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　「早稲田大学ジャーナリズム大学院」は、政治経済学術院大学院政治学研究科が、全学の協力によって実施する、日本で最
初の、そして唯一の「修士（ジャーナリズム）」および「博士（ジャーナリズム）」の学位プログラムです。ここでは、政治学、
経済学、国際関係論という本学術院本来の分野にとどまらず、司法、社会、科学技術、医療、文芸、文化、スポーツ等の分
野を学際的に統合して、現代を最先端の学問的営為によって捉えることができる鋭敏でかつ分析力のあるジャーナリストの
養成を目指しています。早稲田大学、なかでも政治経済学部は、ジャーナリズムに関する研究・教育の伝統と実績をもち、
これまで多くの優れたジャーナリストを輩出してきました。その伝統と実績を基礎に、このように多様な専門分野を包括し
た、国際的にも先進的な大学院におけるジャーナリズム教育プログラムは、他大学の追随を許さない本学独自の試みです。
　翻って、現代社会において求められているジャーナリストの役割は、倫理、知識、技能において真に実践的な専門職業人

（プロフェッショナル）としてのものです。そのため、ジャーナリズム大学
院では、ジャーナリズムやメディアの役割に関する深い洞察力とともに、プ
ロフェッショナルな取材・表現能力、とりわけ個としてのジャーナリストに
不可欠なマルチメディアの活用力を磨きます。
　同時に、ジャーナリストは、自立的な批判性に富み、専門家と市民の両方
のコミュニティの境界にたって、公共的コミュニケーションを担いうるよ
う、専門性においても卓越していることが求められます。本大学院では、専
門研究や研究者養成の教育プログラムと緊密に連携して、高度専門職業人と
してのジャーナリストの養成をめざします。そこでは、データ処理や統計分
析などの基礎力、ならびに政治学・経済学をはじめとする幅広い専門知を習
得し、批判的思考力を身につけることができるでしょう。
　このような理念の下に新しい時代のジャーナリストの養成を目指す早稲田 
大学ジャーナリズム大学院は、アカデミア（専門知を探求する学問的世界）
とジャーナリズムの出会う場であり、こうした場の創造を通して、新たな
ジャーナリズムの形成とジャーナリストの育成に寄与し、グローバルな公共
圏の開拓と発展に貢献したいと考えています。

政治経済学術院長からのメッセージ プログラム・マネージャーからのメッセージ
政治経済学術院長

須 賀  晃 一
ジャーナリズム大学院 プログラム・マネージャー

瀬 川  至 朗

　ジャーナリストは決してカッコイイ職業ではありません。
　取材相手と駆け引きをすることもあれば、体を酷使して地を這うような取材をすることもあります。

　なぜ、人はジャーナリストをめざすのでしょうか。
　社会の変化や人類の歴史的出来事をもっとも身近で目撃し、そして、その記録を人々に広く伝えていく醍醐味、だと思いま
す。時代の目撃者となり、生き生きと書き、語る。ジャーナリストをそうした現場に導くのは、人間という摩訶不思議な存在
に対する好奇心ではないでしょうか。
　ニューヨーク・タイムズの記者としてベトナム戦争を取材し、ピューリッツア賞を受賞したデイヴィッド・ハルバースタム
はこう述べています。
　「私の主たる関心は、我々の時代はいかなる時代であり、我々は何者であり、時代の虚偽はどこからいかにして生まれ、戦
争がなぜ起き、なぜ、いかに続かねばならなかったかを示すところにある。ジャーナリストとして同時代を検証しながら、
我々の時代のドラマを書くことにある。それは同時に時代のアイロニー、時代のクライシスを書くことでもある。私が同時に
ジャーナリストであり、歴史家であり、劇作家であるというのはこういう意味なので
す」（立花隆著『アメリカジャーナリズム報告』＝文春文庫＝所収）
　優れたジャーナリストは、歴史家の視点と劇作家に匹敵する表現力を持たなければ
いけません。と同時に、複雑化しグローバル化する時代の大局を読み解き、先行きを
見通せる思想と専門性を持たなければなりません。志を高く持つことは何よりもたい
せつです。ジャーナリストにはプロフェショナルな能力が求められます。
　プロフェッショナルなジャーナリストとは、事象を読み解く専門的な知識と実践的
なスキル（取材・表現力）の両者をそなえつつ、その使命の公共性を強く認識した人
物のことです。個として強いジャーナリストであり、組織を意識することなく、自由
闊達な精神で縦横に活躍できるジャーナリストです。
　アカデミズムとジャーナリズムが深いレベルで融合できるジャーナリズム大学院
は、まさに、こうした高度専門職業人の育成にふさわしい場であるといえます。
　熱意ある学生との出会いを楽しみにしています。

Message 

The Waseda Journalism School was jointly established by the Graduate School of Political Science at the Faculty of Political Science and Economics 

with the cooperation of the entire university, and is the first and only program for a “M.A. in Journalism” and “Doctor of Journalism” degree in Japan. 

The Journalism School aims at nurturing sharp and competent journalists who will be able to view contemporary issues with a sophisticated 

perspective not only in the fields of political science, economics and international relations, which are the original strengths of the Faculty of 

Political Science and Economics, but also in such fields as law, social studies, science and technology, medical treatment, literary arts, culture and 

sports, while attaining academic integration. Waseda University, especially the School of Political Science and Economics, has traditionally been 

strong in research and education in the field of journalism, and has produced numerous outstanding journalists. Having integrated diverse fields of 

specialization based on such legacy and achievements, this new educational program for journalism in a graduate school is progressive even from 

an international perspective and is an original initiative undertaken by Waseda University, far ahead of other universities.

Today’s journalists are required to be both practical and professional with respect to ethics, expertise and capabilities. To meet this demand, the 

Journalism School will provide deep insight into the role of journalism and the media, expand professional capabilities to collect and express 

information and build up the skills for utilizing multimedia, which are indispensable assets for the individual journalist.

Simultaneously, journalists are required to stand at the boundary between communities of experts and of normal citizens, with independent critical 

faculties, and to excel in specialized areas so as to fulfill their role in public communications. The Journalism School aims at fostering highly skilled 

journalists as professional business persons through strong ties with specialized research and educational programs. Students will acquire a broad 

range of specialized knowledge that includes political science and economics, and will develop critical thinking skills.

The Waseda Journalism School, which will foster modern journalists in this way, is a meeting point between academia (academic world seeking 

specialized knowledge) and journalism; by creating such a place, we hope to contribute to the creation of a new journalism and modern journalists 

to build a more global public sphere.

Koichi Suga
Senior Dean of the Faculty of Political Science and Economics

Message

Being a journalist is certainly not a stylish job.

Sometimes journalists have to be tactical in communicating with the people they interview, and sometimes they work themselves to the bone 

covering a story.

Then why do people want to become journalists?

I think it is because of the real joy of being a close witness to changes in society and humanity’s historical events, and of widely sharing their 

records with other people. Become a witness to the times, write about it, and tell the story vividly: isn’t it curiosity about humans, our mysterious 

existence, which leads journalists to the scene of events? 

David Halberstam, who covered the Vietnam War as a reporter for The New York Times and won the Pulitzer Prize, said the following:

“My main interest is in expressing what kind of times we are living in, who we are, how and where the untruths of the day are created, why wars 

happen, and why and how war has to continue. It is writing the drama of our times while verifying them as a journalist. At the same time, it is 

writing the irony and crisis of the times. This is why I am a journalist, a historian and a playwright simultaneously.” (From an interview published 

in America Journalism Houkoku, written by Takashi Tachibana and published by Bunshunbunko.)

Superior journalists have to have the perspective of a historian and the expressiveness of a playwright. At the same time, they also need to be able 

to unravel the big picture of our complex, globalized times, and to have the thought and expertise to see the future. Having high aspirations is 

more important than anything, and journalists require professional abilities.  

Professional journalists are people who have both the expertise to unravel events and practical skills (in coverage and expressiveness), as well as 

people who are strongly aware of the public nature of their mission. Also, they are strong individuals not bound to an organization, who can be 

active in every direction with a free spirit.

The Journalism School, where academia and journalism can mix at a deeper level, is the best place to develop such highly skilled professionals.

We look forward to meeting willing students.

Shiro Segawa 
Waseda Journalism School Program Manager
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■優れた人材を輩出してきた歴史
　1882年（明治15年）に創設された早
稲田大学は、戦前、戦後を通じて、多
数の優れた人材を言論、ジャーナリズ
ムの世界に送り出してきました。その
一人がエコノミスト、ジャーナリス
ト、政治家として活躍した石橋湛山

（1884 ～ 1973）です。反戦反軍思想、
小日本主義思想などを論じ、「野に石橋
あり」との評価を得たと言います。彼
の精神を継承するため、2000年には石

橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞が制定されました。
　石橋湛山のような人物を輩出し、世間では「早稲田といえ
ばジャーナリズム」といわれることが多いのですが、不思議
なことに、高度専門職業人としてのジャーナリストを育成す
るジャーナリズム大学院はありませんでした。

Founded in 1882, Waseda University has produced many excellent 
talents in the world of the press and journalism throughout the prewar 
and postwar periods. One of these distinguished figures was Tanzan 
Ishibashi (1884–1973) who worked as an economist, a journalist and 
a politician. 
He stood up for anti-war and anti-militarist ideas and the Small Japan 
Policy, through which he gained a reputation as “a great man in non-
government.” 
In order to pass down the spirit of Tanzan Ishibashi, Waseda 
University established the Waseda Journalism Award in Memory of 
Tanzan Ishibashi in 2000. 
People in the public often say that “Waseda is known for journalism,” 
as Waseda University has produced many talented people including 
Tanzan Ishibashi. However, a curious fact was that Waseda 
University had not established a graduate school of journalism to 
raise highly skilled journalists as professionals.

A history of producing excellent talents

■日本初のジャーナリズム大学院
　早稲田大学は、2005年に開始した「科学技術ジャーナリス
ト養成プログラム」を経て、2008 年4月に「修士（ジャーナ
リズム）」の学位を授与する日本初のジャーナリズム大学院と
して、「ジャーナリズムコース」を政治学研究科に設置しまし
た。また、2013年4月には経済学の専門知と分析力の修得を
重視した「経済ジャーナリズムコース」を経済学研究科に設
置しました。2016年９月入学の募集を最後に、教育効果の向
上および効率化のため経済ジャーナリズムコースをジャーナ
リズムコースへ統合しますが、経済を専門とするジャーナリ
ストの育成の系譜は、今後も引き継がれていきます。本学で
はジャーナリズムコースの通称を「ジャーナリズム大学院

（ジャーナリズム・スクール、J-school）」とし、政治経済学術
院はもとより、早稲田大学内の多様な研究者の協力を得なが
ら、教育・研究活動を推し進めています。

■専門ジャーナリストの育成は早稲田の使命
　公共の利益に貢献する優れたジャーナリストを育成すること
は、時代を超えた早稲田大学の使命であり、責務です。
　グローバル化の波、そしてインターネットの登場によるメ
ディア構造そのものの変化。混迷する現代社会が必要として
いるのは、実践的であるとともに、専門性においても卓越し
たジャーナリストです。こうした人材には、政治や経済、国
際関係から社会、文化、科学技術まで、現代社会がかかえる
諸問題を、専門知と公共圏の最先端の接点で捉えられる鋭敏
さが求められています。ジャーナリズム大学院は、各専門分
野の研究者と現役ジャーナリストが密接に連携しながら、高
度専門職業人としてのジャーナリスト養成をめざします。そ
こには、アカデミズムとジャーナリズムが出会い、対話をす
る場が生まれます。
　新たな大学院という場の創造を通して、早稲田大学は新たな
ジャーナリズムの形成と専門ジャーナリストの育成に寄与し、
グローバルな公共圏の開拓に貢献します。

　早稲田大学のジャーナリズム大学院は、高度専門職業人としての 
ジャーナリストの養成と教育をその教育目標に掲げ、ジャーナリストは

「パブリック・サービスを提供する知的専門職能」※1との考えをもとに 
ジャーナリズム大学院を構築しています。

Waseda Journalism School advances the education and 
development of journalists as highly skilled professionals as its 
educational goal. The Journalism  School is built on the basis of the 
notion that journalists have an intellectual and professional 
function of providing a service to the public.※1

(1) Raising professional journalists
・ Human resources who are truly practical with respect to ethics,   

knowledge and skills
・Journalists who are strong as individuals
・Journalists who can act in the new media environment of the 21st century
・ Human resources who can actively use multimedia and can change 

existing media from within

（1）プロフェッショナルなジャーナリストの育成
・倫理、知識、技能において真に実践的な人材
・「個」として強いジャーナリスト
・21世紀の新しいメディア環境で活躍できるジャーナリスト
・ マルチメディアを駆使し、既存のメディアを内側から変革してい

ける人材

（2）専門ジャーナリストの育成
・ 複雑化する社会の課題を「発見し、読み解き、伝える」ことがで

きるジャーナリスト
・専門知と課題に対するアプローチ法を身につけた人材

（3）アジアにフォーカスしたジャーナリスト育成
・ アジアに強い日本人ジャーナリスト／日本に強いアジア人ジャー

ナリスト
・アジアにおける公共圏の構築に貢献できる人材
・ アジアの有力ジャーナリズム大学院（中国・復旦大学など）との連携

　以上のような人材育成を実現していくためには、専門知と実践知の対
話と融合が不可欠であり、アカデミアとジャーナリズムの連携が強く求
められます。ジャーナリズム大学院では、アカデミアの研究者とジャー
ナリズムの実務家との出会いの場の創出に力を入れています。
 また、新卒学生らを対象とする「養成教育」だけでなく、現役のジャー
ナリストらが新たな専門知の習得と自らの経験の体系化を目指して研究
する「リカレント教育」も重視しており、ジャーナリズム大学院におけ
る教育の2本柱と位置づけています。

多様な学部の
出身者

現　役
ジャーナリスト

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター

ジャーナリズムの基礎 ジャーナリズムの応用 ジャーナリズム
の応用（理論・

　実践）／専門研究

修士論文
（論文系・作品系） 研究者

教育者

ジャーナリスト
高度専門職業人

（理論・実践）／専門研究／
方法論／セミナー

入門（理論・実践）／
方法論／論文基礎／セミナー

インターンシップ／フィールドワーク

研究指導（専門研究セミナー・マスタープロジェクト）

博
士
課
程Graduates from a 

wide variety of 
undergraduate 
schools

Active journalists

First Semester Second Semester Fourth SemesterThird Semester

Journalism (Basics)
Introduction of Principles and 
Practices of Journalism
Methodology
Basic Academic Writing
Basic Seminar

Journalism (Advanced)
(Principles and Practices)
Specialized Research
Methodology
Advanced Seminar

Journalism (Advanced)
(Principles and Practices)
Specialized Research

Master’s Thesis
(Dissertation or Production)

Internship / Fieldwork

Research Supervision (Seminar ・ Master Project)

Academia
Educator

Journalist
Highly-specialized Professional

Doctoral Program

※1 The idea that journalism is a profession was created in the early 
20th century and nurtured in the U.S. in light of the dominance of 
sensationalist Yellow Journalism. The concept of a profession 
points to an intellectually specialized function of providing a 
service to the public. From the notion that editing is a profession, 
press magnate Joseph Pulitzer contributed two million dollars to 
Columbia University to have the university provide education for 
professionals in journalism and to establish the Pulitzer Prize.

※1  「ジャーナリズムはプロフェッション(profession)である」との職業
理念は、センセーショナルなイエロー・ジャーナリズムが跋扈した
反省から、20世紀初頭のアメリカで生み育てられました。プロ 
フェッションとは「パブリック・サービスを提供する知的専門職能」
を意味します。新聞王のジョセフ・ピュリッツァーは「編集職はプ
ロフェッションである」との考えから、200万ドルの寄付で、コロ
ンビア大学にジャーナリズム・プロフェッション教育とピュー 
リッツァー賞の創設を託しました。

ジャーナリズム大学院　概要 人材育成像

In 2005, Waseda University started the Program to Nurture Science 
and Technology Journalists, which was then developed into the 
Journalism Course (established in April 2008) in the Graduate 
School of Political Science. It is the first graduate school of journalism 
in Japan and grants a M.A. in journalism. Furthermore, in April 
2013, the Economic Journalism Course was established in the 
Graduate School of Economics. This course places emphasis on 
specialized knowledge and analytical capabilities with regard to 
economics. For applications accepted for enrollment from September 
2016, the Economic Journalism Course will be integrated into the 
Journalism Course with the aim of raising its educational effect and 
efficiency. However, the tradition of cultivating journalists specializing 
in the economic field will continue. The Journalism Course at Waseda 
University is commonly referred to as the Journalism Graduate School 
(Journalism School, J-school), and the Faculty of Political Science and 
Economics has from its early beginnings pursued education and 
research while receiving the cooperation of a wide range of researchers 
at Waseda University.

