
令和３（2021）年度
【法学部政治学科】

講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U120100101 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 庄司　香

U120100102 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 飯田　芳弘

U120100103 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 井上　寿一

U120100104 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 磯崎　典世

U120100105 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 元田　結花

U120100106 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 阪口　功

U120100107 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 三輪　洋文

U120100108 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 中田　喜万

U120100109 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 藤田　由紀子

U120100111 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 福元　健太郎

U120100112 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 野中　尚人

U120100113 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 江藤　名保子

U120100114 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 玉手　慎太郎

U120100115 政治学科基礎演習Ⅰ 2 第１学期 麦山　亮太

U120101101 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 庄司　香

U120101102 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 飯田　芳弘

U120101103 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 井上　寿一

U120101104 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 磯崎　典世

U120101105 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 元田　結花

U120101106 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 阪口　功

U120101107 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 三輪　洋文

U120101108 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 中田　喜万

U120101109 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 藤田　由紀子

U120101111 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 福元　健太郎

U120101112 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 野中　尚人

U120101113 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 江藤　名保子

U120101114 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 玉手　慎太郎

U120101115 政治学科基礎演習Ⅱ 2 第２学期 麦山　亮太

U120102101 政治学科基礎講義Ⅰ
19世紀後半から21世紀初頭まで

の国際政治
2 第１学期 磯崎　典世

U120103101 政治学科基礎講義Ⅱ 戦後日本政治 2 第２学期 福元　健太郎

U120200101 政治学Ⅰ
政治学の基礎概念と主要国の歴

史
2 第１学期 野中　尚人

U120201101 政治学Ⅱ 自由民主主義体制の構造と作動 2 第２学期 野中　尚人

U120202101 政治学Ⅲ 計量政治学 2 第１学期 福元　健太郎

U120203101 政治学Ⅳ 数理政治学 2 第２学期 福元　健太郎

U120204101 行政学Ⅰ 2 第１学期 藤田　由紀子

U120205101 行政学Ⅱ 2 第２学期 藤田　由紀子

U120206101 日本政治過程論Ⅰ 2 第１学期 三輪　洋文

U120207101 日本政治過程論Ⅱ 2 第２学期 三輪　洋文

U120208101 日本政治外交史Ⅰ 近代日本政治外交史 2 第１学期 井上　寿一

U120209101 日本政治外交史Ⅱ 現代日本政治外交史 2 第２学期 井上　寿一
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U120210101 公共政策Ⅰ 2 第１学期 秋吉　貴雄

