受けたりする際に
知らなければならない基本的な用語や知識は身
につくということも考えての訳書の選択であっ
た。社会科学の訳書にありがちな難渋な表現も
含めて、毎年のようにアップデートされる同書
を通して、国際政治の基礎を学べばよいという
狙いであった。

1期生についても文献選択などは少し変更し
ていった。まず2年生の春休みには真木悠介『気
流の鳴る音』（ちくま学芸文庫、2003年。初出
は1977年）を読み感想を提出してもらうことに
した。これは日曜講座での経験、そして国際関
係をより深く理解するための世界を多義的に複
合的にとらえる視座の構築ということをそのま
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ま継承したものであり、現在もゼミ生は2年生
の春休みにこれを読み、以降のゼミ活動でも「そ
れは『気流』でいうところの○○であって」な
どという形でゼミ生たちの思考や気付きに深く
滲み混んでいる。のちには3年の前期は、文献
輪読の後に同書について1章ずつ議論する時間
を設けることでより深く理解してもらうように
している。そして前期後期ともに、英語文献は
採用せず、実質的には2期生と同じようなレベ
ルでの勉強に切り換えた。ゲストゼミも一学期
に1，2回行うことで、軌道修正をはかっていっ
た。

C　2009年度：3期生（2009－2012）を迎えて

3期生を迎える頃には、少なくとも2年生の際
のカリキュラムは確立していた。すなわち前期
にゴードン・映像分析・ゼミ論構想、夏に夏合
宿、後期にナイ・ゲストゼミ2回・ゼミ論完成
という流れである。しかし、2期生が3年生にな
ったときにどうするか、そして1期生が4年生に
なったときにどうするか、ということが問題と
なっていた。

2期生が3年生になる際に、どのような文献を
読むか。そして英語にするか日本語にするか。
これは大きなポイントであった。まず文献選択
だが、2年の前期で日本近現代史・国際関係史
を学び、2年の後期で国際政治学を学んだ後で、
学生たちが一番平均的に学びたいと考えている
ことを学んでもらうとするならば、それはいわ
ゆる地球的問題群（global issues）に他ならな
いということは理解していた。国際関係といっ
ても、政治家や高級官僚レベルでの国家間関係
よりも、そうしたハイ・ポリティックスの問題
を含みつつも、女性、子ども、先住民、人権、
環境、資源、人口、民主主義、開発と発展など
といった多様な関心を持っているゼミ生たちが
大多数である以上、いわゆる狭い意味での国際
政治学だけ、あるいは筆者が当時専門としてい

た国際関係思想や学問論だけをゼミで扱うつも
りは全くなかった。そこで筆者が選んだのは、
スナーらによる教科書（Michael T. Snarr and D. 

Neil Snarr eds., Introducing Global Issues, Fourth 

Edition, Lynne Reinner Publication, 2008. 現在は
2012年刊行の第5版を使用）であった。この文
献はそれほどメジャーではないが、アメリカの
大学1，2年生レベルでも十分理解できそうな平
易な内容で、きわめて広いテーマを平明に解説
しており、ベイリス＆スミス＆オーウェンスに
比べれば分量も少ないため、本学部で国際関係
を学ぶ学生に最適であると判断したのである。
しかし、筆者の「ゼミ」に関する先入観は
まだぬぐい去れていなかった。やはり、ベイ
リス＆スミス＆オーウェンスと同様に、毎
週1章ずつ読み進めていこうと考えたのであ
る。2年生で1年間鍛えたのだから大丈夫だ
ろうというつもりもあったし、後期は別の文
献を使う予定だったので、前期で読み切っ
てしまう前提で選んだのであった。結果と
して、強引に読み切る力がついた学生も多
かったが、いかに毎週時間をかけられると
いっても、やはり多くの学生にはオーバー
ワークだった点は否めない。ただし、1期生
が2年生の時に比べると文献の難易度は下がり、
またゲストゼミを豊富に盛り込むことで間を開
けるなどの配慮はしたつもりである。

3年生の後期は、Peter M. Haas, John A. Hird, 

and Beth McBratney, Controversies in Globalization: 

Contending Approaches to International Relations, 

CQ Press, 2009を、ほとんど1冊読み通すことと
ゲストゼミの組み合わせとなった。この本は、
スナーが扱った概説的なテーマの中から、特に
深い論点（自由貿易対保護主義、文化のグロ
ーバル化における画一化と多様化など）をpros 

