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科目紹介
　※2016年４月1日現在の設置科目（休講科目を含む）。詳細はお問い合わせください。
　※Couses available as of 1 April 2016 (including ones that are not held). Please contact us for further details. 

List of Courses

〇共通基礎科目（方法論科目）　
　Common Basic Courses （Methodology Courses）

政治学研究方法（経験）

政治学研究方法（規範）

政治学研究方法（数理分析）

Introduction to Empirical Analysis

Introduction to Normative Studies Ⅰ

Introduction to Formal Models Ⅰ

ミクロ経済学Ⅰ

マクロ経済学Ⅰ

Studies in Microeconomics Ⅰ

Studies in Macroeconomics Ⅰ

ジャーナリズム実践基礎

ジャーナリズム実践基礎

論文基礎

論文基礎

データの見方

リサーチデザイン

表現の自由の基礎理論

公共の哲学

公共の哲学

方法論セミナー（経験）

方法論セミナー（規範）

方法論セミナー（数理分析）

政治学研究方法（数理分析）（発展）

計量分析アドバンスト

上級計量政治分析

Advanced Quantitative Political Analysis

〇共通基礎科目（基礎研究科目・知識情報リテラシー科目）
　Common Basic Courses（Basic Research Courses・
　Knowledge and Information Literacy Courses）

●基礎研究科目　Basic Research Courses

現代政治文献研究

政治思想・政治史文献研究

比較政治文献研究

国際関係文献研究

公共政策文献研究

Reading Seminar in Politics

Reading Seminar in Political Thought and Political History

Reading Seminar in Comparative Politics

Reading Seminar in International Relations

Reading Seminar in Public Administration

ジャーナリズム文献研究

メディア文献研究

政治学フランス語文献研究Ａ

政治学フランス語文献研究Ｂ

政治学ドイツ語文献研究Ａ

政治学ドイツ語文献研究Ｂ

政治学スペイン語文献研究

政治学中国語文献研究Ａ

政治学中国語文献研究Ｂ

政治学ラテン語文献研究

政治学古代ギリシア語文献研究

政治学朝鮮語文献研究

科学技術ジャーナリズム英語文献研究

経済数学Ⅰ（線形代数基礎）

経済数学Ⅰ（解析学基礎）

経済数学Ⅱ（線形代数）

Frontiers in Political Science and Economics 01

Frontiers in Political Science and Economics 02

Frontiers in Political Science and Economics 03

Global Governance Studies

●知識情報リテラシー　Knowledge and Information Literacy Courses

論文作成入門

文章表現入門１

文章表現入門２

文章表現応用１

文章表現応用２

Academic Writing in English

Academic Presentation in English

Academic Reasoning and Writing

英語ライティング入門（ジャーナリズム）

英語ライティング応用（ジャーナリズム）

インターンシップ（国際機関・国際NGO・企業）Ⅰ

インターンシップ（国際機関・国際NGO・企業）Ⅰ

インターンシップ（国際機関・国際NGO・企業）Ⅱ

インターンシップ（国際機関・国際NGO・企業）Ⅱ

ジャーナリズムコース　Journalism Course

〇専門研究セミナー
　Seminar Courses

●ジャーナリズム分野　Journalism Area

マス・コミュニケーション専門研究セミナーＡ

マス・コミュニケーション専門研究セミナーＢ

ジャーナリズム専門研究セミナーＡ

ジャーナリズム専門研究セミナーＢ
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国際ジャーナリズム専門研究セミナーＡ