U120211101 公共政策Ⅱ 2 第２学期 飛田　博史

U120212101 地方政治Ⅰ 地方自治の制度と現在 2 第１学期 稲垣　浩

U120213101 地方政治Ⅱ 地方制度と都政の歴史 2 第２学期 稲垣　浩

U120214101 国際政治Ⅰ 2 第１学期 村主　道美

U120215101 国際政治Ⅱ 2 第２学期 村主　道美

U120216101 国際政治Ⅲ グローバルガバナンスの理論 2 第１学期 阪口　功

U120217101 国際政治Ⅳ
国境を越える諸課題とガバナン

ス
2 第２学期 阪口　功

U120218101 国際開発協力論Ⅰ 国際開発援助政策の史的展開 2 第１学期 元田　結花

U120219101 国際開発協力論Ⅱ ガバナンス支援の実態 2 第２学期 元田　結花

U120220101 国際政治史Ⅰ 2 第１学期 妹尾　哲志

U120221101 国際政治史Ⅱ 2 第２学期 妹尾　哲志

U120222101 アメリカ政治Ⅰ アメリカの政治制度 2 第１学期 庄司　香

U120223101 アメリカ政治Ⅱ 政治的アクターと政策決定過程 2 第２学期 庄司　香

U120224101 中国政治Ⅰ 中国政治を知るために 2 第１学期 江藤　名保子

U120225101 中国政治Ⅱ 中国政治を知るために 2 第２学期 江藤　名保子

U120226101 東アジア政治Ⅰ 2 第１学期 磯崎　典世

U120227101 東アジア政治Ⅱ 2 第２学期 磯崎　典世

U120228101 ヨーロッパ政治史Ⅰ
19世紀ヨーロッパの民主化－西

ヨーロッパ
2 第１学期 飯田　芳弘

U120229101 ヨーロッパ政治史Ⅱ
19世紀ヨーロッパの民主化－東

ヨーロッパ
2 第２学期 飯田　芳弘

U120230101 比較政治Ⅰ 国家と政治体制の多様性 2 第１学期 今井　真士

U120231101 比較政治Ⅱ 政治制度の多様性 2 第２学期 今井　真士

U120232101 社会学Ⅰ 2 第１学期 遠藤　薫

U120233101 社会学Ⅱ 間メディア性と現代 2 第２学期 遠藤　薫

U120234101 社会学Ⅲ
現代社会学の理論的・経験的蓄

積
2 第１学期 麦山　亮太

U120235101 社会学Ⅳ 社会階層研究の現在 2 第２学期 麦山　亮太

U120236101 社会心理学Ⅰ 2 第１学期 千葉　涼

U120237101 社会心理学Ⅱ 2 第２学期 千葉　涼

U120238101 日本政治思想史Ⅰ 表象としての国民国家 2 第１学期 中田　喜万

U120239101 日本政治思想史Ⅱ 近世から考える 2 第２学期 中田　喜万

U120240101 西洋政治思想史Ⅰ 2 第１学期 上村　剛

U120241101 西洋政治思想史Ⅱ 2 第２学期 上村　剛

U120242101 公共哲学Ⅰ 2 第１学期 玉手　慎太郎

U120243101 公共哲学Ⅱ 2 第２学期 玉手　慎太郎

U120300101 統治システム論Ⅰ 日本の議会制度 2 第１学期 向大野　新治

U120301101 統治システム論Ⅱ 日本の議会制度 2 第２学期 向大野　新治

U120302101 環境政策論Ⅰ 2 第１学期 村主　道美

U120303101 環境政策論Ⅱ 2 第２学期 村主　道美

U120304101 社会政策論Ⅰ 2 第１学期 柴山　由理子

U120305101 社会政策論Ⅱ 2 第２学期 柴山　由理子
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U120306101 ＮＧＯ・ＮＰＯ論Ⅰ 2 第１学期 清水　俊弘

