
■プログラムの名称「政 治 学」
概 要

政治現象は多様性・多面性を持つため、理解しづらい側面があるが、政治現象は私たちの生き方と否応なく深
く関わっている。従って、政治現象を総合的に理解し、また批判的にみる眼を養うことが重要であり、本副専攻
はそのための能力を養うことを目的とする。

ね ら い 政治学に関連する新聞記事に親しむと同時に、その問題点などを把握することができる。

到達目標
１．政治学の基本的概念や問題を理解する視点が習得できる。
２．政治現象を批判的に分析できる。
３．時代や地域に固有な政治現象を理解できる。
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認定条件
及び評価
の 方 法

【各プログラム共通の認定条件】
・本副専攻プログラムの「入門科目」を、「第３年次末」までに履修し、その単位を修得していること。
・卒業時の総修得単位数が、所属する学部の卒業要件単位数に「12単位」以上を加えたものであること。
・本副専攻プログラムが定めた授業科目から「24単位」以上を修得していること。
・卒業時の全科目のＧＰＡが、「2.5」以上であること。

【各プログラム独自の認定条件等】
・コア科目から、必修科目を含む「12単位」以上を修得していること。
・属性区分「Ｒ１」の科目から、「１科目（２単位）」を修得していること。（選択必修）。
・属性区分「Ｒ２」の科目を、すべて修得していること（必修科目）。
・�コア科目のうち、属性区分「Ａ」の科目から「４科目（８単位）」以上を、属性区分「Ｂ」の科目から２科目（４
単位）　以上を修得していること（選択必修）。
・法学部学生を除く。

プログラ
ムの紹介

政治現象は多様性・多面性を持っているため、これを理解するためには単に政治に直接関係する科目だけでな
く、行政や政策、メディアなど様々な科目を学ぶ必要があります。
このため、本プログラムでは、政治学や政治史だけでなく、行政学や政策科学、都市政策や公共政策に関する
科目から、ジェンダー論など幅広い分野の科目を用意しています。
また、人間は３人集まれば派閥が出来るというように、人々との活動は政治と切り離すことはできないもので
す。政治学の一分野にはスポーツの政治学というのもあるぐらいです。
政治現象は、時代によっても地域によっても異なるもので、これを理解するためには洞察力、批判力、読解力
などの一定の素養と粘り強く学び続ける意欲が必要です。

令和3（2021）年度以前の入学者のみ
修了認定可能なプログラム
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重要
本プログラムは、2022年度以降入学者（3年次編入生は
2023年度以降入学者）は認定の対象となりませんので、
ご注意ください。



37

■授業科目リスト（掲載されている学期・曜・限は変更される場合があります。）
「政 治 学」

政
治
学

属性区分
R1：政治学一般の基礎を養うための選択必修科目／R2：専攻領域ごとに政治学の応用力を養うための必修科目
A：政治学系の基礎科目／B：政治学系の応用科目
※�開講番号・授業科目名は、平成30年度以降入学者を対象としています。平成29年度以前入学者の開講番号・授業科目名は個別に問い合
わせてください。
※�令和3（2021）年度において教育学部開講の「社会学」を履修した者に限り、法学部開講の「社会学」に代えて副専攻「政治学」の科目
とすることができます。

分類 属性 開講番号 授業科目名 単位 学期 ターム 曜限 形式 授業担当者 所属 分野 水準

1 コア R1 221G7076 人文社会科学入門（法学） 2 第1学期 第1ターム 水3・4 講義 岩嵜　勝成・他 人文社会科学系（法学部） 34 11

2 コア R1 222G7079 リーガル・システム 2 第1学期 第2ターム 月・木4 講義 山本　真敬・他 人文社会科学系（法学部） 34 03

3 コア R2 領域関連演習 2 演習 35 13, 14

4 コア A 221L3601 政治学Ⅰ（政治制度論） 2 第1学期 第1ターム 水・金5 講義 益田　高成 人文社会科学系（法学部） 35 03

5 コア A 224L3602 政治学Ⅱ（政治過程論） 2 第2学期 第4ターム 水・金5 講義 益田　高成 人文社会科学系（法学部） 35 04

6 コア A 221L3612 政策科学概論 2 第1学期 第1ターム 木1・2 講義 南島　和久 非常勤講師 35 03

7 コア A 222L3702 行政学Ⅰ（総論） 2 第1学期 第2ターム 水1・2 講義 馬場　健 人文社会科学系（法学部） 35 03

8 コア A 223L3703 行政学Ⅱ（各論） 2 第2学期 第3ターム 水1・2 講義 馬場　健 人文社会科学系（法学部） 35 04

9 コア B 休講 日本政治外交史Ⅰ（政治史） 2 講義 35 03

10 コア B 休講 国際関係論 2 講義 35 03

11 コア B 休講 アジア政治外交史 2 講義 35 03

12 コア B 224L3604 比較政治 2 第2学期 第4ターム 月3・4 講義 真水　康樹 人文社会科学系（法学部） 35 03

13 関連 224L3603 日本政治外交史Ⅱ（外交史） 2 第2学期 第4ターム 火1・2 講義 稲吉　晃 人文社会科学系（経済科学部） 35 03

14 関連 休講 領域関連特殊講義（日本現代政治史） 2 講義 35 03

15 関連 休講 国際政治史 2 講義 35 03

16 関連 224L3705 自治体政策論 2 第2学期 第4ターム 水1・2 講義 馬場　健 人文社会科学系（法学部） 34 35

17 関連 224L3704 領域関連特殊講義（政策評価論） 2 第2学期 第4ターム 木1 講義 南島　和久 非常勤講師 35 04

18 関連 224L3701 公共政策 2 第2学期 第4ターム 金1 講義 田中　伸至 人文社会科学系（法学部） 35 04

19 関連 220L3605 領 域 関 連 特 殊 講 義（Politics in 
Contemporary Japan, Basic） 2 第2学期 第3・4ターム 水3 講義 神田　豊隆 人文社会科学系（法学部） 35 03

20 関連 休講 中国政治入門 2 講義 35 03

21 関連 休講 特殊講義（現代中国政治入門） 2 講義 35 03

22 関連 223L3803 ジェンダー論 2 第2学期 第3ターム 金1・2 講義 田巻　帝子 人文社会科学系（法学部） 34 35

23 関連 220L3808 社会学 2 第1学期 集中 講義 鷹田　佳典 非常勤講師 38 03