and consの形式で、2種類の短い論文を読み比
べることで1章が成り立っているものであった。
非常に有益な文献ではあったが、やはり分量が
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かなり多かったせいか、理解できている学生と
そうでない学生の差が開いたこともあり、英語
文献をどう教えるか、どうしたらもっと読める
ようにできるかという課題は3期生に持ち越さ
れることになった。
この年の夏合宿では「ワールド・ジャパン・
クラシックス（WJC）」と題して、日本が世界
をよりよくすることに対してどのように貢献で
きるのか、全10班に分かれての発表となった。
北方領土問題からスポーツ支援まで、多様な発
表がなされた。ゼミ合宿を乗り越えて初めて一
人前、というくらいに密度の濃い準備期間を経
ての発表を終えた後の解放感が、学生を更に成
長させていくという手応えを感じていた。
いっぽう4年生については、就職活動の厳し
さを考えて、1年間を論文指導を中心として、
そこに簡単なテキストの読解やディスカッショ
ンといった最低限の学習内容を加える程度にし
た。これは、就活とゼミ活動の両立が本学部の
学生においてどの程度可能なのかが、1期生で
あるが故に、そして就活生をゼミ生として受け
持つことが初めてであったが故の選択であっ
た。4年生に関しては、夏合宿も原則的に免除
としたのもそうした理由からである。しかし、
1年間指導してみて、4年生であってももう少
しやれそうだということが分かったため、その
点を踏まえて来年度は変更を加えることになっ
た。
最後に、この年度に初めて行ったのが、「春
ゼミ」という試みであった。これは3期生のゼ
ミ長から「先生、夏休みは夏合宿があります
が、春休みの2ヶ月間は何もゼミ活動がありま
せん。何かやりましょう！」という提案を受け
て、開催したものである。第1回の春ゼミは、
中学生以来の筆者の恩師の一人で、ニューヨー
ク在住のジャーナリストをゲストにお迎えして
「オバマ・ゼミ」を開催した。各班がオバマの
自伝『マイ・ドリーム』（木内裕也、白倉三起

子訳、ダイヤモンド社、2007年）を読破した上
でオバマ政権の1年間の成果を評価するゼミで、
深沢キャンパスを舞台に、前日にプレ発表、翌
日に本発表とディスカッションを行った。以降
しばらくの間春ゼミは3月上旬に開催し、ゼミ
内定生にも見学してもらうことで、ゼミへの意
識を高める役割も担った。
研究面との関連は、2009年度まではなかな
か見いだせていなかったように思われる。筆者
は2009年度までは駒澤大学特別出版助成を受
けた博士論文の公刊（『近代日本の国際関係認
識　朝永三十郎と「カントの平和論」』創文社、
2009年）の準備やソフト・パワー論、ケネス・
ウォルツ論（「ケネス・ウォルツ論序説　人間・
国家・戦争の成立過程を中心に」『思想』岩波
書店、2009年3月号所収）の完成に追われてお
り、グローバル交流論・市民社会論・国際関係
とメディアといった授業と研究との善循環は形
成しつつあったが、ゼミに関しては自己の研究
とは比較的切り離して臨んでいたようである。
やはり、まずはゼミを円滑に運営するシステム
とプロセスを確立することに時間と労力を投入
することに追われていた時期であったかもし
れない。あえて関連を指摘するならば、「論文」
の書き方を教える際に、他の方の書かれた論文
と平行して、いくつかの自分の昔の論文を題材
として分析してもらい、論文としてのできあが
り方を振りかえる作業はすでに始めており、ま
さに教えることによって自分の仕事や問題意識
を改めて教わることになった点は大きかったよ
うに思う。

D　2010年度：4期生（2010－13）を迎えて

新たに入ってきた4期生の2年次におけるカ
リキュラムは、3期生の2年次とほぼ同様で、
春休みに『木のいのち木のこころ』、前期に
『日本の200年』とゼミ論、夏合宿準備、夏休
みに夏合宿、後期に『国際紛争』とゲストゼ
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ミ、ゼミ論完成、そして3月に春ゼミという流
れである。なお、ゼミ運営に関しては、それ
まではゼミ長を1名決めて運営を任せていたが、
4期生以降は3人から5人の「執行部」を自薦・
他薦で選出し、ゼミ活動を複数で支え、動かし
てもらうようになった。いっぽう、3期生の3年
次におけるカリキュラムも、前期にスナー、後
期にハース＆ハード、そしてゲストゼミを入れ
るという点では同様であった。しかし、1回に
20－30ページの英語の輪読する点の困難さを
どう克服するかは、なかなか打開できないまま
でいた。

2010年度に大きく変更したのは、2期生の4

年次におけるカリキュラムである。まず、3年
生の春休みの宿題として、大森荘蔵の『流れと
よどみ』（産業図書、1981年）を通読し疑問点
や感想をまとめる課題を出した。そして前期は、
『流れとよどみ』について毎回発表し、ディス
カッションを行うことと、グローバル市民社会
の活動を総括する、ほぼ毎年刊行されていた年
鑑（　Helmut Anheier, Marlies Glasius and Mary 

Kaldor eds., Global Civil Society 2001, Oxford 

University Press, 2001. 以降2002, 03, 05, 06. 07, 

08, 09, 11, 12と部分的に編者が交代しつつ刊行
された）に付随しているCHRONOLOGY OF 

GLOBAL CIVIL SOCIETY EVENTSという年表
を抜粋して訳し、その出来事がどういう出来事
だったのか、それ以前のどういう出来事と関わ
っており、現在とどのような関係にあるのかを
調べるという、2つの柱を据えることとした。
市民社会年表は青山学院女子短期大学専攻科で
の講義で使用しており、これをゼミに応用でき
ないかと考えたのである。そして時間も2年、3

年と同様に夕方から長く時間をとり、ゲストゼ
ミも数は少ないながらも行うこととし、ゼミ合
宿へも希望者には参加してもらうことにした。
いわば4年生にも3年生とほぼ同様のゼミ活
動をしてもらうことにしたのであるが、これ

