
科目区分 科目名 担当教員 学期 曜日 時限 授業言語

現代政治文献研究 河野　勝／三村　憲弘 秋学期 月 ３時限 日本語
政治思想・政治史文献研究 仲内　英三 春学期 未定 未定 日本語
比較政治文献研究 久保　慶一 秋学期 木 ６時限 日本語
国際関係文献研究 国吉　知樹 秋学期 火 ５時限 日本語
公共政策文献研究 縣　公一郎 秋学期 木 ３時限 日本語
Reading Seminar in Politics 河野　勝 秋学期 水 ２時限 英語
Reading Seminar in Political Thought and Political History 谷澤　正嗣／山岡　龍一 春学期 未定 未定 英語
Reading Seminar in International Relations 栗崎　周平 秋学期 月 ６時限 英語
Reading Seminar in Public Administration 福田　耕治／武田　健 秋学期 木 ２時限 英語
政治学フランス語文献研究Ａ 片岡　貞治 春学期 月 ５時限 日本語
政治学フランス語文献研究Ｂ 大中　一彌 秋学期 月 ６時限 日本語
政治学ドイツ語文献研究Ａ 山田　正行 秋学期 金 ３時限 日本語
政治学ドイツ語文献研究Ｂ 縣　公一郎 春学期 火 ３時限 日本語
政治学スペイン語文献研究 春学期 木 ３時限 日本語
政治学中国語文献研究Ａ 齊藤　泰治 春学期 火 ４時限 日本語
政治学中国語文献研究Ｂ 楊　志輝 秋学期 月 ５時限 日本語
政治学ラテン語文献研究 兼利　琢也 秋学期 火 ２時限 日本語
政治学古代ギリシア語文献研究 仲内　英三 秋学期 月 ３時限 日本語
政治学朝鮮語文献研究 小林　聡明 秋学期 水 ５時限 日本語
政党研究 吉野　孝 秋学期 月 ３時限 日本語
比較政治経済論 久米　郁男 秋学期 金 ２時限 日本語
世論研究 谷藤　悦史 秋学期 月 ４時限 日本語
ジャーナリズム史 土屋　礼子 春クォーター オンデマンド オンデマンド 日本語
ジャーナリズム史 土屋　礼子 冬クォーター オンデマンド オンデマンド 日本語
政治思想史 佐藤　正志 秋学期 月 ５時限 日本語
現代政治理論 齋藤　純一 春学期 月 ２時限 日本語
日本政治思想史 梅森　直之／澤井　啓一 秋学期 月 ２時限 日本語
東アジア政治思想研究 梅森　直之／澤井　啓一 春学期 月 ２時限 日本語
憲法理論 川岸　令和 秋学期 木 ２時限 日本語
司法制度論 笹田　栄司 春学期 火 ５時限 日本語
日本政治史 浅野　豊美 春学期 火 ４時限 日本語
西洋政治史 仲内　英三 秋学期 木 ３時限 日本語
History of Modern Japanese Political Thought ミドルトン　ベンヤミン・デュガルド 春学期 金 ２時限 英語
Political History アンドレ　ポール 秋学期 月 ３時限 英語
比較政治理論 真柄　秀子 秋学期 火 １時限 日本語
Theories in Comparative Politics 真柄　秀子 秋学期 水 １時限 英語
民主化研究 久保　慶一 春学期 木 ２時限 日本語
東アジア政治Ａ 唐　亮 春学期 月 ２時限 日本語
ロシア・ＣＩＳ政治 下斗米　伸夫 秋学期 金 ５時限 日本語
政治史研究（現代韓国政治史） 木宮　正史 秋学期 月 ５時限 日本語
Politics in Southeast Asian Countries 坪井　善明 春学期 水 １時限 英語
Politics in New Democracies ケラム　マリサ　アンドレア 春学期 金 ４時限 英語
Democratization ジョウ　ウィリー 秋学期 木 ２時限 英語
国際関係 都丸　潤子 秋学期 火 ２時限 日本語
国際政治思想 押村　高 秋学期 火 ２時限 日本語
国際関係研究 中村　英俊 秋学期 木 ２時限 日本語
Regional Integration 中村　英俊 春学期 木 ２時限 英語
Ethics and World Politics ホブソン　クリストファー　エドワード 秋学期 金 ４時限 英語
Democracy, Peace and War ホブソン　クリストファー　エドワード 春学期 火 ５時限 英語
