学 部 長 メッセージ

社会的使命を明確にし、自分を高める学びをしてほしい

makes the world go round.

グローバル化が進むことで、多くの問題が多様な形で

置し、複数の学問とリンクする総合学部として、また学

噴出してきています。世界ではコロナ問題を始め、戦争

問同士の相乗効果を実社会で役立てることを意図して

一般選抜のほかに次の
「特別入試」
を実施しています。
や紛争、環境、
エネルギー、
食糧、格差など多様な課題が

発足した学部です。政治、経済、地域行政の 3 学科に配

山積し、大きな問題を抱える各国は自国ファーストに

置されている科目をベースに、多様で複合的な知識と視

なっています。日本を見てみると、少子高齢化と莫大な

野を獲得し、自身の問題関心に合わせた具体的な実践の

財政赤字を筆頭に、安全保障、教育改革などがすぐに想

場（地域）を想定することで、一段と大きな相乗効果が

■政治経済学部の特別入学試験
①グローバル型特別入学試験
②指定校推薦入学試験

③外国人留学生入学試験

⑤付属高校からの推薦入学試験

④スポーツ特別入学試験

グローバル型特別入学試験
起されます。どの課題にも特定の専門知識だけでは十分

期待されます。

に対応できません。政策面でも、現場での対処のしかた

当学部は、留学プログラム、英語の実践的教育である

でも、複合的なアプローチが不可欠です。政治経済学部

ACE（Advanced Communicative English）
や世界の有名

[グローバル型特別入学試験とは]

政治経済学部では、国際社会のさまざまな分野で先導的な役割を果たしうる人材を育成するた
[グローバル型特別入学試験日程]
大学の先生が英語で授業を行うトップスクールセミナー、
で身につけられる力は、専門的知識はもちろん、グロー
め、広く国内外の受験生を対象としたグローバル型特別入学試験を実施します。
出 願 期 間
留学生との交流会なども展開している、
グローバル化の
バル化の下で深刻な問題を抱えている国際社会に、
あな
本学部はこれまでに、
夏休みや春休みを利用した短期留学プログラムや半年・一年間の協定校留
2022年9月1日
（木）
〜 9月7日
（水）
学、さらにはダブルディグリー・プログラム
（明治大学と海外の大学で、2 つの学士号を取得）
など、
フロントランナーです。
また、
年間約1,900コマの授業に
たが対処するためにも必須のものです。

学生のそれまでの経験と将来の希望に基づいた多様なニーズに対応すべく、
試験実施日
加え、指導教員の知見を直に伝えるゼミ主導型コース制、
ところで、“ 夢を実現するには力が必要だ ” という話を さまざまな留学プログラ
ムを展開してきました。これに加えて 2 0 2 2 年度からは、国内にあっても高度な実践的語学力を強化

しばしば耳にします。実はその前段階である、“ 夢を思い

2022年10月8日
（土）
多様なサポートプログラムなども用意しています。

し、教養や国際的感覚などをさらに磨いた上で専門知識をも身につけた高度なグローバル人材を養

描く ” ためにもチカラが必要なのです。チカラがなけれ

合格発表日
このような充実した環境の下で、
「自分が社会にどの

成するためのグローバルキャリア形成（GCD）プログラムを設置し、将来グローバル社会で活躍する

ば、夢すら描けません。まして夢の実現は、さまざまな知
ことを目指す学生の学びと経験を強力に後押しすることとしました。

2022年11月4日
（金）
ように貢献できるか」を常に考えながら学んでほしいと

このグローバル型特別入学試験は、
そうしたプログラムを通して国際社会のリーダーとして活躍
願っています。自らの社会的使命を明確にすることで、
識と総合的視野、分析力をベースに、
実践力や説得力、

しうる人材を育成するために、
すでに高度な語学力と高い意識、
柔軟な思考力を有する学生を広く募
特別入試の詳細は、
政治経済学部事務室へお問い合
あなたが今まで意識しなかった
「社会」
が見えるようにな
さらには周りの人々の協力など、
あなたが想像する以上
集するために実施するものです。

ります。すると、見える社会は驚くほど複雑であり、それ

会がこの政治経済学部にはあります。それは私たちの学

を学ぶことは楽しく、何より自分自身を高めてくれるも

部創立時からの理念「政治の原理と経済の基礎を共に学

のとなります。あなたが社会で自分らしく活躍するため

ぶことで、政治の改造、経済の改革に資することが本学

に、あなた自身の夢を描き、それを実現するために不可

部の使命である」からもうかがえます。多様な科目を設

欠な力を養う場、それが政治経済学部です。

学部別入学試験

政治経済学部長

合格体験記
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小西 德應（こにし とくおう）
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静岡県立静岡高等学校卒業

1981 年明治大学政治経済学部卒
業、88 年明治大学大学院政治経
済学研究科博士後期課程単位取
得退学。研究テーマは近現代日本
政治の歴史的・実証的研究。著書
に『政権交代の史的分析−戦前期
における首相総選出過程』
『三木武
夫研究』
（以上、共著）
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学科紹介

グローバル型特別入学試験

モチベーションアップのコツは自分なりの楽しみを見つけること
学部別入試は学部独自の試験問題で実施さ

ました。受験勉強を進める上では、自分なりの楽

れるため、過去問題から出題傾向を掴みやすく、

しみを見つけることがポイントになると思いま

対策を立てやすい点が良かったです。選択科目

す。私は政治学を専門に学びたい、そして大学の

に選んだのは政治・経済です。高校3年の夏まで

制度を活用して留学に挑戦したいと考え、両方

世界史とどちらにするか迷いましたが、興味のあ

を叶えられる明治大学の政治経済学部を選びま

る政治・経済を選んだことで勉強が楽しくなり、

した。今は政治学も語学も充実して学べる環境

結果的に日々のモチベーションアップにつながり

で、幸せな学生生活を過ごしています。

複数の学部を視野に入れていた私にぴったりの受験方式でした
全学部統一入試は他の学部の合否判定も出る

問題のレベルが易しいと言われることもあります

ので、他学部も視野に入れて明治大学に進学した

が、確実に高い正答率を獲得することが必須だと

いと考えていた私に合った方式でした。また、東京

思います。また、早い段階から過去の問題に触れて

以外の都市でも受験ができることも魅力で、私は

おくことで、大まかな問題の形態や傾向を掴んでお

地元に近い北九州で試験に臨みました。受験勉強

くようにしていました。直前になって慌てることがな

で第一に心がけていたのは、基礎をおろそかにし

いように短期・中期・長期的な学習計画を練ってい

ないこと。全学部統一入試は学部別入試に比べて

たことも、有効な学習方法だったと思います。

合格体験記

強みである英語力をいかして受験。
面接では「学びたい思い」
がカギに
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経済学科2 年 ・
えを伝わりやすく
社会問

②問題解決力を磨くゼミナール教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 09
※「理科①」

01

わせください。

のチカラが必要です。それらを一挙に身につける場と機

「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。 ※「理科②」
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教員紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
「物理」
、
「化学」
、
「生物」
、
「地学」を指します。

てグローバル型特別入試を選びました。試験科目

と良いですよ。私は紙に具体的に書き出していま

のひとつである小論文は、制限時間内に自分の考

した。当日は、試験というよりも
「 明治大学で学び
たい思いを伝える」というつもりで挑んだところ、

※登場する人物の在籍年次や役職等は、取材時点のものです。

題にアンテナを張ることも対策として大切です
試験官の方との会話を楽しめ、納得できる面接に
石井 佑奈
難関資格取得サポート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 31
2021年以前撮影の写真も掲載しています。
ニュージーランド Waimea College卒業

が、何より多くの問題にふれ、作成のコツをつかん

なりました。
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政治経済学部概要

明治大学政治経済学部の強み

すぐれた知力・洞 察力で
世 界に羽ばたく人材になる

教養豊かな専門人を
育成するカリキュラム

「 政 治 」と「 経 済 」に、
「 地 域 」の視 点を取り入れた 3 学科体制

Point

1

多彩なリベラルアーツ科目

現代の諸問題にアプローチする「基礎体力」を養うため、
人文科学・社会科学・自然科学・総合の各科目群による
基礎科目など多彩なリベラルアーツ科目を設置していま
す。また、主体的に学ぶ意欲を高めるため、1・2 年次から

政治経済学部

少人数ゼミ形式で学べる授業もあります。
▶詳細は P.0 7 〜 0 8

学部専任教員：115 名
Point

2

ゼミ指導型コース制

3・4 年次になると、自身の研究テーマに沿ったゼミに所
属し、担当教員による指導を受けながら学びを深めるこ
とができます。学生の 9 割近くがゼミに所属しますが、そ

政治学科

経済学科

地域行政学科

れ以外の学生も、
「4 つのコース」とそれに属する「科目
パッケージ」を参考にして体系的に学ぶことができます。
▶詳細は P.0 9 〜 1 0

Department of
Political Science

Department of
Economics

Department of
Local Governance

入学定員：290 名

入学定員：695 名

入学定員：165 名

取得できる学位：学士（政治）

取得できる学位：学士（経済）

取得できる学位：学士（地域行政）

人間とそれが構成する
社会を対象とした
総合科学

社会全体が
幸せになる方策を
考える

地域の最前線に立つ
プロフェッショナルを
養成する

政治学の主要な研究テーマは「政

経済学は、資源を活用し、製品や

地域行政学科が学びの対象とす

治」ですが、それはいきなり政治の

サービスをつくり出して、得られた

る「地域」は都市圏に対する “ 地方 ”

“ 実践 ” を学ぶことではありません。

富を公平に分配することを考える学

ではなく、人々の生活圏域を指して

政治学は人間とそれが構成する社

問です。日本が直面している少子高

います。地 方 自 治 体、国、アジア、

会を対象とした総合科学です。明治

齢化の問題のひとつに、労力の最小

ヨーロッパといった大小さまざまな

大学の政治学科では、事実と理論に

限によって世代間で富の再配分がう

地域があり、グローバル化、高齢化、

基づいて、政治現象を分析し、その

まく働かなくなる点が挙げられま

環境問題等の進行とともにそれぞ

構造や成立過程を解明する力、さら

す。経済問題は争いを生み、それが

れが取り組む課題と役割が増えてい

に、社会の仕組みを読み解き、自分

国家間では、戦争の要因にもなり得

ます。地 域を行 政・地 域コミュニ

がどう行動するかを判断する力を養

ます。経済学はそうした問題を克服

ティ・産業社会の３つのカテゴリー

います。カリキュラムには政治学を

するためにも大きな意味をもってい

に分け、関連性を理解しながら深く

中心に隣接する多彩な分野の講義

ます。より多くの人が幸せに、快適

体系的に学ぶことにより、問題を理

を設けているため、社会や人間の行

に生きることができる社会はどのよ

論と実務の両面から研究・分析し、

動を多面的に理解する能力を高めて

うなものなのかを追求することが、

より良い地域運営を実践できるプロ

いくことができます。

今、経済学を学ぶ人には求められて

フェッショナルを養成します。

います。

03
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Point

3

グローバルキャリア形成（GCD）
プログラム ※2022年度以降の入学者対象

所属学科それぞれのカリキュラムに応じた科目を自由に履
修しながらグローバル社会で通用する実践的語学力・コ
ミュニケーション能力に加え、国際社会に関する基礎知識
を習得。柔軟な思考力・洞察力および優れた問題解決力を
持ち、世界を舞台に最前線で活躍できる人材を育成します。
▶詳細は P.1 1 〜 1 2

TOPICS

1・2 年次の学び

［言語］
［ 身体］
［ 教養］3つの力を高める
和泉キャンパスで学ぶ 1・2 年次のキー
ワードは、[ 言語 ][ 身体 ][ 教養 ] です。

なっている時代だからこそ新しい次元の[身
体 ] 意識を養ってほしいと願っています。

[ 言語 ] としては、日本語の運用能力を高

さらにいわゆる [ 教養 ] と考えられるさま

めること、高校まで学んできた外国語能力

ざまなテーマ、そして新しい学際的な分野

のさらなる養成、そして新しい語学の修得

について幅広い知見を得ることを期待して

がこれにあたります。

います。政治経済学部では、1・2 年次か

[ 身体 ] は高校までの「体育」に近いもので

ら「基本科目」などで専門分野も学びます

すが、健康維持の理論と方法、そして実技

が、専門分野の知識は、深い教養に支えら

です。自分の身体を実感することが難しく

れてこそいきてくるのです。

1・2年次を学ぶ和泉キャンパス。
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カリキュラムの 特 長

