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秋学期も授業方針に変更はありませんが、科目によっては、授業方法区分が変更される場合があります

（例：対面→リアルタイム配信）。最新の授業方法区分等は、シラバスを随時確認してください。 

対面授業の場合には、ご自身が感染源にならないような体調管理のほか、授業においては感染対策へ

の今までにも増した意識的な行動をお願いします。対面授業に不安がある場合には、まず担当教員に相

談してください。本研究科では、いわゆるハイブリッド形式の授業など、この状況下であっても最善の

形態でしっかり授業ができるように対応してまいります。 

2021 年 9月 9日 政治学研究科 

 

-------------------------------------2021年 2月 8日掲載文------------------------------------- 

政治学研究科の新入生・在学生のみなさんへ 

 

2021年 4月以降の授業形態に関して、現時点での情報をお伝えしたいと思います。政治学研究科としては、

大学全体の方針に沿って最大限、教場の授業を提供できるよう努力と準備をしています。また、同時に、み

なさんには、さまざまな理由があって教場授業への参加ができない場合があると思います。政治学研究科で

は、そのような場合に備えて、オンラインでも参加できるように最大限の配慮と工夫をしますので、安心し

てください。具体的にどの授業がどのように実施されるのかについては、2021 年 3月 5日に公開されるシ

ラバスを参照してください。なお、現時点では、以下の方針で準備をしています。よく情報を確認していた

だければと思います。コロナパンデミックの下でもみなさんに充実した教育と研究の場を提供するべく、教

職員一同努力を続けます。このチャレンジに力を合わせ、立ち向かいましょう。 

 

政治学研究科の授業実施方針について 

全学的に対面授業の拡大が求められていることに鑑み、2021 年度における本研究科の授業実施方針は、以

下の通りとします。  

なお、新型コロナウィルスの感染状況によってはその時点での大学方針に従って、全てオンライン授業に切

り替えることがあります。 

1) 専門研究セミナー（ジャーナリズムコースのマスタープロジェクト含む）は、対面での研究指導

が適宜組み入れられる。 

2) 専門研究セミナー以外の科目は、授業の特性等に応じて担当教員の判断で授業実施方式（「対面」

「オンラインと対面の併用」「オンライン」のいずれか）が決定される。 

なお、ジャーナリズムコースの「インターンシップ」、グローバル公共政策コースの「インター

ンシップ」「フィールドスタディ」が「対面」または「オンラインと対面の併用」で実施される

場合、学期の途中で感染状況が悪化し、対面での実施が不可能となった際は、対面部分をオンラ

インで代替する。 

各科目の詳細は 3月 5日（金）に公開されるシラバスにてご確認いただけます。また、本研究科の方針を踏

まえた科目ごとの授業実施形態（対面、リアルタイム配信、オンデマンド、等）について、2021年 3月中

旬頃にシラバス上で確認することができます（シラバスは 3月 5日（金）に公開予定ですが、当該機能の実

装は 3 月中旬を予定しております）。 

なお、渡日できない留学生など対面授業に参加できない学生は、適宜、担当教員へ配慮を申し出ることがで

きます。 

 

【参考リンク】 

・シラバス検索システム（2021 年度版は 3月 5日より公開します） 

 https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php 

・科目登録関連情報（2021 年度版は 3月上旬を目途に更新します） 

https://www.waseda.jp/fpse/gsps/students/program/  

https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php
https://www.waseda.jp/fpse/gsps/students/program/


 

There will be no change in the class policy for the fall semester. However, for some courses, the class method may 

be changed (e.g., from face-to-face to real-time delivery).Please check the syllabus for the latest class schedule. 

In the case of face-to-face classes, please take care of yourself so that you do not become a source of infection, 

and be more aware of infection control measures in class. If you have any concerns about face-to-face classes, 

please consult with your instructor first. Even under these circumstances, we will take steps to ensure that our 

classes are taught in the best way possible, including hybrid format classes. 

September 9, 2021 

Graduate School of Political Science 

 

--------------------------------Text published on February8, 2021---------------------------------- 

 

Dear incoming and current students of the GSPS, 

 

We would like to share the information on our teaching style from April 2021 below.  We are doing our best to 

provide in-person classes as many as possible in line with the entire Waseda University's counter COVID-19 

policy.  However, we understand that some of you may not be able to come to the campus for variety of reasons.  But 

please do not worry.  Our teaching staffs will do their best not to leave you behind by providing on-line instruction 

options.  Detailed information regarding venue and style of teaching for each course will be available in our syllabus 

on the web after March 5th 2021.  Our general guideline/policy for teaching style of AY2021 is as follows.  Even in 

this corona pandemic, we promise you best possible environment for your study at Waseda. Let's overcome this 

challenge together! 

 

GSPS Policy on Form of Instruction 

In light of University-wide calls for expanding in-person class offerings, the policy on teaching courses at the 

Graduate School of Political Science for the 2021 academic year is as provided below.  

However, please note that all courses will be subject to switching to online instruction in accordance with the 

University policy at the time, based on the severity of the spread of COVID-19. 

  

1) In-person sessions shall be incorporated into research guidance courses as deemed necessary by the 

instructor. 

2) For all courses other than research guidance, the form of instruction (in-person, online, or a combination 

of online and in-person) shall be determined by the judgment of the instructor based on the 

characteristics of the course and any other applicable considerations. 

  

Students will be able to check the syllabus for each course starting Friday, March 5. In addition, based on the policy 

on teaching courses, the format of classes for each subject (face-to-face, real-time delivery, on-demand, etc.) will be 

available on the syllabus around mid-March 2021 (the syllabus is scheduled to be released on Friday, March 5, but the 

implementation of this function is scheduled for mid-March). 

Students who cannot attend in-person classes due to unavoidable circumstances (such as international students who 

are unable to travel to Japan) are allowed to request special consideration for absence from their course instructors. 

 

【Links】 

・Web Syllabus Search System (Syllabuses for 2021 will be available starting March 5） 

 https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en 

・Course Registration Information (Information for spring semester course registration will be updated early March) 

https://www.waseda.jp/fpse/gsps/en/students/program/ 

https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en
https://www.waseda.jp/fpse/gsps/en/students/program/

