
------------------------------------------------------- (English Follows Japanese) ------------------------------------------------------- 

2022 年度 政治学研究科 授業実施方針 

 

政治学研究科 新入生・在学生 各位 

 

大学方針や社会情勢等を鑑み、2022年度における本研究科の授業実施方針は、以下の通りとする。ただし、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る。 

 

(1) 専門研究セミナー（Ｊコースのマスタープロジェクト含む。以下同様。）は、対面での研究指導を適宜組み入れる。 

(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）を

決定するものとする。 

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」を「対面」または「オンラインと対面の併用」で

実施する場合、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に備え、対面部分をオンラインで代替実施できるように準備を行うものと

する。 

 

各科目の詳細は、2022年 3 月 4 日（金）に公開予定のシラバスを確認すること。 

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。ただし、配慮する対象は、対面授業へ参加しようとしても

できない場合（例：ビザの発給ができない、基礎疾患を有する等）に限り、そうではない場合（例：就職活動のために日本国外へ一時帰国する等）は、担当

教員の判断で配慮するか否かを決定できるものとする。 

 

2021年 12月 8日 

政治学研究科長 

久米 郁男 

【参考リンク】 

・シラバス検索システム： https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php 

 

 

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


---------------------------------------------------------------- (English) ---------------------------------------------------------------- 

Graduate School of Political Science - Operation Policy for AY2022 Courses 

 

Dear Students who are Entering GSPS in 2022, and Current GSPS Students, 

 

In light of University policy, social conditions etc., the operating policy for Graduate School of Political Science courses for the 2022 academic year is as 

provided below. However, all courses will be subject to switching to online instruction in accordance with University policy at the time, which will be 

determined based on the severity of the spread of novel coronavirus infections. 

 

(1) In principle, research guidance will be conducted in-person. 

(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 course's instructor based on the characteristics of the course and any other applicable considerations. 

 

[Note] 

Students will be able to check the syllabus for each course starting Friday, March 4, 2022. 

Students who cannot attend in-person classes, including in cases of international students who are unable to travel to Japan, are allowed to ask instructors for 

all due consideration. However, consideration will be given only in cases where the student wish to attend in-person classes but are unable to do so (e.g., 

cannot obtain a visa, has an underlying medical condition, etc.), and in other cases (e.g., the student is returning to their home countries temporarily for job 

hunting, etc.), the course's instructor may decide whether or not to give consideration. 

December 08, 2021 

KUME Ikuo 

Dean of GSPS 

[Links]  

・Web Syllabus Search System: https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php?pLng=en 

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

