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大学院進学者数　計5名

サービス・人材
ファッション
エレクトロニクス
ＩＴ関連
旅行・運輸・物流
建設関連・ライフライン
商社・流通
金融・保険
マスコミ・クリエイティブ
教育・コンサルタント・非営利
医療・福祉
公務員
その他

4.0%

2.8%

◎政治学基礎演習
◎政治学原論A・B

展開科目Ｂ群

1年次 2年次 3年次 4年次

必修科目

基礎科目Ａ群

選択科目Ｃ群

明治学院共通科目

○演習 ○卒業論文

○中国政治A・B

○比較政治A・B

○政治文明論A・B

○国際関係史A・B

○戦争と平和A・B

○NGO論A・B

○政治史2A・2B

○国際組織論A・B

○現代政治理論2A・2B

○政治行動論
○情報メディア論A・B

○マスコミ論A・B

○広報メディア論A・B

○福祉国家論A・B

○政治思想史2A・2B

○都市行政
○都政研究
○近代日本法思想史
○比較公法史
○行政法3-1・3-2

○公共と市民
○政府と企業　
○租税法1・2

○日本法制史1・2

○西洋法制史1・2

○会社法2・3

○財政学1・2

○●H インターンシップA・B

○憲法1-1・1-2

○国際政治学A・B

○憲法2-1・2-2

○政治体制論A・B

○地方政府論A・B

○公共政策論A・B

○演習・卒業論文

○政治史1A・1B

○政治思想史1A・1B

○日本政治論A・B

○行政学A・B

○計量政治分析A・B

○政治社会学A・B　

○政治心理学A・B

○演習・卒業論文

◎○明治学院共通科目（16～19ページ参照）

◎：必修　○：選択必修　無印：選択　●H ：ヘボン・キャリアデザイン・プログラム

○社会統計学
○社会調査論
○国際法1-1・1-2

○民法A・B

○刑法総論1・2

○商法総則
○商行為法
○行政法1-1・1-2

○会社法1

○フィールドワーク
○新聞から知る現代社会演習
○現代政治理論1A･1B

○消費者問題と法
○民法総則1

○入門経済史1・2

○刑法各論1

○災害ボランティアと公共政策1

○留学生のための
　　法学・政治学入門

○環境問題の展開と法1・2

○民法総則2

○物権法1

○債権総論1・2

○世界経済論
○経済学概論1・2

○環境論
○消費者行政法
○フィールドワーク
　（持続可能な開発および環境保全）

○災害ボランティアと公共政策2

○政治学特講1・2・3

○●H 政治学特講4

○●H 総合講座1（読売新聞 教育支援講座等）
○総合講座2（読売新聞 教育支援講座等）
○時事英語A・B（読売新聞 教育支援講座等）
○専門書講読A・B

○環境科学の展開
○世界の環境を考える
○持続可能な社会に向けて
○物権法2

○世界経済論1・2

○ミクロ経済政策
○マクロ経済政策
○消費者法の実務
○情報と法
○地方財政論A・B

○都市社会学A・B

○日本経済論1・2

○行政法2-1・2-2

○政策法務1・2

○刑法各論2

○労働法1・2

○社会保障法
○環境政策と法
○グローバル企業法
○国際環境法1・2

○環境保護と訴訟
○マーケティング・コミュニケーション1・2

○NPO論
○EU法
○リスク管理と制度設計
○●H 読売キャリア形成講座
○比較刑事司法史
○クリエイティブビジネスと著作権 政治社会学B 計量政治分析B

都政研究

政治思想史1B 日本政治論B

広報メディア論B

NGO論B 政治心理学B

福祉国家論B

演習・卒業論文

1

2

3

4

5

6

行政学B

政治史1B

近代日本法
思想史

Mon Tue Wed Thu Fri

1年次から基礎ゼミがあり1年次から基礎ゼミがあり
自主的に学ぶ姿勢が身につく自主的に学ぶ姿勢が身につく
　
中学、高校時代から社会科や歴史が好きで、政治に関心を持っ
ていたので政治学科を選びました。この学科の特徴は選択必
修がたくさん設けられていて、自分の興味に沿って学べるところ
です。また、１年次から基礎ゼミとプレゼンテーション大会があ
るのも特徴の一つ。テーマについて調べて発表するという自主
的な学びを体験できるとともに、自分の興味関心が見つけやす
くなると思います。

マスコミで活躍する人のマスコミで活躍する人の
興味深い話が聞ける「総合講座」興味深い話が聞ける「総合講座」
　
私はメディア・ポリティックスを中心に授業を取っています。印
象に残っているのは、新聞記者の方が講義をしてくださった「総
合講座」で、マスコミを目指す人にはおすすめです。また、フィー
ルドワークでは富士山の世界遺産登録問題を取り上げ、静岡県
庁やNPOに取材。増え続ける観光客と環境保全について１万
字のレポートを書きあげたことは、卒業論文の練習になりました。

