
NO. 担当者 レポート課題の 有無 テーマ 指定事項等

1 アンドレイ　クラフツェービチ 有 日ロ関係は重要であるか。ご意見を根拠づけて下さい。 400字×1枚

2 内田　俊一 有 ユダヤの問題のどのような点（局面）に関心があるのか？ 800～1200字程度（ワープロ使用可）

3 衛藤　幹子 有
「私が描く日本の未来図」あなたは日本を今後どのような
国にしたいのか。日本の望ましいあり方をあなたなりに構
想しなさい。

1200字（ワープロはA4: 40字×30行、原稿用紙可）

4 木村　正俊 有

次のA＆B1 or　A & B2についてレポートを作成せよ
A：これまで読んだ政治（政治学に限定されない）に関する
本のリストを作成せよ（内容紹介は不要）。
B1：現代中東に関して興味があることを紹介せよ。
B2：国際政治に関して興味がある点について紹介せよ。

参照した文献やWEBページなどはレポートの最後に掲
げること。
枚数　A　各自の判断
　　　　B1 or B2　　400字×6枚以内（A4で2枚以内）

5 杉崎　和久 有 「私が興味を持っている「東京」の抱える課題」

①関心ある課題の概要、②興味を持った理由、③課題
に関する現段階での自分の意見について、項目ごとに
書き分け、全体でＡ４レポート用紙１枚（１２００字）程度
に納めて提出してください（手書き不可、資料を添付も
可）

6 杉田　敦 有
政治学に関係した本を一冊読み、その要約と感想を２００
０字程度でまとめよ

-

7 塚本　元 有
塚本ゼミを志望した動機・取り上げたい研究テーマ・読ん
だ本

400 字× 3 枚

8 中野　勝郎 有

「いまもっとも関心のあること」を一つとりあげ、それにつ
いて論じてください。　（かならずしも、アメリカ合衆国にか
んする関心でなくてもかまいません。現在のあなたの生活
のなかでもっとも関心のあることについて論じてください）

2000字程度

2017年度 政治・国際政治学科 ゼミ選考 レポート課題一覧



NO. 担当者 レポート課題の 有無 テーマ 指定事項等

2017年度 政治・国際政治学科 ゼミ選考 レポート課題一覧

9 名和田　是彦 有
これまでの生活の中での地域社会との関わりを述べ、ゼ
ミで研究してみたいことをなるべく具体的に述べてくださ
い。

-

10 廣瀬　克哉 有
ゼミで学びたい公共政策のテーマについて、関心を持っ
た理由、重点的に学びたい事項を含めて説明してくださ
い。

1000文字程度

11 細井　保 無 -

レポート課題は無し。※但し，志望票を，しっかりと練っ
たうえで，もれなく，行を空けずに空白が残らぬよう文
章で埋めて作成すること。志望動機等の本文はワープ
ロで作成し，貼り付けることも可能です。

12 宮﨑　伸光 有
私が感心をもつ公共政策課題と自治体の役割。 ただし、
各自それぞれに内容に即した題名をつけること。

表紙のほか、本文・志望理由の2部構成（400字×5～6
枚）

13 武藤　博己 有 「関心のある政策問題について」（自分の意見を中心に） １０００字×１枚（A4レポート用紙・表紙不要）

14 山口　二郎 有

政党が自らの政策を一切持たず、すべて有権者へのアン
ケートによって議員の行動を決めるという政党の「公約」
は、あなたの持つ民主主義のイメージに照らし、どのよう
に評価できるか、論じなさい。

-

15 山本　卓 有 このゼミを志望する理由 1000字程度。

16 犬塚　元 有 本ゼミを志望した理由について
1200字程度をおおよその目安としますが、字数は自
由。関連する範囲で、印象に残った本や経験等に触れ
るのも可。
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17 水野　和夫 有
現在、最も関心のあることについて述べよ（テーマは経済
に限る必要はなく、どんな分野でも構いません）。

ＷＯＲＤでＡ4サイズ、1枚(横40文字程度、縦20行～30
行程度、文字ポイント10.5)