はあるゲストから「ここまで育て上げてきた
のに4年で同じようにしてあげないのは可哀想
だ」という慫慂があったこともあるのである
が、春休みに就職活動をしながら読んで課題
作成済みの文献と、1項目数行の英文を10項目
ほど訳して調べる程度であれば、通常のゼミ
活動と就職活動の両立は可能であると判断し
たためである。以降も現在に至るまで、4年生
は同程度の課題をこなしながら4年次を過ごし、
卒論を作成して卒業していっている。
むしろ、就活が忙しく心身両面において負担
がかかる時だからこそ、多木浩二が示唆するよ
うに（多木浩二・今福龍太『映像の歴史哲学』
みすず書房、2013年）、カントのいうクンスト
（Kunst）としてのゼミ活動を維持し続けること
が必要なのではないかと筆者は考える。実際に、
ゼミ生からは、世界の動きを市民社会年表で知
り、常識にとらわれない世界の見方・考え方を
大森荘蔵に取り組むことで身につけていくこと
は、就職活動にプラスになる面も少なくなかっ
たという声もあったし、より直接的に、大森や
市民社会論の内容が、グループ・ディスカッシ
ョンや面接で役に立ったこともあったようであ
る。
研究面との関連では、市民社会年表を読み込
むことは後に発表するネグリ・ハートの議論を
考察する上で彼らの思想に呑まれることなく距
離を置いてみる上で欠かせない作業であったし
（「〈帝国〉とマルチチュード　新しい世界の構
想」小田川大典、五野井郁夫、高橋良輔編『国
際政治哲学』ナカニシヤ出版、2011年）、『気流
の鳴る音』と同様『流れとよどみ』を学生と読
むことは、世界の見方・考え方を問う国際関係
認識論という自己の問題設定の妥当性・整合性・
可能性を確認する上で大きい経験となった。

4年生に、もう一つ大きなゼミ活動が加わっ
たのも、この年であった。それは「マイ・ライフ・
ヒストリー」ゼミである。これは件のジャーナ
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リストの方の発案で、あえて400字詰原稿用紙
に直筆で、これまでの半生およびゼミ活動を枚
数制限なし（最も多く書いたゼミ生は60枚近
く）で「マイ・ライフ・ヒストリー」を執筆し
てもらい、以降はその方に添削してもらいなが
ら、グループごとにこれまでのゼミ活動を総括
するという研究発表であった。いわば自分たち
のゼミ活動が何だったのかを研究対象とする課
題である。時間はかかるものの、マイ・ライフ・
ヒストリーを作成し、お互いの過去・現在・未
来について深く語り合い、発表をまとめていく
作業は、就職活動との相乗効果も大きく、自分
たちのやって来たことの意味を再確認し残りの
ゼミ活動への決意を新たにする機会となった。
毎年ゼミ生はこの執筆を楽しみにしており、現
在も継続している。
夏合宿では、第1回の「春ゼミ」を担当され
たジャーナリストの方も参加して、日本の文化・
伝統や技術をもとにして、「ワールド・アフリ
カン・カップ（WAC） 日本とアフリカで世界を
変える」と題し、アフリカ諸国でどのような援
助プロジェクトを立案するかを各班で構想発表
し、その完成度を競う合宿となった。この合宿
にあたって、青年海外協力隊を描いた映画『ア
サンテ・サーナ』（谷口千吉監督、1975年）を
入手し、全員で共有映像として分析を加えた。
この映画が持つ豊かな可能性を改めて認識した
ことが、翌年度から現在まで行っている「アサ
ンテ・サーナゼミ」の開催につながっていくこ
とになる。そして、ジャーナリストの方がゼミ
生を引っ張っていく上で大きく貢献して下さっ
た。同時に、この年の夏合宿では、4年生とな
った2期生は原則不参加であったが、ゼミ長を
含む4名のゼミ生が「アドバイザー」となって、
ジャーナリストの方とともに各班の指導にあた
った。このアドバイザー制度は現在も断続的に
継続しており、ゼミ生同士の切磋琢磨を担当教
員よりもさらに近い立場から先輩としてアドバ

