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政治学研究科 入学生各位 

  

政治学研究科に 9月から入学する皆さんに、新学期である秋学期の授業形態についてお知らせ

したく、本文書をお送りいたします。 

  

ご存じの通り、今年度の授業のあり方は、新型コロナウィルスによる感染拡大の状況を受けて、

様々に変更を余儀なくされております。 

春学期につきましては、感染拡大の渦中に政治学研究科の学生諸氏が巻き込まれることを防止

するために、全授業がオンライン授業として開講されることになりました。 

その後、感染状況の変化により本年 7月 15日付で、「2020年度秋学期授業について」と題す

る文書が発出され、早稲田大学は、9月 25 日から開始される秋学期授業について、オンライン

授業を基本としながら、教室での対面授業を一部再開する予定となりました。 

  

このような状況の変化に対し、このたび、政治学研究科の方針を下記のように決定しましたの

で、お知らせいたします。なお、以下の方針は、現時点での方針です。今後の新型コロナウィル

スの感染拡大状況などによって、この方針は変更を余儀なくされる可能性が依然として存在して

います。 

感染拡大が激化した場合には、大学、政治経済学術院、または政治学研究科の判断によって、

2020年度秋学期の授業科目は、全面的にオンライン授業として実施されることになることもあ

りますので、ご了解ください。 

  

1.教室での授業(対面授業)を実施する科目について 

政治学研究科では、全学方針を踏まえ、対面授業による教育効果と現在確保している教室数の

現状に鑑み、専門研究セミナー、ジャーナリズムコース実践科目およびマスタープロジェクトの

授業科目で、対面授業の実施が望ましいと、担当教員が判断しその実施を希望したものについて、

教室での授業を実施することとしました。 

具体的な科目については、以下の対面授業実施リストを参照し確認してください。 

  

【2020年度秋学期対面授業実施科目】 

https://www.waseda.jp/fpse/gsps/assets/uploads/2020/08/2020taimen.pdf 

  

なお、このリストに掲載されている情報は、履修登録前に変更される可能性があります。今後、

シラバスやWaseda Moodleなどに記載される最新情報を確認のうえ、科目登録を行ってください。 

  

https://www.waseda.jp/fpse/gsps/assets/uploads/2020/08/2020taimen.pdf


2.重要な留意事項 

対面授業を実施する科目を履修する場合、履修科目登録に際しては、以下の留意事項を熟読し、

科目の担当教員と十分に相談して、授業の受け方を決定するようにしてください。 

  

(1) 対面授業への出席は強制的なものではないこと。 

新型コロナウィルスの感染状況に鑑みて、自分および家族への感染リスクに強い懸念を持って

いる者、春学期の授業の全面的なオンライン化によって通学圏外の実家などに戻り、科目の数が

限定されている秋学期の対面授業に出席するためにのみ通学圏内に居住することが困難である

者、渡日が不可能である者など、対面授業に出席することが困難である者は、対面授業への出席

を強制されるものではありません。 

  

秋学期の授業を対面授業として実施する科目の担当教員には、それへの出席が強制されないこ

とを周知しています。出席が困難な学生諸氏は、その旨を担当教員に率直に伝え、オンラインに

よる出席などの措置をとってもらえるよう、相談するようにしてください。 

また、そのような措置がとられないような場合には、早い時期に、政治学研究科事務室に相談

するようにしてください。 

  

(2) 対面授業の前後にオンラインでのライブ授業科目がある場合。 

皆さんのなかには、対面授業の前後にライブで行われるオンライン授業を履修する必要のある

人もおられると思います。 

政治学研究科の多くの講義科目は、重要文献の輪読と討議を中心とするインターラクティブな

ゼミ形式をとっています。従って、オンライン授業であっても、発言を要求されるためにマイク

を使って発話する必要があるものがほとんどです。 

しかし、そのような発話を通じてのライブ授業を、同じ授業を履修していない他の学生とのト

ラブルなく実施できる学習環境（たとえば個室の用意など）を完全に確保することは、現時点で

は極めて困難です。 

くわえて、校舎内の感染防止環境の確立には大学が全力をあげて努力しますが、それでも校舎

内に多くの学生が滞留することは、クラスター感染のリスクを高めることとなるため、望ましく

ありません。このように対面授業の前後にオンラインでのライブ授業がある学生諸氏は、対面授

業の科目の担当教員と、十分に協議したうえで履修を決定するようにしてください。 

  

(3) 秋学期開講科目のシラバスなど授業の情報に留意してください。 

対面授業を実施する科目のシラバスや Waseda Moodle での授業内容の説明などで、対面授業の

方法や対面授業に出席できない人への対応などについて、今後新たな記載がなされることになり

ます。秋学期の履修科目登録に際しては、それらを熟読して、必要な場合には担当教員と十分な

連絡と相談を行うようにしてください。 



3.最後に 

新入生の皆さんが、大学院での新しい研究学習生活の開始が、このような特殊な形態をとらざ

るを得ないこと、誠に遺憾に存じます。しかし、新型コロナウィルスの感染拡大については、残

念ながら未だにその完全な防止策は見いだされていません。 

  

政治学研究科執行部および事務局スタッフは、一刻も早く正常な状況に戻れることを強く願い

つつも長期戦を想定しており、学生諸氏の健康の保全を第一義として、この異常事態においても

実質のある効果的な授業の遂行にむけて、教職員が一丸となって全力を尽くしています。 

  