国際ジャーナリズム専門研究セミナーＢ

アジア・ジャーナリズム専門研究セミナーＡ

アジア・ジャーナリズム専門研究セミナーＢ

放送ジャーナリズム専門研究セミナーＡ

放送ジャーナリズム専門研究セミナーＢ

科学ジャーナリズム専門研究セミナーＡ

科学ジャーナリズム専門研究セミナー B

●メディア分野　Media Area

メディア専門研究セミナーＡ

メディア専門研究セミナーＢ

映像メディア専門研究セミナーＡ

映像メディア専門研究セミナーＢ

スポーツ・メディア専門研究セミナーＡ

スポーツ・メディア専門研究セミナーＢ

パブリック・リレーションズ専門研究セミナー A

パブリック・リレーションズ専門研究セミナー B

●専門分野（政治）Specialized Area （Politics）

政治思想史専門研究セミナーＡ

政治思想史専門研究セミナーＢ

日本政治思想史専門研究セミナーＡ

日本政治思想史専門研究セミナーＢ

日本政治史専門研究セミナーＡ

日本政治史専門研究セミナーＢ

現代日本政治分析専門研究セミナーＡ

現代日本政治分析専門研究セミナーＢ

現代政治学専門研究セミナーＡ

現代政治学専門研究セミナーＢ

自治行政専門研究セミナー A

自治行政専門研究セミナー B

●専門分野（国際）Specialized Area （International）

国際関係史専門研究セミナーＡ

国際関係史専門研究セミナーＢ

国際関係専門研究セミナーＡ

国際関係専門研究セミナーＢ

現代アジア政治専門研究セミナーＡ

現代アジア政治専門研究セミナーＢ

朝鮮半島専門研究セミナーＡ

朝鮮半島専門研究セミナーＢ

地域専門研究セミナーＡ

地域専門研究セミナーＢ

ラテンアメリカ専門研究セミナーＡ

ラテンアメリカ専門研究セミナーＢ

●専門分野（経済）Specialized Area （Economics）

統計学専門研究セミナーＡ

統計学専門研究セミナーＢ

日本経済論専門研究セミナーＡ

日本経済論専門研究セミナーＢ

開発経済論専門研究セミナーＡ

開発経済論専門研究セミナーＢ

現代日本経済と企業統治専門研究セミナーＡ

現代日本経済と企業統治専門研究セミナーＢ

経済学説史専門研究セミナーＡ

経済学説史専門研究セミナーＢ

●専門分野（社会）Specialized Area （Social）

憲法・情報法専門研究セミナーＡ

憲法・情報法専門研究セミナーＢ

憲法専門研究セミナーＡ

憲法専門研究セミナーＢ

現代政治理論専門研究セミナーＡ

現代政治理論専門研究セミナーＢ

労働ジャーナリズム専門研究セミナーＡ

労働ジャーナリズム専門研究セミナーＢ

社会政策専門研究セミナーＡ

社会政策専門研究セミナーＢ

環境法専門研究セミナーＡ

環境法専門研究セミナーＢ

環境政策専門研究セミナーＡ

環境政策専門研究セミナーＢ

社会言語分析専門研究セミナー A

社会言語分析専門研究セミナー B

●専門分野（文化）Specialized Area （Cultural）

中国近現代政治文化専門研究セミナーＡ

中国近現代政治文化専門研究セミナーＢ

近代出版文化専門研究セミナーＡ

近代出版文化専門研究セミナーＢ

読書文化史専門研究セミナーＡ

読書文化史専門研究セミナーＢ

表象文化専門研究セミナー A

表象文化専門研究セミナー B

●専門分野（科学技術）Specialized Area （Science Technology）

科学技術論専門研究セミナーＡ

科学技術論専門研究セミナーＢ
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〇マスタープロジェクト
　Master Project

●マスタープロジェクト　Master Project

マスタープロジェクト

〇ジャーナリズム・メディアセミナー
　Journalism / Media Seminar

●ジャーナリズム・メディアセミナー　Journalism / Media Seminar

報道現場論Ａ

報道現場論Ｂ

〇理論科目
　Theoretical Courses

●ジャーナリズムメディア研究（入門）
　 Journalism / Media Research (Basic)

ジャーナリズム史

マス・コミュニケーション理論

●ジャーナリズムメディア研究（応用）
　 Journalism / Media Research (Advances)