18 浅見　靖仁 有

　ASEANに加盟している10か国のうち、今後５年間に日
本からの輸出の増加率が最も大きくなる国はどこかを予
想し、そのように考える理由を説明してください。なお、増
加「額」ではなく、増加「率」について尋ねていることに注
意してください。他の文献やウェブサイトに書かれている
情報を参考にした場合は、その文献やウェブサイトについ
て注に記してください。

法学部窓口に提出するだけでなく、29日正午までに
ワードファイルまたはpdfファイルをasami●hosei.ac.jp
宛に送って下さい。レポートの形式や長さは自由。
※送信時に●を＠に変えてください

19 権　鎬淵 有
安全保障問題に関心をもったきっかけ、関連書物を読ん
でからのコメント、又は自分なりの主義主張があればそれ
らを述べる。

文字数で1000-2000字程度をワードファイルに書き、
hkwon●hosei.ac.jp へのEmailにファイル添付。（窓口に
出すものと同じ内容でOK）　（氏名、学科、学籍番号、
連絡用携帯番号、email addressを明記）
※送信時に●を＠に変えてください

20 坂根　徹 無 - -

21 下斗米　伸夫 有 2016年の世界について自由に論じなさい
次の言葉のいずれかを使って論じることもできます(米
大統領選、日ロ関係、北方領土、北朝鮮、ウクライナ、
英国のEU離脱）

22 瀧澤　道夫 有 興味があるグローバル問題や社会的な関心 Ａ４一枚

23 萩谷　順 有 若者の政治参加はなぜ必要か 400字詰め原稿用紙（縦書き）４枚
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24 菱田　雅晴 有 中国危機の発生シナリオと日本の対応

　超大国となりつつある中国の国際的存在感の大きさ
から、今やその一挙手一投足は世界的インパクトを有
していると言っても過言ではないが、未曾有の中国の
高速発展に伴う負の側面もしばしば指摘される。
　本レポートでは、経済成長の光の部分をも踏まえた
上で、中国にガバナンスの“危機”が訪れるとすれば、
それはどのような情況下で発生するものと想定される
か、その予測シナリオを具体的に検討せよ。
　その上で、そうした中国危機事態の発生に対する日
本の望ましき対応プランを構想せよ。（分量：A4版　２枚
以内）

25 福田　円 有
香港または台湾に関連する最も思い出深い経験につい
て（各自でタイトルを付け、なぜその経験が思い出深いの
かを論じること）

A4で１枚（1600字程度）にまとめること（手書き不可）

26 森　聡 有

いま一番関心を持っている国際政治上の問題について、
①その問題の原因は何だと考えるか、②その問題をどう
すればいいか、自分の考えをA4一枚以内で説明してくだ
さい。（原因を正しく指摘しているかどうかではなく、考えを
理路整然と述べているかどうかをみます。）

※WORD標準フォーマットで打ち出したものを提出のこ
と。

27 弓削　昭子 有
国際開発と平和構築の現状と課題についての考えを英
語でまとめて下さい。

英語はA4紙に１枚程度（約400語）

28 本多　美樹 有 「平和」って何？ 400字×3～4枚

29 五十嵐　文生 有 関心のあるメディアを挙げてその理由を書く
800字（パソコンを使ってA4用紙に横書き、書式は自
由）
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30 伊藤　庄一 有
「どのようなエネルギー問題に関心を持っているのか」 日
頃疑問に思う点やこれから学びたいと思うこと等、問題意
識を簡潔に述べて下さい。

A4で１,２００字（４００字X３０行）、1枚

31 長島　怜央 無 - -

32 玉置　知巳 有
「開発途上国に対する私の視点」：当ゼミで開発途上国に
ついて学んでいくにあたっての関心事項を自らの途上国
経験などを踏まえて自由に述べてください。

1200字以内

33 水野　孝昭 有 私が記者だったら・・・ゼミでの取材企画案 千字以内。取材対象は何でもOK

【注意事項】レポート課題は，「第1志望」のゼミのみ取組み，提出してください。別途指示がある場合はそちらにも従ってください。
レポート作成に辺り，不明な点は直接担当教員に問い合わせください


