
 
 

上級日本語学習者のための政治・経済 
Political Science & Economics for Advanced Learners of Japanese 

**This course is intended for advanced learners of Japanese and students are expected to know enough Japanese to 
understand the class descriptions below. Native speakers of Japanese are also welcome to attend. 

 

Time:  Thursday, March 2, March 9, and March 16 (3 sessions)  
6:45 – 8:45 PM (2 hours) 

Place:  Japan-America Society of Washington DC (1819 L Street NW, B2, Washington, DC 20036) 
Cost:  $30 per session for JASWDC members / $40 per session for non-JASWDC members 

$75 for all sessions for JASWDC members / $100 for all sessions for non-JASWDC members 
Registration: Online at www.jaswdc.org  
Deadline: Payment for this course must be received by Monday before class at 5:00 PM 

Limited space is available. 
Textbook: The materials for this course will be provided by the instructor. 
 
 

政治学特別講義「政治と戦争」  

 2016 年は、オバマ大統領の広島訪問、安倍首相の真珠湾訪問など、日米関係にとって歴史的な 1 年となりました。その一方で、実

際に戦争を知る世代の高齢化が進み、家庭や地域において戦争について学ぶ機会が年々減少してきています。こういった社会情勢の変

化を受けて、このクラスでは政治学の観点から、改めて日本の戦争の歴史について学んでいきます。 

 

第 1 回：2017 年 3 月 2 日 (木)「徳川幕府と戦争」 

 第 1 回目の講義では、関ヶ原の戦い(1600 年)、大阪の陣(1615-1616 年) 、そして戊辰戦争(1868-1869 年)という 3 つの事例を

題材に、権力(Power)と正統性(Legitimacy)の観点から、徳川幕府の成立から廃止までの政治過程を学んでいきます。 
 

第 2 回：2017 年 3 月 9 日 (木)「 民主主義と戦争」 

 第 2 回目の講義では、ワシントン海軍軍縮会議(1921 年)、山梨軍縮(1922 年、1923 年)、ロンドン海軍軍縮会議(1930 年)、日中

戦争(1937 年) 、太平洋戦争(1941 年) といった事例を、民主主義(Democracy)、政党政治(Party Politics)の観点から分析すること

で、戦前日本の民主主義について学んでいきます。 
 

第 3 回：2017 年 3 月 16 日 (木)「戦後日本と戦争」 

 第 3 回目の講義では、極東軍事裁判(1946-1948 年)、千鳥ケ淵戦没者墓苑建設(1952 年)、靖国神社参拝問題(1985 年、2001 年)、

安倍首相の真珠湾訪問(2016 年)といった事例を題材に、戦後日本の政治における太平洋戦争への認識に関する分析から、戦後日本と

戦争について学んでいきます。 

The Japan-America society 

of Washington dc 

 

 Special course! 

 

Lecturer: Dr. Inazawa completed his M.A. and Ph.D degrees in Policy Science at Ritsumeikan 
University. His areas of interests include U.S.-Japan security cooperation, Japan’s military-
industrial relationship, and policy-making process. He was a researcher and graduate assistant at 
Ritsumeikan University and as published many books and articles, including “The Norm Formation 
and Limitation in Arms Export Ban” (2014) and “The Building of Military Strategy and Military-
Industrial Relationship in the Interwar Period (2012). 

 
**Cancellation requests must be received by Monday before class at 5:00 PM 
Refunds will not be given for cancellations after the deadline and no-shows. 

https://www.google.com/maps/place/1819+L+St+NW,+Washington,+DC+20036/@38.9040278,-77.0446339,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x89b7b7b9a6050805:0x8912aa753c3b335c
http://www.jaswdc.org/

