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TeachersFrom

　高校３年のとき、アメリカのペン
シルベニア州の小さな町で１年間ホ
ームステイをしました。日本人は誰
もおらず、苦労もしましたが、多く
の人の優しさにふれ、忘れがたい貴
重な経験となりました。ぜひ、皆さ
んもいましかできないことに挑戦し
てみてください。

　高校３年、18歳には選挙権が与
えられ政治世界では大人とみなされ
ます。誰に投票すればいいかわから
ない。でも投票所へ。聞くのはいい
が最後は自分の意思で。大学でも役
に立つ貴重な体験になるから。
──幸運な出会いだけで生きてきた
先生（新聞記者出身）より──

井川博先生
行政学・公共政策

鬼頭誠先生
憲法・政治・茶道文化論

先生からのエールWords of Cheer

先生からのエール Words of Cheer

はじめに――先生からあなたへ

　高校時代は、非常に大事な時期で
す。私は、アメリカ政治を研究して
いますが、アメリカに関心をもつよ
うになった最初のきっかけは、高校
時代に見たウォーターゲート事件を
題材にした映画でした。ぜひ知的関
心を高める良質な本や映画にふれて
ほしいと思います。

宮田智之先生
政治学・アメリカ政治

先生のおすすめRecommend
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ダスティン・ホフマン、ロバート
・レッドフォード主演『大統領の
陰謀』（アラン・J・パクラ監督）

ワシントン特派員時代にはこんな
出会いも。趣味は茶道。帝京大学
には「茶道」の授業もありますよ

卒業アルバムより、高校時代の先
生。「昔の友人から突然連絡があ
り、卒業40周年の同窓会にも出
席しました」
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MMESSAGEESSAGE

政治学科、3つの特徴

　急速に進むグローバル化や地域の高齢
化など、さまざまな問題を抱える日本で
は、学問の垣根を越えた柔軟な発想力が
必要です。そのような社会に適応するた
め、政治学科では、法律のみならず、政
治、経済、行政などさまざまな学問を学

習します。入学後に「公共政策コース」
「政治コース」のいずれかを選択するため、
学生自身が早い段階からめざす方向性に
沿って学べるのも魅力。実社会で活躍し
た教授が揃い、実践的な知識とスキルを
身につけることができます。

国際的視野、広い知的関心をもち
多面的に活躍する政治知識、
政策的思考能力を備えた人材を
育成します。 井川博

政治学科長

　入学後に「公共政策コース」と「政
治コース」のどちらかを将来の目標に
合わせ選択します。各コースとも「推
奨科目」に沿った科目履修をしていき
ます。

めざす将来に合わせて
コースを選択できます

1

　政治やジャーナリズムの世界に関心
をもつ学生を対象に、国際的な視野を
養うための科目を配置。グローバル化
の時代にふさわしい人材を育成します。

グローバル化に対応した
人材育成プログラム

2

　経済学部教員による講義を実施し、
ミクロからマクロの経済学、経営学総
論について、学部を越えた学びを行い
ます。政治・法律・経済の専門知識を
もつ学生の育成を図ります。

学部を越えて深められる
幅広い学習

3

Three Main 
Features



6 7 法学部　政治学科

　大学での収穫は講義や友人との対話から、多角的に物事
を見る習慣がついたこと。政治や国際情勢だけでなく、生
き方もガラッと変わるかもしれない体験を経て、日々成長
している実感があります。高校時代からめざしている公務
員以外にも将来の選択肢が生まれ、どちらも挑戦中です。

森田玲太郎さん
政治学科4年／埼玉県私立聖望学園高等学校出身

大学での経験を将来の糧に

　警察官をめざしこの学科へ。2年次の夏、語学研修先の
アメリカで思うように英語が話せなかった悔しさから、帝
京大学国際学生寮にレジデント・アシスタントとして1年
間入寮。留学生と接して語学力を磨き、彼らの学ぶ姿勢に
触発される日々を過ごし、海外へと視野が広がりました。

　警察官をめざしています。小さいころからバイクに憧れ
があり、白バイ隊員となり、いつか箱根駅伝の先導をして
みたいです。そのためにまずはバイクの中型免許を取得。
バイクも購入し家の近所で練習中です。警察学校で学ぶこ
とを見越して、合気道サークルにも所属しています。

島村竜さん
政治学科4年／東京都私立正則学園高等学校出身

留学生との交流で広がる視野

鈴木里梨愛さん
政治学科4年／埼玉県私立埼玉栄高等学校出身

白バイに乗り箱根駅伝を先導したい

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

はじめての学園祭で焼き鳥
を売りました。

ペンを持ち変えずに済むの
で、板書を書き写すなら3
色ボールペンが効率的。

空きコマを有効活用してと
った秘書検定二級の合格証
と合気道初段の賞状。

運命的な出会いを果たし購
入したバイク。まだ初心者
なので遠出はこれから。

大学最初の春休みにヒッチ
ハイクで旅をしたときの写
真。

ルーズリーフなら、授業後
に復習するときに資料を差
し込めるので便利です。

REITARO 
MORITA
- Senior -

RYU 
SHIMAMURA

- Senior -

MIYU 
KAWASHIMA

- Senior -

RIRIA SUZUKI
- Senior -

入学以来毎日、予定や出費、
目標、疑問などをまとめて
手帳につけています。

公務員試験対策のために受
けている課外講座の問題集。
夢のために日々勉強中！

　進路に迷っていた高3のとき、所属していた吹奏楽部の
地域演奏で目にした女性警察官の姿に憧れて警察官をめざ
すことに。公務員向けの授業が充実していることや、新設
学科で新しい環境をイチから築くことに興味があって進学
しました。将来は生活安全部で少年や女性に向き合いたい。