The first Graduate School of Journalism in Japan

Raising excellent journalists who are able to contribute to the benefit 
of the public has been the mission and the responsibility of Waseda 
University at all times. 
Due to the wave of globalization and the appearance of the Internet, 
the structure of the media has changed. Today’s chaotic times need 
journalists who are practical and have excellent specialized expertise. 
They need to be capable of thinking sharply, to grasp various issues 
of contemporary society, extending from politics, economics, 
international affairs, society and culture up to science and technology, 
at the most advanced point of contact of specialized knowledge and 
the public sphere. The Graduate School of Journalism aims to raise 
journalists as highly skilled professionals through close collaboration 
between researchers in various fields of specialization and active 
journalists. The school offers a place where academism and 
journalism meet to engage in dialogue. 
Through the creation of a new graduate school, Waseda University 
will contribute to forming a new journalism and raising specialized 
journalists, and to developing a global public sphere.

Raising specialized journalists is the 
mission of Waseda University

Overview of the
Waseda Journalism School Our Vision and Mission

(2) Raising specialized journalists
・ Journalists who can identify, understand and communicate the social 

challenges faced by an increasingly complex society
・ Human resources who acquire specialized knowledge and approaches 

toward challenges

(3) Raising journalists who focus on Asia
・ Japanese journalists specializing in other areas of Asia and non-

Japanese Asian journalists specialized in Japan
・ Human resources who can contribute to building the public sphere in Asia 
・ Collaboration with Fudan University in China and other influential 

graduate schools of journalism in Asia

Dialogue and harmony between specialized and practical knowledge 
are indispensable for the training of people with the above qualifications, 
and this strongly requires collaboration between academia and 
journalism. The Journalism School will make strong efforts to create 
opportunities for encounters between researchers from academia and 
practical people from journalism.  
The Journalism School is built on two educational pillars. It will not 
only provide programs to raise journalists that target new graduates, 
but will also provide continuing education targeting active journalists 
who would like to learn updated specialized knowledge, and who 
would like to conduct research to systematize their experiences.

石橋湛山
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Aiming for a true integration of academism and journalism, the 
Journalism School will emphasize practical education (including 
internships at media companies) carried out with a small number 
of students with active journalists as lecturers. Furthermore, to 
offer classes with a sense of reality, works by students will be 
released to the public through the web magazine “Spork!” and 
so on.

Practical education with outstanding 
journalists as lecturers

■１．経験豊富なジャーナリストを講師とする実践教育

　アカデミズムとジャーナリズムの真の融合をめざし、 
ジャーナリストを講師とする少人数形式の実践教育（メ 
ディア企業でのインターンシップ等含む）に力を入れて
います。また、学生の作品をジャーナリズムスクールウェ
ブマガジン「Spork！」などで積極的に世の中に発信し、
現場感覚の授業を提供しています。

http://spork.jp/

■ 2．早稲田の力を結集した多彩な専門知の講義

　ジャーナリストとして物事を的確に捉え、深く分析す
る力を涵養するために、方法論や専門知を重視していま
す。変化の速いジャーナリズムやメディアについて、そ
の歴史に遡って体系的に教授するとともに、政治・経
済・国際・社会・文化・科学技術の各分野で専門知の講
義を多彩に展開しています。高度専門職業人としての
ジャーナリスト養成を目指し、政治経済学術院を中心に
他学術院の教員の協力も得て、オール早稲田の力を結集
した布陣で臨んでいます。

■３．専門知とジャーナリズム　ー立体的な研究指導

　修士論文執筆に向け、個別アドバイザーによる毎週の
演習指導と複数教員による合同セミナーにより、複眼的
かつ立体的な研究指導を実現しています。個別アドバイ
ザーによる演習では、各専門分野（政治・国際・経済・
社会・文化・環境・医療・科学技術）についての専門知
に力点をおいた研究指導が展開されています。また、
ジャーナリズム・メディアについて深く追求する演習も充
実しています。

■４．学部を問わない多様な学生の受け入れ

　ジャーナリズム大学院では、入学者の学部での専攻は
問いません。入学後はアドバイザーの研究指導のもと、将
来の自分の専門となる分野をより深めつつ、広い周辺視野
を獲得するための学習をおこなっています。現役ジャーナ
リストのリカレント教育にも力を入れており、社会人入試
による入学者には、1年間の早期修了制度があります。

ジャーナリズム大学院の特長 Our Features

In order to become journalists who will have an accurate 
understanding of things and who are capable of in-depth analysis, 
students trace back the history of fast-changing journalism and 
media to learn systematically and acquire methodologies. 
Conscious of the goal of training journalists as highly skilled 
professionals, we provide diverse lectures full of specialized 
knowledge in every field, including politics, economics, 
international affairs, society, culture and science and technology. 
With the Faculty of Political Science and Economics playing the 
central role and the support of academic staff from other faculties, 
all-Waseda resources will be mobilized for J-School.

Lectures on diverse specialized knowledge 
integrating Waseda’s strengths

For writing the Master’s thesis, multifaceted three-dimensional 
research guidance is provided on the basis of weekly seminar 
guidance by individual Advisors and joint seminars by two or 
more faculty members. During the seminars by individual 
Advisors, research guidance will focus on specialized knowledge 
in specific fields of specialization (politics, international affairs, 
economics, society, culture, environment, medical science, and 
science and technology). Furthermore, there is a full lineup of 
seminars for more in-depth study of journalism and media.

Specialized knowledge and journalism: Three-
dimensional research

The Journalism School accepts students regardless of their 
undergraduate major. Once admitted, students study deep into 
their future field of specialization through research guidance by 
Advisors, and also learn to acquire broader perspectives. The 
Journalism School also devotes strong efforts to continuing 
education for active journalists, and offers a one-year accelerated 
course completion system for students admitted via entrance 
examinations for working adults.

Accepting diverse students regardless of 
their undergraduate background

東日本大震災の津波で大きな被害を受けた宮城県石巻市の
地域メディア「ラジオ石巻」のアナウンサーに震災当時の
放送について取材するジャーナリズムスクールの学生たち

（2012年10月）
Students of the journalism school to report about the earthquake disaster to an 
announcer of local media 【Radio Ishinomaki】 of Ishinomaki-city, Miyagi 
that suffered big damage by the tsunami of the great East Japan earthquake.
= Oct. 2012

早稲田大学ジャーナリズム大学院／ Waseda Journalism School 8 9



教員紹介 Faculty Profiles

Journalism Courseジャーナリズム・メディア研究領域
　ジャーナリズム研究指導

Journalism/Media Research Area 【Journalism 】

太田昌克 OTA, Masakatsu

［客員教授］博士（政策研究）（政策研究大学院大学）
［Guest Professor］Doctor of Policy Studies （National 
Graduate Institute for Policy Studies）

専門分野
Field of

specialization

ジャーナリズム論、外交政策、
核軍縮・不拡散政策
Journalism, Foreign Policies, 
Nuclear Disarmament and Non-proloiferation Policies

日本と米国を拠点に25年間、ジャーナリストを続けてきました。北朝鮮核危機と小泉
訪朝、イラク戦争と「テロとの戦い」、イラン核問題とオバマ大統領の広島訪問、そし
て東京電力福島第1事故と日米同盟の行方。現場経験を踏まえ、ジャーナリズムの実践
をエネルギッシュに考え、論じ、ともに学びましょう。
Based on my own experience as a journalist covering variety of international events like North 
Korean Nuclear Crisis, PM Koizumi’s visit to Pyongyang, Iraq War, War on Terror, Iranian Nuclear 
Problem, President Obama’s visit to Hiroshima and the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster, I would 
like to deepen thoughts and discussion about practice and significance of journalism with energy and 
passion. 

金平茂紀 KANEHIRA, Shigenori

［客員教授］
［Guest Professor］

専門分野
Field of

specialization

テレビ・ジャーナリズム、ドキュメンタリー論
TV Journalism, Documentary filming

テレビ局の最前線で、1980年にスタートした調査報道番組のアンカーを続けながら
僕はいつも自問しています。ジャーナリズムとは何か？一緒に考えましょう。
As a anchorman for ‟News Special”(Hodo Tokushu), in-depth news feature program that started in 
1980, I am always asking to myself, ‟What is TV journalism, Who is TV journalist?” Let's join 
struggling with these questions.

瀬川至朗 SEGAWA, Shiro

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

ジャーナリズム論、メディア産業論
Journalism Studies, Media Industry Studies

J-Schoolのカリキュラムを活用し、洪水のように押し寄せる情報に決して騙されない、
真のジャーナリストの眼を鍛えてください。
Utilize the J-School curriculum to train yourself as a true journalist who is never deceived by the flood 
of incoming information.

高橋恭子 TAKAHASHI, Kyoko

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

映像ジャーナリズム、メディア・リテラシー
Video Journalism, Media Literacy

メディアが構成する「現実」をクリティカルに捉え、クリエイティブな思考を養いま
しょう。
View the “reality” created by the media in a critical manner, and nurture creative thinking.

谷藤悦史 TANIFUJI, Etsushi

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

政治コミュニケーション、世論、現代英国政治
Political Communication, Public Opinion, 
Contemporary British Politics

現代の政治現象から自律的に問題を設定し、それを解決する方法や技法の取得をめざ
し、挑戦的な論稿を作り上げることに意欲ある学生を求めます。世論、政治コミュニ
ケーション、現代英国政治に関心のある学生を受け入れます。
I seek students motivated to derive issues from political phenomena on their own, who want to 
acquire the methodology and techniques for solving them, and who want to produce provocative 
research. My courses are recommended for students interested in public opinion, political 
communication, and contemporary British politics.

土屋礼子 TSUCHIYA, Reiko

［教授］博士（社会学）一橋大学
［Professor］Doctor of sociology （Hitotsubashi University）

専門分野
Field of

specialization

メディア史、マス・コミュニケーション研究
Media History, Mass Communication Research

現代社会では日常の一部になっているメディアについて、歴史的にまた理論的に考察す
ることで、新しい視野を広げましょう。
Broaden your perspectives by historically and theoretically examining today’s media, which has 
become a natural part of modern life.

中 村　 理 NAKAMURA, Osamu

［准教授］博士（理学）（東京大学）
［Associate Professor］Ph.D. （Science）（University of Tokyo）

専門分野
Field of

specialization

科学技術ジャーナリズム
Science and Technology Journalism

思い込みで発言せず、データに基づいた分析を社会に示すジャーナリストを目指しま
しょう。研究を調査報道につなげてください。
Aim at becoming a journalist who does not speak based on assumptions but instead provides society 
with data-based analysis. Connect research with investigative reporting.

野中章弘 NONAKA, Akihiro

［教授（教育・総合科学学術院）］
［Professor（Faculty of Education and Integrated Arts and 
Sciences）］

専門分野
Field of

specialization

ジャーナリズム、時事問題研究、映像表現
Journalism, Research on Current Topics,
Video Expression

もっと良心的で、行動的であること。もっと反時代的で、個性的であること。もっと多
くの人びとの声に耳を傾けること。
Be more conscientious and behavior-oriented. Be anti-contemporary and unique. Listen to the voices 
of more people.

細 貝　 亮 HOSOGAI, Ryo

［客員准教授］博士（政治学）早稲田大学
［Guest Associate Professor］Doctor of Political Science 
（Waseda University）

専門分野
Field of

specialization

政治コミュニケーション、内容分析、
ソーシャルメディア分析
Political Communication, Content Analysis, 
Social Media Analysis

「理論」と「現実」をしなやかに横断する思考を養うこと。一緒に考えましょう。
Go across a theory and the reality with flexibility. Let's struggle together!

ジャーナリズム・メディア研究領域
　メディア研究指導

Journalism/Media Research Area 【Media 】

田中幹人 TANAKA, Mikihito

［准教授］学術博士（東京大学）
［Associate Professor］Doctor of Philosophy（University of Tokyo）

専門分野
Field of

specialization

科学技術社会論、ウェブジャーナリズム研究
Theory of Science, Technology and Society, 
Web Journalism Research

「ジャーナリズムは科学技術の問題をどのように扱うべきなのか」、そして「ICTが発達
を続けるこの時代に、ジャーナリズムは誰が、どのように実現するべきなのか」。こう
した問題を、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
“How should journalism handle issues of science and technology?” and “By whom and by what 
method should journalism be realized in today’s digital world?” Let’s discuss these challenges.

谷川建司 TANIKAWA, Takeshi

［客員教授］博士（社会学）（一橋大学）
［Guest Professor］Doctor of Sociology（Hitotsubashi University）

専門分野
Field of

specialization

映画史、メディア史、大衆文化研究
History of Movies, Media History, Popular Culture History

好きこそ物の上手なれ。好きな事、やりたい事に打ち込んでください。
What one likes, one will do well. Dedicate yourself to what you like and want to do.

リー トンプソン LEE, Thompson A.

［教授（スポーツ科学学術院）］学術博士（社会学）（大阪大学）
［Professor（Faculty of Sport Sciences）］Ph.D.（Sociology）（Osaka University）

専門分野
Field of

specialization

スポーツとメディアと社会との相互関係
Mutual relations among Sports, Media and Society

スポーツメディアを社会学の立場から、スポーツ科学研究科の院生と一緒に東伏見キャ
ンパスで追究する。遅刻厳禁。
Study sports media from the standpoint of social studies, together with students of the Graduate 
School of Sport Sciences at Higashi Fushimi campus. Never be late for class.

和 田　 仁 WADA, Masashi

［客員教授］
［Guest Professor］

専門分野
Field of

specialization

広報・PR・メディアビジネスの理論と実務
Theory and Practice of Advertising, 
PR and Media Business

信頼されるジャーナリズムと、政府・企業・団体等のPR活動は、メディア社会の両輪
です。報道と広報の関係を考えます。
Reliable journalism and PR activities for government, corporations and organizations are two main pillars 
of the media society. Let’s contemplate the relationship between the news media and public relations

専門研究領域
　政治分野研究指導

Specialized Research Area 【Political Science 】 

浅野豊美 ASANO, Toyomi

［教授］学術博士（東京大学）
［Professor］ Doctor of Philosophy（University of Tokyo）

専門分野
Field of

specialization

日本政治史
History of Japanese Politics

人間は時代の中で育まれるが、「今」の時代に同化されてしまわない力を身につけた人
こそ、次の時代を生む。その力を生み出すのは、授業に導かれた読書と討論への集中。
Paradoxically, those who would not be assimilated by this age is worth for bringing up the next era. 
In order to do so, concentration upon reading classic books guided by lectures and discussions is 
important.

梅森直之 UMEMORI, Naoyuki

［教授］政治学博士（シカゴ大学）
［Professor］Ph.D. in Political Science （The University of Chicago）

専門分野
Field of

specialization

日本政治思想史
History of Japanese Political Thought

たまには、問題を解く立場をはなれて、問題を作る立場から、世の中を眺めてみましょ
う。世界が違ってみえるかもしれませんよ！
It is important to sometimes leave the perspective of understanding the nature of a problem and look 
at the world from the perspective of creating a problem. The world might look different when we do!

小原隆治 KOHARA, Takaharu

［教授］
［Professor］

※2019年度 特別研究期間のため不在の予定

専門分野
Field of

specialization

日本の地方自治
Japanese Local Government

現実への緊張感を失わず、同時にそれに倍する緊張感で学問に向かってください。わたし
たち教員の研究業績や問題関心を理解し、それと格闘する意欲のある学生を歓迎します。
Without forgetting the urgency of the real world, we will devote ourselves with even greater urgency 
to study. We welcome students who understand the research accomplishments and topics of interest 
of the faculty and who earnestly want to engage them.

佐藤正志 SATO, Seishi

［教授］
［Professor］

※2018年度をもって退職予定

専門分野
Field of

specialization

政治思想史、政治理論
History of Political Thought, Political Theory

知と実践とはただ一つの生の二つの極にすぎない、というメルロ＝ポンティの言葉に、
政治思想史の方法の立脚点を求めたいと考えています。
Merleau-Ponty said that knowledge and practice are but two things on the same continuum, and we 
will examine methodologies for the history of political thought in that spirit. 

田中愛治 TANAKA, Aiji

［教授］政治学博士（オハイオ州立大学）
［Professor］Ph.D. in Political Science（Ohio State University）

※2019年度 特別研究期間のため不在の予定

専門分野
Field of

specialization

政治過程論、投票行動、政治意識、世論研究
Political Process Theory, Voting Behavior, Politi-
cal Awareness, Public Opinion Research

自分の考えの根拠を示して論理的に組み立てられる力を養ってください。
I want my students to show the premises underlying their thinking and develop theoretical skills. 

吉 野　 孝 YOSHINO, Takashi

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

英米政治学、政党論、アメリカ政治
Anglo-American Politics, Political Party Theory, 
American Politics

大学院の知的作業は、「無知の知」で始まり、「知ることの喜び」で終わる。
The intellectual task of graduate school begins with the knowledge that one is ignorant and ends with 
the joy of having acquired knowledge.
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Faculty Profiles

Journalism Course専門研究領域
　国際分野研究指導

Specialized Research Area 【International Studies】

田中孝彦 TANAKA, Takahiko

［教授］博士（ロンドン政治経済学院）
［Professor］ Doctor of Philosophy （London School of Economics 

and Political Science）

専門分野
Field of

specialization

国際関係史、冷戦史、世界秩序研究
History of International Relations, 
History of the Cold War, Global Order Studies

「知」と「志」が失われつつある政治と外交の現状に怒りを持とう。それこそが、研究
の原動力。世界の変え方をともに考えよう。
We need to be angry over the continuing decline of the value of knowledge and aspiration in 
contemporary politics and diplomacy. But this anger is also a source of motivation for research. We 
will explore how the world is changing.