U120307101 ＮＧＯ・ＮＰＯ論Ⅱ 世界の開発課題とNGOの役割 2 第２学期 宇井　志緒利

U120310101 安全保障論Ⅰ 2 第１学期 佐々木　研

U120311101 安全保障論Ⅱ 2 第２学期 佐々木　研

U120314101 グローバルガバナンス論Ⅰ 国際政治の基礎 2 第１学期 福島　啓之

U120315101 グローバルガバナンス論Ⅱ グローバルな国際関係の発展 2 第２学期 福島　啓之

U120318101 社会統計学Ⅰ 2 第１学期 毛塚　和宏

U120319101 社会統計学Ⅱ 2 第２学期 毛塚　和宏

U120322101 現代社会思想Ⅰ
「社会」と「主体」の不思議

Ⅰ：「社会」と「会社」
2 第１学期 BURTSCHER, Michael

U120323101 現代社会思想Ⅱ
「社会」と「主体」の不思議

Ⅱ：「主体」と「承認」
2 第２学期 BURTSCHER, Michael

U120324101 現代日本の政治思想Ⅰ 明治日本の思想 2 第１学期 田頭　慎一郎

U120325101 現代日本の政治思想Ⅱ 20世紀の思想 2 第２学期 田頭　慎一郎

U120328101 メディア政策論Ⅰ 2 第１学期 塚越　健司

U120329101 メディア政策論Ⅱ 2 第２学期 塚越　健司

U120400101 特別演習 日本政治思想史Ａ：桜と武士道 2 第１学期 中田　喜万

U120400102 特別演習 戦前昭和の歴史の教訓 2 第１学期 井上　寿一

U120400103 特別演習 政治をどう考えるか 2 第２学期 向大野　新治

U120400104 特別演習 国会をめぐる諸問題 2 第２学期 向大野　新治

U120400105 特別演習 地域政治の基礎　１ 2 第１学期 岡野　裕元

U120400106 特別演習 地域政治の基礎　２ 2 第２学期 岡野　裕元

U120400107 特別演習 データ分析入門 2 第２学期 福元　健太郎

U120510101 政治学演習 計量政治学ワークショップ 4 通年 福元　健太郎

U120510102 政治学演習 地方議会とその改革 4 通年 野中　尚人

U120511101 行政学演習 日本の行政の諸問題 4 通年 藤田　由紀子

U120512101 日本政治過程論演習 サーベイ実験と因果推論の実習 4 通年 三輪　洋文

U120513101 日本政治外交史演習 2021年の日本外交を読み解く 4 通年 井上　寿一

U120514101 国際政治演習 4 通年 村主　道美

U120515101 国際開発協力論演習
SDGsの実践に向けて：グロー

バル・ガバナンスの課題
4 通年 元田　結花

U120517101 アメリカ政治演習 アメリカ政治と社会 4 通年 庄司　香

U120518101 中国政治演習 中国の実像を理解する 4 通年 江藤　名保子

U120519101 東アジア政治演習
東アジア国際秩序の動揺と内政

の変動
4 通年 磯崎　典世

U120520101 ヨーロッパ政治史演習 EUの政治－歴史・制度・政策 4 通年 飯田　芳弘

U120521101 社会学演習 社会的不平等に関する実証研究 4 通年 麦山　亮太

U120521102 社会学演習
複合メディア世界の社会変容と

文化
4 通年 遠藤　薫

U120522101 社会心理学演習
現代日本人の政治意識と政治行

動
4 通年 平野　浩

U120523101 日本政治思想史演習 明治維新の思想 4 通年 中田　喜万

U120525101 公共哲学演習 4 通年 玉手　慎太郎

U120526101 グローバルガバナンス論演習 4 通年 阪口　功

U120613801
外国書講読（アメリカ政治の重要争

点）
2 第１学期 庄司　香

U120614301
外国書講読（ヨーロッパ政治の歴史的

展開）
2 第２学期 飯田　芳弘
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U120614401
外国書講読（現代のグローバルな課題