川島未結さん
政治学科4年／埼玉県立伊奈学園総合高等学校出身

学科1期生として挑戦を続けたい！

学生たちに聞く！

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES

MEMORIES

RECOMMEND

STAY
HOME

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM



8 9 法学部　政治学科

授業の特色と内容
C l a s s e s

　住民の福祉向上にきわめて重要な役割を担
う地方自治体について学びます。参加者は、
地方自治制度や自治体の活動に関する基礎的
な文献の講読、情報の収集、資料の作成、成
果の報告などにより基礎的な知識を修得しま
す。また、自治体の実態をふまえた調査や分
析、グループディスカッションなどをとおし
て、討議能力や発表能力の向上もめざします。

井川博ゼミ
地方自治

最小にして最重要な行政機関を学ぶ

　過渡期を迎える国際社会においても、経済
力、軍事力、ソフトパワー、どれをみてもア
メリカが依然としてもっとも力を有する国家
であることは間違いありません。本演習では、
今後とも国際社会に多大な影響をおよぼすに
違いない米国の内政や外交に関する文献の輪
読と、参加者による研究発表によりアメリカ
政治の現状を考察します。

宮田智之ゼミ
アメリカ政治

国際政治の中心を深く考察！

　社会には環境、雇用、教育問題など、多く
の公共的な問題があります。公共政策とは、
こうした公共的問題を解決するための方向性
と具体的な手段を指します。その内容はさま
ざまです。この講義では、公共政策の基本的
な概念と理論を学習したうえで、公共政策の
決定、実施などに関する基本的な能力の修得
をめざします。

公共政策論

みんなで公共を考えよう！

　国際関係論の基本的概念、理論、歴史を理
解したうえで、米欧関係と日米関係を比較し、
日本外交について論じます。日米と米欧関係
を比較した議論は大変少ないため、本講義は
グローバルな視点から日本外交を考えるうえ
で有益であるとともに、軍事力や経済力とも
違うソフトパワーを考察することで、今日の
国際社会のあり方も示します。

国際関係論

日本外交のいまを探る

　高齢化・少子化が進行する人口減少社会に
おいて、福祉の充実や振興、コミュニティの
強化など、地域政策は近年ますますその重要
性を高めています。本講義の春期では、都市
政策や産業政策など多くの政策からなる地域
政策の意義と歴史をとらえ、秋期では地方自
治体の地域政策を多角的に分析し、その現状
と課題について考察します。

地域政策論

私たちの暮らす地方自治体はどう動いている？

　私たちが生活を営んでいる現代の経済では
財やサービスを取引する「市場」が大きな役
割を果たしています。そのため、現代の経済
を深く理解する上で、基本的な市場の機能や
特徴を理解することが不可欠です。入門ミク
ロ経済学では、家計や企業などの各経済主体
の行動や市場での相互作用についての基本を
学ぶことから始めます。

入門ミクロ経済学

現代経済の基礎を着実に理解する

Pi
ck

 Up

Pi
ck

 Up

　公共政策コースは、警察官や消防士をめざす人が多
く、「刑法」の選択者の割合が高い印象。私は公務員
試験対策で苦手な英語の授業を多くとっています。

川島未結さん
2年次春期の場合

TIME TABLE 時間割（例）

MON TUE WED THU FRI

1時限
9:00	-10:30 英語Ⅲ 基礎教養演習Ⅰ

2時限
10:45-12:15

手話コミュニケーション
入門Ⅰ 刑法各論Ⅰ

3時限
13:00	-14:30 入門マクロ経済学Ⅰ 行政学Ⅰ

4時限
14:45	-16:15 地域政策論Ⅰ 不法行為法Ⅰ 警察政策Ⅰ

5時限
16:30	-18:00

初級者のための
TOEIC対策講座Ⅰ

公務員試験
英語対策講座Ⅰ

　政治学とは政治のさまざまな側面を
多様な方法論によって研究する学問で
す。本講義では「政治とはなにか」「政
治と国民のかかわり」について、その
思想や仕組み、主要な登場人物を具体
的にとりあげながら、現在の議会制民
主主義の歴史的変遷と現在、これから
の課題について、日本や諸外国の事例
を検討しつつ考えていきます。

政治学の基礎

　憲法は国のあり方を決める最高法規
です。その中身は人権と統治機構の分
野におおまかにわけることができます。
両者の関係は目的としての人権と、そ
の保障を達成する手段としての統治機
構ととらえることができます。本講義
では憲法の基本的構造を理解すること
を目的に、身近な話題と絡めながら人
権論と統治機構論を勉強します。