イスすることで、教える側、教えられる側双方
にプラスの効果をもたらした。

4年生の後期も、大幅に変更した。第1の柱は
大森荘蔵に替わって、「名作セレクション」と
題して、セネカ『人生の短さについて』（茂手
木元蔵訳、岩波文庫、1980年）、アラン『幸福
論』（神谷幹夫訳、岩波文庫、1998年）、ユーゴ
ー『レ・ミゼラブル』（豊島與志雄訳、岩波文庫、
1987年）、セルマ・ラーゲルレーヴ『ニルスの
ふしぎな旅』（菱木晃子訳、福音館書店、2007年）
などの全編ないし一部抜粋を読むことで、卒業
するまでに読んでおいてもらいたい世界の名作
を、哲学・思想から世界文学そして児童文学に
至るまで幅広く紹介し、そこから国際関係や世
界について、自分たちが行ってきた学びの意味
について、そして大学を出た後の生き方につい
て、幅広く学んでもらおうという狙いで文献輪
読とディスカッションを行った。第2の柱であ
る市民社会年表と合わせて、卒論を書き将来に
ついて考えながら読んでいくこの「名作セレク
ション」は学生に好評で、現在も続けている。
毎年文献を多少入れ替えながらではあるが、
改めてさまざまな文学が世界についてそして自
分について考える上で有益であること、そして
これまでの国際関係についての学び、『木のい
のち木のこころ』から真木悠介、大森荘蔵など
の学びが全て一つにつながっていくことを学生
たちは実感する。あるゼミ生は1年生の春休み
に読んだ『木のいのち木のこころ』が人生で「初
めて」読んだ文庫本だったが、その後読み進め
ていくうちにゼミ随一の読書家になった。おそ
らくいきなり名作セレクションをやっても効果
は小さかったであろうが、ゼミの中でトレーニ
ングを繰り返し、自分なりに世界について考え
抜き、発表や話し合いを数多く積み重ねてきた
からこそ、その経験が名作の深さを自分なりに
体得することを可能にするようになるのであろ
うと思われる。ちなみに、アマゾンでスナーや
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ゴードン、アランやロマン・ロランを検索する
と、「この商品を買った人はこんな商品も買っ
ています」には明らかに芝崎ゼミ生とおもわれ
る購入履歴が表示される。
筆者自身、文学を改めて読み返す機会を定期
的に得ることが研究上大きな示唆を得ることに
なった。発表時期は少し後になるが、2012年
にオックスフォード・ラウンドテーブルに参
加した際に報告した、「山椒大夫」と「グスコ
ーブドリの伝記」を比較し、グローバルな革
命と児童文学の関係を考察した論文は、その
成果の一つである（Atsushi Shibasaki, Children’
s Literature as a key to the global revolution: 

comparative analysis of Sanshô Dayû and The 

Life of Guskoh Budori, Journal of Global Media 

Studies, 10 （2012/07）, pp. 21-39. ）。
2010年度の春ゼミは、懇意にしている和食店
の店主の御紹介で、とある放送業界の方を御紹
介いただき、その方が関わっていた番組に関す
るフィールドワークや調査を行い、研究発表す
るゼミとなった。瀬戸大橋や黒部ダムなどさま
ざまな事例を調べ、当日その方から懇切なご指
導をいただき、盛況のうちに終えることができ
た。黒部ダム班は特に強制されたわけでもなく、
自発的に一部メンバーが黒部ダムをめざして宇
奈月温泉へ出向いたものの冬季であるが故に到
達できず、地元の喫茶店で話をしていると喫茶
店のマスターがダム関連の仕事をされている方
を紹介して下さり、取材を行うことができたと
いったこともあった。こうした経験がゼミ生の
意識や意欲を更に高めることにつながっていっ
た。

D　2011年度：5期生（2011－14）を迎えて

2011年度は、ゼミ活動にいくつかの変化が起
きた年であった。まず、カリキュラムが変更さ
れたことから、5期生から現在に至るまで、ゼ
ミが必修科目ではなくなった。これは結果とし

ては、モティベーションを本当に持っている学
生だけがゼミに参加し、続けるようになったと
いう点では良い方に作用しているが、ゼミに入
ってゼミを体験してからどうするか決めるとい
う機会が全ての学生に均等に与えられないとい
う点では、「ゼミがどのようなものかわからな
かったけれど、入ってみたら面白いのでやるこ
とにした」というパターンでゼミに参加したか
もしれない学生もいることを思うと、一長一短
ある変化であった。第2の変化は言うまでもな
く東日本大震災で、授業開始が5月からとなっ
たものの、ゼミ自体は自主的に4月から開講、
しかし耐震性の問題もあって通常の教室が使え
ないという状況下で、5期生はゼミに入ること
になった。
ゼミのカリキュラムの基本的な構成自体は

2010年度まででほぼ確立しており、5期生の学
習内容は1点を除いて特に変化はなかった。4期
生については、英語文献の使用について大幅に
変更を施した。まず、文献は3年生の1年間を
通してスナーのみとした。そして、10ページ
ほどしかないChapter 1から始めるが、次に読む
20ページほどあるChapter 8 （Poverty in a Global 

Economy）については、ゼミ4回分をあてて、1

回5ページをまず全訳してもらうことにした。
これによって、最初から20ページ一気に読むの
ではなく、英語文献の読み方を25人まとめてで
はあるが手取り足取り教えることを優先するこ
とにしたのである。同時に関連する情報を日本
語または英語で補いながら、学習効果を維持す
ることとした。効果が実感できたので、次の章
も4回に分け、その次の章からは2回に分けて2

章分、そして最後の1章は1回で読み切るという
形をとった。
もちろん、ゲストゼミや夏合宿、ゼミ論の準
備も平行して進めるし、『気流の鳴る音』のデ
ィスカッションも行った。『気流の鳴る音』の
ディスカッションの時間になって、やっと英語
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から解放される！というゼミ生の雰囲気の変化
がありありとわかるのが毎週のお決まりのパタ
ーンであった。
文献の読み方は、日本語でも英語でも同じよ
うに指導している。まず構成を書き抜く（見出
し、章立てなど、そしてそれが何ページから何
ページまでか）。次に段落にすべて番号をつけ
る。そして段落毎に「何について何と言ってい
るか」をできる限り一言で表現できるようにす
る。スナーの場合は全訳した上で、では「何に
ついて何と言っているか」を聞くので2段階で
となる。これを繰り返し練習することで、文献
は確実かつ精確に読めるようになるし、同時に
自分で論文を書くときの書き方も、構成をしっ
かり作り、段落ごとに書く内容を明確にするこ
とをこの作業から会得していくことが多い。
最近は大学院でも英語の文献が敬遠されるこ
とが少なくないとも側聞しているが、学部3年
生でも、ゆっくり時間をかけて、最初はスロー
ペースで、少しずつペースを上げていけば、全
員が同じレベルとまではいかないにしてもとり
あえずは読めるようになっていく。訳について
は、まず直訳し、つぎに定訳（固有名詞や国際
関係業界特有の言い回し）を調べるなり覚える
なりしていき、そして直訳と定訳を合わせて意
味の通る日本語にするということを意識しても
らった。そして、スナーだけでなく時には国連
の報告書のサマリーの部分や簡単なニュースな
どの英文をその場で配ってその場で訳したり要
旨を聞いたりすることも増やしていった。ある
学生に言わせると「最初は英語と思うだけで読
もうという気にならなかったが、今はとりあえ
ず目を通すことが無意識にできるようになって
きた」という変化が徐々に起きてきた。