ジャーナリズム研究Ａ（内容分析の方法）

ジャーナリズム研究Ｂ

ジャーナリズムと公共

映像ジャーナリズム論Ａ

映像ジャーナリズム論Ｂ

アジア・ジャーナリズム論

政治ジャーナリズムの現在

国際ジャーナリズムの現在

出版ジャーナリズムの現在

放送ジャーナリズムの現在

ウェブ・ジャーナリズムの現在

パブリック・リレーションズの現在

ジャーナリストのためのプログラミング入門

メディア論

メディア産業論

メディア史

メディアの世界

メディア新時代のテレビ報道

テレビメディアのグローバル戦略

メディアの法と倫理

ソーシャル・メディア論

データジャーナリズム基礎

広告論

情報法

知的財産権法

Journalism and Mass Communication History

Contemporary Journalism

Asian Issues in Journalism

Media Studies

●専門分野（政治）Specialized Area （Politics）

ジャーナリストのための政治学入門

政党研究

現代日本の政治過程

日本政治史

日本政治思想史

世論研究

政治コミュニケーション

政治宣伝論

ネットワーク社会とデモクラシー

インテリジェンス

Political Party

Mass Communication Theories

The Fundamental Problems in Political Philosophy

●専門分野（国際）Specialized Area （International）

ジャーナリストのための国際政治学入門

日本外交論

国際移動論

地域統合論

現代東アジア国際関係Ａ

現代東アジア国際関係Ｂ

現代アジア太平洋国際関係

現代ラテンアメリカ国際関係

Introduction to International Relations

Ethics and World Politics

●専門分野（経済）Specialized Area （Economics）

ジャーナリストのための経済学入門Ⅰ

ジャーナリストのための経済学入門Ⅱ

日本経済分析入門

コーポレート・ガバナンス入門

開発のガバナンス

現代日本経済と金融・企業統治

医療経済学

産業エコロジー

財務諸表分析と企業評価

Global Economics

●専門分野（社会）Specialized Area （Social）

現代社会学入門

現代社会学応用

公共性とセキュリティ

List of Courses
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憲法理論

司法制度論

社会問題特論A

社会問題特論B

労働社会学Ⅱ

雇用関係法Ⅰ

雇用関係法Ⅱ

労働ジャーナリズム論（労働問題の報道とメディア）

Constitutional Visions in Postwar Japan

Global Sociology

●専門分野（文化）Specialized Area （Cultural）

メディア文化論

メディア文化研究

出版文化研究

出版編集研究

読書文化研究

映画文化研究

アジア文化研究

現代韓国言論と政治

政治言語学

スポーツ・ジャーナリズム論

スポーツ表象論

Dramaturgy and Media

Global Communication

●専門分野（環境/医療/科学技術）
　 Specialized Area （Environment / Medical Science / Science Technology）

ジャーナリストのための科学技術社会論入門

科学技術とメディア

科学広報・コミュニケーション論

科学技術政策論

科学方法論

科学史

リスク管理

生命倫理

健康政策論

健康医療情報論

医療とメディア

先端医療現場セミナー

環境とメディア

環境社会学

国際環境政治

地球環境問題と持続可能な社会

地球科学と社会

エネルギー特論

Science Journalism

ジャーナリズムコース　Journalism Course

〇実践科目
　Practicum Courses

●インターンシップ/フィールドワーク　Internship/Fieldwork

インターンシップ

フィールドワーク

インターンシップ（国際機関・国際NGO・企業）Ⅰ

インターンシップ（国際機関・国際NGO・企業）Ⅱ

●ニューズライティング入門　Basic News Writing

ニューズライティング入門(一般)

ニューズライティング入門(一般・経済)

ニューズライティング入門(経済)

ニューズライティング入門(科学A)

ニューズライティング入門(科学Ｂ)

●デジタルトレーニング　Digital Training

デジタルトレーニング

●ジャーナリズム実習（入門）　Practices of Journalism

ドキュメンタリー入門

フォトジャーナリズム入門

ノンフィクション入門

雑誌編集入門Ａ

雑誌編集入門Ｂ

デジタルトレーニング(ベーシック)

●ジャーナリズム実習（応用）　Practices of Journalism

ニューズライティング応用(一般)

News Writing

ドキュメンタリー応用

フォトジャーナリズム応用

ニュース番組制作

ウェブ スキル

インターネット放送

調査報道