坪井善明 TSUBOI, Yoshiharu

［教授］社会学博士（パリ大学社会科学高等研究院大学院）
［Professor］ Ph.D. in Sociology（Graduate School of the École des 

hautes études en sciences sociales, University of Paris）
※2018年度をもって退職予定

専門分野
Field of

specialization

ヴェトナム現代政治
Contemporary Vietnamese Politics

教えるとは希望を語ること、学ぶとは謙虚さを身につけること。
Teaching means expressing one’s wishes, learning means acquiring humility.

唐 　 亮 TANG, Liang

［教授］法学博士（慶応義塾大学）
［Professor］ Ph.D. in Law（Keio University）

専門分野
Field of

specialization

比較政治、中国政治
Comparative Politics, Chinese Politics

大学院で「何」をどのように研究していきたいかという明確な意識をもって研究書や学
術論文を読み、着実に準備を進めてください。
I want my students to read research literature and scholarly papers and to diligently prepare their own 
research with a clear sense of what and how they want to research while they are in graduate school. 

都丸潤子 TOMARU, Junko

［教授］博士（オックスフォード大学）
［Professor］Doctor of Philosophy (Oxford University)

専門分野
Field of

specialization

国際移動論、戦後国際関係史
International Migrations,
History of Post-War International Relations

一つのテーマに集中して向きあえる稀有な機会を大切に、苦しさを乗り越え、楽しさを
知ることで、自分を磨き、お仲間も尊重してください。
Valuing the rare opportunity to get together and concentrate on one theme, we will overcome 
obstacles, and enjoy polishing our skills and respecting our colleagues.

山㟢眞次 YAMASAKI, Shinji

［教授］政治学博士（早稲田大学）
［Professor］Doctor of Political Science（Waseda University）

※2018年度をもって退職予定

専門分野
Field of

specialization

ラテンアメリカ地域研究
Latin America Studies

多様な民族・文化に彩られた異質性と同質性が併存するラテンアメリカ。私はそのカオ
ス的な世界に魅了された一人である。
Latin America is a place of diverse ethnicities and cultures where heterogeneity and homogeneity 
coexist. I am someone who finds this chaotic mix fascinating.

専門研究領域
　社会分野研究指導

Specialized Research Area 【Social Studies】

生駒美喜 IKOMA, Miki

［教授］博士（ハンブルク大学）
［Professor］Ph.D.（University of Hamburg)

専門分野
Field of

specialization

言語学、音声学
Linguistics, Phonetics

普段何気なく用いていることばの音声をよく耳を澄ましてきいてみましょう。
ことばの持つ新たな側面がきっと見えてくるはずです。
Think about the natural speech sounds we make every day. 
You should be able to recognize new features that you didn't notice before.

川岸令和 KAWAGISHI, Norikazu

［教授］法学博士（イェール大学ロースクール）
［Professor］J.S.D.（Yale University Law School）

専門分野
Field of

specialization

憲法学
Constitutional Law

憲法は政治運営のあり方を定める国家の基本法です。自由で民主的な社会を憲法の視点
で分析することも重要な学問的作業です。
A constitution is the fundamental law that establishes a state’s political system. Analyzing free and 
democratic societies from the perspective of constitutional law is therefore vital academic work.

黒川哲志 KUROKAWA, Satoshi

［教授（社会科学総合学術院）］博士（法学）（京都大学）
［Professor（Faculty of Social Sciences）］Ph.D.（Kyoto University）

専門分野
Field of

specialization

環境法、行政法
Environmental Law, Administrative Law

環境の保全が確保されてはじめて人々は幸せに暮らせる。環境をまもる法的仕組みを理
解することが必要である。
People will live happily only if the environment is protected. It is necessary to understand the legal 
framework for protecting the environment.

齋藤純一 SAITO, Junichi

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

政治理論
Political Theory

政治社会の基本的な諸制度のあり方が切実に問われています。それに応える力を養って
いきたいと思います。まずは語学や基本的なテキストの理解に力を注いでください。
The whole concept of the basic institutions underlying politics and society is being questioned. I want 
my students to develop the skills for responding to these issues. We begin by focusing on language 
and understanding fundamental texts.

笹田栄司 SASADA, Eiji

［教授］法学博士（九州大学）
［Professor］Doctor of Laws（Kyushu University）

※2019年度 特別研究期間のため不在の予定

専門分野
Field of

specialization

憲法学
Constitutional Law

研究の過程で生じた疑問に注目して下さい。それは解明すべき問題かもしれません。問
題発見こそが研究の第一歩です。
I want my students to focus on the questions that arise during the research process. These questions 
may be the ones that need to be solved. Discovering the problem is the first step of research.

篠 田　 徹 SHINODA, Toru

［教授（社会科学総合学術院）］
［Professor（Faculty of Social Sciences）］

専門分野
Field of

specialization

比較労働政治
Comparative Labor Political Science

労働に関わる言説について、歴史と比較の観点から研究しています。
I research discourses on labor from the perspective of history and comparison.

ソジエ 内田恵美 SAUZIER-UCHIDA, Emi

［教授］博士（応用言語学）（エセックス大学）
［Professor］Ph.D. in Applied Linguistics（University of Essex（UK））

専門分野
Field of

specialization

ディスコース分析
Discourse Analysis

「ことば」の持つ影響力を認識し、「常識」を批判的に考えよう。そして「自分のこと
ば」に磨きをかけよう。
Acknowledge the power of “language.” Never take “common sense” for granted. Brush up “your own 
linguistic skills.”

吉田徳久 YOSHIDA, Tokuhisa

［教授（理工学術院）］
［Professor（Faculty of Science and Engineering）］

専門分野
Field of

specialization

環境政策、環境科学
Environment Policies, Environmental Science

環境政策の論理と手法、その裏打ちをなす科学の理解を通じて現代環境論を読み解き、
持続可能な社会を追求します。
Read and understand modern environmental studies by understanding environmental logistics and 
methods as well as the supporting science to pursue a sustainable society.

専門研究領域
　文化分野研究指導

Specialized Research Area 【Cultural Studies 】

齊藤泰治 SAITO, Taiji

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

中国近現代思想史
History of Chinese Early Modern and Modern Ideas

理論的に深めると同時に、現実を観察、分析する鋭い眼力を養ってください。
Develop sharp eyes to observe and analyze reality while going deeper by theorizing.

平林宣和 HIRABAYASHI, Norikazu

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

中国近現代舞台芸術史
History of Chinese Early Modern and Modern 
Performing arts

疑いは知のはじまりである。
Doubt is the origin of wisdom.

宗像和重 MUNAKATA, Kazushige

［教授（文学学術院）］
［Professor（Faculty of Letters, Arts and Sciences）］

専門分野
Field of

specialization

日本近代文学
Japanese Early Modern Literature

吹きすさぶ嵐の中から聞こえてくる微かな声に耳を澄ませ、自らの言葉で応答してい
く、時代の最も敏感なアンテナになって下さい。
Become the most sensitive antenna of the times, listening to the subtle voices that can be heard in a 
raging storm and responding with your own words.

八木斉子 YAGI, Naoko

［教授］博士（ウォリック大学）
［Professor］Ph.D. （University of Warwick）

専門分野
Field of

specialization

演劇学、英文学
Theatre, English literature

直感と理性を。
Be intuitive. Be rational.

和田敦彦 WADA, Atsuhiko

［教授（教育・総合科学学術院）］
［Professor（Faculty of Education and Integrated Arts and Sciences）］

専門分野
Field of

specialization

近代の表現と読者の歴史に関する研究
History of readers and readings in Japanese modern literature
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非常勤講師紹介 Part-time Lecturer

　ジャーナリズム大学院には、ジャーナリズムの実践に必要な知識を幅広く教授するため、実践科目の担当教員を中心に、実社会で
活躍するバラエティに富んだ講師陣を配しています。

■ 非常勤講師一覧
教　員　名 現職・出身業界等 担 当 科 目

会　田　薫　子 AITA, Kaoruko 東京大学人文社会系研究科死生学・応用倫理センター　特任准教授 医療とメディア

会　田　法　行 AIDA, Noriyuki 報道カメラマン デジタルトレーニング（ベーシック）、デジタルトレーニング、
フォトジャーナリズム入門、フォトジャーナリズム応用

磯　山　友　幸 ISOYAMA, Tomoyuki フリージャーナリスト ニューズライティング入門（一般・経済）

稲　垣　太　郎 INAGAKI, Taro 朝日新聞社広告審査部東京審査課 雑誌編集入門Ｂ

稲　葉　喜　子 INABA, Nobuko はやぶさ監査法人　代表社員 ジャーナリストのための企業分析入門

歌　田　明　弘 UTADA, Akihiro 大正大学表現学部　特命教授　元『ユリイカ』編集長 広告論、ウェブ・ジャーナリズムの現在

惠　谷　容　子 EYA, Yoko 早稲田大学　非常勤講師 論文基礎

大　石　　　裕 OISHI, Yutaka 慶應義塾大学法学部　教授 ジャーナリズム研究Ｂ

奥　村　倫　弘 OKUMURA, Michihiro ワードリーフ株式会社　 取締役編集長 ニューズライティング入門（一般）

奥　山　俊　宏 OKUYAMA, Toshihiro 朝日新聞社特別報道部 調査報道、報道現場論B

桶　田　　　敦 OKETA, Atsushi TBSテレビ情報政策局・局次長 兼 報道局解説専門記者室・解説委員 ニュース番組制作

小　田　光　康 ODA, Mitsuyasu 明治大学情報コミュニケーション学部　准教授 スポーツ・ジャーナリズム論

小　俣　一　平 OMATA, Ippei 東京都市大学メディア情報学部　教授　元 NHK社会部記者 ニューズライティング入門（一般）、
ニューズライティング応用（一般）

柏　木　友　紀 KASHIWAGI, Yuki 朝日新聞社ジャーナリスト学校　主任研究員 ニューズライティング入門（一般）

何　　　　　芳 HE, Fang 慶応義塾大学　パネルデータ設計・解析センター　研究員 データの見方

亀　松　太　郎 KAMEMATSU, Taro 『弁護士ドットコムニュース』編集長 インターネット放送

軽　部　謙　介 KARUBE, Kensuke 時事通信社　解説委員 ニューズライティング入門（経済）

川　島　浩　誉 KAWASHIMA, Hirotaka 文部科学省科学技術学術政策研究所　研究員 ジャーナリストのためのプログラミング入門、
データジャーナリズム基礎

木　村　恭　子 KIMURA, Kyoko 日本経済新聞社編集局編集企画センター　編集委員 ニューズライティング入門（一般）

グライメル カール ハンス GREIMEL, Karl Hans Automotive News アジア・エディタ　元 Associated Press 記者 Contemporary Journalism, News Writing

桑　原　　　俊 KUWABARA, Shun 株式会社情報通信総合研究所法制度研究部　副主任研究員 知的財産権法

小　林　聡　明 KOBAYASHI, Somei 日本大学法学部新聞学科　専任講師 政治学朝鮮語文献研究、現代韓国言論と政治

澤　　　康　臣 SAWA, Yasuomi 共同通信社特別報道室 報道現場論Ｂ、調査報道

澤　中　　　淳 SAWANAKA, Jun （株）ＮＨＫメディアテクノロジー　社員 ドキュメンタリー入門、デジタルトレーニング、
マスタープロジェクト（映像系）

関　谷　直　也 SEKIYA, Naoya 東京大学大学院情報学環　総合防災情報研究センター　准教授 環境とメディア

高　橋　栄　一 TAKAHASHI, Eiichi 都市出版（株）社長兼月刊『東京人』編集長 雑誌編集入門Ａ

田　中　秀　臣 TANAKA, Hidetomi 上武大学ビジネス情報学部　教授 ジャーナリストのための経済学入門 I

富　田　　　誠 TOMITA, Makoto 東海大学教養学部芸術学科デザイン学課程　専任講師 マスタープロジェクト（ルポ系・ウェブ系）、ウェブスキル、
データジャーナリズム基礎

七　澤　　　潔 NANASAWA, Kiyoshi ＮＨＫ放送文化研究所メディア研究部　上級研究員 ドキュメンタリー入門、ドキュメンタリー応用

樋　口　喜　昭 HIGUCHI, Yoshiaki 関東学院大学　非常勤講師 デジタルトレーニング、デジタルトレーニング（ベーシック）

藤　井　達　夫 FUJII, Tatsuo 東京女子医科大学 生命倫理

保　坂　直　紀 HOSAKA, Naoki 科学技術振興機構科学コミュニケーションセンター　主任調査員 ニューズライティング入門（科学A）

前　部　昌　義 MAEBE, Masayoshi 朝日新聞社「週刊朝日」編集部員 兼 
ジャーナリスト学校「Journalism」編集部員 ニューズライティング入門（一般）

牧　野　　　洋 MAKINO, You フリージャーナリスト 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（一般）

ミドルトン ベンヤミン・デュガルド MIDDLETON, Benjamin Dugald フェリス女子学院大学国際交流学部　教授 History of Modern Japanese Political Thought, 
Political History of Japan, Global Sociology

御代川　貴久夫 MIYOKAWA, Kikuo 一橋大学社会学研究科　元 教授 科学技術とメディア

村　山　武　彦 MURAYAMA, Takehiko 東京工業大学総合理工学研究科　教授 リスク管理

山　田　健　太 YAMADA, Kenta 専修大学文学部　教授 メディアの法と倫理、情報法

湯　原　法　史 YUHARA, Norifumi 元 筑摩書房第２編集室　早稲田ジャーナリズム大賞事務局長 出版ジャーナリズムの現在、出版編集研究

吉　岡　　　忍 YOSHIOKA, Shinobu ノンフィクション作家 マスタープロジェクト（ルポ系・ウェブ系）、報道現場論Ａ

吉　田　敏　浩 YOSHIDA, Toshihiro ジャーナリスト　立教大学21世紀社会デザイン研究科　特任教授 ノンフィクション入門

Faculty Profiles

専門研究領域
　科学技術分野研究指導

Specialized Research Area 【Science and Technology】

綾部広則 AYABE, Hironori

［教授（理工学術院）］博士（学術）（東京大学）
［Professor（Faculty of Science and Engineering）］Doctor of Philosophy（University of Tokyo）

専門分野
Field of

specialization

科学社会学、科学技術史
Scientific Sociology, Science and Technology History

音楽や美術と同じく、科学技術にも外部からの批評が必要です。そのためのお手伝いが
できればと思っています。
Science and technology need to be criticized from the outside, just like music and arts. I would like to 
assist in that process.

 

梅津光生 UMEZU, Mitsuo

［教授（理工学術院）］ 
工学博士（早稲田大学）、医学博士（東京女子医科大学）

［Professor（Faculty of Science and Engineering）］
Doctor of Engineering（Waseda University）
Doctor of Medical Science（Tokyo Women's Medical University）

専門分野
Field of

specialization

医用機械工学、人工臓器工学
Medical Mechanical Engineering, 
Artificial Organ Engineering

医学部を持たない早稲田大学から最先端の臨床医療に挑戦する：それが、もう一つの
EBM：Engineering Based Medicine
Take on the challenge of providing the most advanced clinical treatment from Waseda University, where 
there is no medical science department. This is another type of Engineering Based Medicine (EBM).

岡本暁子 OKAMOTO, Kyoko

［准教授］博士（理学）（京都大学）
［Associate Professor］Ph.D. （Science）（Kyoto University）

専門分野
Field of

specialization

行動生態学
Behavioral Ecology

意志あるところに道あり。
Where there is a will, there is a way.

坪野吉孝 TSUBONO, Yoshitaka

［客員教授］博士（医学）（東北大学）
［Guest Professor］Doctor of Medical Science（Tohoku University）

専門分野
Field of

specialization

健康科学、公衆衛生学
Health Science, Public Hygiene

医療ジャーナリズムや健康政策に興味がある方と、講義や演習で共に学ぶのを楽しみに
しています。
I look forward to learning at seminars and lectures with students who are interested in medical 
journalism and health policies.

山 田　 耕 YAMADA, Ko

［准教授］博士（理学）（東京工業大学）
［Associate Professor］Doctor of Science （Tokyo Institute of Technology）

専門分野
Field of

specialization

地球惑星科学
Earth and Planetary Sciences

今日の自然災害はグローバル化した社会に大きな影響を与えます。そのような中で、メ
ディアが災害をどのように報じているのかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
Today's disasters have a significant impact on the globalized world. Let's discuss how news media 
make disasters culturally meaningful and politically important.

専門研究領域
　経済分野研究指導

Specialized Research Area 【Economics】

鎮目雅人 SHIZUME, Masato

［教授］
[Professor]

専門分野
Field of

specialization

国際日本経済史
The Japanese Economy in the Modern World

グローバルな視点からみた近世以降の日本の経済史、貨幣・金融が社会の中で果たして
きた役割について研究しています。学生のみなさん、周囲に流されず、独善に陥ること
なく、冷静かつ謙虚に、自分の道を切り拓いていってください。
My main research interests are Japanese economic history in modern times within a global context, 
and the role of monetary and financial systems in Japanese society.
Message to students: Do not float in the atmosphere. Do not fall into dogma. Stay cool and modest. 
And, go forward on your own feet.