2011年度の夏合宿は震災復興合宿ということ
で、いくつかの被災地ごとに班分けを行い、世
界の援助や支援、災害や紛争からの復興のプロ
ジェクトをヒントにしながらプロジェクトを立

案することとなった。4年生はアドバイザーと
して5名ほどが参加する形となった。

2011年度に新たに開始したのは「アサンテ・
サーナ」ゼミという試みであった。前年度感銘
を受けた映画『アサンテ・サーナ』を1回限り
にしておくのは惜しいということもあり、また
2年生と4年生が交流する機会が少ないという
こともあって、2年生に4年生がゼミ活動の仕方
を教えるという意味でも、2年と4年が組んで、
『アサンテ・サーナ』を映像分析し、そこでの
援助のあり方、国際協力のあり方から何を学べ
るか、そしてそれが現在および今後の援助のあ
り方や、国際関係を学ぶ上での自分たちの姿勢
としてどういう教訓を与えてくれるかを研究発
表するものである。このアサンテゼミについて
は、国際協力・援助の専門家の方が全面的に監
修し、当日まで綿密にご指導していただいてお
り、現在まで2年と4年が組む唯一の機会として
欠かせないゼミ活動となっている。

3月の春ゼミは、引き続き件の放送業界の方
に監修していただき、その方が関わった番組で
訪問されたいくつかの地方の都市や村をフィー
ルドワークし、時には泊まり込みで話を聞き、
レタスの収穫や雑草取りをお手伝いするなどし
て、「小さな旅の大きな挑戦」を試みた。この
時のフィールドワークの経験は、援助や支援、
町おこしなどに関心のあるゼミ生たちを大いに
啓発した。また、その方が指定された文献、宮
本常一『民俗学の旅』（講談社学術文庫、1993年）
は、日本だけでなく世界の現場を見て回り、ど
のようにしてお仕着せの知識を振りかざすので
はなく、自分の目で見て考え、発見して知を培
っていくかについて大きなヒントを与えてくれ
た。その知的姿勢は、筆者のこれまでの研究の
ありかたとも大いに共鳴するものであり、「人
の見のこしたものを見る」という言葉は、後に
出版した単著をまとめる際にも引用させていた
だいた。
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E　2012年度：6期生（2012－15）を迎えて

2012年度には、さらに新たな企画「ジャン・
クリストフ」ゼミが加わった。これは3年生次
に行うもので、夏合宿終了後から2～ 3ヶ月か
けてロマン・ロランの3000ページ近い長編小
説『ジャン・クリストフ』（新庄嘉章訳、全4巻、
新潮文庫、1969年）を読破し、登場人物の名前
を冠したグループに分かれて、小説を分析し発
表するという活動であった。もともとのきっか
けは、4年生で名作セレクションに触れる前に、
文学の魅力を知っておいてもらいたいという思
いがあり、その思いを共有するゲストの一人（通
常のゲストゼミや「アサンテ・サーナ」を監修
している方）が中心に学生たちを指導すること
となり、実現したものである。
当初は読破できるかどうかも不安であった
が、2014年度まで3回「ジャン・クリストフ」
ゼミを行った結果、年々読解力も上がり、発表
の質も向上していった。これを経た学生たちは
こぞって世界の名作、傑作を手に取り始めるよ
うになり、文学を通じた自己涵養の習慣をつけ
るきっかけとなっているし、「名作セレクショ
ン」にもスムースに入れるようになっている。
2015年度は作品をトルストイの『戦争と平和』
（工藤精一郎訳、全4巻、新潮文庫、1972年）に
切り替えて「戦争と平和」ゼミとして開催した。

2012年度の夏合宿は、アラブの春やオキュパ
イ運動などにインスパイアされて、「革命合宿
2012 グローバルな正義をもとめて」と題して、
サパティスタや世界社会フォーラム、ICBLな
どさまざまな市民社会の運動を各班が分析し
た。就職活動などで余儀なく欠席する場合をの
ぞき、4年生が実質的に全員参加となったのは、
この年からである。その際に「共有文献」とし
て全員がプラトン『ゴルギアス』（加来彰俊訳、
岩波文庫、1967年）の正義に関する議論を読み、
また「共有映像」として「ヨーロッパ・ピクニ
ック計画」の映像を分析して、各班の事例分析