政治経済学部の 4 年間で学べること

［ カリキュラム 体 系 図 ］
科目区分

多彩なリベラルアーツ科目としての「基礎科目」
「 外国語科目」
「 健康・運動科学科目」で

卒業に
必要な
単位数

科

人文科学科目群

「基本科目」
「 4つのコース」
「ゼミナールの少人数教育」へと段階的かつ体系的に専門科目を履修することができます。

［ 4 年間の学びの流れ ］

哲学概論、哲学史、基礎論理学、応用論理学概論、歴史学★、国語表現★、
日本文学★、 ※留学認定科目（基礎科目・人文）の修得単位は、
外国文学、言語と文化、留学認定科目（基礎科目・人文）
8 単位まで卒業に必要な単位数に認定することができる
法学★、地理学★、文化人類学 A、文化人類学 B、現代心理学、心理学概論、文

社会科学科目群

基礎科目

28

※全学科共通。政治経済学部の各学科は、受験時に選択し、1 年次〜 4 年次まで所属することになります。

自然科学科目群

化論概論★、異文化理解とコミュニケーション、異文化摩擦とコミュニケーション、国
際地域研究基礎論、ジェンダー論Ⅰ、ジェンダー論Ⅱ、留学認定科目（基礎科目・社会）

※留学認定科目（基礎科目・社会）の修得単位は、
8 単位まで卒業に必要な単位数に認定することができる

基礎数学、数学概論、線形代数学Ⅰ、線形代数学Ⅱ、線形代数学Ⅲ、線形代数学Ⅳ、
解析学Ⅰ、解析学Ⅱ、科学史 A、科学史 B、技術史 A、技術史 B、物理科学概論 A、 ※留学認定科目（基礎科目・自然）の修得単位は、
物理科学概論 B、環境科学概論 A、環境科学概論 B、生命科学概論 A、生命科学
8 単位まで卒業に必要な単位数に認定することができる
概論 B、留学認定科目（基礎科目・自然）

3・4 年 次

和泉キャンパス

目

◆ 4 つの科目群から各 4 単位以上修得すること

問題を解決する
「基礎体力」
を身につけ、
これを土台に

1・2 年 次

※新カリキュラム検討により変更となる場合があります。
※★は半期集中科目、☆は通年科目

総合科目群

駿河台キャンパス

教養演習ⅠA、教養演習ⅠB、教養演習ⅡA、教養演習ⅡB、教養演習ⅠC ☆、教養演習ⅡC ☆、
※共通総合講座Ⅰ・Ⅱの修得単位は、4 単位まで卒業に
日本事情 A、日本事情 B、日本事情 C、ICT ベーシックⅠ、ICT ベーシックⅡ、ICT エレ
必要な単位数に含めることができる
メンタリー、共通総合講座Ⅰ※、共通総合講座Ⅱ※、国際文化特殊講義 A、国際文化特殊
※留学認定科目（基礎科目・総合）の修得単位は、
講 義 B、Top School Seminar（International Cultures）A、Top School
4 単位まで卒業に必要な単位数に認定することができる
Seminar（International Cultures）B、留学認定科目（基礎科目・総合）

◆ 2 言語を選択必修とし、所定の単位（英語は 6 単位以上、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語および日本語は 8 単位以上）を修得すること

ゼミ

応用科目

教養演習ⅠA・ⅠB・ⅠC・ⅡA・ⅡB・ⅡC

外国語科目

健康・運動科学科目

コースの
垣根を越えて︑
幅広く学べる

基礎科目

▶A. 政治学・社会学コース
▶ B. 経済学コース
▶ C. 地域行政学コース
▶ D. 国際地域・文化論コース

学びの基礎を身につける

ゼミ

専門演習（卒業論文）

学部間共通外国語
健康・運動科学
科目

基本科目

3 学科共通

基本科目

政治学・社会学

B コース

経済学
コース

C コース

地域行政学
コース

D コース

国際地域・文化論

ｂ 国際政治系パッケージ

ｃ 社会学系パッケージ

国際政治学／国際関係史／アジア政治論／アメ
リカ政治論／ラテンアメリカ政治論／アフリカ
政治論／ロシア政治論／東欧政治論／国際法
A・B／比較政治論／比較政治論
（ 東アジア）／
日本・アジア文化論A 〜 D／日本・アジア地域
論A 〜 D／ヨーロッパ文化論A 〜 E ／ヨーロッパ
地域論A 〜 E ／アメリカ文化論A 〜 D／アメリカ
地域論A 〜 D／連環地域文化論A 〜 D

現代社会学A・B／現代社会心理学A・B／産業
心理学／消費心理学／社会調査法／フィールド
ワーク論／比較社会学／民俗学A・B／社会人
類学A・B／地域情報論

ｄ 国際経済系パッケージ

ｅ 財政・金融系パッケージ

国際経済学／経済地理学／開発経済学／国際
経済政策／国際金融論／日本・アジア文化論
A 〜 D／日本・アジア地域論A 〜 D／ヨーロッ
パ文化論A 〜 E ／ヨーロッパ地域論A 〜 E ／ア
メリカ文化論A 〜 D／アメリカ地域論A 〜 D／
連環地域文化論A 〜 D

現代日本経済論／金融論／金融政策／地方財
政論／財政政策／国際金融論

ｇ 公行政系パッケージ

ｈ 地域コミュニティ系パッケージ

自治体経営論／行政法／地域行政学／行政情
報論／公共政策学／公会計学／都市政策／都
市行政／地方財政論／社会保障論／地域開発
論／環境経済学／地域政策論A 〜 J ／身体文
化論／スポーツ文化論

社会福祉政策論／コミュニティ福祉論／地域
開発論／地域情報論／環境経済学／地域政策
論A 〜 J／身体文化論／スポーツ文化論

ｊ 日本・アジア文化系パッケージ
日本・アジア文化論A 〜 D／日本・アジア地域
論A 〜 D／連環地 域 文化論A 〜 D／身体文化
論／スポーツ文化論／表象文化論／比較政治
論（ 東アジア）／アジア政治論／民俗学A・B／
社会人類学A・B／異文化ビジネス論概論／実
践異文化ビジネス論

ｋ ヨーロッパ文化系パッケージ
ヨーロッパ文化論A 〜 E ／ヨーロッパ地 域論A
〜 E ／連環地域文化論A 〜 D／身体文化論／
スポーツ文化論／表象文化論／国際政治学／
国際関係史／アフリカ政治論／ロシア政治論
／東欧政治論／比較政治論／国際経済学／異
文化ビジネス論概論／実践異文化ビジネス論

スペイン語Ⅰ、スペイン語Ⅱ、スペイン語Ⅲ、スペイン語Ⅳ（◆スペイン語を選択必修の外国語とする学生は、「スペイン語Ⅰ」 2 単位を必修）

1 年次必修 2 単位
4

選択必修 2 単位

運動学演習Ⅰ− 1、運動学演習Ⅰ− 2
運動学演習Ⅱ− 1、運動学演習Ⅱ− 2、生涯スポーツ演習、運動学演習Ⅲ− 1、運動学演習Ⅲ− 2、運動学演習Ⅳ− 1、運動学演習Ⅳ− 2、健康・運動科学Ⅰ、
健康 ･ 運動科学Ⅱ、健康・運動科学Ⅲ

−

政治学特殊講義 A、政治学特殊講義 B、社会学特殊講義 A、社会学特殊講義 B、マスコミュニケーション特殊講義 A、マスコミュニケーション特殊講義 B、経済学特殊
講義 A、経済学特殊講義 B、経済政策特殊講義 A、経済政策特殊講義 B、地域行政特殊講義 A、地域行政特殊講義 B
海外留学演習Ⅲ・海外留学演習Ⅳ、留学準備講座、留学基礎講座

学科関係科目

共通関係科目

専門演習科目

ｆ 総合経済政策系パッケージ
現代経済政策／食料経済学／環境経済学／産
業組織論／中小企業論／地域産業論／人口学
／労働経済学／社会保障論／協同組合学／地
域開発論／地域振興論

原典研究科目

−

4
−

総合講座科目

特殊講義科目

−

−

ｌ アメリカ文化系パッケージ
アメリカ文化論A 〜 D／アメリカ地域論A 〜 D
／連環地域文化論A 〜 D／身体文化論／スポ
ーツ文化論／表象文化論／国際政治学／アメ
リカ政治論／ラテンアメリカ政治論／比較政治
論／国際経済学／異文化ビジネス論概論／実
践異文化ビジネス論

専門演習（卒業論文）【4 学期間連続履修】
●専門演習（卒業論文）履修者

専門演習（外国書研究・原典研究）Ⅰ、専門演習（外国書研究・原典研究）Ⅱ
いずれも専門演習担当教員が指定した授業を履修すること

●専門演習（卒業論文）を履修しない者

原典講読Ⅰ、原典講読Ⅱ

原典講読Ⅲ、原典講読Ⅳ
応用総合講座 A、応用総合講座 B、応用総合講座 C、応用総合講座 D、応用総合講座 E、応用総合講座 F、応用総合講座 G、応用総合講座 H、応用総合講座 I、
応用総合講座 J
政治学特殊講義 C、政治学特殊講義 D、政治学特殊講義 E、政治学特殊講義 F、社会学特殊講義 C、社会学特殊講義 D、社会学特殊講義 E、社会学特殊講義 F、
マスコミュニケーション特殊講義 C、マスコミュニケーション特殊講義 D、マスコミュニケーション特殊講義 E、マスコミュニケーション特殊講義 F、経済学特殊講義 C、経
済学特殊講義 D、経済学特殊講義 E、経済学特殊講義 F、経済政策特殊講義 C、経済政策特殊講義 D、経済政策特殊講義 E、経済政策特殊講義 F、地域行政特殊
講義 C、地域行政特殊講義 D、地域行政特殊講義 E、地域行政特殊講義 F、国際文化特殊講義 C、国際文化特殊講義 D、国際文化特殊講義 E、国際文化特殊講義 F、

Top School Seminar（International Cultures）C、Top School Seminar（International Cultures）D、Top School Seminar（International
Cultures）E、Top School Seminar（International Cultures）F 、留学認定科目（応用科目・特殊講義）

ｉ 産業社会系パッケージ
地域産業論／中小企業論／協同組合学／食料
経済学／異文化ビジネス論概論／実践異文化
ビジネス論／労働経済学／地域振興論／地域
政策論A 〜 J

科 目 詳 細 は 各 学 科 ペ ージ を 参 照 してくだ さ い

日本・アジア文化論 A、日本・アジア文化論 B、日本・アジア文化論 C、日本・アジア文化論 D、日本・アジア地域論 A、日本・アジア地域論 B、日本・アジア地域論 C、
日本・アジア地域論 D、ヨーロッパ文化論 A、ヨーロッパ文化論 B、ヨーロッパ文化論 C、ヨーロッパ文化論 D、ヨーロッパ文化論 E、ヨーロッパ地域論 A、ヨーロッパ
地域論 B、ヨーロッパ地域論 C、ヨーロッパ地域論 D、ヨーロッパ地域論 E、アメリカ文化論 A、アメリカ文化論 B、アメリカ文化論 C、アメリカ文化論 D、アメリカ地域
論 A、アメリカ地域論 B、アメリカ地域論 C、アメリカ地域論 D、連環地域文化論 A、連環地域文化論 B、連環地域文化論 C、連環地域文化論 D、身体文化論、スポー
ツ文化論、表象文化論、留学認定科目（応用科目・3 学科共通）

3 学科

応用科目

コース

中国語Ⅰ、中国語Ⅱ、中国語Ⅲ、中国語Ⅳ（◆中国語を選択必修の外国語とする学生は、「中国語Ⅰ」 2 単位を必修）

スペイン語

留学認定科目（基本科目・3 学科共通）

ゼミ担当教員の指導にもしたがいながら、
「応用科目」を体系的に履修します。
自治体経営論／国家論／現代国家分析／都市
政策／都市行政／政治過程論／政治体制論／
政治 体制変動論／比較 政治論／比較 政治論
（ 東アジア）／計量政治学／政治行動論／公共
政策学