認定留学制度でハンブルク大へ認定留学制度でハンブルク大へ
ドイツでメディア論を研究ドイツでメディア論を研究
　
現在頑張っていることはドイツ語の習得です。日本の近代政治
にも関係の深いドイツに興味があり、来年から認定留学制度を
利用してハンブルク大学に留学する予定。日本が海外でどのよ
うに報じられているかドイツで取材をして、メディア論を研究し
たいと思います。

  主な就職先  （2012～2014年度）
 
 あいおいニッセイ同和損害保険／第一生命保
険／大和証券グループ本社／千葉銀行／日本生
命保険／野村證券／三井住友銀行／三井住友
信託銀行／三菱東京UFJ銀行／三菱UFJ信託
銀行／横浜銀行／りそなホールディングス／デサ
ント／大塚製薬／武田薬品工業／ディスコ／三菱
マテリアル／エヌ・ティ・ティ・ドコモ／楽天／
ワークスアプリケーションズ／ANAエアサー
ビス東京／クラブツーリズム／ JALスカイ／東
日本旅客鉄道／郵船ロジスティクス／大成建
設／日本道路／キユーピー／三越伊勢丹／ロッテ／
サントリーパブリシティサービス／凸版印刷／
フジテレビジョン／公立学校教員／私立学校教
員／船井総合研究所／日本赤十字社／パラマウ
ントベッド／国家公務員／地方公務員

2015年2月12日現在

  就職内定者業種別比率  （2012～2014年度）

※教職課程については94～ 95ページをご覧ください。  ※ヘボン・キャリアデザイン・プログラムについては100ページをご覧ください。
※2015年度予定カリキュラムです。実際のカリキュラム・科目名は変更の可能性があります。

後藤嶺菜
GOTO, Reina

政治学科 3年次 静岡県 沼津東高等学校出身

  政治学科  履修モデル（ 3 年次秋学期）

法
学
部 

政
治
学
科

政治学科オリジナルサイト　http://mgulaw.jp

Curr icu lum　│　政治学科カリキュラム

    日本政治論日本政治論
　 現代日本政治の具体的な事例に即し
て、それを理論的に分析します。対話
型の講義も交えながら、自分で社会
科学的な思考方法を身につけること
を目標とします。

    国際組織論国際組織論
　 地域統合やグローバル化とは何か、
その結果として国際社会や私たちの
生活にいかなる変化が起きているの
かを考え、自分なりの意見を持つこ
とを目指します。

    地方政府論地方政府論
　 「地方政治」とは一体何か？ なぜ地
方自治は必要なのか？ 「地方政府」
とは何か？ これらを地方政治に関す
る具体的な事例を挙げながら考察し
ます。

    国際政治学国際政治学
　 現代の国際政治や日本の外交政策
を理解し、考えるために不可欠であ
る歴史的知識とそれを整理するため
の概念、および理論の基本的知識の
習得を目指します。

    情報メディア論情報メディア論
　 歴史的に政治に大きな影響を及ぼし
てきた情報メディア。政治情報の発
信を縦軸、メディアを横軸として、情
報の送り手、受け手、メディアの関係
を探究します。

    政治社会学政治社会学
　 「19世紀型社会科学」の特徴と限界を
解明するとともに、「21世紀型社会科
学」の在り方を模索します。「グローバ
ル化論」についても比較文明論的視点
から検討します。

    政治体制論政治体制論
　 先進諸国の4つの政治体制（イギリス、
ドイツ、アメリカ、フランス）を取り上
げ、政府編成の在り方を、政治社会、
選挙制度、政党政治と関連させて探
ります。

Courses　│　主な科目紹介

  主な演習 （ゼミナール） テーマ
 ・ 現代日本の政治過程に関する実証分析
 ・ 子育てに関わる地域支援活動の調査研究
 ・ 国際政治思想について学ぶ

 ・ メディアと政治：メディアポリティクスの課題
 ・ 国際政治学の新領域：地域統合とグローバル化
 ・ 比較国家論と比較文明論

 ・ 福祉･環境など生活関連分野の公共政策研究
 ・ アジア政治の比較研究
 ・ TPPの政治経済学

My St y le　│　私の学び

専門的な知識を生かし、国家公務員や
地方公務員、外交官となる卒業生のほ
か、新しい公共性の担い手とされる民
間非営利団体（NPO）や国際的に活動
する非政府組織（NGO）を目指す人も
います。また多くの有名企業に就職し、
良き企業人として、そして「教養ある政
治的市民」として活躍している人もいま
す。その業種は金融、証券、運輸、流
通、通信、マスコミ、サービスなど、多
種多様です。近年は政治学科のカリ
キュラムを反映して、マスコミ、公務員、
教育、コンサルタント、非営利団体へ
進む割合が増加しています。

Future　│　卒業後の進路

フィールドワークで取り上げた富士山クリーンプロジェクトの活動
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