憲法

すべてにかかわる
最高法規を理解する

政治の基礎を知り
みずから考える力を養う

Pi
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 Up

VARIOUS
SUBJECTS
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CURRICULUM
4年間の学びの流れ

法学部　政治学科

●英語Ⅲ・Ⅳ
●基礎教養演習Ⅰ・Ⅱ
◎（政）現代政治理論Ⅰ・Ⅱ
◎（政）現代政治制度分析Ⅰ・Ⅱ
◎（公）行政法Ⅰ・Ⅱ
◎行政学Ⅰ・Ⅱ
◎地域政策論Ⅰ・Ⅱ
◎（公）財政政策論Ⅰ・Ⅱ
◎国際関係論Ⅰ・Ⅱ
◎（政）国際法Ⅰ（歴史・法源）
◎（政）国際法Ⅱ（主体）
◎（公）国民と安全Ⅰ・Ⅱ
（政）行政法Ⅰ・Ⅱ
（政）財政政策論Ⅰ・Ⅱ
（公）現代政治理論Ⅰ・Ⅱ
（公）現代政治制度分析Ⅰ・Ⅱ
地方自治論Ⅰ・Ⅱ
労働政策論Ⅰ・Ⅱ
産業政策と法Ⅰ・Ⅱ
法とメディアⅠ・Ⅱ
（政）国民と安全Ⅰ・Ⅱ
（公）国際法Ⅰ（歴史・法源）
（公）国際法Ⅱ（主体）
警察政策Ⅰ・Ⅱ
刑法各論Ⅰ・Ⅱ
消防法と予防行政Ⅰ〜Ⅳ
ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
産業実務演習Ⅰ・Ⅱ
契約法Ⅰ（総論）
契約法Ⅱ（各論）
債権総則Ⅰ・Ⅱ

物権法
担保物権法
不法行為法Ⅰ・Ⅱ
法思想史Ⅰ・Ⅱ
法社会学Ⅰ・Ⅱ
論理的思考演習Ⅲ・Ⅳ
特別演習・公務員教養Ⅰ〜Ⅳ

●演習Ⅰ・Ⅱ
現代の政党と選挙Ⅰ・Ⅱ
政治学特殊講義Ⅰ・Ⅱ
環境政策と法Ⅰ・Ⅱ
福祉政策論Ⅰ・Ⅱ
児童家庭福祉論Ⅰ・Ⅱ
地域メディア演習Ⅰ・Ⅱ
国際法Ⅲ（空間）
国際法Ⅳ（秩序維持）
国際政治学Ⅰ・Ⅱ
国際刑事法Ⅰ・Ⅱ
国際組織法Ⅰ・Ⅱ
国際人権法
国際安全保障法
国際政治学特殊講義Ⅰ・Ⅱ
英米法Ⅰ・Ⅱ
EU法Ⅰ・Ⅱ
ヨーロッパ政治Ⅰ・Ⅱ
アメリカ政治Ⅰ・Ⅱ
アジア政治Ⅰ・Ⅱ
刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ
犯罪学
刑事政策
少年法
被害者学
都市と防災Ⅰ・Ⅱ
国際経済論Ⅰ・Ⅱ
金融工学Ⅰ・Ⅱ
金融論Ⅰ・Ⅱ
物権法特講
金融取引法

●演習Ⅲ・Ⅳ
卒業論文

演習を中心に４年間の学びを
集大成し、現代社会における
諸問題に対する将来の指針を
見出します。

●英語Ⅰ・Ⅱ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●憲法Ⅰ・Ⅱ
●政治学の基礎Ⅰ・Ⅱ
●公共政策論Ⅰ・Ⅱ
◎日本政治論Ⅰ・Ⅱ
◎政治とメディアⅠ・Ⅱ
外交史Ⅰ・Ⅱ
政治史（日本）Ⅰ・Ⅱ
政治史（西洋）Ⅰ・Ⅱ
政治史（アジア）Ⅰ・Ⅱ
刑法総論Ⅰ・Ⅱ
入門ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
入門マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
経営学総論Ⅰ・Ⅱ
民法総論Ⅰ・Ⅱ
論理的思考演習Ⅰ・Ⅱ

必修科目、選択必修科目の履
修をとおして「政治学」につ
いての基礎を固めます。

年1 Freshman

グローバル社会において求め
られる知識の習得をめざしま
す。また、学部を越えた連携
プログラムで学びを深めます。

年2 Sophomore

少人数編成の演習科目をとお
して論理的思考力、ディスカ
ッション能力を磨きます。

年3 Junior

年4 Senior

Faculty of 
Law

Department of 
Political Science

Webシラバス
を見る

●：必修　◎：選択必修　無印：選択
（公）公共政策コース　
（政）政治コース

　取得可能な資格　

※教員免許：政治学科で教職課程は履修できません。
※2つ以上の資格を取得する場合は4年以上かかることが
　あります。

予防技術資格者
受検資格

図書館司書

2級ファイナンシャル・
プランニング技能検定

受検資格

学芸員

社会教育士

キャンプ
インストラクター
受験資格