フランス語Ⅰ、フランス語Ⅱ、フランス語Ⅲ、フランス語Ⅳ（◆フランス語を選択必修の外国語とする学生は、「フランス語Ⅰ」 2 単位を必修）

中国語

就業力育成総合講座 A、就業力育成総合講座 B、就業力育成総合講座 C、就業力育成総合講座 D、就業力育成総合講座 E

3・4 年次では、以下の「4 つのコース」とさらに各コースを区分した「科目パッケージ」を参考に、
a 政治理論系パッケージ

ドイツ語Ⅰ、ドイツ語Ⅱ、ドイツ語Ⅲ、ドイツ語Ⅳ（◆ドイツ語を選択必修の外国語とする学生は、「ドイツ語Ⅰ」 2 単位を必修）

フランス語

※ ｢学部間共通外国語」 科目のうち、政治経済学部で設置している言語科目

「4つのコース」と「科目パッケージ」

A コース

ドイツ語

キャリアデザイン総合講座、海外留学演習Ⅰ、海外留学演習Ⅱ

基本科目

コース

16

英語Ⅰ、英語Ⅱ、英語Ⅲ、英語Ⅳ、ACE Content-based Study、ACE General Communication Skills、ACE Exam Skills、
ACE Multimedia Independent Study、ACE Presentation Skills、ACE Academic Training

日本語 ( 外国人留学生のみ ) 日本語Ⅰ、日本語Ⅱ、日本語Ⅲ、日本語Ⅳ（◆日本語を選択必修の外国語とする留学生は、「日本語Ⅰ」 2 単位を必修）

「コース別応用科目」と
「ゼミ指導型コース制」で
専門分野を体系的に学ぶ

PICK UP

外国語科目

英語

情報科目

−

ICT 統計解析Ⅰ、ICT 統計解析Ⅱ、ICT データベースⅠ、ICT データベースⅡ、ICT メディア編集Ⅰ、ICT メディア編集Ⅱ、ICT アプリ開発Ⅰ、ICT アプリ開発Ⅱ、
ICT コンテンツデザインⅠ、ICT コンテンツデザインⅡ、ICT 総合実践Ⅰ、ICT 総合実践Ⅱ

資格課程科目

−

日本史概論、東洋史概論、西洋史概論、地誌学概論、人文地理学概論、自然地理学概論、法律学概論、倫理学概論

グローバル
人材を育成
する全学部
共通科目

−

グローバル人材育成プログラム科目

卒業に必要な
単位に含めない

合計

124 単位修得

実習科目（社会実習）
大学院政治経済学研究科設置科目、専門職大学院会計専門職研究科設置科目
①専門演習履修者は、4 年次に通年で最低 4 単位以上を修得しなければならない。ただし、大学間および学部間の協定校・認定校への留学プログラムまたはそれに該当す
ると教授会が認めたプログラムの参加者は、この要件を適用しない。
②専門演習を履修しない者（コース登録者）は、在学最終学期に最低 4 単位以上を修得しなければならない。ただし、大学間および学部間の協定校・認定校への留学プ
ログラムまたはそれに該当すると教授会が認めたプログラムの参加者は、この要件を適用しない。
③上記①の 4 年次および②在学最終学期における単位修得の要件には、外国語検定試験による単位認定制度を利用した認定単位は含めない。

（１）表中の卒業に必要な単位数【基礎科目 28 単位、外国語科目 16 単位、健康・運動科学科目 4 単位、基本・応用科目 42 単位、原典研究科目 4 単位】を超えて修得した単位は、卒業に必要な単位数に含める。
（２）専門演習を履修しない者および未修得者は、別に定めるコース指定の科目を 20 単位以上修得しなければならない。
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政治経済学部の特色

個を育てる政治経済学部の学び①

Seminar Report

文 化や社会にも精 通する
教養豊かな専門人を育む
教養演習ゼミナール

記事作成に企画から取り組むことで

STUDENT VOICE

多角的な視点を養うことができた

経済学科 2 年

風間 一慶

新潟県
私立新潟第一高等学校卒業

教養演習 植田ゼミナール
〈テーマ〉企画・取材・執筆 ―記事を書く―

1・2 年 次

記事の企画や執筆を通じて他者の意見や価値観に触れ、
ものごとを論理的にまとめる力や表現力を身につける。

を上書きすることでしかないように思います。異なる価値観に対して

このゼミでは、記事執筆のプロセスを通じて、多角的な視点や文

が必要ではないか、というのが私の考えです。また、面白いものをつ

章の表現能力を身につけてほしいと考えています。受講生にはまず、

くるためには努力を惜しんではならないことを知ってもらうのも、当ゼ

公にされている記事の分析を通じて、構造や特徴について整理して

ミの大切なテーマです。ネット上の情報をコピペしないこと、取材や

もらいます。その後、受講生たちが自身で考えた記事案についてプレ

調査は自分の手・目・足でしっかり行うこと、取材対象に負担をか

ゼンテーションを行い、ディスカッションを重ねて記事を仕上げてい

けないことが重要です。それができなければ、まともな記事は書けま

きます。ディスカッションでは、
「批判」と
「否定・批難」を区別するこ

せん。

マウントをとったり言い負かしたり、あるいは自分の価値観を絶対化
するのではなく、
「それってどうなの？」と常に対象を相対化する視点

書き手の視点から情報との接し方を考えられ

ついて学んでいます。これまでに書いていた私

るようになり、以前よりも多角的な視点で情

的な文章とは違った、不特定多数に読まれる

報を解釈できるようになりました。この能力は

ことを前提とした文章を企画の段階から組み

情報の獲得よりも、むしろその取捨選択が問

立てる体験は新鮮です。その中で
「伝えたい

題として挙がる現代においてとても有効です。

こと」と
「伝わること」との間に潜むギャップ

今後は教養演習で獲得したこの視点を大切

にも気づかされました。これは日常のコミュニ

にし、一つの立場に依拠することなくさまざま

ケーションにも応用可能な経験です。また、

なアイデアを提案できるようになりたいです。

教養演習

教養を深めることを目的とした授業で、文化・社会・言語等に関するテーマのゼミナールを設置しています。
『 政経教養セミナー』を毎年発行しています。
［ 政経教養セミナー］教養演習のゼミナールに所属する学生の共同論文集として、

■教養演習ⅠA・ⅡA【春学期開講】／教養演習ⅠB・ⅡB【秋学期開講】
氏名

演習テ ーマ

仮屋 浩子

コミュニケーションと身体性

相原 耕作

社会科学スタディーズ入門

髙山 裕二

社会科学スタディーズ入門

安藏 伸治

科学的方法の理解

武田 和久

グローバル・ヒストリー：近代初期
（16-18世紀）を中心に

碇 陽子

社会科学スタディーズ入門

廣部 泉

ブラメリカ
（アメリカ合衆国探訪）

牛山 久仁彦

地域社会を考える意義と手法を学ぶ

丸川 哲史

現代中国をテーマにした、中国語論文の翻訳

兼子 歩

人種・民族・ジェンダーをアメリカの歴史から考える

山岸 智子

ダイバーシティ
（多様性）を考える

兼子 歩

歴史のなかに生きた人びとの経験から考える

山岸 智子

イスラーム教徒の世界

とも重要です。批判はものごとを次の段階へとつなげる手段ですが、

私は本学で
「国語表現」
、つまり文章表現法の授業も担当してい

それを否定や批難と捉えてしまうと、進行を停滞させかねません。自

ますが、ライターとして記事の執筆活動も行っています。そのため、

分への批判を否定や批難と思い込んでしまうと、論理よりも感情が

教員・研究者としての経験とライターとしての経験に基づいて、表現

優先されてしまいます。

と記事の構成について指導します。受講生には、単なる思い付きを

氏名

演習テ ーマ

受講生に養ってほしいのは
「健全な批判精神」です。関西人であ

記事にするのではなく、企画案に基づいた取材や調査を踏まえて執

飯嶋 曜子

る私の感覚的には
「ツッコミ力」と言えるかもしれません。最近、
「論

筆するように伝えています。受講生にはゼミでの経験が成長につなが

景観から地域を読み解く ―地図・統計・GISによる
地域調査法入門―

石井 千春

日本近現代文学を読む

破」がもてはやされがちですが、それは特定の価値観で別の価値観

ることを期待しています。

稲葉 肇

感染症の歴史を英語で読む

井上 和哉

リスニング徹底練習

植田 麦

企画・取材・執筆

■教養演習ⅠC・ⅡC【通年開講】

MESSAGE

植田 麦

専任准教授

大学は「自分ではないもの」に出会う場所です。
それまでの自分がふれたことのないものに出会い、消化し、そして新しいもの
を作り出していく場、それこそが大学のもつ最も大きな機能ではないかと、私は
考えます。時としてそれは、痛みや衝撃を伴うものかもしれません。しかし、そ
のような経験を通してこそ学ぶものがあるのも事実です。
PROFILE
博士
（ 文学）
。
「 国語表現」
「 日本文学」などを担当。
『 古事記』
『 日本書紀』等の日本古代文学
作品を研究対象とする日本文学研究者。

異文化とリーダーシップ

遠藤 直樹

トランプで学ぶ群論
「文系の環境問題スペシャリスト養成」講座

奥山 雅之

産業社会研究入門
（産業と地域の分析手法を学ぶ）

春日井 淳夫

体力・運動能力・健康度を探る

金子 隆一

人口とライフコースの変化から視る未来社会

倉地 真太郎

財政と社会

小島 望

今日のネイション・エスニシティ問題を考える

後藤 光将

共生社会の実現に寄与するスポーツの在り方

小西 淳文

JICA課題別指針とSDGs
（ プロジェクトの企画演習）

齋藤 雅己

Economic Affairs（経済事情）

佐久間 寛

※2022年度の開講テーマです。開講期については、演習要項で確認してください。
年度により、テーマは変更となります。

Japan Through a Looking Glass
デヴェラ，
ローナヴェリア Ｌ． ―国際異文化交流に向けて日本文化を学ぶ― ※1
冨澤 成實
虎岩 直子

自転車の文化と歴史～未来をひらく乗り物

永川 聡

現代ドイツ政治談議
contemporary Japanese and English-language
cinema, t alking and w r iting about mov ie s ,
analyzing movies, representations of race, class,
and gender in movies ※1

ネルソン，
リンジー Ｒ．
野口 健

町づくりを考えてみよう

パスクッチ，
ルアン Ｋ．

Holidays in the United States ※1

羽根 次郎

中華人民共和国憲法を読み、考える ―「人民共和国」
であるということ

原 ひろみ

因果推論入門 ―原因と結果の経済学―

針ヶ谷 雅子

環境を考える ～ともに生きる社会のつくりかた～

平山 茂樹

ダンス・身体・映像
Topics in Social Theory and the History of Political
Thought

映像から学ぶ文化人類学的世界

佐原 徹哉

The Guardianで読む世界の動き

陣野 俊史

サッカーを語る

堀越 喜晴

杉田 弘毅

メディアの仕組みとその役割

髙橋 聡

SDGsビジネスから経済・社会問題を考える
社会科学の調査手法を学ぶ
～フィールドワーク・インタビュー・アンケート調査・データ分析
理論と実践を通して自身の身体を知る

高峰 修
田村 久男

ドイツ―文化、生活と歴史

塚本 崇

アジアの中の日本

夏目漱石と村上春樹を読む
「 パブリック・アート」をはじめとする視角文化から考
える現代社会

永江 敦

ブルチャー，
ミヒャエル F．

武田 紘平

School of Political Science and Economics

―記事を書く―

海野 素央
大森 正之
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教養演習では記事の企画・取材・執筆に

本間 次彦

芸術と思想
（Arts and Thoughts）
『史記』の世界

宮崎 イキサン

経済指標のwhat and why

森下 正

ベンチャー・中小企業経営研究

森本 陽

スポーツと法学

ムの教育的や社会的可能について
ヨーク，ジェームズ ゲー
Doing things with games in society
※2022年度の開講テーマです。年度により、テーマは変更となります。
※1 ）当該授業の修得単位は、ACE修了要件の上限に2単位まで算入することができます。
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政治経済学部の特色