白木三秀 SHIRAKI, Mitsuhide

［教授］博士（経済学）（早稲田大学）
［Professor］Doctor of Economics (Waseda University)

専門分野
Field of

specialization

社会政策
Social Policy

大学院では良い論文を書くことが最重要。そのためにテーマを絞り、時間をかけて関連
文献を漁り、仮説を立てて考えよう。
In graduate school, writing good papers is of paramount importance. To do so, students must focus on 
a theme, spend plenty of time researching the relevant literature, and devise and develop a hypothesis.

野口和也 NOGUCHI, Kazuya

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

経済統計
Economic Statistics

理論と実証の整合性をとることは難しいが、簡単なモデルから始めていくことが研究者
としての第一歩となる。
Establishing consistency between theory and empirical data is difficult, but the first step as a 
researcher is to begin with simple models.

深川由起子 FUKAGAWA, Yukiko

［教授］
［Professor］

専門分野
Field of

specialization

開発経済論
Development Economics

時代が激変する時こそ体系的に学ぶことで変わらない本質が見えてきます。成長のダイ
ナミックスをもう一度考えてみましょう。
It is precisely in times of tumultuous change that systematic learning reveals the unchanging essence 
of a subject. Let’s take another look at the dynamics of economic growth.

宮島英昭 MIYAJIMA, Hideaki

［教授（商学学術院）］博士（商学）（早稲田大学）
［Professor（Faculty of Commerce）］Doctor of Commerce (Waseda University)

専門分野
Field of

specialization

企業統治
Corporate Governance

高い志をもって、日々の生活を規律して下さい。可能性は無限大。奮闘努力を期待します。
Discipline yourself. Be ambitious. The sky is the limit.
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　ジャーナリズム大学院（J-School）は、学生が獲得すべき５つの共通コンセプト（養成目標）を
掲げています。そして、それぞれのコンセプトに対応した科目群を用意しています。また、J-School
にとっては国際化対応も大変重要な課題であり、下記のどのコンセプトにおいても、英語による科
目やコミュニケーションの機会を用意しています。

カリキュラム

現代のジャーナリスト
に不可欠な要素を
教授する科目構成

■ ジャーナリズムやメディアの役割に対する深い洞察

　インターネットの普及で、ジャーナリズムの意義、そしてメディアの役割が改めて問い直さ
れています。メディアの多様化は世界の構造そのものを大きく変革しようとしています。
プロフェッショナルなジャーナリストとして真に実践的な活動をしていくためには、
ジャーナリズムやメディアの構造、歴史、理論を批判的に学び、考えることが求め
られます。ジャーナリズムの理論的な学習を通じ、過去を踏まえ未来を見通す“眼”
を養成します。

科目群：専門研究セミナー（ジャーナリズム分野、メディア分野）
　　　　ジャーナリズム・メディアセミナー
　　　　理論科目［ジャーナリズム・メディア研究（入門）、ジャーナリズム・メディア研究（応用）］

J-School のロゴは、Journalism（ジャーナリズム）の頭文字の「Ｊ」を、
J-School が掲げるこれら 5 つのコンセプトに沿ってデザイン化したものです。

Systematic Courses to 
Cultivate the Essentials for 
Contemporary Journalists

Curriculum

The Waseda Journalism School (J-School) emphasizes five common concepts (training objectives) that students should 
acquire, and the school offers groups of courses corresponding to these concepts. Courses given in English and opportunities 
to communicate in English are also made available at J-School for every concept described below, as the J-School regards it 
as a very important challenge to develop journalists who can act internationally.

■ Deep insight into the role of journalism and the media
With the spread of the Internet, the significance of journalism and roles of the media are being questioned again. The 
diversification of the media is about to bring dramatic changes to the very structure of the world. In order to act practically 
as a professional journalist in true sense of the word, it is necessary to learn and think about the structure, history and 
theories of journalism as well as the media in a critical way. By way of providing theoretical studies about journalism, 
J-School will train journalists’ “eyes” to look into the future on the basis of the past.
Group of courses : Journalism Research Seminar, Media Research Seminar
                               Special Lectures by Active Journalists
                               Theoretical Courses [Journalism Media Research (Basic/Advanced)]

The J-School logo represents the initial letter of “Journalism”, and is designed to reflect the five 
concepts emphasized by J-School.

■ 専門知・幅広い専門分野についての科学的知識と哲学の理解

　ジャーナリストには、政治、国際、経済、社会、文化、環境、医療、科学技術といった各分
野の専門知識はもちろんのこと、それに関連する哲学・歴史・社会論を踏まえた 体系的な知が
求められます。専門分野の学習により、その問題点を深く分析できるような総体的な視点を育
成します。

科目群：専門研究セミナー（各専門分野）、理論科目（各専門分野）

■ Specialized knowledge – Understanding of scientific knowledge and philosophies in a broad range of specialized fields
Journalists not only need specialized knowledge in fields including politics, international affairs, economics,
society, culture, environment, medical science and science and technology, but also systematic knowledge 
based on philosophy and history, and the social theories related to them. Through studies in specialized fields, 
J-School will nurture a generalized perspective that enables in-depth analysis of problems in these fields. 
Group of courses : Specialized Seminar, Specialized Theoretical Courses 

■ 批判的思考力

　J-Schoolにおいて、最も重要な修得目標として位置付けているのが「批判的思考力」です。優
れたジャーナリズムは民主的な社会にとって不可欠です。権力の監視というジャーナリズムの
重要な機能を果たすために、批判精神が大切です。もちろん単なる批判に終わるのではなく、
社会的公正の視点から、より良い社会の実現に向けて問題を提起していく姿勢を育てていきます。

科目群：方法論科目

■ Professional skills of collecting and expressing information
In order to work as a journalist, it is indispensable to acquire practical skills for collecting information to personally get 
closer to the truth, and for expressing information, to analyze the collected information, and then to create works in the 
form of articles, videos, images, and so on, to communicate to readers, listeners and viewers. Training in these skills will 
be provided through fieldwork classes. 
Group of courses : Practicum Courses (Basic News Writing, Digital Traning, Practices of Journalism)
                               Knowledge and Information Literacy Courses 

■ 現場知・フィールドに基づく思考
　ジャーナリズムの基本は現場に根ざして考えることです。実習授業では現場での取材を大切にし
ます。また、インターンシップでは、メディア企業やその他のフィールドで、じかに物事を見聞きし、
現場に根ざした視点を養成していきます。インターネットが普及し、居ながらにして多くの情報が
得られるようになった現代だからこそ、人と対話して得られる情報の重要性は増しています。

科目群：実践科目（インターンシップ、フィールドワーク等）

■ Thinking based on field knowledge
The principle of journalism is to think from the perspective of the field. Fieldwork classes will emphasize the importance 
of collecting information in the field. Furthermore, during the internship, students will themselves stand in a media or 
other corporate field to directly see and hear what is happening, and gain training in a perspective that is rooted in the 
field. Now that the Internet has spread and it is easier to get large amounts of information even without being in the field, 
the importance of information gained directly through dialogue with people has grown. 
Group of courses : Practicum Courses (Internship Fieldwork, and so on) 

■  主なインターンシップ先　　　Intern Destinations
2016年度  　AY 2016 2017年度  　AY 2017

朝日新聞社／毎日新聞社／産経新聞社／信濃毎日新聞社／沖縄タイム
ス社／八重山毎日新聞社／ TBS ／㈱シングラ／マンガデザイナーズラ
ボ㈱／国会記者会／ニューヨークタイムズ東京支局／㈱大富／中国中
央電視台（CCTV）／日本文華伝媒㈱／第一財経（CBN）／電通公共
関係顧問（北京）有限公司／トムソン・ロイター・マーケッツ㈱／国
連UNHCR協会／㈲サイテック・コミュニケーションズ

�e Asahi Shimbun／�e Mainichi Newspapers Co., Ltd.／Sankei Shimbun 
Co.,Ltd.／�e Shinano Mainichi Shimbun／Okinawa Times／�e Yaeyama 
Mainichi Shimbun／Tokyo Broadcasting System Television, Inc／Syngula, 
Inc.／Manga Designers Lab.／Diet Press Club／The New York Times／
Daifu Co., Ltd.／China Central Television／Japan Culture Media Co., Ltd.／
China Business News／Dentsu Public Relations Consulting Beijing Co.,Ltd.／
Thomson Reuters Markets KK／Japan Association for UNHCR／Sci-Tech 
Communications Inc.

CCTV東京事務所（中国中央電視台東京事務局）／ TBSテレビ
報道局／ニューヨークタイムズ東京支局／サイテック・コミュニ
ケーションズ／産経新聞社／信濃毎日新聞／株式会社大富／毎
日新聞社／日本文華伝媒／マンガデザイナーズラボ株式会社／
株式会社シングラ／国土交通省荒川下流事務局

China Central Television／Tokyo Broadcasting System Television, Inc／�e 
New York Times Tokyo Bureau／Sci-Tech Communications Inc.／Sankei 
Shimbun Co.,Ltd.／�e Shinano Mainichi Shimbun／Daifu Co., Ltd.／�e 
Mainichi Newspapers Co., Ltd.／Japan Culture Media Co., Ltd.／Manga 
Designers Lab.／Syngula, Inc.／Arakawa-karyu River O�ce

■ Critical thinking
J-School considers critical thinking to be the most important element to acquire. Excellent journalism is indispensable 
for a democratic society. Monitoring authority is an important function of journalism, and for this, a critical spirit is 
essential. It is needless to say, however, that we will nurture an attitude of not just ending in criticism, but identifying 
problems that stand in the way of a better society, from the perspective of social justice. 
Group of courses : Methodology Courses 

■ プロフェッショナルな取材・表現力

　ジャーナリストとして仕事をするには、自ら真実に迫っていく「取材力」と、収集した情報を分
析した上で文章や映像、写真などによる作品に仕上げ、読者・視聴者 に伝える「表現力」といっ
た実践的なスキルを身につけることが重要です。実習授業を通じてこうした能力を育成していきます。

科目群：実践科目（ニューズライティング入門、デジタルトレーニング、ジャーナリズム実習）
　　　　知識情報リテラシー科目

ジャーナリズム・
メディア理解

Deep Insight into the
Role of Journalism

and the Media

専門知
Specialized
Knowledge

Critical Thinking

Professional Skills

Thinking Based on
Field Knowledge

批判的思考力

実践的スキル

現場主義
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コース全体での
研究指導体制

■ 政治学研究科・ジャーナリズムコース　Journalism Course
（1）研究指導　 Research Guidance

　ジャーナリズムコースでは、コース全体および各研究領域での合同指導体制を基本とし、
修士論文の研究計画発表や中間報告などは合同指導を通じて適時実施されます。メイン／
サブ・アドバイザーによる個別研究指導は、専門研究セミナーの授業を通じて、あるいはオ
フィス・アワーに行なわれます。

（2）指導教員と研究領域　Advisors and Research Areas

　修士課程の場合、研究指導は合同指導を基本とし、その一環として指導教員による個別
指導を行ないます。指導教員には、メイン・アドバイザーとサブ・アドバイザーがありま
す。新入生は、1年次の年度始めにメイン・アドバイザー1名を決めます。また、学生は
メイン・アドバイザーに加え、サブ・アドバイザー1名を選ぶことができます。サブ・ア
ドバイザーは、年度ごとの申請となります。

専門認定
プログラム

専門認定プログラムとは？　What are Certification programs?

　現代の課題に主体的に取り組む専門ジャーナリストの養成を目指し、政治学研究科
ジャーナリズムコース在籍の学生を対象に、「政治」、「経済」、「環境」、「医療」、「科学技
術」、「データジャーナリズム」の６つの専門認定プログラムを設置しています。修士課程
の修了要件を満たし、かつ認定要件を満たした学生には、修了時に修士（ジャーナリズム）
の学位とともに、各プログラムの認定書を授与します。これは、修士号に加え、自身が研究
するジャーナリズムの専門性を明確にするものです。本制度は、各分野の専門性に根ざした
ジャーナリズムを学ぶことができる政治学研究科ジャーナリズムコースの大きな特徴です。

Research Supervision System
 Based on Overall Course Resources

Specialism Certification 
Programs 

In order to cultivate specialized journalists who are able to take the initiative in solving the existing problems, 
the Master of Arts Program for Journalism Education in the following six specialized areas: Political Science, 
Economics, Environment, Health Care, Science and Technology, and Data Journalism are offered for students 
of Journalism Course. These programs allow students to strengthen their expertise in their research field in 
journalism in addition to the completion of the Master’s Degree. Together with the “M.A. in Journalism”, a 
certificate of completion for each program will be granted to students who meet all of the completion 
requirements for the Master’s program and the certification program. These certification programs, which 
provide students with the opportunity to develop expertise in each field of journalism study, are the major 
feature of Journalism Course of School of Political Science. 

The Journalism Course is based on joint research guidance for the whole course and for each individual 
research area; presentations of research plans or intermediate reports for the Master’s thesis are implemented 
through joint research guidance when necessary. Individual research guidance by the Main and Sub Advisors 
is implemented through seminar classes or during office hours.

For the Master’s Program, research guidance is, in principle, implemented through joint research guidance, and 
as part of such joint guidance, Advisors will provide individual guidance. Advisors include Main and Sub 
Advisors. New students choose one Main Advisor at the beginning of the academic year. In addition to the 
Main Advisor, students can choose one Sub Advisor. Students will apply for a Sub Advisor every academic 
year.

Curriculum

■ 専門認定プログラム（政治）　Certification Program (Political Science)

区　　分　Classification 必要単位数　Required Credits

専門研究セミナー
Seminar courses

専門研究セミナー（政治分野）
Seminar courses (Political Science)

２単位以上
2 or more credits

理論科目
Theory courses for 

the Journalism Course

必修科目※１　Compulsory courses*1 ４単位　4 credits

８単位
以上

8 or more 
credits

選択必修科目※２　Elective compulsory courses*2 ２単位以上　2 or more credits

専門　政治分野※３　Specialized Research (Political Science)*3

２単位以上
2 or more credits政治学コース・専門研究科目

Specialized research courses for Political Science Course

認定に必要とされる単位数
Total number of credits required for recognition

10単位以上　At least 10 credits

※１　以下２科目を履修すること。「ジャーナリストのための政治学入門」、「政治ジャーナリズムの現在」
※２　 以下４科目の内、１科目以上を履修すること。「現代日本の政治過程」、「世論研究」、「政治宣伝」、「政治コ

ミュニケーション」
※３　※１、※２で指定された科目以外から履修すること。
*1   Completion of the following two courses;
      “Introduction to Political Science for Journalist,” “Contemporary Journalism(Politics)” 
*2   Completion of at least one of the following four courses;
      “Political Procees of Contemporary Japan,” “Public Opinion,” “Political Propaganda,” “Political Communication”
*3   Completion of courses other than those specified in *1 and *2 above.

■ 専門認定プログラム（経済）　Certification Program (Economics)

区　　分　Classification 必要単位数　Required Credits

共通基礎科目
ならびに理論科目

Common basic courses
 and Theory courses

必修科目※４　Compulsory courses*4 ６単位　6 credits ８単位
以上

8 or more 
credits選択必修科目※５　Elective compulsory courses*5 ２単位以上　2 or more credits

実践科目※６

Practicum Course*6 ２単位　2 credits

認定に必要とされる単位数
Total number of credits required for recognition

10単位以上　At least 10 credits

※４　以下３科目を履修すること。
　　　「計量分析アドバンスト」、「ジャーナリストのための経済学入門」、「基礎経済学」
※５　以下２科目の内、１科目以上を履修すること。
　　　「ジャーナリストのための企業分析入門」、「財務諸表分析と企業評価」
※６　以下２科目の内、１科目を履修すること。
　　　「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 ( 一般・経済 )」
*4  Completion of the following three courses;
     “Advanced Statistical Analysis,” “Introduction of Economics for Journalists,” “Basic Economics”
*5   Completion of at least one of the following two courses;
     “Introduction to Business Analysis for Journalists,” “Financial statement analysis and corporate valuation”
*6   Completion of the following course;
     “News Writing [Economics]”

■ 専門認定プログラム（科学技術）　Certification Program (Science and Technology)

区　　分　Classification 必要単位数　Required Credits

共通基礎科目
ならびに理論科目

Common basic courses
 and Theory courses

必修科目※７　Compulsory courses*7 ４単位　4 credits ８単位
以上

8 or more 
credits選択必修科目※８　Elective compulsory courses*8 ４単位以上　4 or more credits

実践科目※９　Practicum courses*9 ２単位以上　2 or more credits

認定に必要とされる単位数
Total number of credits required for recognition

10 単位以上　At least 10 credits

※７　以下２科目を履修すること。 「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」
※８　 以下７科目の内、２科目以上を履修すること。 「科学広報・コミュニケーション論」、「科学技術政策論」、「リ

スク管理」、「科学方法論」、「科学史」、「Science Journalism」、「地球科学と社会」
※９　 以下２科目の内、１科目以上を履修すること。 「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）」
*7   Completion of the following two courses;
     “Introduction to Science and Technology Studies for Journalist,” “Science Technology and Media”
*8   Completion of at least two of the following seven courses;
     “Theories of Public Relations (Science and Technology,” “Policy Studies of Science and Technology,” “Risk Management,”
      “Scientific Method,” “History of Science and Technology,” “Science Journalism,” “Earth Science and Society”
*9   Completion of at least one of the following two courses;
      “News Writing (Science A),” “News Writing (Science B)”

各プログラム
認定要件

Requirements for 
Each Programs
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在学生の声 Messages from Current Students

Why I Chose to Apply to the Journalism Course
I entered graduate school during a one-year break from my job, through 
which I had attained 20 years’ experience as a reporter working for 
broadcasters in Yamaguchi Prefecture and Okinawa. As a reporter, I started on 
the police beat and then moved on to cover prefectural politics and to sit at 
the news desk. During that time, I also produced 15 documentaries and won 
major awards. However, after working so hard during my 20s and 30s, and 
with my 40s fast approaching, I faced a dilemma brought on by self-doubts 
that my perspective had become rigid and my works had become by-the-
numbers. I wanted to break out of my shell and to improve the technical and 

expressive abilities required for investigative reporting, and thus I made the decision to return 
to school.