をする際に共通して参考にする文献・映像とし
た。
夏合宿に関する工夫として、この年から「先
輩後輩ゼミ」が加わった。この前身にあたるよ
うな合同のゼミは2010年度から行っていたが、
2010年度はゼミ合宿とは関係がなく、2011年
度も直接の関係はそれほど強いとはいえなかっ
た。2012年度からは、「先輩後輩ゼミ」はゼミ
合宿の1ヶ月ほど前に、ゼミ合宿の班で行われ、
前述の共有映像と共有文献の分析を中心とし
て、そこから得られた知見をもとに各班の研究
対象をどう分析できるかと提示してもらうとい
う形式が確立して、現在に至っている。

2012年度の春ゼミは、和食店のご主人の御
紹介で、さまざまな分野で活躍する有名無名の
方々を再材し、フィールドワークに赴き研究発
表を行う機会となった。スポーツ、木挽・臼・
木鉢職人、写真家などさまざまな分野の方から
見聞を深めることができた。その際に共有文献
として内村鑑三「後世の最大遺物」を読み、そ
れぞれの方の人生から学ばせていただく上での
ヒントとした。またNHKのかつての人気番組
「クイズ面白ゼミナール」に関する番組を共有
映像として使い、鈴木健二を通して、下調べを
した上でどのようにそれをわかりやすくプレゼ
ンテーションするかを学んだ。
研究面との関連で言えば、筆者はこのころ「恐
怖の国際関係論」の研究を進めていた（「国際
関係研究における人間観　恐怖の国際関係論」
平野健一郎ほか編『国際文化関係史研究』東京
大学出版会、2013年所収）が、プラトンを改め
て読み直すことで「恐怖」という感情に関する
議論を深めることができ、また現在世界での社
会正義をめざす運動を動かすないし妨げるもの
としての感情という要素の重要性についても発
見することが多かった。
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Ｆ　2013年度から現在まで：7期生（2013－

16）、8期生（2014－）、9期生（2015－）

を迎えて

7期生から9期生に至るまでの間での大きな
変化は、8期生からゼミが2年生の前期からでは
なく、後期からに変更となったことである。こ
れによって、7期生までは4期生以降確立した方
式でほぼ同じカリキュラム（ゴードン、ナイ、
スナーは新版が出るごとにアップデートしてい
たが）で進めてきたが、8期生以降は変更する
ことになった。また、後期からのゼミ開始とい
うことで、夏合宿において2，3，4年生が全員
参加することができないため、ゼミ合宿につい
ても変更が生じた。

2013年度は、ほぼ2012年度と同様のスケジ
ュールで動いていた。その意味では、この年度
は初めて、前年度と大きく異なる変更がない年
であった。夏合宿は「代表的日本人合宿2013　
グローバルな「後世への最大遺物」を求めて」
と題して、春ゼミで内村鑑三を読んだことに触
発されて、今度は内村鑑三『代表的日本人』（鈴
木範久訳、岩波文庫、1995年）を共有文献と
し、ペシャワール会の中村哲さんの映像を共有
映像として、上杉鷹山・二宮尊徳・中江藤樹・
中村哲との比較において、緒方貞子、松浦晃一
郎、遠山正瑛、黒沼ユリ子、長倉洋海といった
人々の活動を分析する合宿となった。春ゼミで
は、件の和食店店主の方のプロデュースで、バ
レエ、包装業界、NGO活動家、陶芸作家の方々
を取材し研究発表する形式で行った。
研究面との関連について言えば、当時筆者が
主に取り組み始めていたのはウェストファリア
史観の脱構築の研究であった。『代表的日本人』
および内村鑑三、そして緒方貞子をはじめとす
る比較的高名な国際社会での活動者、そして春
ゼミで取材させていただいた方々の自由で活き
活きとした生き方やものの考え方、世界観から
は、ウェストファリア史観の神話性に呪縛され、

そのお外側に出ることができずに苦吟している
国際関係研究の世界観の狭さを相対的に俯瞰す
る上で大きな示唆を受けた（Atsushi Shibasaki, 

Myths in a Discipline: IR and "The Peace of 

Westphalia", Journal of Global Media Studies 14 

（2014/03）, pp. 41-52. ）。
2014年度からは、再び大きな変化が訪れた。
前期は3，4年生（6，7期生）のみであったが、
結局夏合宿は3，4年生のみで行い、2年生が2年
生のうちに参加出来る合宿を行いたいという強
い要望がゼミ生にあり、また筆者もその必要性
を強く感じていたので、新たに春合宿を開催す
ることとした。その結果として、2009年度以来
5回続いてきた春ゼミは、いったんお休みする
ことになった。

2年生は前期のうちに内定者が決まるため、
早めにオリエンテーションを行い、またゲスト
ゼミや先輩後輩ゼミへの参加を促した。かつて
は春ゼミに内定生が見学に来ており、ゼミの雰
囲気を知るよい機会であったが、その代わりに
こうした機会を提供した。また早めに『木のい
のち木のこころ』にも取り組んでもらうことに
した。幸いなことに多くの内定生が早い時期か
らゼミを見学し、雰囲気に慣れることができた。