個を育てる政治経済学部の学び②

Seminar Report

知識・経験・自主性を
バランスよく身につけながら、
問題解決力を磨くゼミナール教育

実 践 的な学びで得た経 験をいかし、

STUDENT VOICE

地 元に笑 顔を増やせるよう貢 献したい

政治学科 4 年

千坂 紗雪
宮城県
古川高等学校卒業

専門演習 木寺 元ゼミナール
〈テーマ〉政治学（政策デザイン）

3・4 年 次

木寺元ゼミでは地域活性化の政策・事業

験を企画・開催しました。参加する人に興味

につながる公 共 政 策 学を実 践 的に学べま

をもってもらえるよう工夫を凝らし、SDGs の

す。私たちの代は、グループに分かれて東京

啓 蒙だけでなく、地 域への愛 着 形 成やコ

都・茨城県・山梨県内の 4つの地域で政策

ミュニティの発展に貢献できたことは大きな

をデザインしてきました。私は東 京 都 墨 田

喜びです。卒業後は、地元で夢だったアナウ

区・隅田川を担当。地域のイベントに参画し、

ンサーとして働きます。ゼミでの学びをいかし

「SDGs の学び」をテーマに、親子で楽しめる

て地域の魅力や課題をわかりやすく発信し、

巨大すごろく、小学生向けのかるたづくり体

地元に笑顔を増やせるよう頑張りたいです。

専門演習

3・4 年次設置の専門演習には、9 割近くの学生が所属しています。80 近くの多彩なゼミナールを配置し、学生の学習ニーズに応えています。

他者との関わりの中で自己を確立していく存在です。それだけ

政治は人を、笑顔にできる。
全力で活動し、人として成長する。

に、
「異なる他者」との出会いは、自身に人としての厚みや幅をも
たらす重要な機会となるはずです。政治とは、経済や社会の押し

私のゼミは “ 学びをカタチに。ひとを笑顔に。” が合言葉。これ

付ける格差や差別などの「困りごと」から人々を解き放ち、誰か

までに、
「日本公共政策学会・学生政策コンペ」や、JTB などが

を幸せにするもの。教え子たちが、ビジネスパーソン、社会起業

実施する「大学生観光まちづくりコンペ」、国土交通省主催の

家、アナウンサー、プロ野球選手など、それぞれが進んだ自分の

「水の里の旅コンテスト」など、全国レベルの数多くの大会に出場

役割の中で活躍し、ひとを笑顔にする活動に勤しんでいる報告を

し、
「日本公共政策学会会長賞」や「観光庁長官賞」など、多数

3・4 年次 2 年間の学習・研究の成果として卒業論文を提出することが義務づけられ、各学期 2 単位の計 8 単位を付与します。
担当教員の指導を受けながら、学生自身のイニシアチブで研究に取り組み、その成果をアウトプットする、という高次の能力を身につける機会となり
ます。2 年次の秋学期に、専門演習入室試験が行われます。

［ゼミ指導型コース制］ 専門演習を履修する学生は、ゼミナール担当教員の指導に基づき、

自身の研究テーマに沿ったコース・科目を選択し、卒業論文作成をゴールとした体系的な学習を行います。

『 政経セミナー』を毎年発行しています。
［ 政 経 セ ミ ナ ー ］ 専門演習のゼミナールに所属する学生の共同論文集として、
ゼミの仲間と同じ研究テーマに向けて調査・研究を行い、ひとつの論文を書き上げ、

聞くことは、私の喜びにもなっています。

の賞を受賞してきました。また、自治体や企業などとタッグを組

私が目指しているのは、
「文化祭の前日」のようなゼミ。「明日

み、子ども向けの SDGs の啓発イベントや周辺市街地活性化のた

どんなことが起こるだろう」というワクワクを胸に参加してほし

めのプロジェクトなども実施。水辺空間の利活用や、地域の人口

いと思います。政治が解決するべき課題には、目を背けたくなる

減少などの地域課題・社会課題を少しでも解決するためのプロ

こともあります。だからこそ、前向きに取り組んでほしい。前向き

ジェクトも行っています。

な気持ちが発揮される場であるために、ゼミ生のモットーは「他

それが発行物として後に残るので、学生時代の大きな思い出となるでしょう。

［ゼミナ ール 発 表 会 ］ ゼミナール活動の研究成果を発表する場として「 ゼミナール発表会」があります。
PICK UP

応用総合講座

■2022年度開講テーマ例

「応用総合講座」は、将来リーダーとして活躍できる人材を育成するための授業。
各業界の最先端にいる人々から指導を受けることができます。

わら

ゼミを通じて身につけてほしいと考えているのは、
「異なる他

人の全力を嗤うな」としています。木寺ゼミの多様なプロジェク

者」との出会いを大切にすること、
「異なる他者」の存在を想像す

トに向き合い、頑張る仲間を「いいね！」の精神で応援できるゼ

ること。人間は予め決められた役割のなかで生きるのではなく、

ミでありたいと思っています。

ジェンダー／セクシュアリティ

講師：本学教員および外部講師

本講義では、各回、学内外のジェンダー／セクシュアリティの専門家に、オムニバス形式で講義していただきます。講義テーマは、マンガ、女性性・男性
性、軍隊、性暴力、ヒジュラ、先住民、トランスジェンダー、クィア、エイズ、ズーフィリアなど多岐にわたり、時空間も、近代から現代、ヨーロッパ・アメリカ・
アフリカ・アジアと広範囲にわたります。ジェンダー／セクシュアリティに関する知識を身につけるとともに、それらをめぐる問題をグローバルな視点で
多角的に考える力を養うことを目標としています。

MESSAGE

木寺 元

専任教授

自治体トップが語る自治体行政と地域政治

講師：自治 体首長（市区町村長等）

変化の激しい時代にあって大事なことは、自分自身の生を評価する「軸」を自
らの内側に確立させることです。その「軸」を、他者や外部に委ねてはいけませ
ん。そして、私たちの生は社会の中にあります。社会の中の存在として「軸」を磨
くのに必要なのが人文社会科学の知です。政治経済学部は知のジャングルで
す。ゼミだけでも、政治学・経済学・社会学・国際文化…8 0 にもおよぶゼミが

本講義では、地域における政治・経済のキーパーソンとして活躍している自治体の首長や首長経験者を招き、現実の自治体行政の動きと地域の自
己決定システムである地域政治の実態を学んでいきます。
［指導講師例］
・東京都杉並区長

・東京都大田区長

・東京都国分寺市長

・東京都東村山市長

・埼玉県戸田市長

・静岡県御殿場市長

など全14回

開講されています。さあ、足を踏みいれませんか。知によって、あなたの「軸」を
磨きましょう。
PROFILE
博士
（学術）。
「政治学基礎」
「政治理論基礎」などを担当。研究分野は、現代日本政治分析
（地
方自治を中心に）、政策デザイン。
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ビジネスと市場リスク

講師：本学教員および外部講師

本講義では、学生の就職先であるメーカー、商社、運輸、金融などビジネスの世界において重要な業務である市場リスクの管理に関して基礎的な知識
から、基本的な実践的対応までを金利と通貨のデリバティブ取引の自主規制団体である金融先物取引業協会から専門家を招いて講義していただきま
す。また、講義では、企業が実際に行っている実践的な対応の基礎
（ 外国為替相場の市場リスクに対するヘッジの実例）について、シミュレーションゲ
ームを通じて学ぶ貴重な機会も提供しています。

MEIJI UNIVERSITY
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政治経済学部の特色

個を育てる政治経済学部の学び③

Class Report

世 界で通用する力をつける
グローバルキャリア形 成（ GCD ）プログラム
2022年度以降の入学者を対象に、所属学科それぞれのカリキュラムに応じた科目を自由に履修しながら、

5
5

英語を用いた
教養
・専門科目の学習
英語を用いた
教養・専門科目の学習
日本 語だけでなく、
英語

で展 開される教 養・専門 科
日本 語だけでなく、
英語
目を受講することで、
的確な

国内・海外グローバル
ビジネス
国内・海外グローバル
ビジネス

で展
開される教 養・専門 専
科
語彙を習得するとともに、
目を受講することで、的確な
門知識や概念に関する理解

語彙を習得するとともに、
専
を深め、グローバル 社 会 の
門知識や概念に関する理解
幅広い分野で即戦力となる

優秀な成績を修めた学生に
奨学金（支援金）を授与 ※
優秀な成績を修めた学生に
P OIN T!
1 奨学金（支援金）を授与 ※
※海外留学やインターンシップなどに利用可能

2
2

グローバルキャリアを考え、
準備する機会を提供
グローバルキャリアを考え、
準備する機会を提供

3
3

外務省・
国際機関職員
外務省・
国際機関職員
海外の大学、
国際協力機構
日本・海外の
（JICA）
など
海外の大学、
大学院での研究
国際協力機構
日本・海外の
（JICA）
など
大学院での研究

特定非営利
活動法人
（NPO）
特定非営利
活動法人
（NPO）

を深め、
グローバル 社 会 の
学生を育てます。
幅広い分野で即戦力となる

3-4年次

柔軟な思考力・洞察力および優れた問題解決力を持ち、
世界を舞台に最前線で活躍できる人材を育成します。

1

卒業後のキャリアイメージ
卒業後のキャリアイメージ

「世界を舞台に活躍する人材へ」

学生を育てます。

グローバル社会で通用する実践的語学力
・コミュニケーション能力に加え、
国際社会に関する基礎的知識を習得。
2022年度以降の入学者を対象に、所属学科それぞれのカリキュラムに応じた科目を自由に履修しながら、
柔軟な思考力
・洞察力および優れた問題解決力を持ち、
世界を舞台に最前線で活躍できる人材を育成します。
グローバル社会で通用する実践的語学力
・コミュニケーション能力に加え、
国際社会に関する基礎的知識を習得。
P OIN T!

「世界を舞台に活躍する人材へ」

3-4年次
国内で専門的学習

プログラムの修了要件を
満たした学生に修了証を授与
プログラムの修了要件を
満たした学生に修了証を授与

5
5

国内で専門的学習

国内で
「英語で学ぶ」
国内で
を実践
「英語で学ぶ」
を実践

※海外留学やインターンシップなどに利用可能

１年次からの参加基準例
１年次からの参加基準例
参加希望者の中から、入学時に行われるTOEIC

のスコアにより選抜します。それ以外
の参加希望者については、以下の語学基準のいずれかを満たす場合、参加できます。
参加希望者の中から、入学時に行われるTOEIC のスコアにより選抜します。それ以外
の参加希望者については、
以下の語学基準のいずれかを満たす場合、
参加できます。
TOEFL iBT 68 IELTS TM6.0以上
英語

英語
ドイツ語

TOEFL iBT 68 IELTS TM6.0以上
Goethe-InstitutでGoethe-ZertifikatB1以上の級において総合点6割以上

フランス語
ドイツ語

DELF・DALFでDELF B1以上の級において合格
Goethe-InstitutでGoethe-ZertifikatB1以上の級において総合点6割以上

フランス語
中国語
中国語
スペイン語

DELF・DALFでDELF B1以上の級において合格
HSKで筆記試験3級以上の級において総合点6割以上、
および口頭試験中級以上の級において6割以上
HSKで筆記試験3級以上の級において総合点6割以上、
および口頭試験中級以上の級において6割以上
DELEでB1級以上の級において合格

スペイン語

DELEでB1級以上の級において合格

1年次
1年次
自身のキャリアを考えそれに向けた
基礎英語力を強化
自身のキャリアを考えそれに向けた
基礎英語力を強化

1
1

4
4

学内最多の14カ国・地域、
42の留学プログラム
学内最多の14カ国・地域、
明治大学は、
留学できる協定校数が41カ国・地域、191大学・学部（2022
42の留学プログラム

年2月現在）
あります。
それに加えて本学部は、
国のロンドンスクールオブエコノミクス
アンド学部間協定に基づく留学プロ
ポリティカルサイエンスやシ
グラム数が明治大学の全10学部で最多の42通り
（2022年2月現在）あり、英
ンガポールの南洋理工大学など世界トップレベルの大学に留学ができます。