Classes that Left an Impression
For my master's work, I wrote a piece of reportage on “Ground Pollution in Returned Land 
Formerly for Military Use in Okinawa.” The “Master Project” class in which I enrolled seemed 
almost like a luxurious experience to me: I received generous guidance from three journalist-
instructors who were active at the front-lines of reporting: Professor Segawa, who taught me 
everything there is to know about investigative reporting and a logical approach to journalism; 
Professor Nonaka, who provided the guidance I needed to scope out the essence of the theme 
of my master’s project; and Mr. Shinobu Yoshioka, who painstakingly demonstrated to me how 
to write with style and to express my ideas clearly. Every week, the instructors noted numerous 
points in my work that required improvement, and I was even at a loss as to what to do at 
times, but it was nonetheless an extremely valuable experience that allowed me to improve bit 
by bit. I was taught once more the importance of patiently continuing to investigate to the very 
end and to carefully craft each sentence to complete a single piece.

My Current Job
After graduating, I returned to Okinawa, and I am once again working as a reporter. I continue 
to write articles and to produce documentaries to convey to as large an audience as possible the 
various issues, past and present, that involve my home prefecture, including the Battle of 
Okinawa and the problems associated with US military bases. I believe that taking a good look 
at Okinawa will make people think about what kind of country Japan is and where it is 
heading. Until taking the journalism course, I had been writing articles my own way; I would 
be very pleased to learn if I am now considering my audience or readership more deeply and 
conveying my reporting to them in ways that are easier to understand and more logical.

ジャーナリズムコースを志願した理由
山口と沖縄の放送局で記者を20年間経験した節目に、仕事を1年

休職し、大学院に入学しました。報道現場では、警察担当に始まり、
県政担当や、デスク業務を経験したほか、15本ほどドキュメンタリー
を制作し、大きな賞もいただきました。しかし必死に仕事を覚えた
20代、30代を経て、40代に差し掛かった頃、自分の視点が凝り固まっ
てしまっているのではないか、作品がパターン化してしまっているの
ではないかというジレンマを抱えました。自分の殻を破り、調査報道
に必要な技術や表現力を磨きたいと考え、もう一度学ぶ決意をしました。

印象に残っている授業
修士作品として、「沖縄の返還軍用地の土壌汚染」をテーマにルポルタージュを書

きました。そのために受講した「マスタープロジェクト」は、第一線で活躍する3人
のジャーナリストの先生たちから手厚い指導を受けられる贅沢な時間でした。調査報
道や論理的アプローチを徹底的に指導してくださった瀬川先生、テーマの本質を見極
めるよう助言してくださった野中先生、ルポ全体の流れを始め、文章のスタイルや、
表現まで細かく丁寧に見てくださった吉岡先生。毎週たくさんの修正点を指摘され、
途方に暮れたこともありましたが、どこまで頑張れるのか、自分を鍛えられる大変貴
重な経験でした。一つの作品を完成させるために、最後の最後まで根気強く調査を続
け、言葉を丁寧に紡いでいくことの大切さを改めて教わりました。

現在の仕事について
卒業後は、沖縄に帰り、再び記者の仕事をしています。これからも沖縄戦や基地問

題を始め、ふるさとが抱える様々なテーマをより多くの人たちに伝えるために、記事
を書いたり、ドキュメンタリーを制作したりします。沖縄を見つめることは、日本が
どんな国か、どこに向かっているのかを考えることになると思います。これまでは自
己流で記事を書いてきましたが、もっと視聴者や読者のことを考え、わかりやすく、
論理的に伝えることができればと考えています。

NOZAKI, Natsuko
M.A in Journalism, Graduate School of Political Science
(Completed in March 2017)

野崎 夏子
政治学研究科ジャーナリズムコース

（2017 年 3 月修了）

修了生の声 Messages from Alumni

ジャーナリズムコースの
カリキュラムの流れ

Overview of Course Work 
at Journalism Course

■ 専門認定プログラム（環境）　Certification Program (Environment)

区　　分　Classification 必要単位数　Required Credits

理論科目
Theory courses

必修科目※10　Compulsory courses*10 6 単位　6 credits

選択必修科目※11　Elective compulsory courses*11 ２単位以上　2 or more credits

認定に必要とされる単位数
Total number of credits required for recognition

８単位以上　At least 8 credits

※10　 以下３科目を履修すること。「ジャーナリストのための科学技術社会論入門」、「地球環境問題と持続可能な社
会」、「環境とメディア」

※11　 以下６科目の内、１科目以上を履修すること。「国際環境政治」、「産業エコロジー」、「環境社会学」、「エネル
ギー特論」、「リスク管理」、「地球科学と社会」

*10  Completion of the following three courses;
     “Introduction to Science and Technology Studies for Journalist,” “Environmental Issues and Sustainable Society,” 
     “Environmental Media Theory”
*11  Completion of at least one of the following six courses;
     “International Environmental Politics,” “Industrial Ecology,” “Environmental Sociology,” “Advanced Course on Energy,”
     “Risk Management,” “Earth Science and Society”

■ 専門認定プログラム（医療）　Certification Program (Health Care)

区　　分　Classification 必要単位数　Required Credits

理論科目
Theory courses

必修科目※12　Compulsory courses*12 ４単位　4 credits

選択必修科目※13　Elective compulsory courses*13 ４単位以上　4 or more credits

認定に必要とされる単位数
Total number of credits required for recognition

８単位以上　At least 8 credits

※12　以下２科目を履修すること。「ジャーナリストのための科学技術社会論入門」、「医療とメディア」
※13　 以下５科目の内、２科目以上を履修すること。「生命倫理」、「健康医療情報論」、「健康政策論」、「先端医療現

場セミナー」、「医療経済学」
*12  Completion of the following two courses;
      “Introduction to Science and Technology Studies for Journalist,” “Medical Treatment and Media”
*13  Completion of at least two of the following five courses;
      “Bioethics,” “Health Medical Information,” “Health Policy,” “Seminar on Advanced Medical Field,” “Health Economics”

■ 専門認定プログラム（データジャーナリズム）　Certification Program (Data Journalism)

区　　分　Classification 必要単位数　Required Credits

共通基礎科目ならびに理論科目
Common basic courses and Theory courses

必修科目※14　

Compulsory courses*14
10 単位
10 credits

認定に必要とされる単位数
Total number of credits required for recognition

10 単位
10 credits

※14　 以下５科目を履修すること。「計量分析アドバンスト」、「ソーシャル・メディア論」、「メディア産業論」、「デー
タジャーナリズム基礎」、「ジャーナリストのためのプログラミング入門」

*14  Completion of the following five courses;
      “Advanced Statistical Analysis,” “Social Media Theory,” “Topics on Media Industry,” “Basic Data Journalism,” 
      “Basic Programming for Journalist”

Curriculum

Why I Chose to Apply to the Journalism Course
What first led me to want to become a journalist was being involved in the 
production of an English-language school newspaper when I was an 
undergraduate. I interviewed groups active on campus, professors, embassy 
staff, and others. Through these interviews, I realized that I was not only 
expanding my own knowledge but also capable of making society better by 
disseminating the information I obtained out into the world. Thus, I found 
myself enchanted by journalism. Because of this experience, I wanted to learn 

even more about the field.

Classes that Left an Impression
The class “Field Reporting A” left the greatest impression. This class allowed me to attend 
lectures by journalists active at the forefront of various areas of journalism, including local 
papers, national papers, television, war reporting, and documentaries. I was very impressed by 
how all these people—despite the different areas they covered—were all working under the 
conviction that what they were doing might, in some small way, make the world a better place. 
I feel that this class afforded me the opportunity to learn the most important parts of being a 
journalist.

About My Research Theme
I am continuing to research populism, which was the theme of my undergraduate thesis. This 
word has a variety of definitions. I am investigating how the word, as used in newspapers, is 
being defined, as well as whether such usages are correct in terms of facilitating understanding 
of the phenomena being reported on.

About My Plans after Completing My Studies
My goal is to become a reporter one day. I am a Japanese citizen who was born abroad and 
raised in Japan, and thus I would like to make use of my unique background to dive deep into 
social problems that others might not be able to manage and to become a reporter capable of 
contributing to resolving problems throughout the world.

ジャーナリズムコースを志望した理由
私が記者を志すきっかけとなったのは、大学生の時に学内英字新聞

の制作に携われたことでした。学内で活動している団体や教授、また
大使館などを取材させていただきました。取材を通して、自分の知見
が広がるだけでなく、そこで得られた情報を世の中に発信すること
で、社会をより良いものにしていくことができることに気づき、
ジャーナリズムの魅力に強く惹かれました。この体験を経て、ジャー
ナリズムをさらに学びたいと思うようになりました。

印象に残っている授業
「報道現場論A」という授業が最も印象に残っています。地方紙、全国紙、テレビ、

戦場、ドキュメンタリーと言った様々な分野の第一線で活躍される方々の講義を聞く
ことができました。活躍されている分野が異なっても、それぞれが世の中を少しでも
よくしようという信念のもとでご活動されているということがとても印象的でした。
ジャーナリストにとって最も大事なこととは何かということを学べる授業だと感じま
した。

自分の研究テーマについて
学部の卒業論文で執筆したポピュリズムについて、引き続き研究しています。この

言葉は多様な定義を持つため、新聞におけるその使い方がどのような定義で使われ、
その使い方がその事象を捉える上で正しい使い方なのかを探求しています。

修了後の進路について
将来は記者になるのが目標です。私は外国生まれで日本育ちの日本人なので、バッ

クグラウンドを生かし、自分だからこそ取り上げられる社会の問題点を深く掘り下
げ、世の中にある問題を解決することに貢献できる記者になりたいと考えています。

JURAT, Kamran
M.A program in Journalism,
Graduate School of Political Science

ジュレット カミラン
政治学研究科ジャーナリズムコース
修士課程

多様な学部の
出身者

現　役
ジャーナリスト

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター

ジャーナリズムの基礎 ジャーナリズムの応用 ジャーナリズム
の応用（理論・

　実践）／専門研究

修士論文
（論文系・作品系） 研究者

教育者

ジャーナリスト
高度専門職業人

（理論・実践）／専門研究／
方法論／セミナー

入門（理論・実践）／
方法論／論文基礎／セミナー

インターンシップ／フィールドワーク

研究指導（専門研究セミナー・マスタープロジェクト）

博
士
課
程Graduates from a 

wide variety of 
undergraduate 
schools

Active journalists

First Semester Second Semester Fourth SemesterThird Semester

Journalism (Basics)
Introduction of Principles and 
Practices of Journalism
Methodology
Basic Academic Writing
Basic Seminar

Journalism (Advanced)
(Principles and Practices)
Specialized Research
Methodology
Advanced Seminar

Journalism (Advanced)
(Principles and Practices)
Specialized Research

Master’s Thesis
(Dissertation or Production)

Internship / Fieldwork

Research Supervision (Seminar ・ Master Project)

Academia
Educator

Journalist
Highly-specialized Professional

Doctoral Program
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Plenty of subjects are prepared for each research field. Students are free to choose subjects depending on their theme or field of 
interest, in order to build their own specialized knowledge. The following examples illustrate a number of model courses for reference, 
which students do not necessarily have to follow. After enrolling, students can freely choose subjects according to their research 
theme or their future plans.

To obtain a Master’s degree, a student must complete at least 36 credits (32 credits for students admitted through the Special AO 
Admissions for Returning Student) from prescribed courses and submit a Master’s thesis or a production. Participating in 
internship and fieldwork is compulsory for completion of the Journalism Course (optional for returning students) .

春学期 秋学期

1時限

2時限

3時限

4時限

5時限

6時限

クォーター前半

論文基礎
（１単位）【必修】

クォーター後半

マスコミュニケー
ション理論【必修】

クォーター後半
ドキュメンタリー入門
（一般）（２単位）【選択必修】※２時限連続

クォーター後半

ドキュメンタリー入門
（一般）（２単位）【選択必修】※２時限連続

公共の哲学
（２単位）【選択必修】

ドキュメンタリー応用
（２単位）【選択】

映像ジャーナリズム論B
（２単位）【選択】

ソーシャル
メディア論
（２単位）【選択】

報道現場論B
（２単位）【選択必修】

クォーター前半
デジタルトレーニング
（映像・マルチメディア入門）
（４単位）【選択必修】※週2日、２時限連続

クォーター前半
デジタルトレーニング
（映像・マルチメディア入門）
（４単位）【選択必修】※週2日、２時限連続

クォーター後半
フォトジャーナリズム入門
（２単位）【選択必修】※２時限連続

クォーター後半
フォトジャーナリズム入門
（２単位）【選択必修】※２時限連続

オンライン
ジャーナリズム
（２単位）【選択】

クォーター前半
デジタルトレーニング
（映像・マルチメディア入門）
（４単位）【選択必修】※週2日、２時限連続

クォーター前半
デジタルトレーニング
（映像・マルチメディア入門）
（４単位）【選択必修】※週2日、２時限連続

ニューズ
ライティング
入門
（一般）

（２単位）【必修】

1st Period

2nd Period

3rd Period

4th Period

5th Period

6th Period

1時限

2時限

3時限

4時限

5時限

6時限

1st Period

2nd Period

3rd Period

4th Period

5th Period

6th Period

月 火 水 木 金 土
Mon Tue Wed Thu Fri Sat

月 火 水 木 金 土
Mon Tue Wed Thu Fri Sat

選択必修科目必修科目 選択科目
Elective CoursesCompulsory Courses

集 中 講 義 等：ジャーナリズム実践基礎（１単位）【必修】
　　　　　  　　   インターンシップ（２単位）【必修※社会人入試入学者を除く】
オンデマンド講義：ジャーナリズム史（１単位）【必修】
　　　　　  　　   リサーチデザイン（２単位）【選択必修】

Compulsory Courses (Elective)

Example: First-year student intending to study techniques of documentary and photo-journalism and complete his/her production as Master’s theses.

