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戦後日本政治にとっての政権交代の意味
—私たちはどのように連帯の地平を開くのか

菅 孝行 （評論家）

人と人との間に「連帯」などなくても投票はで
きるから政権は変えられる。政権や政策が代わ
ることと「私たち」の関係が「変わる」こととの繋がりと
次元のズレについて考えたい。
●主著：『9・11 以後丸山真男をどう読むか』河合出版 2003/『戦う演劇人—
戦後演劇の思想』而立書房 2007 

どうなる !?
　─政権交代後のニッポンの政治

● 2010 年 5 月〜 12 月　● 基本的に隔週木曜日 19:00 〜 21:00　
● 全 13 回 / 定員 40 名　● 受講料 38,000 円

社会を知る
学校

17

C l a s s _ 1 7

2009 年 9 月、政権交代が実現した日本。民主党を中心とした政権で何が変わって何が変わっ
ていない（変えられない）？ そもそも、私たちはどのような社会を描き、どのような政策・
政治家を求めているのでしょうか—？ このクラスでは与党政権が実際に行なってきた取り
組みについて、国会議員をはじめジャーナリスト、研究者など多彩な講師陣とともに検証
し、私たち自身が日本社会のオルタナティブを構想していきます。政権交代によって「政治」
と「人びと」の距離が近くなったのは事実。「政治家まかせ」「無関心」の時代は終わりです。
世代や立場を超えて大いに議論しましょう。

オリエンテーション

政治は変わった？
—私たちは政権交代に何を期待したのか

大江正章 （コモンズ代表 / ジャーナリスト/PARC 理事）

民主党のマニフェストはいいことが書かれていますが、本当
に信頼できると思いますか？ 検証しつつ、市民の力でホン
モノの政策をどう創っていくかをいっしょに考えましょう。
●主著：『地域の力—食・農・まちづくり』岩波新書 2008/『農業という仕事—
食と環境を守る』岩波ジュニア新書 2001 ●参考文献：「大転換—新政権で
何が変わるか、何を変えるか」『世界』臨時増刊 岩波書店 2009 年 12 月
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【対論】なるか？  脱・官僚
—霞が関という「壁」を超える

枝野幸男 （民主党衆議院議員）

政権交代によって、官僚依存から政治主導に変え、利権や
バラマキ、天下り等、税金のムダづかいを洗い出し、時代
に合った政治をつくり出してゆくために今必要なことは？
●主著：『それでも政治は変えられる—市民派若手議員奮戦記』マネジメン
ト伸社 1998

神保哲生 （ビデオジャーナリスト/ビデオニュース・ドットコム代表）

民主党は日本を市民が主権を担う「普通の国」に
するビジョンを持っている政党だと思います。し
かし、実際にそれを実現するためには、様々な
ハードルがあります。この対論では民主党の掲げ
るビジョンの本質がどのようなもので、その実現にはどの
ようなハードルがあり、それを超えるためにわれわれ市民
一人ひとりに何ができるかを、民主党のビジョン実現のキー
マンの一人の枝野さんと議論をしたいと思います。
●主著：『ビデオジャーナリズム—カメラを持って世界に飛びだそう』明石書
店 2006/『ツバル—地球温暖化に沈む国』春秋社 2004 ●参考文献：神保
哲生『民主党が約束する 99 の政策で日本はどう変わるか？』ダイヤモンド社 
2009
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雇用・セーフティネット・貧困
湯浅 誠

「雇用壊滅」によって、日本社会に不安が広がっ
ています。何が政権交代をもたらし、政権交代
が何をもたらしたのか。対応策を含めて考えて
みたいと思います。

●著書：『どんとこい、貧困！』理論社 2009/『岩盤を穿つ』文藝春秋 2009
●参考文献：中野麻美『労働ダンピング』岩波新書 2006/ 渡辺治・二宮厚美
他『新自由主義か新福祉国家か—民主党政権下の日本の行方』旬報社 2009
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“環境” を政治の中でどう位置づけていくか
櫛渕万里 （民主党衆議院議員）

気候変動をはじめとする地球環境問題への取り
組みは待ったなしの急務。“ 環境 ” はこれからの
日本を支える原動力でもあり、地域主権の政治
を進めていくためのキーでもあります。“ 環境 ”
を柱とした日本をどう作っていくか、皆さんと議論したい
と思います。
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8/6（金）

ゼロ成長時代の経済政策へのビジョン
浜 矩子 （同志社大学大学院教員）

世界同時不況を経た後の、日本経済の選択は今も
はっきりとした像を結んでいません。民主党政権
の経済政策の真価について、グローバルな金融・
貿易という側面からお話しいただきます。
●主著：『ドル終焉—グローバル恐慌は、ドルの最後の舞台となる !』ビジネ
ス社 2010/『グローバル恐慌—金融暴走時代の果てに』岩波新書 2009 ●参
考文献：ジリアン・テット『愚者の黄金—大暴走を生んだ金融技術』（訳書）
日本経済新聞出版社 2009