4 2-4年次
留学
海外インターンシップ
4 ・2-4年次
留学・海外インターンシップ

2
2

ACE
ACE

国のロンドンスクールオブエコノミクス アンド ポリティカルサイエンスやシ

ンガポールの南洋理工大学など世界トップレベルの大学に留学ができます。

3
3

トップスクー ル
セミナー
トップスクー ル
セミナー

発コンサルタント、建設会社、商社などの職員・社員を
海外で活躍する外務省やJICAなどの援助機関、
開
招へい。
貴重な体験談から国際的な場で就業・研究す
発コンサルタント、
建設会社、商社などの職員
・社員を
る際の留意点などを学べる講座です。
また、日本で活
招へい。
貴重な体験談から国際的な場で就業
・研究す
躍する外交官や国際機関職員からもさまざまな情報
る際の留意点などを学べる講座です。
また、日本で活
を得て、今後の進路につなげます。海外での活躍を想
躍する外交官や国際機関職員からもさまざまな情報
定し、その実現に向けた課題を整理して自ら取り組め
を得て、
今後の進路につなげます。海外での活躍を想
ることを目標にしています。
定し、その実現に向けた課題を整理して自ら取り組め
ることを目標にしています。

11
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2
2

英語実践力
特別強化
（ACE）プログラム
英語実践力
グローバル社会で通用する、
コミュニケーション能力の強化
特別強化（ACE）
プログラム

ACE Academic Trainingの授業を必修とし、グロー
グローバル社会で通用する、
コミュニケーション能力の強化
バル社会で通用する高度な実践的語学力を習得。
読
ACE書く力を含む総合力の強化を図り、
Academic Trainingの授業を必修とし、
グロー
む力、
国際社会に

バル社会で通用する高度な実践的語学力を習得。
読
おける諸問題について、リサーチやプレゼンテーショ
む力、
書く力を含む総合力の強化を図り、
国際社会に
ン、
ディベートを行っていくことで、
相手の議論を正確
おける諸問題について、
リサーチやプレゼンテーショ
に理解するとともに、調べる力、
考える力、自身の考え
ン、
ディベートを行っていくことで、相手の議論を正確
を的確に伝える力を養います。
に理解するとともに、調べる力、考える力、自身の考え

3
3

トップスクー ル
セミナー
トップスクー ル
世界各国の
「トップスクール」から教員・研究者を招
セミナー

へいし、
政治学・経済学・社会学・行政学・歴史学といっ
世界各国の「トップスクール」から教員
・研究者を招
た専門分野の講義を英語で実施。
日本にいながら、
特
へいし、
政治学・経済学・社会学・行政学・歴史学といっ
別な費用をかけずに世界基準の授業を体験でき、
英語
た専門分野の講義を英語で実施。
日本にいながら、特
力を磨くだけでなく、専門分野に対する興味や視野が
別な費用をかけずに世界基準の授業を体験でき、
英語
広がります。
留学に向けた
「留学疑似体験」
、
留学後のス
力を磨くだけでなく、
専門分野に対する興味や視野が
テップアップにも活用できます。

広がります。
留学に向けた
「留学疑似体験」
、
留学後のス
テップアップにも活用できます。

14
14

イギリス

フィンランド

スウェーデン

オランダ

フランス

シンガポール

イギリス

フィンランド

スウェーデン

オランダ

フランス

シンガポール

カ国・地域
カ国・地域

タイ

インドネシア 中華人民共和国

大韓民国

台湾

ベトナム

タイ

インドネシア 中華人民共和国

大韓民国

台湾

ベトナム

オーストラリア

アメリカ

アメリカ
PICK UP

オーストラリア

MESSAGE

国際経験が豊富な教員による
指導と個別相談

入学後のガイダンスをはじめ、履修から留学・就職に関する内容まで、
定期的に専門性の高い教員に直接相談することができます。

堀金 由美 専任教授

1
1

明大イチ、留学に強い!

年2月現在）
あります。
それに加えて本学部は、
学部間協定に基づく留学プロ
明治大学は、留学できる協定校数が41カ国・地域、
191大学・学部
（2022
グラム数が明治大学の全10学部で最多の42通り
（2022年2月現在）
あり、
英

就業力育成
総合講座
就業力育成
総合講座

就業力
育成総合講座
就業力
海外で活躍する外務省やJICAなどの援助機関、
開
育成総合講座

明大イチ、留学に強い!

小西 淳文 特任教授

PROFILE

PROFILE

大学卒業後、国際協力事業団（ JICA、
現国際協力機構）勤務を経て、ケンブ
リッジ大学修士（ 開発の社会政治学）、
Ph.D（ 政治学）

開発社会学を学びJICA、外務省に。ザ
イール、セネガル、ベナンでの滞在計10
年。他にも約40カ国に出張経験あり。

将来、グローバル社会の最前線で活躍することを目

海外とのつながりはますます深まっていきます。その

指す皆さん、その夢の実現に向けて、さあ、努力を始め

第一線で活躍するには学生時代に何を身につければ

ましょう。大切なのは、自分の頭で考え、目的を持っ

良いでしょうか？ 専門知識やコミュニケーション能力

て周囲からも学びつつ、積極的に動くこと。4 年間をフ

に加え、他国の人が関心を寄せる話題の提示と展開能

ルに活用し、夢に向かって羽ばたいてください。そのア

力、いつも人に囲まれる人間的魅力…等々、このプロ

シストができればと思っています。

グラムで強化していきましょう。

を的確に伝える力を養います。

MEIJI UNIVERSITY
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政治学科

学科
紹介

人 間とそれが 構 成 する社 会 を 対 象とした 総 合 科 学

Department of
Political Science

井田 正道

STUDENT VOICE

政治学科長

政治学は、政治家を目指す人のための学問だと考えていません
か？ 確かに政治学科の卒業生のなかには政治家もいますが、多
くの卒業生は民間企業や国家機関、地方行政機関で活躍して
います。では政治学は一体何の役に立つのでしょうか？
21世紀に入り、現代は一層のグローバル化がみられます。政治
体制の面では、リベラル・デモクラシー国家が増大してはいます

社会を支える政治と経済を学び、

Q 政治学科を選んだ理由は？

その先にある社会的な課題の解決に挑む。

本質をとらえ、自身の考えを持てる人を目指して

が、そうではない政治体制をとっている国が今なお多数を占めて

Answer

る点に魅力を感じたことが、政治学科を選んだ理由です。性差や経済格差、

います。また、リベラル・デモクラシー国家についても、その体制

環境問題など、政治の影響を受けている社会的課題について、深く考える機

政治学科3 年

は次第に変化を遂げており、このような国際社会の理解は、かつ

会にもなると思いました。

齋藤 宏紀

てなく重要性を増しています。政治学は、このような政治形態の

Q ゼミではどのようなことを学んでいますか？

茨城県立
水戸第一高等学校卒業

実態と傾向を知ることにより、グローバルな視点から社会を見る眼
を養うことができる学問なのです。
政治学を学ぶと、広い視野と柔軟な思考力が身につき、世の中
のさまざまな現象を理解するときに役立ちます。また、本学政治
学科は、政治学への多様なアプローチを用意しているとともに、
社会学系や行政学系の科目も多数設置しており、社会の理解と
政治の理解をリンクしながら学ぶことができます。ここで養った知
的柔軟性は将来の可能性を大いに広げてくれることでしょう。

［ 政治学科関係科目 ］
1 年次

※ ★は半期集中科目

3年次

2年次
選択必修科目

政治学・社会学総合講座、政治学原論 ★

基本科目

必修科目

憲法 ★、政治学基礎、政治理論基礎、

基本科目

行政学基礎、行政理論基礎、社会学A、社会学B、

Seminar（ Politics）A・B、Top School Seminar
（Sociology）A・B、Top School Seminar（ Mass
Communication）A・B

選択科目

ン論、統計学、社会科学方法論、Top School

政治思想史、政治理論史、日本政治史 ★、西洋政治史★、現代思想、現代政治理論、日本政治思想史、

月

1



火

科目名の上段は春学期・下段は秋学期
水

＊政治学説史
＊政治学説分析


ロシア政治論

2





3
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5
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東欧政治論

専任准教授

13

計量政治学




政治体制論



現代思想
現代政治理論

























います。特に注目しているのは、ソーシャルメディアが民主主義に与える影響
です。人の感情や思想に干渉する可能性を持ち、政治的にも利用されている
ソーシャルメディア。そのあり方について議論しています。

Q 学科の学びを、将来どのようにいかしたいですか？
Answer

本学科で身につけた力は不変であり、色あせることはないと信じてい

ます。卒業後は、企業へ勤めながらも、社会の構成員として、社会問題にコミット
し続けていきたいと考えています。新たな問題や課題に直面したとき、表面を見る
のではなく
「本質」を探り、自身の考えを持つことができる人になることが、目標です。

＊ 2021 年度以前入学者カリキュラムの科目名称

地域開発論、地域振興論、地域情報論、応用数量分析、国際法A、国際法B、行政法 ★、

DATA で わかる政 治 学 科

Top School Seminar（ Politics）C〜 F、Top School Seminar（ Sociology）C〜 F、Top School Seminar（ Mass Communication）C 〜 F

MESSAGE

私たちの暮らす社会は「それほど
悪くはない」と考えている人が多い
かもしれません。しかし、社会は今
より良くするためだけでなく悪くし
ないためにも変え続けられなければ

■ 2021 年度業種別就職状況
※グラフ中のパーセンテージは四捨五入
されているため、合計しても100％になら
ない場合があります。

■その他 3.6%

文化人類学の視点から、多様な生／性のあり方を考える
社会調査法
フィールドワーク論
碇 陽子
専任講師

■サービス業（他に分類されないもの） 5.3%

■電気・ガス・熱供給・
水道業 1.8%

■運輸業、郵便業 3.1%
■卸売業、小売業 5.8%

文化人類学は
「人間とは何か」を問
う学問です。グローバリゼーションは
私たちの生き方に同質化をもたらさず、

■製造業

それは各地で多様で特殊な現れ方をし
ています。一方で、特殊性を越えても

なりません。政治思想史・政治理

なお私たち人間に通底することは何で

論史の授業では、より良い／より悪

しょうか。 授 業では科 学とテクノロ

くない社会のデザインを深く考えて

ジー、制度などが私たちの生／性に与

きた思想家たちの「名著」にふれる

える影響を、
さまざまなトピック
（健康と

ことで、現代の政治社会を変えるた

病気、ジェンダー／セクシュアリティ、

めのアイデアの獲得を目指します。

身体の交換等）
を取り上げて考えます。

School of Political Science and Economics
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日本政治史

土

所属するゼミでは、政治、経済、文化の歴史や思想などから現

★
比較政治論 ★、比較政治論（東アジア）
、計量政治学、政治行動論、国際関係史★、アジア政治論、アメリカ政治論、

ラテンアメリカ政治論、アフリカ政治論、ロシア政治論、東欧政治論、現代社会学A、現代社会学B、現代社会心理学A、現代社会心理学B、
産業心理学、消費心理学、社会調査法、フィールドワーク論、比較社会学 ★、民俗学A、民俗学B、社会人類学A、社会人類学B、

政治社会を変えるアイデアをつかむ

髙山 裕二

金

日本政治文化論

政治行動論

■不動産業、物品賃貸業 3.1%

政治思想史
政治理論史

木

日本政治思想史 日本政治史

Answer

代の社会問題の背景にある論理を紐解き、その解決に向けた糸口を探って

日本政治文化論、メディアリテラシー論、国際コミュニケーション論、マスメディア論、メディアと世論

※ 他学科関係科目も履修可能

PICK UP

［ 私の時間割（ 3 年次）］

自治体経営論 ★、国家論、現代国家分析、国際政治学 ★、都市政策、都市行政、政治過程論 ★、政治体制論、政治体制変動論、
応用科目

選択科目

ジャーナリズム論、メディアコミュニケーショ

4年次

高校時代から、社会を支えている政治と経済について学びたい

と考えていました。学部の枠にとらわれず横断的に政治・経済について学べ

■生活関連サービス業、
娯楽業 0.4%

■情報通信業

16.4%

10.7%

■学術研究、専門・
技術サービス業
■教育、学習支援業

1.8%

15.1%

20.9%
8.9%

■宿泊業、飲食サービス業 0.4%

■金融業、保険業

■建設業 2.7%

■公務（他に分類されるものを除く）

2021年度就職実績
（一社）日本音楽著作権協会

国家公務員

第一東京弁護士会

ヤフー（株）

日本通運（株）

KDDI（株）

総合職

アマゾンジャパン（合）

（株）日本経済新聞社

旭化成（株）

（株）時事通信社

ハウス食品グループ本社（株）

LINE（株）

キッコーマン（株）

（株）サンリオエンターテイメント

明治安田生命保険（相）

（株）キーエンス

東京信用保証協会

（株）東芝

日本生命保険（相）

サッポロビール（株）

アフラック生命保険（株）

オリンパス（株）

（株）三井住友銀行

パナソニック（株）

清水建設（株）

ENEOS（株）

大和ハウス工業（株）

テルモ（株）

警視庁

東京電力ホールディングス（株）

外務省

専門職員

三井住友トラスト不動産（株）

MEIJI UNIVERSITY
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経済学科

学科
紹介

社 会 全 体 が 幸 せになる方 策 を 考 える

Department of
Economics

森下 正

STUDENT VOICE

経済学科長

経済学とは、有限な資源から価値を創造し、生産・消費・分
配によって、人々の
「暮らし」
（すなわち、経済的厚生）を向上させ
ることを目的とし、理論、歴史・思想、政策について探求していく
学問です。21世紀になり、世界は安定するどころか、世界的金
融危機、資源・食糧問題、地球環境問題、貧困問題、少子高
齢化問題など、グローバル化のなかで混迷を深めているといえま