例：ドキュメンタリーおよびフォトジャーナリズムの手法を学び、在学中に作品を作成しようとする学生（１年生）

Spring 
Semester

Autumn 
Semester

春学期 秋学期

1時限

2時限

3時限

4時限

5時限

6時限

クォーター前半

論文基礎
（１単位）【必修】

クォーター後半

マスコミュニケー
ション理論【必修】

ニューズ
ライティング
入門
（一般）

（２単位）【必修】

アジア・ジャーナ
リズム論

（２単位）【選択】

ジャーナリズム
専門研究セミナーA
（２単位）【選択必修】

公共の哲学
（２単位）【選択必修】

メディア産業論
（２単位）【選択】

オンライン
ジャーナリズム
（２単位）【選択】

情報法
（２単位）【選択】

ソーシャル
メディア論
（２単位）【選択】

ウェブ・
ジャーナリズム
の現在

（２単位）【選択必修】

データの
見方

（２単位）【選択必修】

ジャーナリズム
専門研究セミナーA
（２単位）【選択必修】

報道現場論B
（２単位）【選択必修】

1st Period

2nd Period

3rd Period

4th Period

5th Period

6th Period

1時限

2時限

3時限

4時限

5時限

6時限

1st Period

2nd Period

3rd Period

4th Period

5th Period

6th Period

月 火 水 木 金 土
Mon Tue Wed Thu Fri Sat

月 火 水 木 金 土
Mon Tue Wed Thu Fri Sat

選択必修科目必修科目 選択科目
Elective CoursesCompulsory Courses Compulsory Courses (Elective)

例：これからのメディアの問題を中心に学びたい学生（１年生）

集 中 講 義 等：ジャーナリズム実践基礎（１単位）【必修】
　　　　　  　　   インターンシップ（２単位）【必修※社会人入試入学者を除く】
オンデマンド講義：ジャーナリズム史（１単位）【必修】

Example: First-year student intending to study future issues conceming media

Spring 
Semester

Autumn 
Semester

履修モデル
　両コースとも研究分野ごとに豊富な科目群が用意されており、学生は自身のテーマや関心に応じて自由に科目を選択
し、専門知識を高めることができます。参考のためにいくつかの履修モデルを示しますが、このとおりに履修しなくて
はならないということではありません。入学後、各自の研究テーマならびに将来設計に応じて自由に科目を選択するこ
とが可能です。

論文系　必修単位数：36単位
（ジャーナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は32単位）

共通基礎科目
【ジャーナリズム実践基礎】

Required credits: 36 credits
Students who submit a dissertation for degree completion

(32 credits for students admitted through the Special AO Admissions for Returning Students)

Common Basic Courses
Journalism Basic Practical Courses

Theoretical Courses
[Journalism・ Media Research (Basic)]

Theoretical Courses
[Journalism・ Media Research]

Practicum Courses
[Internship/ Fieldwork]

Practicum Courses
[Basic News Writing]

Practicum Courses
[Digital Training/Practices of 

Journalism (Basic)]

Common Basic Courses
[Basic Academic Writing]

Common Basic Courses
[Methodology Courses]

Special Lectures by
Active Journalists

Seminar Courses

１単位
1 credit

2 credits more than 6 credits 2 credits 2 credits more than 2 credits

1 credit 8~10 credits more than 2 creditsmore than 4 credits

共通基礎科目
【論文基礎】

１単位

専門研究セミナー

８～１０単位

共通基礎科目
【方法論科目】

４単位以上

ジャーナリズム・メディアセミナー

２単位以上

理論科目
【ジャーナリズム・メディア研究（入門）】

２単位

理論科目
【ジャーナリズム・メディア研究（入門）以外】

６単位以上

実践科目
【インターンシップ/フィールドワーク】

２単位

実践科目
【ニューズライティング（入門）】

２単位

実践科目
【デジタルトレーニング/ジャーナリズム実習（入門）】

２単位以上

（ジャーナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は32単位）

Required credits: 36 credits
(32 credits for students admitted through the Special AO Admissions for Returning Student)

共通基礎科目
【論文基礎】

１単位

共通基礎科目
【方法論科目】

４単位以上

マスタープロジェクト

８単位

理論科目
【ジャーナリズム・メディア研究（入門）】

２単位

理論科目
【ジャーナリズム・メディア研究（入門）以外】

６単位以上

実践科目
【デジタルトレーニング】

４単位

実践科目
【インターンシップ/フィールドワーク】

２単位
2 credits more than 6 credits 2 credits 4 credits

1 credit 8 creditsmore than 4 credits

共通基礎科目
【ジャーナリズム実践基礎】

１単位
1 credit more than 2 credits

ジャーナリズム・メディアセミナー

２単位以上

2 credits

実践科目
【ニューズライティング（入門）】

２単位

作品系　必修単位数：36単位

Students who submit a production for degree completion

Common Basic Courses
Journalism Basic Practical Courses

Common Basic Courses
[Basic Academic Writing]

Common Basic Courses
[Methodology Courses]

Special Lectures by
Active Journalists

Master Project

Theoretical Courses
[Journalism・ Media Research (Basic)]

Theoretical Courses
[Journalism・ Media Research]

Practicum Courses
[Internship/ Fieldwork]

Practicum Courses
[Basic News Writing]

Practicum Courses
[Digital Training]

※

※ジャーナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は、履修は任意です。
※Optional Courses for students admitted through the special AO admissions for Returning Students.

※ジャーナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は、履修は任意です。
※Optional Courses for students admitted through the special AO admissions for Returning Students.

※

※※※

※ ※

※※※

論文系　必修単位数：36単位
（ジャーナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は32単位）

共通基礎科目
【ジャーナリズム実践基礎】

Required credits: 36 credits
Students who submit a dissertation for degree completion

(32 credits for students admitted through the Special AO Admissions for Returning Students)

Common Basic Courses
Journalism Basic Practical Courses

Theoretical Courses
[Journalism・ Media Research (Basic)]

Theoretical Courses
[Journalism・ Media Research]

Practicum Courses
[Internship/ Fieldwork]

Practicum Courses
[Basic News Writing]

Practicum Courses
[Digital Training/Practices of 

Journalism (Basic)]

Common Basic Courses
[Basic Academic Writing]

Common Basic Courses
[Methodology Courses]

Special Lectures by
Active Journalists

Seminar Courses

１単位
1 credit

2 credits more than 6 credits 2 credits 2 credits more than 2 credits

1 credit 8~10 credits more than 2 creditsmore than 4 credits

共通基礎科目
【論文基礎】

１単位

専門研究セミナー

８～１０単位

共通基礎科目
【方法論科目】

４単位以上

ジャーナリズム・メディアセミナー

２単位以上

理論科目
【ジャーナリズム・メディア研究（入門）】

２単位

理論科目
【ジャーナリズム・メディア研究（入門）以外】

６単位以上

実践科目
【インターンシップ/フィールドワーク】

２単位

実践科目
【ニューズライティング（入門）】

２単位

実践科目
【デジタルトレーニング/ジャーナリズム実習（入門）】

２単位以上

（ジャーナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は32単位）

Required credits: 36 credits
(32 credits for students admitted through the Special AO Admissions for Returning Student)

共通基礎科目
【論文基礎】

１単位

共通基礎科目
【方法論科目】

４単位以上

マスタープロジェクト

８単位

理論科目
【ジャーナリズム・メディア研究（入門）】

２単位

理論科目
【ジャーナリズム・メディア研究（入門）以外】

６単位以上

実践科目
【デジタルトレーニング】

４単位

実践科目
【インターンシップ/フィールドワーク】

２単位
2 credits more than 6 credits 2 credits 4 credits

1 credit 8 creditsmore than 4 credits

共通基礎科目
【ジャーナリズム実践基礎】

１単位
1 credit more than 2 credits

ジャーナリズム・メディアセミナー

２単位以上

2 credits

実践科目
【ニューズライティング（入門）】

２単位

作品系　必修単位数：36単位

Students who submit a production for degree completion

Common Basic Courses
Journalism Basic Practical Courses

Common Basic Courses
[Basic Academic Writing]

Common Basic Courses
[Methodology Courses]

Special Lectures by
Active Journalists

Master Project

Theoretical Courses
[Journalism・ Media Research (Basic)]

Theoretical Courses
[Journalism・ Media Research]

Practicum Courses
[Internship/ Fieldwork]

Practicum Courses
[Basic News Writing]

Practicum Courses
[Digital Training]

※

※ジャーナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は、履修は任意です。
※Optional Courses for students admitted through the special AO admissions for Returning Students.

※ジャーナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は、履修は任意です。
※Optional Courses for students admitted through the special AO admissions for Returning Students.

※

※※※

※ ※

※※※

修了要件 Requirements for Degree Completion

修士の学位を取得するには、修士論文（あるいはドキュメンタリー等の作品）の提出に加え、所定の科目を36単位（ジャー
ナリズム特別AO入試（実務経験社会人）による入学者は32単位）以上修得する必要があります。また、政治学研究科
ジャーナリズムコースではインターンシップまたはフィールドワークを必修（社会人は選択） としていることも特徴です。

Course Registration Models 

修了要件 Requirements for Degree Completion
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科目紹介
　※2018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 2018 (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）

ジャーナリズム実践基礎

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

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）

数理分析Ⅰ

計量分析アドバンスト

計量分析Ⅰ

計量分析Ⅱ

質的比較分析（QCA）－ブール代数とファジィ集合

政治学実験

方法論セミナー（経験）Ⅱ

Introduction to Empirical Analysis

Introduction to Normative StudiesⅠ

Introduction to Formal ModelsⅠ

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）

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

ジャーナリズム文献研究

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

経済数学Ⅰ（解析学）

経済数学Ⅱ（線形代数）

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

Global Governance Studies

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

論文作成入門

文章表現入門

文章表現応用

Academic Writing in English

Academic Presentation in English

Academic Reasoning and Writing

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

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

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

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

●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）

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

国際日本経済史専門研究セミナーＡ

国際日本経済史専門研究セミナー B

経済統計専門研究セミナーＡ

経済統計専門研究セミナー B

人的資源専門研究セミナーＡ

人的資源専門研究セミナー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

●専門分野（社会）Specialized Area （Social）

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

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

労働問題ジャーナリズム専門研究セミナーＡ

労働問題ジャーナリズム専門研究セミナーＢ

音声メディア専門研究セミナーＡ

音声メディア専門研究セミナー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

●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

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

日中近現代表象文化専門研究セミナーＡ

日中近現代表象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

●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

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（映像系）

マスタープロジェクト（ルポ系・ウェブ系）

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

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

●専門研究（政治）Specialized Research （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

現代政治理論

世論研究

政治コミュニケーション

政治宣伝

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

●専門研究（国際）Specialized Research （International）

国際政治学

現代日本外交論

国際関係

国際関係研究

東アジア政治Ａ

東アジア政治Ｂ

東南アジア政治

現代ラテンアメリカ国際関係

外交安保とジャーナリズム

Introduction to International Relations

Ethics and World Politics

●専門研究（経済）Specialized Research （Economics）

ジャーナリストのための経済学入門

基礎経済学

医療経済学

産業エコロジー

ジャーナリストのための企業分析入門

開発のガバナンス

財務諸表分析と企業評価

国際日本経済史

経済統計

人的資源論

コーポレート・ガバナンス入門

現代日本経済と金融・企業統治

Global Economics

●専門研究（社会）Specialized Research （Social）

憲法理論

司法制度論

政治言語学

労働問題のジャーナリズム

社会問題特論

音声メディア談話分析

雇用関係法Ⅰ

雇用関係法Ⅱ

現代社会学入門

現代社会学応用

Constitutional Visions in Postwar Japan

Global Sociology

List of Courses

●専門研究（文化）Specialized Research （Cultural）

メディア文化研究

出版文化研究

出版編集研究

映画文化研究

アジア文化研究

現代韓国言論と政治

スポーツ・ジャーナリズム論

近現代中国文化研究

メディア文化論

読書文化研究

スポーツ表象論

Dramaturgy and Media

Global Communication

●専門研究（環境/医療/科学技術）
　 Specialized Research （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

科学方法論

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

環境とメディア

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

科学技術政策論

環境社会学

先端医療現場セミナー

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）　Practicum in Journalism（Basic）

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）　Practicum in Journalism（Advanced）

ニューズライティング応用（一般）

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

News Writing
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教育・研究環境
　早稲田大学およびジャーナリズム大学院では、学生のみなさん
が快適な学生生活・研究活動を送ることができるよう、様々な施
設を用意しています。なお、2016年7月よりジャーナリズムコー
スはニュースパーク（日本新聞博物館）の研究会（パートナーシッ
プ）会員となり、これにより本コースの学生は、見学や研修で
ニュースパークを利用する際の入館が無料となるほか、収蔵資料
を借りることができます。

ジャーナリズム大学院独自の施設

【ジャーナリズム大学院実習室（3号館1106室・1122室）】
　ジャーナリズム大学院の実習系科目の一部は、この実習室で行なわ
れます。授業がない時間には、学生が自発的に集まり、学生同士が議
論したり、設置されているPCを利用して映像作品の編集作業やレ
ポート・論文の作成等ができます。

3号館1106室 ● Room 1106 in Building No.3

Exclusive Facilities of the Journalism School

Waseda University and the Journalism School provide a pleasant 
environment for research and campus life. Waseda Journalism School 
has become a partnership member of Newspark (Japan Newspaper 
Museum) from July, 2016. Thus, Newspark will give students free 
admissions in case of doing field trip and doing their research, and  
offer various valued archives.

Practice Rooms of Journalism School (Room 1106 in Building 
No.3 and Room 1122 in Building No.3)
These two rooms are frequently used as class rooms for some of the 
practical subjects.
When classes are not held, students can use the rooms for their own 
purposes; such as to have meetings, to write essays or dissertations and 
to edit their visual work as the computers are available.

Educational and Research Environment

政治学研究科・経済学研究科独自の施設
Exclusive Facilities of GSPS and GSE

Computer room (Building #3 Room 803, 804)

Study room (Building #3 B1F)

It is equipped with 30 computers that graduate students are free 
to use whenever classes are not being held in the room. 

It is equipped with 79 desks and 5 book shelves that graduate 
students are free to use.

【端末室（3号館803、804教室）】
　PCを30台ずつ設置しており、授業で使用している時間帯を除
けば自由に使用することができます。

【自習室（3号館地下 1 階）】
　政治学研究科／経済学研究科の学生用の自習室です。机が79
台、書棚が５台設置されており、空いているスペースを自由に利
用することができます。

端末室

自習室

早稲田大学全体の施設
Facilities Available to All 
Waseda University Students

【学生会館（戸山キャンパス）】
　キャリア形成をサポートするキャリアセンター、奨学金全般を担当する奨学課、課外活動
の支援等を行なう学生生活課など、学生生活全般について支援を行なうセクションが集まっ
ています。また、学生会館にはフィットネス機器などを使用できるトレーニングセンターも
併設されています。

学生会館 ● Student Union Building

留学センター● Center for International Education

中央図書館 ● Waseda University Central Library

【図書館】
　大学内には中央図書館をはじめ多数の図書館・図書
室があり、大学の図書館としては日本最大級の蔵書数
を誇ります。特に早稲田キャンパス2号館の高田早苗記
念図書館には政治学・経済学の専門図書が数多く配架
されています。

　　早稲田大学図書館ホームページURL
　　https://www.waseda.jp/library/ 【留学センター】

　早稲田大学の教育の国際化を推し進めるため、留学生の日本にお
ける生活サポートや、早大生の海外留学のサポートを実施していま
す。

Library Homepage:
 https://www.waseda.jp/library/en/

The Student Union Building houses the Career Center for supporting the career building efforts of our 
students, the Scholarships and Financial Assistance Section in charge of overall administration of 
scholarship programs, and the Student Affairs Section, which supports extracurricular activities, as well 
as other sections that support student life in general. A gym with fitness facilities is also in the building.

The campus has a number of libraries and library rooms, 
including the Central Library, that together boast the 
largest university book collection in Japan. In particular, 
the S. Takata Memorial Research Library holds numerous 
books on specialized topics in the fields of political science 
and economics. 

The Center for International Education provides support for 
international students as they go about their daily lives in Japan. The 
center also assists regular Waseda students participating in study-
abroad programs.

Student Union Building (Toyama Campus)

Waseda University Libraries

Center for International Education
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奨学金制度

主な奨学金制度と採用実績 ※1 Main Scholarship Programs and the Number of Recipients (Results for AY2017) *1

主な奨学金（※2） 給付/貸与支給額 2017年度採用実績

（※3）

Main Scholarships Grant/LoanAmounts Paid No. of Recipients in AY2017

日
本
人
学
生

Japanese S
tudents

外
国
人
学
生

International S
tudents

給付型
Grant

給付型
Grant

給付型
Grant

給付型
Grant

給付型
Grant

給付型
Grant

貸与型
Loan

給付型
Grant

給付型
Grant

給付型
Grant

給付型
Grant

給付型
Grant

年額400,000円

年額400,000円

年額300,000円

年額250,000円

年額400,000円

年額290,000 ～ 400,000円

400,000 yen per year

400,000 yen per year

300,000 yen per year

250,000 yen per year

400,000 yen per year

290,000～ 400,000 yen per year

2 persons

6 persons

0 person

1 Person

11 persons

21 persons

8 persons

2 persons

13 persons

2 persons

月額48,000円

月額160,000円

2 名

6 名

ー  

0 名

1 名

11 名

 ー  

13 名

2 名

21 名

8 名

2 名

48,000 yen per month

160,000 yen per month

290,000～ 400,000 yen per year

大隈記念奨学金
Waseda University Okuma Memorial Special Scholarship

小野梓記念奨学金
Azusa Ono Memorial Scholarship

津田左右吉奨学金
Sokichi Tsuda Scholarship

大川功一般奨学金
Isao Okawa Scholarship

校友会給付一般奨学金
Alumni Association Benefit General Scholarship 

大学院博士後期課程若手研究者養成奨学金
Scholarship for Young Researchers in Doctoral Programs

私費外国人留学生授業料減免奨学金
Waseda University Partial Tuition-Waver Scholarship for Privately Financed 
International Students

小野梓記念外国人留学生奨学金
Azusa Ono Memorial Scholarship for International Students

国費外国人留学生奨学金（国内採用）
MEXT Government Scholarship (granted in Japan)

日本学生支援機構第一種奨学金（無利子）
／第二種奨学金（有利子）
Japan Student Services Organization (JASSO). Loan-type scholarship 
(with no interest)/Loan-type Scholarship (with interest)

私費外国人留学生学習奨励費
Honors Scholarship for Privately Financed International Students

大学院博士後期課程若手研究者養成奨学金
Scholarship for Young Researchers in Doctoral Programs

年額290,000 ～ 400,000円

年間授業料の50％を減免
Reduction of 50% of annual 
tuition fee

政治学研究科生: 年額400,000円
Graduate School of Political 
Science students: 400,000yen per year

※1 ・各奨学金の詳細につきましては、本学奨学課ウェブサイト（http://www.waseda.jp/syogakukin/index.html）をご覧ください。
　　・本奨学金情報は政治学研究科全専攻/全コースの集計結果を掲載しています。
       For details about each scholarship, visit the website of the Scholarships and Financial Assistance Section (http://www.waseda.jp/syogakukin/).
　　There is all Scholarship information of Graduate School of Political Science.
※2 上記奨学金以外にも、年間を通じ財団法人等の給付奨学金の公募案内を行っています。
       In addition to information concerning the above scholarships, application information for various foundation scholarships is alsoavailable throughout the year.
※3 貸与額の詳細は独立行政法人日本学生支援機構ウェブサイト（http://www.jasso.go.jp/）をご覧ください。
       Refer to the website of Japan Student Services Organization Scholarship for details.

