
2021 年 10 月 

２０２１年度第２回領域修了試験／基礎習得認定試験について 

   大学院政治学研究科 

受
験
出
願
受
付 

受付期間: ２０２１年１１月２日(火)９：００ ～１１月８日(月) １７:００ 

受付: 受験届(ホームページより各自ダウンロードして使用)に必要事項を記入のうえ、以下リンク先にある

MyWaseda の申請フォームから提出してください。 

URL：https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=398003053 

試
験
領
域
・
分
野 

政治学コース 

受験する主領域、および、副領域を以下よりそれぞれ記入してください。 

（現代政治研究領域 政治思想・政治史研究領域 比較政治研究領域 国際関係研究領域 公共政策研究領域） 

ジャーナリズムコース 

【必修】共通分野：ジャーナリズム分野 

【選択】専門分野 以下より一つ選択してください。 

（メディア分野 政治分野 国際分野 経済分野 文化分野 科学技術分野） 

そ
の
他 

・受験申込を行った学生に対して、申込み締切後にメールにて公表問題（PDF版）をお送りします。 

・試験当日は、公表問題のうち、一部の問題が実際に出題されます。受験者は、当日出題された問題より

以下の通り解答してください。 

 

政治学コース    ：  

主領域・・・３題以上が出題され、その中から２題を選択して解答 

副領域・・・２題以上が出題され、その中から１題を選択して解答 

 

ジャーナリズムコース： 

共通分野（ジャーナリズム分野）・・・３題以上が出題され、その中から２題を選択して解答、 

専門分野 ・・・・・・・・・・・・・２題以上が出題され、その中から１題を選択して解答 

 

・受験する領域、分野について、当日の変更は認めません。 

試
験
日
時
及
び
試
験
結
果
発
表
等 

【日  時】 ２０２１年１２月１０日（金） １３：００～１６：００ 

【場  所】 ３号館１１階１１０４教室 

【受験上の注意】 

・学生証、筆記用具を必ず持参し、机上に学生証を提示願います。 

・答案は黒または青のペンまたはボールペンを用いて作成してください。フリクション等、文字を消せるペ

ンは使用できません。文字を消せる筆記用具で作成された答案は無効とします。 

・試験中は学生証、筆記用具以外の物はカバン等にしまい、携帯電話等の電源スイッチは切って下さい。 

・遅刻者は試験開始後２０分まで受験を認めます。 

・試験開始後３０分経過するまでは試験会場からの退出を認めません。 

・キャンパスの入構にあたっては、当日自宅で体温測定を行い、平熱であること、新型コロナウイルス感染

症が疑われる症状がないことを必ず確認して下さい。 

・構内（事務所、教室等含む）ではマスク着用、手洗い、手指消毒の励行を徹底してください。 

【試験結果発表】 ２０２２年１月２１日(金)１０：００～（予定） 

Mywasedaのお知らせ欄にて通知。通知時には受験者にメールをお送りします。 

 

以上 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=398003053


October, 2021 

Information: About the 2nd Qualifying Examination / 
Basic Knowledge Confirmation Examination in AY2021 

Graduate School of Political Science office 

[Application Details] 

Application Period: From November 2  9:00am to November 8  5:00pm, 2021 

How to Submit Application: Use the following URL (link to MyWaseda) to submit documents ． 

SUBMISSION LINK：https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=398003053 

[Examination Research Area] 

Political Science Course 

Please select main research area and sub research area from below. 

（Contemporary Politics, Political Thought and Political History, Comparative Politics, International Relations,  

Public Administration） 

Journalism Course 

[Compulsory] Common Area: Journalism research area 

[Elective] Specialized research area: Please select 1 area from below. 

（Media, Political Science, International Studies, Economics, Cultural Studies, Science and Technology） 

[Other Notice] 

⚫ We will distribute the proclaimed questions list (PDF version) by email after application. 

⚫ On the day of the examination, a part of proclaimed questions will be set.  

Political Science Course :  

Main Research Area ・・・There will be three or more questions and you must choose two of them. 

Sub Research Area  ・・・There will be two or more questions and you must choose one of them. 

⚫ You are not allowed to change the area after your application. 

[Examination Date and the Result Announcement Date] 

Examination Date: Friday, 10th December 2021 From 1:00 p.m. to 4:00 p.m. 

Examination Place: 1104 classroom, 11th floor, Building 3 

Notice of the examination: 

⚫ Bring your student ID card and writing materials, and put your student ID card on the desk. 

⚫ Please use a black or blue pen or ballpoint pen to write your answers. Erasable pens such as Frixion are 

not acceptable. Answers written with erasable pens will be invalid. 

⚫ Please put away things other than writing materials in your bag. While taking examination, please turn 

off your cellular phone. 

⚫ If you are late, you may begin the examination up to 20 minutes after the starting time. 

⚫ Leaving the examination room is not permitted until 30 minutes after the starting time. 

⚫ On the day you come to campus, take your temperature at home and make sure that it is at average 

body temperature and that you show no symptoms of the novel coronavirus infection. 

⚫ When you are on campus (including administrative offices and classrooms), please wear a mask at all 

times, wash your hands thoroughly, and disinfect your hands and fingers as often as possible. 

Result Announcement: Friday, 21th January 2022 at 10:00 a.m. 

We will notify you in the announcement section of Mywaseda. An email will be sent to the applicants at 

the time of notification.  

 

https://my.waseda.jp/application/detail/application-detail?communityContentLinkId=398003053