経済と政治の密接な関係性を学びながら、

グローバルな視野を養うことができるのが魅力。
大切なのは、常に自分で考え、疑問を持つこと

留学をしたいと考えており、留学サポートや国際交流が充実していることも決

経済学科4 年

経済学科では、さまざまな側面から経済学にアプローチしま

末沢 紗矢華

す。理論部門では、ミクロな需要と供給による価格決定メカニズ

め手になりました。

大阪府立
天王寺高等学校卒業

ム、マクロな生産・消費などの経済循環、また、実証のための統

Q ゼミではどのようなことを学んでいますか？

計的手法などを学びます。歴史・思想部門では、著名な経済学

すればよいのかを、経済・財政政策から社会保障・労働政策ま
で幅広く学びます。
先人たちが残してくれた学問という遺産をともに学び、新しい学
問や未来の経済社会について考えていきましょう。

［ 私の時間割（ 3 年次）］

1
2
3
4

［ 経済学科関係科目 ］

※ ★は半期集中科目

1 年次

3年次

2年次

5

月

火

現代日本経済論

＊財政学

現代日本経済論

＊財政学

水

経済変動論


ACE
PresentationSkils

経済変動論

国際金融論
＊経済学史

科目名の上段は春学期・下段は秋学期






木
＊経済学史

必修科目









土





国際金融論
経済政策原理



経済政策原理

金





















専門演習

6





＊ 2021 年度以前入学者カリキュラムの科目名称

経済史★、経済学総合講座

Answer

国際金融論のゼミに所属しており、世界各国の中央銀行や

マーケットについて学んでいます。ゼミでは海外の文献も用いながら国際的
な視野を身につけています。また外部コンテストにも参加し、実践的な活動
にも取り組んでいます。グローバル社会で通用する人材になるため、語学学
習にも力を入れています。

Q 学科の学びを、将来どのようにいかしたいですか？
Answer

4年次

マクロ経済学 ★、ミクロ経済学 ★、

高校時代から、金融市場や社会経済について興味があり、大

治についても同時に学ぶことができる明治大学を選びました。また在学中に

決のため、今後ますます経済学は重要になっていくでしょう。

れらの知見をもとに、政策部門では、実際の経済社会ではどう

Answer

学で専攻したいと考えていました。経済は政治との関係が密接であるため政

す。これらの問題の底には経済的な問題が多く存在し、問題解

者の学説やその思想、日本や世界の経済の歴史を学びます。こ

Q 経済学科を選んだ理由は？

経済学科での学びを通じて、自分で考え疑問を持つことの大切さを学び

ました。この経験をいかして自分の考えを持って能動的に行動し、周囲に良い影響を与
えられる存在になりたいです。国際金融論を学んだ経験から、金融に関わりのある職業
に就きたいと考えています。学科で得た実践的な知識を現場でいかしていきたいです。

選択科目

経済原論 ★、統計学 ★、
数量経済分析、日本経済史★、
経済思想 ★、社会思想史★、簿記論 ★、社会科学方法論 ★、
Top School Seminar（ Economics）A・B、Top School

選択科目

経済政策、財政学、経済学史、現代経済事情

応用科目

基本科目

選択必修科目

社会経済史、近代経済学史★、国際経済史、現代経済史、社会経済思想史★、近代経済学 ★、
経済統計学 ★、経済変動論 ★、計量経済学 ★、数理経済学 ★、経済政策原理、国際経済学 ★、
現代日本経済論、産業組織論 ★、金融論、金融政策、国際金融論 ★、経済地理学 ★、地域開発論、
地域振興論、地方財政論 ★、中小企業論 ★、地域産業論 ★、人口学 ★、労働経済学 ★、社会保障論 ★、
協同組合学 ★、現代経済政策 ★、食料経済学 ★、開発経済学 ★、国際経済政策 ★、財政政策 ★、
環境経済学 ★、租税論、応用数量分析、Top School Seminar（ Economics）C 〜 F、
Top School Seminar（ Economic Policy）C 〜 F

DATA で わかる経 済 学 科

Seminar（ Economic Policy）A・B
※ 他学科関係科目も履修可能

PICK UP

MESSAGE

■ 2021 年度業種別就職状況
■その他 4.2%

■サービス業（他に分類されないもの） 2.6%

■複合サービス事業 0.4%

世界が大きく変わるなか、グローバルな視野で物事の本質を捉えよう
国際金融論

この20 年、世界経済は大きく変わりました。
その変動は以前よりもさらにボラタイルになっ

当たり前を考え、蓄積から学ぶ
国際経済学

てきており、気候変動やCovid19など、新たな

勝 悦子
専任教授

15

脅威も世界や日本の経済に大きな影響を与え
ています。これらの動向をグローバルな視点か

貿易摩擦や関税の何が問題であるか
以前に、そもそも何故国や企業同士は貿
易を行い、そのパターンがどう決まるのか

宮崎 イキサン
専任講師

という問いに答えられる必要があります。
このような、答えられそうで答えられない

ら見極め、大局を掴むことは、さまざまな課題

素朴な疑問に対する経済学の蓄積に基

解決を考える上で非常に重要になっているので

づかない議論は、目隠しの西瓜割りと何

す。財、サービス、人、資本が大きく移動する

も変わりません。みなさんが講義を通じ

なか、経済学を基盤に世界を分析しましょう。

て経済学という武器を身につけ、国際経

4 年間の主体的な勉強は、みなさんの人生をさ

済が抱える問題を理解・議論し、その解

らに豊かなものにすることを確信しています。

決策を見出していくことを期待しています。

School of Political Science and Economics

■医療、福祉 1.1%

■不動産業、物品賃貸業 4.6%

■運輸業、郵便業 3.5%

■電気・ガス・熱供給・
水道業 1.3%

■卸売業、小売業

8.7%

■製造業
■生活関連サービス業、
娯楽業 0.7%

■情報通信業

2021年度就職実績

※グラフ中のパーセンテージは四捨五入
されているため、合計しても100％になら
ない場合があります。

12.9%

8.7%
14.9%

25.0%
7.4%

■宿泊業、飲食サービス業 0.6%

東京ビジネスサービス（株）
%

警視庁

オリックス・ファシリティーズ（株） 国税専門官
H.U.グループホールディングス（株） 防衛省 専門職員
日本通運（株）
京王電鉄（株）

（株）NTT ドコモ
楽天グループ（株）

（株）ユニクロ

東日本電信電話 ( 株 )

■学術研究、専門・
技術サービス業

（株）ヨドバシカメラ

ソフトバンク（株）

旭化成（株）

本田技研工業（株）

■教育、学習支援業

サントリーグループ

日本ハム（株）

0.9%

（学）東海大学
（株）三菱 UFJ 銀行

■金融業、保険業
■建設業 2.6%

■公務（他に分類されるものを除く）

三井住友信託銀行（株）

トヨタホーム（株）
アサヒビール（株）
（株）日立製作所

東京海上日動火災保険（株）

( 株 ) 日立システムズパワーサービス

野村證券（株）

東急リバブル（株）

楽天カード（株）

みちのく村山農業協同組合

積水ハウス（株）

MEIJI UNIVERSITY
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地 域行政学 科

学科
紹介

地 域 の 最 前 線 に 立 つプロフェッショナルを 養 成 する

Department of Local
Governance

牛山 久仁彦

STUDENT VOICE

地域行政学科長

地域行政学は、地域を形成する住民、企業、地方自治体、
国、国際機関など、さまざまな関係者のおかれた状況につい
て、経済学、政治学、法学、社会学、会計学など学際的に議
論し、発展に向けよりよい答えを探求していく学問です。
「地域」には、日本の中の地域あるいは世界の中の地域とい
う視点があります。いずれにおいても、人口問題、環境問題、

これからの都市のあり方を見つめ直し、

地域の産業や技術を世界に発信できる人材に。
地方創生の橋渡しとして活躍したい

Answer

済ともに発展を続けています。前回帰省したときには高速道路が新しく建設

的には人口減少・少子高齢化、途上国では貧困の問題があ

されていて驚きました。このように地域が発展するには、どのようなプロセス

地域行政学科3 年

り、日本の中でも過密の大都市地域と過疎の農村部で課題

沖 友里愛

は全く異なります。根底にある格差の緩和、解消が、人々の暮

が必要なのかと疑問を抱くようになり、本学科を選びました。

福岡県
私立筑紫女学園高等学校卒業

らしを変えるばかりでなく世界平和にもつながります。

Q ゼミではどのようなことを学んでいますか？

本学地域行政学科では、これらをふまえた多様な学問領
の講座や学科独自のインターンシップ制度を用意しています。
手軽な情報をうのみにするのではなく、論文、インターネット、
自らの調査やインタビューによって知見を得る力、さらに外国
語能力の向上を重視し、公務員および企業人として、地域を
つくり、地域を変える人材を育成していきます。

［ 私の時間割（ 3 年次）］
月

1
2
3
4

［ 地域行政学科関係科目 ］
1 年次

※ ★は半期集中科目

3年次

2年次

地方創生に興味があったからです。地元・福岡はアジアの玄

関口と言われており、東京に次ぐグローバル都市として今なお地域・産業・経

国際紛争など、地域にかかわる問題は山積しています。国内

域の講義や演習とともに、地域・行政を専門とする外部講師

Q 地域行政学科を選んだ理由は？

科目名の上段は春学期・下段は秋学期

火

地域産業論

水

中小企業論
地域産業論
中小企業論

木

食料経済学



食料経済学
実践異文化
ビジネス論

専門演習




労働経済学

5





6







金
日本政治史
日本政治史

土
































政治体制論
労働経済学

4年次





Answer

うしてその現象が起こったのか」を議論し、意見交換を重ね、徹底的に追求していきます。
社会情勢の変化に対して強い関心を持ち、客観的に捉えることが求められるので、主体的
に情報を収集する力、またそれらを多元的に分析する力が身についたと実感しています。

Q 学科の学びを将来どのようにいかしたいですか？
Answer

必修科目

憲法 ★、政治学基礎、政治理論基礎、

ゼミでは、社会学について学んでいます。家族・福祉・相互行為という身

近なところから、権力、格差社会、グローバリゼーションと、かなり広範囲の学問ですが、
「ど

地域が発展する要素の一つとして、産業が挙げられます。日本

が誇る産業や技術を、政治や経済の観点を用いて、日本だけでなく世界に広
げていける仕事がしたいと考えています。産業を下支えし、人々の経済と暮ら
しの発展に貢献できればと思います。