政治学研究科の奨学金受給率（2017年度実績）

希望者への受給比率
Percentage of Applicants Receiving Scholarships

奨学金希望者数
Number of Scholarship Applicants

日本人学生
Japanese students 29 persons

91 persons

3 persons

24 persons

23 persons
外国人留学生

International students

日本人学生
Japanese students

外国人留学生
International students

82％

25％

92％

課程区分
Program Category

受給者数
Number of Scholarship Recipients

24名

23名

13 persons
13名

29名

91名

3名
3 persons

2名

日本人／留学生
Japanese / International Student

修士課程
Master’s Program

博士課程
Doctoral Program

政治学研究科

Percentage of Students Receiving Scholarships (Result for AY2017)

GSPS GSPS GSPS
政治学研究科 政治学研究科

66％ 

14 persons
14名

　ジャーナリズム大学院の学生は早稲田大学が設置している多様
な奨学金制度を利用することができます。
　奨学金制度には、主として、本学独自の学内奨学金、日本学生
支援機構奨学金、地方公共団体・民間団体等が設置している学外
奨学金があります。奨学金のうち「貸与」奨学金は卒業後返還す
る奨学金、「給付」奨学金は返還の必要がない奨学金です。学内
奨学金は全てが給付の奨学金で、学外奨学金（日本学生支援機構
や民間団体等）との併用が可能となっています。

Students enrolled in Journalism School can take advantage of a wide 
variety of scholarships offered by Waseda University.
Waseda University scholarships include internal scholarships and those 
offered externally by the Japan Student Services Organization (JASSO), 
local governments, and private organizations. Loan-type scholarships 
require repayment after graduation. Grant-type scholarships do not need to 
be repaid. Waseda University internal scholarships are all grant-type, and 
recipients are also eligible for external scholarships offered by the Japan 
Student Services Organization and private organizations.

Scholarships

　ジャーナリズム大学院には様々なバックグラウンドを持つ学生が
集まっています。留学生数が増加傾向にあり、今後一層の国際化が
期待されています。アジアの視点からさらに発展した、世界水準の
ジャーナリズムを学ぶ同胞が集う場となりつつあります。

■在学生データ（2018 年 4 月 1 日現在）

留学生比率 男女比率 出身大学比率
Proportion of men and womenProprtion of International students Breakdown of students by undergraduate school

日本人学生

23%

Japanese
Students

Internaional
Students

外国人留学生

77%

69%

女性
Women

31%

男性
Men

7%

早稲田大学
Waseda

Universitiy

その他大学
Other

Universities

93%

■過去 5 年間の推移
●ジャーナリズム大学院入学者数
課　程

修士課程

博士後期課程

2014
日本人学生 Japanese students

外国人留学生 International students

合計人数 Total

日本人学生 Japanese students

外国人留学生 International students

合計人数 Total

日本人／留学生 Japanese / International Student

ジャーナリズム大学院修士課程修了者数
年　度

修了者数 Number of Graduates
( 各年度 3 月 15 日現在）

(注）2018年度は４月入学者のみの数字

Program

Student enrollment

Number of Master’s Program Graduates

AY

Doctoral Program

Master’s Program

(As of March 15 of each year.)

As of April, 2018

2016
48

2014 2015
6454

0

25
39
64

2015

●

17
33
50

0
1
1

2016
19
52
71

1
1

0
0
0

1
1
2

2017
10
43
53

0
0
0

2018
11
27
38

2017
58

■修了後の主な進路

年度 Academic Year 主な就職先・進学先  Main Place of Employment / Higher Education

●修士課程 Master’s Program

アクセンチュア（株）、アルケア（株）、（株）朝日新聞社、（社）共同通信社、信濃毎日新聞（株）、JTBコミュニケーションズ、大成建設（株）、千葉市職員、（株）中日新聞社、日本IBM（株）、日本放送協会（ＮＨＫ）、Find Japan（株）、（株）富士経済、（株）読売新聞社（株）、（株）毎日新聞社、（株）ミクシィ、三井物産（株）、楽天（株）、（株）ワークスアプリケーションズ

2014年度
AY 2014

2015年度
AY 2015

アクセンチュア（株）／アルケア（株）／（株）朝日新聞社／（社）共同通信社／信濃毎日新聞（株）／
JTBコミュニケーションズ／大成建設（株）／千葉市職員／（株）中日新聞社／日本IBM（株）／
日本放送協会（ＮＨＫ）／Find Japan（株）／（株）富士経済／（株）読売新聞社（株）／（株）毎日新聞社／

（株）ミクシィ／三井物産（株）／楽天（株）／（株）ワークスアプリケーションズ

Accenture Japan Ltd / ALCARE Co., Ltd. / The Asahi Shimbun Company / Kyodo 
News / The Shinano Mainichi Shimbun / JTB Communications Inc. / TAISEI 
CORPORATION / Chiba City Hall / Chunichi Shimbun Co., Ltd. / IBM Japan, Ltd. /  
Japan Broadcasting Corporation / Find Japan, Inc. / FUJI KEIZAI CO., LTD. / The 
Yomiuri Shimbun / The Mainichi Newspapers Co.,Ltd. / mixi, Inc. / MITSUI & CO., 
LTD. / Rakuten, Inc. / Works Applications Co., Ltd.

アクセンチュア（株）／イオンリテール（株）／一般社団法人共同通信社／（株）茨城新聞社／（株）エイチワン／
（株）KADOKAWA ／（株）講談社／国際航業（株）／（株）ココカラファインヘルスケア／（株）時事通信社／
信濃毎日新聞（株）／ソフトバンク（株）／（株）てっぱん／トランス・コスモス（株）／日本たばこ産業（JT）（株）／
日本放送協会（ＮＨＫ）／ニューインデックス（株）／東日本高速道路（NEXCO 東日本）（株）／富士通（株）／
富士ソフト（株）／（株）フジテレビジョン／（株）星野リゾート・マネジメンﾄ／（株）毎日新聞社／

（株）三越伊勢丹／ヤフー（株）／（株）リクルート住まいカンパニー

Accenture Japan Ltd./ AEON RETAIL CO., LTD./ Kyodo News./ IBARAKI 
SHIMBUN Co.,Ltd./ H-one CO.,LTD/ KADOKAWA CORPORATION/ Kodansha 
Ltd./ KOKUSAI KOGYO CO., LTD./ cocokara fine/ Jiji Press Ltd./ The Shinano 
Mainichi Shimbun/ SoftBank Group Corp./ TEPPAN/ transcosmos inc./ Japan 
Tobacco Inc./ Japan Broadcasting Corporation./ Newindex, Inc./ East Nippon 
Expressway Company Limited/ FUJITSU LIMITED/ FUJISOFT INCORPORATED/ 
Fuji Television Network, Inc./ Hoshino Resort Co.,Ltd./ The Mainichi Newspapers 
Co., Ltd./ ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS/ Yahoo Japan Corporation/ Recruit 
Sumai Company Ltd.

2016年度
AY 2016

アクセンチュア（株）／（株）朝日新聞社／アビームコンサルティング（株）／一般社団法人共同通信社／（株）インプレス／
（株）高知新聞社／（株）ジェイティービー（ＪＴＢ）／ＪＳＲ（株）／（株）資生堂／第一生命保険（株）／（株）てむじん／
（株）日経映像／日本たばこ産業（ＪＴ）（株）／日本アイ・ビー・エム・サービス（日本ＩＢＭサービス）（株）／
日本アイ・ビー・エム（日本ＩＢＭ）（株）／日本生命保険（相）／パナソニック（株）／日立金属（株）／

（株）フォーリン・アフェアーズ・ジャパン／富士ソフト（株）／（株）マイナビ／三菱電機（株）／（株）読売新聞社／
楽天（株）／（株）ロックウェルアイズ／

Accenture Japan Ltd./ The Asahi Shimbun Company/ ABeam Consulting 
Ltd./ Kyodo News./ Impress Corporation/ Kochi News/ JTB Corp./ JSR 
Corporation/ Shiseido Company, Limited/ The Dai-ichi Life Insurance 
Company, Limited/ TEMJIN TV, Production Co,Ltd/ NIKKEI VISUAL 
IMAGES,INC./ JAPAN TOBACCO INC/ IBM Japan Services Company 
Ltd./ IBM Japan, Ltd/ Nippon Life Insurance Company/ Panasonic 
Corporation/ Hitachi Metals, Ltd./ FOREIGN AFFAIRS JAPAN/ FUJI 
SOFT INCORPORATED/ Mynavi Corporation/ Mitsubishi Electric Corpo-
ration/ The Yomiuri Shimbun/ Rakuten, Inc./ Rockwell Eyes inc./ 

■入試実施状況

修士課程 Master’s Program 志願者 Applicants

（注）2018年は４月入学者のみの数字

入学者 Enrollees合格者 志願者 Applicants 入学者 Enrollees合格者 Accepted
Applicants

Accepted
Applicants 博士後期課程 Doctoral Program

As of April, 2018

2016年
2017年

2016年
2017年

2016

2017

2016

2017175 5363
184 46 38

3 11142 7176
3 22

2018年 2018年2018 2018 0 0 0

The Journalism School attracts students with various backgrounds. The number 
of international students is increasing and further internationalization is 
expected. Journalism School is becoming a place where the students can study 
journalism at world standard  from the Asian perspective.

Overview : Trends over the Past Five Years

Data on Students (as of April 1, 2018)

Main Career Paths after Graduation

Admissions Screening in Numbers

ジャーナリズム大学院データ集 Statistics and Facts
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　ジャーナリズム大学院では、現代のジャーナリストが
目前の問題を的確に分析するための力の基礎となる政
治・経済・社会・国際・科学技術・文化等の専門知を身
につけることができます。さらに、現役ジャーナリスト
の講義、報道現場などへのインターンシップなどによ
る、実践知の会得の場を提供しています。
　本大学院修了生には、理論と実践の融合により、現代
におけるグローバル化・複雑化した社会の諸問題を緻密
に読み解き、伝達する能力を発揮できる高度専門職業人
として、また、報道機関関係者、フリーランスを問わ
ず、プロのジャーナリストとしての活躍が期待されます。

Students at the Journalism School will acquire specialized 
knowledge in such fields as political science, economics, social 
problems, international affairs, science and technology, culture 
and sports, which will serve as the basis for helping to analyze 
issues as journalists in the future. Furthermore, the Journalism 
School provides opportunities to acquire practical knowledge 
through lectures by active journalists and internships in the 
field of reporting.
Graduates are expected to act as highly specialized professional 
business persons who understand social problems, which have 
become increasingly globalized and complex, and who are able 
to communicate these problems through the integration of 
theory and practice. Graduates are also expected to act as 
professional journalists regardless of whether they are 
employed by news media or work on a freelance basis.

　現代においてCSR（Corporate Social Responsibility:
企業の社会的責任）やアカウンタビリティ（説明責任）
は、企業や各種団体はもちろんのこと、行政機関や国際
機関等においてもその実現が必須となっています。本大
学院で教授する専門知と実践知の融合した、いわばコ 
ミュニケーターとしての能力は、ジャーナリストのみな
らず様々な企業・団体・行政機関の広報部門や経営企画
部門でも活かすことができます。

In contemporary times, corporate social responsibility (CSR) 
or accountability is indispensable for administrative or 
international institutions, as well as companies and other 
organizations. The capabilities acquired at the Journalism 
School through the integration of specialized and practical 
knowledge, in other words, the capabilities as a communicator, 
will be an advantage not only for journalists but also in public 
relations or business planning divisions at various corporations, 
organizations and administrative institutions.

　ジャーナリズム大学院はリカレント教育（生涯教育）
の場としての役割も重視しており、本大学院での経験を
専門職業人としてのキャリア・アップやキャリア・チェ
ンジに活かすことができます。

• これまで自身が触れてこなかった分野の専門的・実
践的な知識や手法はもとより、新しいメディアに関
する知識と活用手法を修得し、応用することで専門
職業人としてのスキルに磨きをかける

• ジャーナリズムに関わるキャリアへ転向するため
に、基礎的な知識や手法を修得するとともに、イン
ターンシップ等の実践科目を通じて経験を積む

The Journalism School also places importance on the role of 
recurrent education (life-long learning). Graduates can apply 
their experience at school to improve their career perspectives 
or to change their professional career path.

- Students acquire not only specialized and practical knowledge 
and methods in fields they have never touched on before, but 
also knowledge and applications in new media so that they 
can refine their skills as professional business persons.

-  Students acquire basic knowledge and methods and 
accumulate experience through internships and other 
practical courses in order to pave the way for a journalism-
related career.

＜専門知と実践知を有するジャーナリストへ＞

＜コミュニケーターとしての企業人＞

＜リカレント教育によるスキルの高度化・
現代化＞

Business people as communicators

Skills enhancement and modernization
through recurrent education

Journalists with specialized and practical 
knowledge

キャリアパス Career Path

　国際社会では高等教育への関心が高まっています。ビ
ジネスや国際政治・経済の舞台では、最先端の研究や問
題解決のため、知識や技術を総括的に持っている人材、
実践的専門知識を備えた学位取得者が、一層求められる
ようになってきています。
　例えば、国際連合及びその専門機関をはじめとする多
数の国際機関では、修士号以上の学位が求められていま
す。欧米では民間企業でも取得学位が将来の年収や昇進
に影響しています。
　欧米に比べると、日本では博士学位取得者のキャリア
パスは十分に用意されているとは言い難い状況です。し
かし、今後日本がグローバル化した社会で競争力を維持
していくためには、高度な専門性や研究能力等を有する
学位取得者が、研究者としてのみでなく、高度の専門知
識を備えたジャーナリスト／コミュニケーターとして、
企業や行政、教育機関などの社会の多様な場で活躍・活
用されることが今まで以上に期待されています。

Interest in higher education continues to grow in today's global 
society. The world of global politics and economics demands 
cutting-edge research and problem-solving ability and a wide 
range of knowledge and skills. People who possess the 
practical and specialized knowledge of a higher degree are in 
more demand than ever.
Many international organizations—the United Nations and 
many of its specialized agencies, for example—require their 
employees to have at least a Master’s degree. In Europe and 
the United States, to complete the highest degree is among the 
factors that determine his or her future salary and career 
potential, even in the private sector.  
In comparison, there are fewer career opportunities in Japan 
for those with a Doctoral degree. Nonetheless, those who hold 
a higher degree are increasingly expected to perform in a wide 
range of fields including corporations, government agencies, 
and academic institutions not only as researchers but also as 
journalists/communicators. This is a key for Japan to keep its 
competitiveness in today’s globalized society.

博士／修士学位の重要性 The Importance of Doctoral or
Master’s Degree

　ジャーナリズムについてさらに研究を深め、研究職を
志望する学生には、政治学研究科博士後期課程（ジャー
ナリズムコース）への進学の道も開かれています。

For students who wish to expand their research on journalism 
and who aspire to be a researcher, the opportunity is available 
to study at the Doctoral Program of the Graduate School of 
Political Science.

＜研究者へ＞ Academia

研究者
Academia

政治学研究科博士後期課程
Graduate School of Political Science

Doctoral Program

ジャーナリスト
としての活躍

Working as a journalist

コミュニケーター
としての活躍

Working as a communicator
報道機関

News media
フリーランス

Freelance
企業 Corporations
行政機関 Administrative institutions
国際機関 International institutions
各種団体 Various organizations

ジャーナリズム大学院
Waseda Journalism School

各分野の専門知
Specialized knowledge

 in various fields

各業界や手法の
実戦経験

Practical experience in various 
industries and methods
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入試情報
　ジャーナリズム大学院では、プロフェッショナルとして倫理、知
識、技術において実践的であるとともに、専門的知識と市民社会の間
に相互関係を作り上げる公共的コミュニケーションの担い手を輩出す
ることをめざし、一定の高い学力を持ちながら、かつ知的好奇心が旺
盛で、自ら計画を立て、種々の課題に積極的に立ち向かう意欲に満ち
た個性的な学生を全国各地や世界中から多数迎え入れます。
　国内・国外を問わず、研究意欲に溢れ、高い研究能力を持つ多様な
学生に広く受験の機会を開くため、多種多様な入学試験を実施してい
ます。

◇国内出願と国外出願の違いについて◇
The difference between domestic applicants and overseas applicants

国内出願者：出願時に日本国内に居住し、出願する場合は国内出願に該当します。
　国外出願者：出願時に日本国外に居住する者が、海外より直接本学に出願する場

合は、国外出願に該当します。
Domestic applicants : If the person applying resides in Japan at the time of application, he 
or she is considered to be a domestic applicant.
Overseas applicants : If the person applying resides abroad at the time of application, he 
or she is considered to be an overseas applicant.

■入試の種類

■入学検定料

Journalism School has welcomed students from across Japan 
and the world who pursue practical ethics, knowledge and skills 
as a professional, and will be responsible for building a mutual 
relationship between society and specialized knowledge by the 
means of journalism – students who possess high academic skills and 
boundless curiosity, and who are individuals highly motivated to work 
out plans on their own and energetically meet all kinds of challenges. 
We are committed to providing the opportunity to offer admissions to 
a diverse array of students, regardless of whether they are from Japan 
or overseas, who are highly motivated to conduct research and who 
possess outstanding research ability.