Borders in Economics and Political Science アンドレ　ポール 春学期 木 ５時限 英語
International Administration 武田　健 春学期 木 ３時限 英語
行政学 縣　公一郎 春学期 木 ４時限 日本語
政策過程 藤井　浩司 春学期 土 ３時限 日本語
自治行政 小原　隆治 春学期 木 ５時限 日本語
国際行政学 福田　耕治 秋学期 火 ２時限 日本語
Public Policy 高橋　百合子 春学期 火 ３時限 英語
報道現場論Ａ 瀬川　至朗／吉岡　忍 秋学期 火 ２時限 日本語
報道現場論Ｂ 瀬川　至朗／澤　康臣 春学期 火 ２時限 日本語
マス・コミュニケーション理論 谷藤　悦史 夏クォーター 月 ３時限 日本語
マス・コミュニケーション理論 谷藤　悦史 秋クォーター 月 ３時限 日本語
ジャーナリズム研究Ｂ 大石　裕 春学期 火 ２時限 日本語
映像ジャーナリズム論Ａ 谷川　建司 春学期 金 ４時限 日本語
政治ジャーナリズムの現在 金平　茂紀 秋学期 月 ４時限 日本語
出版ジャーナリズムの現在 湯原　法史 春学期 水 ４時限 日本語
ウェブ・ジャーナリズムの現在 歌田　明弘 秋学期 金 ３時限 日本語
パブリック・リレーションズの現在 和田　仁 秋学期 金 ４時限 日本語
メディア産業論 瀬川　至朗 秋学期 火 ６時限 日本語
メディアの世界 瀬川　至朗 春学期 火 ６時限 日本語
ジャーナリストのためのプログラミング入門 田中　幹人／川島　浩誉 春学期 木 ５時限 日本語
メディア論 田中　幹人 秋学期 月 ３時限 日本語
ソーシャル・メディア論 田中　幹人 秋学期 月 ５時限 日本語
Media Studies 田中　幹人 春学期 月 ２時限 英語
広告論 歌田　明弘 春学期 木 ５時限 日本語
情報法 山田　健太 秋学期 木 ５時限 日本語
知的財産権法 小川　明子 春学期 月 ４時限 日本語
コンテンツの創作と利用に関する法律知識 吉田　大輔 秋学期 金 ４時限 日本語
アジア・ジャーナリズム論 野中　章弘 春学期 金 ５時限 日本語
Asian Issues in Journalism 野中　章弘 秋学期 金 ５時限 英語
Contemporary Journalism グライメル　カール　ハンス 春学期 月 ６時限 英語
ジャーナリストのための政治学入門 佐藤　正志 春学期 木 ３時限 日本語
現代ラテンアメリカ国際関係 春学期 水 ２時限 日本語
ジャーナリストのための経済学入門 田中　秀臣 春学期 金 ４時限 日本語
労働問題のジャーナリズム 篠田　徹 春学期 金 ５時限 日本語
音声メディア談話分析 生駒　美喜 春学期 金 ３時限 日本語
Global Sociology ミドルトン　ベンヤミン・デュガルド 春学期 金 ３時限 英語
政治言語学 ソジエ内田　恵美 春学期 火 ２時限 日本語
アジア文化研究 齊藤　泰治 秋学期 月 ５時限 日本語
出版文化研究 宗像　和重 秋学期 金 ３時限 日本語
メディア文化研究 高橋　利枝 春学期 金 ３時限 日本語
現代韓国言論と政治 小林　聡明 秋学期 水 ４時限 日本語
映画文化研究 谷川　建司 秋学期 金 ３時限 日本語
出版編集研究 長谷川　郁夫 春学期 月 ４時限～５時限 日本語
Dramaturgy and Media 八木　斉子 春学期 火 ５時限 英語
科学技術とメディア 御代川　貴久夫 秋学期 月 ２時限 日本語
科学広報・コミュニケーション論 齊藤　絵理子 春学期 金 ２時限 日本語
生命倫理 藤井　達夫 春学期 月 ５時限 日本語
リスク管理 村山　武彦 春学期 月 ２時限 日本語
健康政策論 坪野　吉孝 春学期 金 ３時限～４時限 日本語
健康医療情報論 坪野　吉孝 秋学期 金 ３時限～４時限 日本語
地球科学と社会 山田　耕 秋学期 金 ３時限 日本語
医療とメディア 会田　薫子 秋学期 水 ２時限 日本語
国際環境政治 太田　宏 秋学期 金 ４時限 日本語
地球環境問題と持続可能な社会 瀬川　至朗／松岡　俊二／吉田　徳久 秋学期 木 ２時限 日本語

共通基礎科目
（基礎研究科目）

政治学コース
専門研究科目

ジャーナリズム
コース
理論科目