2014年度の夏合宿は、3，4年生のみというこ
ともあり、少し難易度をあげての合宿となった。
「グローバルな政治の世界　丸山眞男で読み解
くグローバル・ポリティックス」と題して、生
誕100年を迎えた丸山眞男の『政治の世界』（岩
波文庫、2014年）と丸山眞男に関する映像を共
有文献、共有映像としながら、丸山政治学が現
代世界においてどこまで通用するか、またはし
ないかを評価しながら、丸山というツールによ
ってスノーデン、オイルサンド、ウクライナ、
ヘイトスピーチなどの世界の諸問題を分析する
という合宿となった。

2年生のカリキュラムは、後期についてはか
つての2年生前期と同様、ゴードンを中心に進
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めることにした。前期から開始した際にはゴー
ドンとゼミ論、夏合宿の準備のみであったが、
2014年度からはゴードンを読みつつ、アサン
テ・サーナゼミを準備し、ゼミ論を進め、別の
ゲストゼミも行い、春合宿の準備に入るという
かなり忙しいスケジュールになったが、8期生
はこれらの課題をしっかりとこなしてくれたの
で、この方式でも十分行ける手応えを得た。

2014年度春合宿は、ミレニアム開発目標の達
成年度が近づいていることから、「From MDGs 

to SDGs日本と世界を相互に循環する新たな国
際貢献をめざして」と題して、MDGsの8つの
目標ごとに班を作り、それぞれの目標達成度を
評価し、残り1年でさらに目標に近づくための
プロジェクトを立案してもらった。その際につ
けた条件は、ジャパン・ハートの吉岡秀人の
アイデアからヒントを得て「日本の人材、技
術、思想、文化などを活かしたMDGsに関する
プロジェクトと同時に、その成果が還元される
ような日本国内の課題解決プロジェクトも策定
し、MDGsのプロジェクトの成果が日本にも還
元され、さらに日本でのプロジェクトの成果が
MDGsにも還元されるという善循環（virtuous 

circle、良循環、好循環とも訳す）を形成する
ようなオリジナルなプロジェクト」をめざして
もらった。また共有文献・映像として吉岡秀人
関連のほかに、夏目漱石の「現代日本の開化」
「模倣と独立」「わたしの個人主義」を中心とし
た文明論（三好行雄編『漱石文明論集』岩波文
庫、1986年）を参考にしてもらい、いかに「自
己本位」なアイデアを提示できるかを評価の対
象とした。

2014年度の筆者は、駒澤大学特別出版助成
を受けて、これまでに執筆した論文をまとめた
『国際関係の思想史　グローバル関係研究のた
めに』（岩波書店、2015年、平成27年度駒澤大
学学術文化賞）を刊行する準備に追われていた。
直接的な「連環」は大学院やゼミで収録予定の

文献を検討したことによってあったことになる
が、夏目漱石を改めて深く読み返すことで自己
の仕事の位置づけや意義、自らが抱いている問
題意識を掘り下げることができた。同書序章で
「イズムの功過」を引用したのはそれ故であっ
た。
こうして2015年度を迎えたが、3年生は半年
ゼミ期間が少なくなったため、ナイを読むこと
をあきらめ、かわりに1年間読んでいたスナー
を半年に縮めて、3年生の前期はブースによる
短い教科書（Ken Booth, International Relations: 

All That Matters (Teach Yourself), Hachette, 

2014. ）を全訳しながら読んでもらうこととし
た。この文献は一回10ページ程度、スナーの
ページ数に換算すると5ページ前後であるため、
英語文献をしっかり読む上では質量ともに適切
であると判断したのである。そして、後期からは
スナーを、今度は10ページずつからはじめ、徐々
に1章丸ごと読み切る形にペースを上げている。
4年生と2年生は昨年度とほぼ同様のスケジュ
ールで進めることができている。当時「国際関
係研究の将来　国際関係の研究からグローバル
関係の研究へ」（日本政治学会編『年報政治学
2015-I　政治理論と実証研究の対話』木鐸社、
2015年）を執筆していた筆者は、最新の教科書
であるこのブースの記述の仕方が、同論文で追
い詰めようとしていた国際関係研究のアポリア
を集約的に象徴していることに気付き、ブース
を舞台回しに使う形で論文を仕上げていった。

2015年度の春合宿は「Seven Wars in Seventy 

Years from the perspective of ‘kings’ and 

‘commons’7つの戦争からみた「戦後70年」」
と題して、過去70年の間に起きた7つの戦争・
紛争の分析を、ウォルツ『人間・国家・戦争』（渡
辺昭夫、岡垣知子訳、勁草書房、2013年）およ
び渡辺一夫『狂気について』（大江健三郎、清
水徹編、岩波文庫、1993年）と黒澤明の映画『乱』
（1985年）を共有文献・映像として、その分析
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をもとに、アンゴラ内戦、ベトナム戦争、チェ
チェン戦争、イラク戦争などを研究発表した。
ここで「狂気」と国際政治理論の関係を考えた
ことは、筆者の「恐怖の国際関係論」での問題
意識が反映していることは言うまでもない。
現在は7，8，9期生がそれぞれの課題をこな
しつつ、春合宿へ向けて準備中である。春合宿
では、「Seven Female Miracle Workers世界を変
える奇跡の7人」と題して、ヘレン・ケラーの
自伝（岩橋武夫訳『わたしの生涯』角川文庫、
1966年）とその研究書、そして映画『奇跡の人』
（アーサー・ペン監督、1962年）を導き手として、
ナイチンゲール、リンドグレーンからヴァンダ
ナ・シヴァ、オノ・ヨーコ、石牟礼道子、マラ
ラ・ユスフザイに至る多様な分野で国際的に活
躍した7人の女性の研究に取り組んでいる。