を理解する）
2 第２学期 元田　結花

U120614501 外国書講読（英語で読む中国政治） 2 第１学期 江藤　名保子

U120614601 外国書講読（中国語新聞を読む） 2 第２学期 江藤　名保子

U120710301
特殊講義（インターネットと公共性

Ⅰ）

技術的な仕組みや歴史的背景を

理解する
2 第１学期 椋本　輔

U120710401
特殊講義（インターネットと公共性

Ⅱ）

情報とコミュニケーションにつ

いて考える
2 第２学期 椋本　輔

U120711401 特殊講義（中国政治史と国家意識） 2 第１学期 平野　聡

U120713201 特殊講義（世界の議会） 2 第１学期 向大野　新治

U120817301 地域研究（東南アジア政治Ⅰ） 2 第１学期 中村　正志

U120817401 地域研究（東南アジア政治Ⅱ）
日本・東南アジア関係の歴史と

現在
2 第２学期 川村　晃一

U120817501 地域研究（南インド政治） 台頭するインドの安全保障戦略 2 第２学期 長尾　賢

U120910101 FTチュートリアルⅠ 4 通年 遠藤　薫

U120911101 FTチュートリアルⅡ 4 通年 遠藤　薫

U120912101 FT論文 4 通年 村主　道美

U120930101 実践英語演習Ⅰ（FT） FT TOEFL I 2 第１学期 MCCOY, David Henry

U120931101 実践英語演習Ⅱ（FT） FT TOEFL II 2 第２学期 MCCOY, David Henry

U120932101
英語アカデミック・スピーキング

（FT）
2 第１学期 遠藤　薫

U120933101
英語アカデミック・トレーニング

（FT）
IELTS準備講座 2 第２学期 遠藤　薫

U1209341Z1 ◇英語アカデミック・ライティング（FT） 2 第１学期 村主　道美

U1209351Z1
◇英語アカデミック・プレゼンテーション
（FT）

2 第２学期 村主　道美

U120941101 外国書講読（FT）：政治と言葉Ⅰ 2 第１学期 BURTSCHER, Michael

U120941201 外国書講読（FT)：政治と言葉Ⅱ 2 第２学期 BURTSCHER, Michael

U120941301
外国書講読（FT）：英語ジャーナル

から読み解く日本と世界の現状Ⅰ

世界と日本の政治・経済・社会

Ⅰ
2 第１学期 野中　尚人 注1）

U120941401
外国書講読（FT）：英語ジャーナル

から読み解く日本と世界の現状Ⅱ

世界と日本の政治・経済・社会

Ⅱ
2 第２学期 野中　尚人 注1）

U120941501
外国書講読（FT）：現代国家とその

変容
2 第１学期 飯田　芳弘

U120941601
外国書講読（FT）：アメリカの連邦

議会と大統領
2 第２学期 庄司　香

U120960101
特別演習（FT）：統計・データ処理

入門
2 第１学期 福元　健太郎

U120960201 特別演習（FT）：政策過程分析Ⅰ
予算はどのようにしてつくられ

るのか
2 第１学期 向大野　新治

U120960301 特別演習（FT）：政策過程分析Ⅱ
コロナ禍問題をめぐる政策過程

の分析
2 第２学期 井上　寿一

U120960401
特別演習（FT）：リサーチ・デザイ

ンⅠ
2 第１学期 元田　結花

U120960501
特別演習（FT）：リサーチ・デザイ

ンⅡ
自分で調べ、真偽を見抜く 2 第２学期 中田　喜万

U120960601
特別演習（FT）：プレゼンテーショ

ンⅠ
2 第１学期 塚越　健司

U120960701
特別演習（FT）：プレゼンテーショ

ンⅡ
2 第２学期 塚越　健司

U120960801 特別演習（FT）：文章表現Ⅰ
筋道立てて読みやすく書く方法

を学ぶ
2 第１学期 清水　裕子

U120960901 特別演習（FT）：文章表現Ⅱ 読者の興味に訴える方法を学ぶ 2 第２学期 清水　裕子

U120961001 特別演習（FT）：社会調査手法Ⅰ データリテラシーの基礎 2 第１学期 小笠原　盛浩

U120961101 特別演習（FT）：社会調査手法Ⅱ 2 第２学期 木本　玲一

◇印は大学院授業科目であるが、学部の授業科目として履修することができる。
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政治学科では、政治学科授業科目のうち、受講生数が26人以上の講義科目の成績評価について、次のようなガイドラインを設定している。

平成27年度以前履修規程適用者については、優（100点～80点）の割合が、平成28年度以降履修規程適用者については、秀（100点～90点）と

優（89点～80点）をあわせた割合が、それぞれおおむね40％以下とする。但し、教育効果が上がった場合には、この限りではない。

注1)平成30年度以前に「外国書講読(FT)：英語ジャーナルから読み解く日本と世界の現状」の単位を修得した学生は、「外国書講読(FT)：英語ジャーナルから

読み解く日本と世界の現状Ⅰ」及び「外国書講読(FT)：英語ジャーナルから読み解く日本と世界の現状Ⅱ」を履修できない。
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