新入生諸氏には、このことをご理解いただきたく存じますとともに、なにとぞ、各位ご自身も

感染回避のために油断なく細心の注意を払っていただきたく、強く心からお願いいたします。 

学内だけでなく登下校の途上など学外環境においても、感染回避の最大の努力をされますよう、

強くお願いいたします。 

  

なお、入学式や入学ガイダンスなどの、新入生向け行事につきましては、今後の感染状況に鑑

みつつ、その開催の可否を判断して参ります。今後、メールなどによりご連絡申し上げますので、

ご留意いただきますようお願いいたします。 

  

ワクチンおよび特効薬などの開発により、新入生の皆さんと正常な状況下でお会いすることが

できる日が一日も早く到来することを、ただただ祈っております。 

  

2020年 8 月 

政治学研究科長 

田中 孝彦 

  

  

========== English ========== 

  

Information Regarding AY2020 Fall Semester Courses at the Graduate School of Political 

Science 

  

Dear Students of the Graduate School of Political Science, 

  

We are sending this notification to inform newly enrolled students about fall semester 

courses for the 2020 academic year. 



As you may be aware, courses for this year have been forced to adjust to the situation 

of the contagion of COVID-19, and for this spring semester, all classes were delivered 

online in order to protect students from infection. Later, given the changes in the rate 

of infections, in an announcement “(For Students) Information regarding Fall 2020 Semester” 

released on July 15, Waseda University informed students its policy on fall semester 

courses: while most fall semester classes starting on Wednesday, September 25, are to be 

taught online, certain classes will be held in the classroom. 

The current policy regarding fall semester courses at the Graduate School of Political 

Science is as follows. Please understand that we may have to change our policy depending 

on the situation of contagion of COVID-19. In the event of a serious increase in the spread 

of COVID-19, Waseda University, the Faculty of Political Science and Economics, or the 

Graduate School of Political Science may decide that all fall semester courses will be 

held online. 

  

1. Fall Semester Courses Which Will be Held In-Person 

In accordance with the university-wide policy regarding fall semester courses, the 

Graduate School of Political Science has taken into account the higher educational 

effectiveness of in-person classes and the number of available classrooms, and decided 

that certain seminar courses, practical “hands-on” type and Master Project journalism 

courses will be conducted in the classroom, if the instructor of the course deems it is 

desirable. 

Refer to the following list of courses which will be conducted in the classroom. 

  

【AY2020 Fall Semester Courses Conducted in the Classroom】 

https://www.waseda.jp/fpse/gsps/assets/uploads/2020/08/2020taimen.pdf 

  

Please note that the courses listed above may change before the course registration period. 

Be sure to check for updated information on the syllabus of Waseda Moodle before registering 

for the course. 

  

  

2. Important Points You are Required to Consider 

If you are registered for a course which will be held in-person, you must read carefully 

and keep in mind the following three important points. Be sure to consult the instructor 

of the course with regard to how you will participate in the class. 

  

https://www.waseda.jp/fpse/gsps/assets/uploads/2020/08/2020taimen.pdf


(1)Physical Attendance at the Classroom is Not Compulsory 

For those who are strongly concerned about the risk of being infected/infecting family 

members, or those who have returned to their parents’ homes outside of the commutable 

area, or those who cannot enter the country, physical attendance at the classroom is not 

compulsory.  

The instructors of the courses listed above have been informed that the Graduate School 

of Political Science does not require students to attend classes by physically going to 

the classroom. Students who are unable to go to the classroom should consult the instructor 

of the course and discuss alternative ways to participate, such as through web conferencing 

platforms. If the instructor fails to provide an alternative measure, you are strongly 

advised to contact the Administrative Office of the Graduate School of Political Science 

immediately. 

  

(2)For Students Registered for Online Courses Scheduled Before and/ or After In-Person 

Courses 

Some students may be registered for live streamed online courses scheduled before or after 

in-person courses. While we understand that many courses at the Graduate School are seminar 

type courses based on interactive reading and discussion of literature, and that students 

will be required to actively participate by speaking, at the moment it is difficult to 

secure a private learning environment for each student. In addition, while the university 

will do its best to take preventative measures, the risk of infection inevitably grows 

with the increase in number of students who stay on campus. In order to avoid the risk 

of infection as much as possible, we ask students, especially those who are registered 

for live streamed online courses scheduled on the same day, to discuss with the instructor 

on how to attend classes, before finally registering for the course. 

  

(3)Be Aware of Information on the Syllabuses, etc. for Fall Semester Courses 

Information on the syllabus and contents on Waseda Moodle will be updated for in-person 

courses, regarding how classes will be conducted and alternative measures for those who 

cannot physically participate in the classroom. We ask students to thoroughly read the 

provided information and contact the instructor if necessary. 

  

  

3. One Last Thing…. 

Unfortunately, measures to completely contain the spread of COVID-19 have not yet been 

developed. Although the Graduate School of Political Science strongly hopes to return to 



normal conditions as soon as possible, it is also our utmost priority to protect the health 

of all of our students, and our faculty and staff are striving together to do so. We would 

like students to understand this, and at the same time, pay the closest attention to their 

own health. We also strongly urge students to make the effort and take measures to prevent 

infection not only on campus, but also during their commute to and from the university.  

The Graduate School of Political Science will determine whether or not to hold events such 

as the matriculation ceremony and orientation sessions, under careful consideration. 

Students will be notified through announcements on the Graduate School of Political Science 

website or email etc., so please make sure to check for information thoroughly. It is our 

sincere hope that things will return to normal, and we will be able to meet all of you 

under normal conditions, as soon as possible. 

  

August, 2020 

Dean of the Graduate School of Political Science 

Takahiko Tanaka 

 