★

マクロ経済学 、行政学基礎、行政理論基礎、

地域行政学 ★、都市政策、都市行政、自治体経営論 ★、地方財政論 ★、社会保障論 ★、行政情報論、

地域研究総合講座★
選択科目

応用科目

基本科目

中小企業論 ★、協同組合学 ★、食料経済学 ★、労働経済学 ★、異文化ビジネス論概論、実践異文化ビジネス論、

地域政策論A 〜 J、環境経済学 ★、地域情報論、人口学 ★、経済地理学 ★、地域開発論、地域振興論、

選択科目

応用数量分析、民法（債権）、民法（家族法）、経済法 ★、地域創造総合講座 ★、地域研究インターンシップ、

民法（総則）
、民法（物権）、地方自治法、
★

公共政策学 ★、公会計学 ★、行政法 ★、社会福祉政策論、コミュニティ福祉論、地域産業論 ★、

★

地域研究論、地域分析法、簿記論 、統計学 、

Top School Seminar（ Local Governance）C 〜 F

DATA で わかる地 域 行 政 学 科

社会科学方法論 ★、
Top School Seminar（ Local Governance）A・B
※ 他学科関係科目も履修可能

■ 2021 年度業種別就職状況
※グラフ中のパーセンテージは四捨五入
されているため、合計しても100％になら
ない場合があります。

■その他 2.3%

PICK UP

MESSAGE

■複合サービス事業 0.8%

■サービス業（他に分類されないもの） 2.3%

■不動産業、物品賃貸業 3.1%

官僚や官僚制はなぜ存在する？

人口が減っても心豊かに暮らせる都市にするには？

行政学基礎
行政理論基礎

都市政策
都市行政

西村 弥
専任教授
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官僚や役人、お役所という言葉に
はネガティブなイメージがつきまとい
ます。他方、国や地 方の行政 機関
は、0 歳児保育から火葬場の設置管
理、あるいは村おこしから宇宙開発

野澤 千絵
専任教授

都市行政は、私たちの暮らしに密
接にかかわる分野であり、人口減少が

■生活関連サービス業、娯楽業 1.5%

6.9%

経営を進めるためにも、ますます重要
になっています。経済や社会状況の
変化や新たなニーズに対応しながら、

いて何らかのかたちで関 与していま

人口が減っても心豊かに暮らせる都

す。ステレオタイプを捨て、行政の

市にするために、街づくり、法制度、

実際の役割や機能を学ぶことで、こ

ビジネス、生活、文化など多岐におよ

れからの社会をどのように創っていく

ぶ問題を同時に取り扱う複雑な連立

か、そのヒントが得られるはずです。

方程式をともに解いていきましょう。

■情報通信業

10.0%
6.2%

■宿泊業、
飲食サービス業

0.8%

ライクケア（株）

（株）ニュールック
LINE（株）

■医療、福祉 0.8%

四国旅客鉄道 ( 株 )

エヌ·ティ·ティ·コミュニケーションズ(株)

Apple Japan（合）

楽天グループ（株）

JA 全農ミートフーズ（株）

東映（株）

■学術研究、専門・
技術サービス業
■教育、学習支援業

1.5%

16.9%
18.5%

日本環境マネジメント（株）

■運輸業、郵便業 1.5%

■卸売業、小売業

■製造業

本格 化する中での持 続可能な都市

に至るまで、社会のあらゆることにつ

School of Political Science and Economics

■電気・ガス・熱供給・水道業 0.8%

2021年度就職実績

■金融業、保険業

23.1%
■建設業 3.1%

■公務（他に分類されるものを除く）

旭化成（株）
（株）ゆうちょ銀行
（株）三井住友銀行

東日本電信電話 ( 株 )
（株）FoundIngBase
TOTO（株）

SMBC 日興証券（株）

トヨタ自動車（株）

ハウジングセンター（株）

富士通（株）

宮城県庁

沖縄電力（株）

警視庁

NTT ファイナンス（株）

皇宮護衛官

三井不動産リアルティ ( 株 )

埼玉県警察本部

野村不動産ソリューションズ（株）

東京都庁

MEIJI UNIVERSITY
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教員紹介

※退 職等により変更となる場合があります。

政治経済学部専任教員氏名および研究・演習テーマ（ 2022 年 4月1日現在）
政治系スタッフ
①主要担当科目 ②研究テーマ
③専門演習テーマ

牛山 久仁彦

教授／地域行政学科長

①自治体経営論
②地方分権改革に伴う
自治体行政改革の課題と
展望
③地方自治

木寺 元

教授

①政治学原論
②政治理論、政治思想史、
政治学方法論
③政治学原論

西村 弥

教授／教務主任

①行政学基礎、行政理論基礎
②民営化と
「行政の守備範囲」
の変動に関する研究、危機管
理行政
③行政学

水戸部 由枝

教授

①西洋政治史
②ドイツ近現代史
（セクシュアリ
ティと政治の関係性）
③西洋政治史

相原 耕作

専任講師

①日本政治思想史、日本政治文
化論
②日本政治思想史、江戸時代の
言語研究と政治思想の関係
③日本政治思想史

塚本 崇

特任准教授

①比較政治論
（東アジア）
②東南アジア政治、多文化共生
社会におけるナショナリズムの
変容

安藏 伸治

教授

①人口学、社会科学方法論
②結婚と離婚の要因分析、少子
化問題と対策、応用人口学
③人口学

奥山 雅之

教授

①地域産業論
②地域産業のグローバル化（グロ
ーカルビジネス）に関する研究
③地域産業論

小早川 周司

教授

①金融論、金融政策、金融システ
ム論
②デジタル通貨と貨幣の将来像、
デジタル社会における金融イ
ンフラ
③金融論

19

School of Political Science and Economics

井田 正道

教授

重田 園江

加藤 彰彦

教授

鍾 家新

教授／学部長

外池 力

教授

堀金 由美

教授

山内 健治

荒木 淳子

教授

①文化人類学
②東アジアの家族・親族論、
日本の地域性研究、コミュニテ
ィ論、移民研究
③文化人類学

碇 陽子

樋口 収

専任講師

ブルチャー ,ミヒャエル F.