9/2

【対論】地域を元気にする！
—農・食・環境の力を活かした小さな経済

石山敬貴 （民主党衆議院議員）

日本の最大の資源は、「水・土・緑」である。世
界の食糧事情が逼迫する中において、これからの日本の再生・
発展の鍵は、「命の源」である農林水産業にある。

大江正章 （コモンズ代表 / ジャーナリスト/PARC 理事）

民主党農政で地域は元気になるのか !? 戸別所得補償のあり
方、自給率を高め環境を守り育てる農と、それをベースに
した循環型経済を創り出す道筋などを徹底討論します。
●参考文献：安井孝『地産地消と学校給食—地域に根づく有機農業』コモ
ンズ 2010

【対論】ダムを止める？ 続ける？　

—住民の意思で公共事業をチェックし、変革する

まさのあつこ （ジャーナリスト）

政権交代は、国民から見れば、改革の入り口に辿り
着いただけのことでしかありません。政権を使って
制度を変えて初めて無血革命は始まります。本番はこれからです。
●主著：『八ッ場ダムは止まるか—首都圏最後の巨大ダム計画』（共著）岩
波ブックレット2005

京野きみこ （民主党衆議院議員）

農村地帯に身を置いて住民の意思決定の形成過程を見
てきた者として、また政治の改革を志す者として、暮
らしの現場からの様々な課題を提起したいと思います。

（14「コンクリートから土と人へ」クラスと合同）
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対北朝鮮・「拉致」問題解決への道のり
蓮池 透 （北朝鮮による拉致被害者家族連絡会〈家族会〉元副代表）

長い膠着状態にある日朝関係。大きな外交問題に発
展してしまった拉致問題。解決のためには感情論で
はなく、複眼的に日朝の歴史を俯瞰し、その中の一
つの問題として拉致をとらえていくしかありません。
●主著：『拉致—左右の垣根を超えた闘いへ』かもがわ出版 
2009/『拉致対論』太田出版 2009

（07「平和のための『紛争』論」クラスと合同）
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撮影者　岩尾克治

アジアと日本の平和・安全保障を考える
西村智奈美 （民主党衆議院議員）

中国や南北朝鮮を含む東北アジアの外交戦略や国際
協力など国家レベルの方針とともに、草の根の人びとの交流の
可能性も含めてお話しいただきます。

前田哲男 （ジャーナリスト）

新政権による「普天間基地移設見直し」と「安保
密約解明」を機に、「日米安保そのものをどうする
か」の課題がより切実になった。日本外交を「従属から自立へ」、
どのように「チェンジ」できるか、また護憲運動を「９条で政
治を変える」方向に活性化できるか、西村議員と語り合いたい。
●主著：『自衛隊 変容のゆくえ』岩波新書 /2007

【対論】医療・介護の危機
─いのちのセーフティネットを地域でつくる

松本弘道（庄内医療生協専務理事 / 庄内まちづくり協同組合「虹」専務理事）

映画『おくりびと』の舞台になった、山形県鶴岡
市では、住民と医療生協などが連携し、くらしつ
づけられるまちをめざし、医療・福祉・介護のネッ
トワークを形成しています。

石毛えい子 （民主党衆議院議員）

子ども、若もの、女性、働く人たち、高齢者そ
れぞれにいのちと健康の危機が深まっていると
思えます。つながりあえる関係をあらゆる場面
でつくり出すことがベースではないでしょうか。
●主著：『福祉のまちを歩く—高齢化社会それぞれの挑戦』岩波書店 1997
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サヨナラ！  新自由主義＆ポピュリズム政治
田中宏和 （ブログ『世に倦む日々』主宰者）

政権交代以降の日本の政治を追跡し、変化の深
層を分析しつつ、新自由主義を克服する政治の
可能性を検討します。また、日本における二大
政党制の展開について考察を加えます。
●主著：『ポケット解説 丸山真男の思想がわかる本—「日本の思想」から「古
層」までわかる！』秀和システム 2007 ●参考文献：菅直人『大臣』（増補版）
岩波新書 2009/ 内橋克人・宇沢弘文『始まっている未来─新しい経済学は
可能か』岩波書店 2009

11/18（予定）

日本社会の閉塞をどう切り拓くか
—教育・仕事・家族の関係に注目して

本田由紀 （東京大学大学院教育学研究科教授）

新政権にとって、行き詰まりを迎えた教育・仕事・
家族の循環関係の新たな立て直しが重要な課題
となっています。現状の構造分析に基づき、今
後の課題と展望について論じます。
●主著：『教育の職業的意義—若者、学校、社会をつなぐ』ちくま新書 2009/『軋
む社会 教育・仕事・若者の現在』双風舎 2008 ●参考文献：東浩紀・北田
暁大（編）「毀れた循環」『思想地図』vol.2 日本放送出版協会 2008/「教育
･ 労働 ･ 家族をめぐる問題」芹沢一也・荻上チキ他（編）『日本を変える「知」』
光文社 2009
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（NPO法人 自立生活サポートセンターもやい事務局長 / 反貧
困ネットワーク事務局長）