Types of Admissions

Application Fee

　各試験の詳細や出願資格については入試要項を参照してください。それぞれの入学志願者向け入試要項は政治学研究科ウェブサイトに掲載い
たします。
　For details of each admission and application qualifications, refer to the Admission Guidelines. The Guidelines are available on the website of GSPS .

○修士課程
入学時期

Time of Entry
専攻
Major

コース
Course

入試の種類
Types of Admissions

4月
9月
April

September

政治学専攻
Political Science 

Major

ジャーナリズム大学院
（ジャーナリズムコース）

Journalism School
（Journalism Course）

・一般入学試験（外国学生含む）
・特別AO入学試験（一般／実務経験社会人）
・推薦入学試験（本学学部卒業見込み者のみ）
・General Admissions (Including International Student）
・Special AO Admissions
・Special Admissions （Only Waseda University undergraduate students）

○博士後期課程
入学時期

Time of Entry
専攻
Major

コース
Course

入試の種類
Types of Admissions

4月
9月
April

September

政治学専攻
Political Science 

Major

ジャーナリズム大学院
（ジャーナリズムコース）

Journalism School
（Journalism Course）

・一般入学試験（外国学生含む）
・General Admissions (Including International Student）

・推薦入学試験（政治学研究科修士・専門職学位課程修了見込者対象）
・Special Admissions for GSPS Graduates

国内出願
Domestic applicants

30,000円
30,000yen

国外出願
Overseas applicants

5,000円
5,000yen

Admissions Information

■選考の流れ

　政治学研究科ジャーナリズムコースの一般入学試験では、英語力審
査と研究計画書等の書類審査ならびに、筆記試験を合わせた1次試験
と、自身の研究計画書をもとに行なわれる2次面接試験により審査し
ます。各試験においては、自身の研究課題に対して多様なアプローチ
を可能とする分析手法や評価方法をはじめとして、様々な演習や実習
を通して修士論文・博士論文を書き上げる地力を持ち合わせているか
が重要な選考基準となります。

The admissions for the Journalism Course in GSPS consists of the 
first screening, which includes written examination, a screening of the 
applicant’s English proficiency and document screening of the research 
plan, etc., and the second screening, where an interview will be given 
based on the examinee’s research plan. An important screening criterion 
in the admissions is whether an examinee has the capability to complete 
the Master’s thesis and/or Doctoral dissertation through various seminars 
and practical courses, including analysis or evaluation methods which 
will enable multifaceted approaches to the examinee’s research tasks.

Screening Flow

■募集人員・学位 Admission Quota and Degrees Awarded

※正規生としてではなく、政治学研究科の科目を履
修する「科目等履修生」制度もあります。

　詳細は当研究科ホームページにて確認してください。

入試の流れ　Admissions Procedure

一般入学試験・学内推薦入学試験
General Admission・Special Admission for Waseda University

特別AO入学試験
Special AO Admission

出　願
Webサイトにて入試要項を確認し、所定の出願期間に必要な出願
書類を提出します。

Application 
After confirming details in the Admission Guidelines on the website, submit 
the necessary application documents during the specified application 
period.

Step
1

事前取材課題作成または実務作品
研究科の指定するテーマに関する記事作品を作成します。  
実務社会人経験がある場合は過去の実務作品を提出することが
できます。

Interview task before apply 
Create an article work on the subject specified by the Graduate School.

第1次試験
英試能力審査、書類審査および筆記試験

※英語能力試験（TOEFL、TOEIC、IELTS）のスコアを提出する必要があ
ります(推薦入学試験は提出不要)。

※筆記試験の対象は一般入学試験志願者のみです。

First Screening 
Screening of the applicant’s English proficiency and submitted documents 
and written examination. 
A score of either TOEFL, TOEIC, or IELTS needs to be submited 
(only General Admissions). 
Written Examination is for appricants of general admission.

Step
2

出　願
Webサイトにて入試要項を確認し、所定の出願期間に必要な出願
書類を提出します。

Application 
After confirming details in the Admission Guidelines on the website, submit 
the necessary application documents during the specified application 
period.

第2次試験
第1次試験合格者に対し、大学の指定する日時に面接審査を実施
します。  
面接時間は20分間。これまでに修得した知識についてだけでは
なく、対話を通じて理解力やコミュニケーション力についても
審査します。

Second Screening 
Applicants who pass the first screening are given an interview at a time 
and date specified by GSPS. 
The interview lasts 20 minutes, during which the interviewer engages in 
dialogue with the applicant in order to evaluate the applicant’s 
communications skills and previously acquired knowledge.

Step
3

第1次試験
書類審査、および筆記試験

First Screening 
Screening of submitted documents and written examination.

第2次試験
第1次試験合格者に対し、大学の指定する日時に面接審査を実施
します。  
面接時間は30分間。これまでに修得した知識についてだけでは
なく、対話を通じて理解力やコミュニケーション力についても
審査します。

Second Screening 
Applicants who pass the first screening are given an interview at a time 
and date specified by GSPS. 
The interview lasts 30 minutes, during which the interviewer engages in 
dialogue with the applicant in order to evaluate the applicant’s 
communications skills and previously acquired knowledge.

入学手続き
学費等の振込と入学手続きに必要な書類等の提出を所定期間内
に行ないます。

Entrance Procedure 
Successful applicants pay tuition, etc., and submit documents required for 
enrollment during the specified period.

Step
4

入学手続き
学費等の振込と入学手続きに必要な書類等の提出を所定期間内
に行ないます。

Entrance Procedure 
Successful applicants pay tuition, etc., and submit documents required for 
enrollment during the specified period.

Administration Office, Waseda University Graduate School of Political Science 
早稲田大学大学院政治学研究科　入試担当QRコード

2019年度
入試要項の

ダウンロードは
こちら⇒

お問い合わせ：Email　gsps-admission@list.waseda.jp

https://www.waseda.jp/fpse/gsps/appilicants/admission-literature/

Download necessary documents from the website above.
上記Webサイトより必要書類をダウンロードしてください。

Send inquiries by email to: gsps-admission@list.waseda.jp

修 士 課 程
Master’s Program 

定員：60名
Admission Quota

学位：修士（ジャーナリズム）
Degree：Master of Arts in Journalism

博 士 後 期 課 程
Doctoral Program 

定員：10名
Admission Quota

学位：博士（ジャーナリズム）
Degree：Doctor of Journalism
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■入試日程

■初年度納入金   2018年度政治学研究科ジャーナリズムコース４月入学者額（ご参考）

Adnissions Schedule

First-year Payment
(For AY2018 April Enrollees)

Admissions Information

修士課程 Master’s Program

2019年度4月入試 2019 April Admissions

2019年度9月入試 2019 September Admissions ジャーナリズムコース特別AO Special AO Admission

修士課程

　　
第１期　First Application Period 第２期　Second Application Period 

国内出願
Domestic applicants

国外出願（※1）

Overseas applicants (*1)
国内出願のみ

Domestic applicants only

出願期間
Application Period

2018年5月9日（水）～2018年5月18日（金）
May 9, 2018 ~ May 18, 2018

2018年11月19日（月）～2018年11月26日（月）
November 19, 2018 ~ November 26, 2018

筆記試験
Written Examination

2018年6月16日（土）
June 16, 2018

2018年12月22日（土）
December 22, 2018

第１次審査合格者発表
Announcement of Successful Applicants 

(First Screening)

2018年6月29日（金）
June 29, 2018

2019年1月18日（金）
January 18, 2019

第２次審査（面接試験）
SecondScreening 

(interview)

2018年7月14日（土）または2018年7月15日（日）
July 14, 2018 or July 15, 2018

2019年2月2日（土）または2019年2月3日（日）
February 2, 2019 or February 3, 2019

最終合格者発表
Announcement of 

successful Applicants (Final)

2018年7月20日（金）
July 20, 2018

2019年2月15日（金）
February 15, 2019

入学手続期間
Entrance Procedure Period

第１次手続：2018年7月26日（木）～2018年8月2日（木）
July 26, 2018 ~ August 2, 2018

2019年3月4日（月）～2019年3月8日（金）
March 4, 2019 ~ March 8, 2019

第２次手続：2019年3月4日（月）～2019年3月8日（金）
March 4, 2019 ~ March 8, 2019

─

※1　国外出願は第1期のみの募集となります。
*1  Overseas applicants can only apply during the first application period.

国内出願
Domestic applicants

国外出願
Overseas applicants

出願期間
Application Period

2019年2月中旬
Scheduled for mid-February

筆記試験
Written Examination

2019年3月中旬
Scheduled for mid-March, 2019

第１次審査
合格者発表

Announcement of Successful Applicants 
(First Screening)

2019年4月中旬
Scheduled for mid-April, 2019

第２次審査
（面接試験）
SecondScreening 

(interview)

2019年5月中旬
Scheduled for mid-May, 2019

最終合格者発表
Announcement of 

successful Applicants (Final)

2019年5月下旬
Scheduled for the end of May, 2019

入学手続期間
Entrance Procedure Period

2019年6月頃
Scheduled in June, 2019

2019年４月入学
（第1期）

2019 April Admissions

2019年4月入学（第2期）／
2019年9月入学（第1期）

2019 April/ September Admissions

事前課題発表 2018年3月28日（水）
March 28, 2018

2018年10月8日（月）
October 8, 2018

出願期間
Application Period

2018年5月9日（水）～ 
5月18日（金）

May 9, 2018 ~ May 18, 2018

2018年11月19日（月）～ 
11月26日（月）

November 19, 2018 ~ November 26, 2018

筆記試験
Written Examination

2018年6月16日（土）
June 16, 2018

2018年12月22日（土）
December 22, 2018

第１次合格者
発表日

Announcement of 
Successful Applicants 

(First Screening)

2018年6月29日（金）
June 29, 2018

2019年1月18日（金）
January 18, 2019

第2次試験
（面接試験）
SecondScreening 

(interview)

2018年7月14日（土） 
または15日（日）

July 14, 2018 or July 15, 2018

2019年2月2日（土） 
または3日（日）

February 2, 2019 or February 3, 2019

最終結果発表日
Announcement of 

successful 
Applicants (Final)

2018年7月20日（金）
July 20, 2018

2019年2月15日（金）
February 15, 2019

入学手続期間
Entrance Procedure 

Period

第1次手続： 
2019年7月26日（木）～ 
8月2日（木） 
July 26, 2019 ~ August 2, 2019 2019年3月4日（月）～ 

8日（金） 
March 4, 2019 ~ March 8, 2019第2次手続： 

2019年3月4日（月）～ 
8日（金）
March 4, 2019 ~ March 8, 2019

博士後期課程 Doctoral Program

2019年度4月入試 2019 April Admissions

国内出願
Domestic applicants

国外出願
Overseas applicants

出願期間
Application Period

2019年1月9日（水）～ 
2019年1月11日（金）

January 9, 2019 ~ Junuary 11, 2019

2018年5月9日（水）～ 
2018年5月18日（金）
May 9, 2018 ~ May 18, 2018

第１次審査 
合格者発表

Announcement of 
Successful Applicants 
(First Screening)

2019年2月15日（金）
February 15, 2019

2018年6月29日（金）
June 29, 2018

第２次審査 
（面接試験）
SecondScreening 

(interview)

2019年2月25日（月）
February 25, 2019

2018年7月14日（土）または 
7月15日（日）

July 14, 2018 or July 15, 2018

最終合格者発表
Announcement of 

successful 
Applicants (Final)

2019年3月1日（金）
March 1, 2019

2018年7月20日（金）
July 20, 2018

入学手続期間
Entrance Procedure 

Period

2019年3月4日（月）～ 
2019年3月8日（金）
March 4, 2019 ~ March 8, 2019

2018年7月26日（木）～ 
2018年8月2日（木）
July 26, 2018 ~ August 2, 2018

国内出願
Domestic 
applicants

国外出願
Overseas 
applicants

出願期間
Application Period

2019年5月中旬
Scheduled for mid-May, 

2019

2019年2月中旬
Scheduled for mid-

February, 2019

第１次審査 
合格者発表

Announcement of 
Successful Applicants 
(First Screening)

2019年6月下旬
Scheduled for the end of 

June, 2019

2019年4月中旬
Scheduled for mid-April, 

2019

第２次審査 
（面接試験）
SecondScreening 

(interview)

2019年7月中旬
Scheduled for mid-July, 

2019

2019年5月中旬
Scheduled for mid-May, 

2019

最終合格者発表
Announcement of 

successful 
Applicants (Final)

2019年7月下旬
Scheduled for the end of 

July, 2019

2019年5月下旬
Scheduled for the end of 

May, 2019

入学手続期間
Entrance 

Procedure Period

2019年7月下旬
Scheduled for the end of 

July, 2019

2019年６月頃
Scheduled in June, 2019

2019年度9月入試 2019 September 
Admissions

学費等　Tuition, etc.
修士課程　Master’s Program 博士後期課程　Doctoral Program

初年度納入額（円)　 Amount of First-Year 
Payment (yen) 初年度納入額（円)　 Amount of First-Year 

Payment (yen)

入学金
Admission Fee 200,000 200,000

授業料
Tuition Fee 880,000 448,000

演習料
Seminar Fee 6,000 6,000

学生健康増進互助会費
University Student Health Promotion

Mutual Aid Association
3,000 3,000

学会入会金（初年度のみ）
Society Enrolment Fee

(First year only)
2,000 2,000

学会会費
Society Membership Fee 1,500 1,500

合　計
Total 1,092,500 660,500

※学費等（入学金・学会入会金を除く）は半期ごとの納入となります。
※当大学・当大学大学院または専攻科の在学・卒業・修了または退学者が入学する場合、入学金が免除されます。
※当学政治経済学部、政治学研究科、または経済学研究科出身者は、学会入会金が免除となります。
※演習料、諸会費は改定されることがあります。

*The payment of tuition fees (except for Admission Fee and Society Enrollment fee) must be made in two halves on a per semester basis.
* Enrollees who have officially registered in and paid the admission fee for the Undergraduate School or Graduate School of Waseda University in the past are 
exempt from the admission fee.

* Enrollees who have graduated from the Waseda University School of Political Science and Economy, Graduate School of Political Science, or Graduate 
School of Economics are exempt from Society Enrollment Fee.

*Please be aware there may be changes to the seminar fee or membership fees.
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留学について
　早稲田大学は約300校を超える海外協定校を有してお
り、当研究科の学生も大学間の協定による交換留学プロ
グラムを利用して海外へ留学するチャンスがあります。
　研究テーマに応じて、世界最先端の研究拠点に留学す
ることは、自身の研究の幅を大きく広げることにつなが
ります。留学の機会を積極的に活用することができるの
も、早稲田大学そして当研究科の大きな魅力と言えるで
しょう。

■当研究科学生の主な留学先（過去 3 ヶ年）

Waseda University has concluded interuniversity agreements with more than 300 
universities overseas. Our students can take advantage of the exchange programs 
established by these agreements to study abroad.
Pursuing research at a center of cutting-edge research adds significant depth to 
a graduate student’s research. The exchange programs available to students are 
one of the most appealing features of GSPS and Waseda University.

Study Abroad

Main Foreign Exchange Destinations (Past 3 Years)

年度 主な留学先

2015

2016

Main Exchange Destinations

ニューヨーク市立大学、バーミンガム大学、ミシガン大学、
パリ第一大学、ボストン大学、北京大学、韓国外国語大学
校、国立台湾大学、ブリュッセル自由大学、国立政治大学、
カリフォルニア大学サンディエゴ校、カリフォルニア大学
デービス校

The City University of New York、University of Birmingham、
University of Michigan、Pantheon Sorbonne University (Paris 
I)、Boston University、Peking University、Hankuk University of 
Foreign Studies、National Taiwan University、Free University 
of Brussels、National Chengchi University、University of 
California, San Diego、University of California, Davis

2017

ブリュッセル自由大学、ロンドン大学・ロイヤル・ホロウェ
イ校、ミシガン大学、オハイオ州立大学、浙江大学、パリ第
三大学（ソルボンヌ・ヌーヴェル）、カリフォルニア大学・
デービス校、エセックス大学、パリ第一大学（パンテオン·
ソルボンヌ大学）、ニューヨーク市立大学

Free University of Brussels, Royal Holloway, University of 
London、University of Michigan、Ohio State University、
Zhejiang University、New Sorbonne University (Paris III)、
University of California, Davis、University of Essex、Pantheon 
Sorbonne University (Paris I)、The City University of New York

Academic 
Year

ロンドン大学・ロイヤル・ホロウェイ校、ミシガン大学、オ
ハイオ州立大学、浙江大学、パリ第三大学（ソルボンヌ・
ヌーヴェル）、ボストン大学、カリフォルニア大学・デービ
ス校、エセックス大学、ミズーリ大学、パリ第一大学（パン
テオン·ソルボンヌ大学）、ニューヨーク市立大学

Royal Holloway, University of London、University of Michigan、
Ohio State University、Zhejiang University、New Sorbonne 
University (Par is III)、Boston University、University of 
California, Davis、University of Essex、University of Missouri、
Pantheon Sorbonne University (Paris I)、The City University of 
New York
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