おわりに

芝崎ゼミは、当初筆者自身が受けた文献購読・
研究発表を中心としたゼミとして始まったが、
徐々に、文献をしっかり確実に読み、理解し、
論文を書くという要素を維持しながらも、日米
学生会議・日曜講座で培ってきた、分野横断的
な教材や素材、手法を使ってのグループワーク、
相互研鑽に軸足を移すことによって現在の姿に
変化してきた、ということになる。その間制度
上の変化もあり、その変化に対応しながら軌道
修正を繰り返してきたが、それは小田実風にい
えば、いつ・なにを・どのように・どこまで学び・
教える場とするかという自問自答を毎年繰り返
し、試行錯誤し続けてきた歴史でもある。そし
てその試行錯誤は研究成果にも反映され、また
研究における問題関心を支えるものの見方・考
え方が、ゼミでの研究テーマにも反映されると
いう善循環を形成しつつあるというのが筆者の
見立てである。
確かに、芝崎ゼミ生はなかなか忙しい。2年
前期に内定すると『木のいのち木のこころ』と

オリエンテーション、ゼミ見学，ゼミ総会参加
が待っており、後期からはゴードン、ゼミ論、
アサンテ・サーナ、ゲストゼミ、春休みには春
合宿と『気流の鳴る音』。3年になるとブースと
『気流の鳴る音』、ゲストゼミ、ゼミ論、夏合宿
へむけた先輩後輩ゼミ、夏休みには夏合宿そし
て「戦争と平和」ゼミ準備。後期にはスナー、
ゲストゼミ、ゼミ論、「戦争と平和」ゼミ、春
合宿へむけた。春休みには春合宿と『流れとよ
どみ』。4年生になると市民社会年表と『流れと
よどみ』、卒論、マイ・ライフ・ヒストリーゼミ、
ゲストゼミ、先輩後輩ゼミ、夏休みには夏合宿、
後期には卒論、市民社会年表と名作セレクショ
ン、ゲストゼミ、アサンテ・サーナゼミ、春休
みには春合宿個人面談、そして卒業式といった
流れである。
冒頭でふれた通り、当初は筆者も、ゼミをど
う運営したら良いか正直言ってよくわからなか
った。しかし、重要なことは、なぜ学ぶのか、
どのように学ぶのかという点を十分に動機付
け、また一方的に教え込むのではなく自分から
学び取りに行く姿勢を最初のうちにしっかり作
ることであることに気がついてからは、そこに
細心の注意を払って指導すれば、あとは相互に
研鑽し高め合う環境がゼミ生の間で自ずとでき
あがっていくことに気付いた。そうなればあと
は、つきっきりで指導するというよりも、彼ら
が思う存分取り組める課題を明確に提示し、あ
とはタイミングに応じて適切なアドバイスをす
るだけで、学生たちがある意味「勝手に」「自
己本位で」その環境を最大限に利用してくれる
ようになる。すでに触れたように、そうした学
生たちの、失敗や反省を繰り返しながらも無限
に広がっていく学びの可能性と人間的成長か
ら、筆者は大いに刺激を受けてきたのである。

2010年7月16日に、竹中工務店東京本店2階
にで「記念シンポジウム「西岡常一棟梁が残し
たもの」が開かれた。筆者は2期生のゼミ長、
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件のジャーナリストの方と連れだって最前列に
陣取って、小川三夫、建部清哲、菊地恭二の三
棟梁、谷直毅大崎市立大学大学院教授のセッシ
ョンを拝聴した
（http://www. dougukan. jp/toryo/content/reports/

report_tokyo_1. html）。三人がいかに西岡棟梁
の薫陶を受け、その厳しさに鍛えられながらも、
深い師弟の絆に結ばれているか、そして棟梁の
教えを自分たちなりに受け継いでいこうとして
おられるかがありありと伝わるシンポジウムで
あった。教員としての筆者は、西岡棟梁はおろ
かこの三棟梁の足下にも及ばないが、こうした
本質を伝え、本物を遺していく姿勢をこれから
も学んで行きたいし、これからも研究と教育の
善循環を生産的に構築していくための創意工夫
を続けていきたいと願う次第である。

以上、雑駁ではあるが、他の教職員の方から
ゼミについて聞かれることが多かったこともあ
り、この機会を借りて、「芝崎ゼミ」の一端と
ゼミに対する筆者なりの観察、考察を提示した
次第である。ゲストゼミなど個々の企画につい
ては本稿では省略したし、またあくまで教員か
らみた視点での記述に徹したこともあり、学生
たちがゼミをどう捉えてきたのかという点を窺
い知る上での資料となる、学生たちがこれまで
残してきたゼミに関する考察や記録などについ
ては、機会を改めて紹介したい。ゼミの見学、
参加はいつでも歓迎なので、ご関心のある向き
はご相談いただければ幸いである。最後に、本
稿では意図的に実名をあげなかった、これまで
ゼミにご協力いただいたすべての関係者の方に
心から感謝の意を表し、筆を擱くこととする。