飯田 泰之

教授

①現代日本経済論
②地域経済論・産業経済論とマ
クロ経済学の融合
③現代日本経済論

小野島 真

教授

①財政政策
②国際課税および北欧諸国にお
ける行財政改革
③財政政策

小林 和司

教授

①計量経済学
②計量経済学における分析方法
③計量経済学

准教授

①産業心理学、消費心理学
②主体的なキャリア形成のあり方
とそれを支える組 織・社 会に
関する研究
③産業心理学

専任講師

①現代社会心理学
②社会的判断におけるバイアス
③社会心理学

①文化人類学・社会調査法・フィ
ールドワーク論
②医療人類学・ジェンダー セク
シュアリティ研究
③文化人類学

①日本政治思想史、日本政治文化論
②日本近代政治思想と
「認識」論、
政治概念史と翻訳思想

教授／教務主任

①比較政治論（東アジア）
②開発（ 経済発展）と政治の関わ
りを国際 比較を通して考える
こと
③比較政治論

特任講師

経済系スタッフ
①主要担当科目 ②研究テーマ
③専門演習テーマ

大高 研道

教授

①協同組合学
②非営利・協同組織の研究、社会
的排除問題と社会的企業
③協同組合学

勝 悦子

末永 啓一郎

川嶋 周一

教授

①国際関係史
②独仏関係史、欧州統合史、EU
研究
③国際関係史

教授

①開発経済学
②開発経済学、経済発展論、 キ
ャッチアップ、イノベーション、
経済発展

教授

①比較政治論
②経済活動のグローバル化に伴
う現代国家の変容、各国の文
化の違いが政治や政策のあり
方に与える影響
③比較政治論
教授

①国家論、現代国家分析（現代日
本国家の諸断面を具体的に分
析する）
②日本の裁判所行政を人事の観
点から研究する
③国家論

水野 剛也

教授

①ジャーナリズム論
②アメリカ・ジャーナリズム史、日
系アメリカ人史、漫画と政治家
③ジャーナリズム論

髙山 裕二

准教授

①政治思想史、政治理論史
②政治理論史、米仏デモクラシ
ーの比較思想研究
③政治理論史

杉田 弘毅

特任教授

①マスメディア論、メディアと世論
②米国政治外交、地政学、中東研究

浅井 澄子

教授

①産業組織論
②情報産業の経済分析および競
争政策
③産業組織論

大森 正之

教授

①環境経済学（エコノミーと
エコロジーの矛盾を解明し
統合を目指す）
②環境経済理論の形成と発展、
環境政策論
③環境経済学

加藤 久和

教授

①国際金融論（国際金融の理論・
歴史・制度を学びます）
②通貨制度と金融政策、国際資
金フローと金融規則
③国際金融論

髙橋 信勝

教授

西川 伸一

教授

①政治体制論、政治体制変動論
②デモクラシー論、人権論、民主
化論
③比較政治体制論

①都市行政・都市政策
②人口減少社会における都市
政策・まちづくり
③都市政策

伊藤 剛

①国際政治学（現代国際政治の理
論と政策を概観する）
②国際政治理論、アメリカ外交、ア
ジア太平洋地域国際関係
③国際政治学

大六野 耕作

教授

①社会学（国際比較の視点から、
社会学の基礎的な概念や発想
を学ぶ）
②社会福祉政策および社会変動
に関する日中比較研究
③社会学

①マスメディア論、メディアと世論
②情報メディアの社会的影響、
政治コミュニケーション論
③メディアコミュニケーション論

野澤 千絵

教授

①比較社会学
②家族・人口・社会構造の
国際的ならびに
歴史的比較研究
③比較社会学

①日本政治史
（近現代日本の政
治・社会状況を歴史的に分析
する）
②足尾鉱毒事件、日米英におけ
る政治倫理の歴史と現状
③日本政治史

竹下 俊郎

教授／政治学科長

①計量政治学、政治行動論
②現代日本における世論
および選挙に関する
実証的研究
③計量政治学

①現代思想、現代政治理論
②ミシェル・フーコー研究、
社会連帯の思想と歴史、
社会契約論
③現代思想

小西 德應

教授

①政治学基礎・政治理論基礎
②現代日本政治分析
③政治学

高橋 一行

石川 雅信

①現代社会学・社会学概論
②少子高齢社会における
家族と社会構造の分析
③社会学

教授

①社会保障論（少子高齢社会のセー
フティネットのあり方を考える）
②公共経済・マクロ経済等の実
証分析、人口減少時代の財政
社会保障
③社会保障論・公共経済学

須藤 功

教授

①経済史、国際経済史、
現代経済史
②アメリカの通貨・金融史および
国際経済史に関する研究
③アメリカ経済史

武田 巧

教授

①経済学史
②古典派経済学
③経済学史

平口 良司

廣松 悟

教授

①マクロ経済学
②経済成長論
③経済成長論

森下 正

教授／経済学科長

原 ひろみ

准教授

①労働経済学
②日本の労働市場の機能、労働
政策の政策評価
③労働経済学とその関連分野の
実証分析

井上 朋紀

専任講師

①数理経済学、ミクロ経済学
②一般均衡理論、協力ゲーム理
論
③数理経済学

下斗米 秀之

専任講師

①経済史
②アメリカ経済史における
移民問題
③アメリカ経済史

宮崎 イキサン

専任講師

①国際経済学
②国際貿易金融、国際貿易の決
済・資 金調達や決 済リスクの
実証分析
③国際経済政策

地域行政スタッフ
①主要担当科目 ②研究テーマ
③専門演習テーマ

大森 正之

教授

①環境経済学（エコノミーとエコ
ロジーの矛盾を解明し統合を
目指す）
②環境経済理論の形成と発展、
環境政策論
③環境経済学

後藤 光将

教授

①運動学演習、生涯スポーツ演
習、スポーツ文化論
②スポーツ史、スポーツ人類学、オ
リンピック教育
③スポーツ文化研究

教授／教務主任

①行政学基礎、行政理論基礎
②民営化と
「行政の守備範囲」
の変
動に関する研究、危機管理行政
③行政学

八木 尚志

教授

①近代経済学、ミクロ経済学、マ
クロ経済学
②産業構造変化、所得分配、マク
ロ経済分析に関する研究
③理論経済学

日向 祥子

准教授

①日本経済史
②企業・組織による課題の発見、
対応と経済社会の変化
③日本経済史

倉地 真太郎

専任講師

①租税論
②北欧諸国における反福祉国家
的潮流の形成と変容
③財政学

杉本 隆司

専任講師

①社会思想史
②実証主義・産業主義の社会思
想、物象化・物神崇拝論
③社会思想史

金子 隆一

特任教授

①人口学
②人口変動
（高齢化等）のライフ
コース的解明

牛山 久仁彦

教授／地域行政学科長

①自治体経営論
②地方分権改革に伴う自治体行
政改革の課題と展望
③地方自治

奥山 雅之

教授

①地域産業論
②地域産業のグローバル化（グロ
ーカルビジネス）に関する研究
③地域産業論

小西 德應

教授／学部長

①日本政治史
（近現代日本の政
治・社会状況を歴史的に分析
する）
②足尾鉱毒事件、日米英における
政治倫理の歴史と現状
③日本政治史

野澤 千絵

教授

①都市行政・都市政策
②人口減少社会における都市
政策・まちづくり
③都市政策

教授

①経済統計学（経済統計データの
基礎知識と分析手法の修得）
②時系列解析の研究および金
融・証券市場の実証研究
③経済統計学

藤永 修一

教授

①地域分析法、経済地理学
②ポリティカルエコノミーと空間
形成、フロンティア空間の政治
経済学
③経済地理学・地域開発論

①中小企業論（現場重視の中小
企業経営実態を解明する）
②ベンチャー・中小企業の経営
実態、経営者行動の実証的研
究
③中小企業論

西村 弥

永原 裕一

教授

①マクロ経済学、ミクロ経済学
②制度と制度変化の経済学
③応用マクロ・ミクロ経済学

教授

①国際経済政策
②国家の役割と市場の役割、グ
ローバリゼーション
③国際経済政策

赤津 正彦

准教授

①経済史
②経済と環境との関係を中心と
した近代イギリス経済史研究
③経済史

藤本 穣彦

准教授

①食料経済学
②「農と食の地域自給圏」構築の
ための食料経済学研究
③食料経済学

齋藤 雅己

専任講師

①経済政策原理
（経済政策形成
の基本原理を明らかにする）
②グローバル経済の分析と経済
政策
③経済政策

髙橋 聡

専任講師

①経済原論
②資本主義経済のグローバル化
③経済原論

小西 淳文

新田 功

教授

①統計学（社会現象や経済現象
の分析方法について学びます）
②経済時系列分析、生活の質の
定量分析
③統計学

星野 泉

教授

①地方財政論
②少子高齢化社会の税財政を国
際比較の視点から明らかにす
る
③財政学

奥山 誠

准教授

①経済思想
②世界恐慌期の経済政策思想
③地域産業論

盛本 圭一

准教授

①経済変動論
②大災害による経済変動と経済
政策
③マクロ経済動学

柴田 有祐

専任講師

①現代経済政策
②産業政策、貿易と経済成長
③経済政策

中島 満大

専任講師

①社会科学方法論
②歴史からみた人口と家族の持
続と変容
③人口学・社会学

特任教授

①経済政策特殊講義（開発と援
助）、就業力育成総合講座
②開発経済学、持続可能な開発・
環境との調和

海野 素央

教授

①異文化理解とコミュニケーショ
ン、実践異文化ビジネス論
②ドナルド・トランプ米大統領のコ
ミュニケーションスタイル
③異文化ビジネス論・異文化間コ
ミュニケーション論

小野島 真

教授

①財政政策
②国際課税および北欧諸国にお
ける行財政改革
③財政政策

鍾 家新

教授

①社会学（国際比較の視点から、
社会学の基礎的な概念や発想
を学ぶ）
②社会福祉政策および社会変動
に関する日中比較研究
③社会学

廣松 悟

教授

①地域分析法、経済地理学
②ポリティカルエコノミーと空間
形成、フロンティア空間の政治
経済学
③経済地理学・地域開発論

大高 研道

教授

①協同組合学
②非営利・協同組織の研究、社会
的排除問題と社会的企業
③協同組合学

加藤 久和

教授

①社会保障論（少子高齢社会のセー
フティネットのあり方を考える）
②公共経済・マクロ経済等の実
証分析、人口減少時代の財政
社会保障
③社会保障論・公共経済学

西川 伸一

教授

①国家論、現代国家分析（現代日
本国家の諸断面を具体的に分
析する）
②日本の裁判所行政を人事の観
点から研究する
③国家論

星野 泉

教授

①地方財政論
②少子高齢化社会の税財政を国
際比較の視点から明らかにす
る
③財政学
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森下 正

※退 職等により変更となる場合があります。

飯嶋 曜子

教授／経済学科長

①中小企業論（現場重視の中小
企業経営実態を解明する）
②ベンチャー・中小企業の経営
実態、経営者行動の実証的研
究
③中小企業論

石山 徳子

海野 素央

教授

①英語、アメリカ文化論
②政治・人文地理学、地域研究
（アメリカ合衆国）
③アメリカ文化研究

佐原 徹哉

柴﨑 文一

教授

①主要担当科目 ②研究テーマ
③専門演習テーマ

春日井 淳夫

教授

嶋田 直哉

教授

田村 久男

教授

冨澤 成實

教授

廣部 泉

教授

①英語、専門演習
②印欧語比較言語学・英語史

瀬倉 正克

教授

本間 次彦

教授

PICK UP ゼミナール

教授

藤本 穣彦 ゼミナール

教授

①フランス語、専門演習、ヨーロ
ッパ文化論
②19 世紀フランスの詩人ボードレ
ール、および近代化論

虎岩 直子

教授

①国語表現、日本文学、専門演習
②近代日本の文化・文学、志賀直
哉の研究
③日本文化研究

①英語、アメリカ文化論
②アメリカ合衆国の歴史と文化
③アメリカ文化研究

教授

①運動学演習、生涯スポーツ演
習、スポーツ文化論
②スポーツ史、スポーツ人類学、オ
リンピック教育
③スポーツ文化研究

①日本文学、国語表現
②日本近代文学、 現代演劇批
評、 国語科教育法
③日本文化研究

①ドイツ語、専門演習
②ドイツ語圏文学
③ヨーロッパ文化研究

池田 功

①国語表現、日本文学、専門演習
（社会病理研究）
②心の病の文化の研究、社会病
理研究、石川啄木研究
③日本文化研究

後藤 光将

教授

①運動学演習、生涯スポーツ演
習、健康・運動科学
②生活習慣病の予防と運動、ス
ポーツ選手の体力に関する研
究

①哲学概論、論理学概論、連環
地域文化論
②応用倫理学および環境思想の
研究
③連環地域文化研究

①運動学演習、
身体文化論
教養基礎講座
（ジェンダー論）
②スポーツ社会学、
スポーツ・ジェ
ンダー研究
③スポーツ文化研究

中村 幸一

教養文化系スタッフ

①異文化理解とコミュニケーショ
ン、実践異文化ビジネス論
② 2022 年米中間選挙および 24 年
米大統領選挙
③異文化ビジネス論・異文化間コ
ミュニケーション論

①歴史学、ヨーロッパ文化論
②ジェノサイドの比較研究、東
欧・中東地域研究、紛争研究
③ヨーロッパ文化研究

高峰 修

准教授

①ドイツ語、ヨーロッパ地域論
②政治地理学、経済地理学、EU
地域政策
③ヨーロッパ文化研究

教授

①英語、ヨーロッパ文化論
②イギリス諸島の政治と文化
③イギリス文化研究

教授／一般教育主任

①中国語、日本・アジア文化論
②前近代中国思想、中華ナショナ
リズムの起源と中国思想史の
誕生

前田 更子

教授

①フランス語、ヨーロッパ文化論、
専門演習
②フランス近現代史、比較教育
社会史
③ヨーロッパ文化研究

奥山 雅之 ゼミナール

「食」を入り口に世界を探究する力を
身につけよう！

各地域の魅力あふれる産業に触れ、
五感で楽しみ、アイディアを育て、実践しよう

藤本 穣彦 専任准教授

奥山 雅之 専任教授

「食べる」ことについて考えた

農 産物、伝統工芸、繊 維、

ことがありますか。
「食の選 択

機械金属など、日本各地には、

（なにを、いつ、どこで、だれと、

さまざまな特 色ある産 業があ

どのように食べるか）」は、生命

り、それが各地域の他にはない

をつなぐために欠かせない行為

魅力となっています。ゼミでは、

です。
「ヒトはいかにして食べ物を確保してきたのか」
（ 食の歴史）を探

こうした地域産業の魅力に焦点を当て、その魅力をさらに引き出すた

究し、
「動物を殺して食べるとはどういうことか」、
「なぜ分けて食べるの

めの方策について調査・研究しています。近年、サービス化やグロー

か」
（ 食の倫理）を問います。また
〈未来の食卓〉をテーマに
「私たちが

バル化の進展により、産業や地域のあり方も大きく変わろうとしていま

子育て世代になる頃」を創作し、表現しました。ゼミの入室要件は、

す。地域の産業が輝き続けるため、ゼミ生は、自治体、他大学のゼミ、

「食べることが好きな人」です。
「つくること」や
「こねること」が好きな
人も、これから増えると良いなと思っています。

ゲストハウス、動物園や水族館などと連携してプロジェクトを立ち上
げ、地域を
「五感」で楽しみながら、実践的な課題解決をすすめてい
ます。

丸川 哲史

山岸 智子

教授

①中国語、
日本・アジア文化論
②東アジア思想史・文化論（日本・
韓国・中国・台湾・沖縄など）
③アジア文化研究

植田 麦

内田 兆史

准教授

①国語表現、日本文学、原典講
読、専門演習等
②古代日本の神話テキストを中
心とした文学的・語学的研究
③日本文化研究

佐久間 寛

武田 和久

准教授

①英語、ACE、教養演習
②社会言語学・人類言語学、日本
手話談話
③アメリカ文化研究

森本 陽子

専任講師

①ドイツ語、ヨーロッパ文化論
②18 世紀末のドイツ文学
③ヨーロッパ文化研究

パスクッチ, ルアン K.

①英語、ACE、教養演習
②Mind, Brain, and Education（ 神経科
学、教育心理学、教育学）の知見と
演劇的アプローチを応用した自律
的語学学習法、教授法、プレゼンス
キル指導法
特任講師

①ACE
② 社会言 語学、ゲーム業 界の歴
史、ゲーム研究
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兼子 歩

仮屋 浩子

准教授

ネルソン, リンジー R.

准教授

武田 紘平

永江 敦

①運動学演習、健康・運動科学、
教養演習
②運動生理学（分子筋生理学）

①英語、ACE、教養演習
②ゲーム学習、教育学

専任講師

奥山 雅之 PROFILE

博士（ 工学）。
「 食料経済学」などを担当。研究分野は、
「 農と食をローカルにつ
なぐ」。

博士（経済学）。
「地域産業論」などを担当。研究分野は、
「地域産業のグローカル化（グ
ローカルビジネス）」。

荒木 淳子 ゼミナール

准教授

①中国語、日本・アジア文化論、
教養演習、専門演習
②東アジア近 現代史、現代中国
論
③アジア文化研究

専任講師

ヨーク, ジェームズ

羽根 次郎

藤本 穣彦 PROFILE

准教授

①スペイン語、ヨーロッパ文化論、
表象文化論
②スペイン語圏の文学・演劇史
③ヨーロッパ文化研究

①英語、ACE
②日本映画、日本文化
③日本文化研究

専任講師

准教授

①科学史、連環地域文化論
②科学史、物理学史
③ヨーロッパ文化研究

①英語、ACE、アメリカ地域論、ア
メリカ文化論
②アメリカ社会文化史、ジェンダー
研究

准教授

ジョージ, ジョニー E.

①綿形代数学、解析学
②代数学（可換環論）

永川 聡

准教授／教務主任

①スペイン語、教養演習国際文化
特殊講義
②ラテンアメリカ史、キリスト教
布教史
③ラテンアメリカ文化研究

専任講師

稲葉 肇

准教授

①ドイツ語、ヨーロッパ地域論
②政治地理学、経済地理学、EU
地域政策
③ヨーロッパ文化研究

①スペイン語、
外国文学、
連環地域
文化論
②現代ラテンアメリカ文学、音楽
および美術
③連環地域文化研究

①フランス語、地域研究基礎論、
国際文化特殊講義
② 経 済人 類学、アフリカ地 域研
究、負債論、仏語圏アフリカの
文化運動研究
③連環地域文化研究

遠藤 直樹

飯嶋 曜子

教授

①文化論概論、日本・アジア文化
論
②イラン地域研究、イスラームと
グローバル化

専任講師

①英語、専門演習
（イギリス地域
研究）
②イギリス産業革命と思想・文学
の関連性、近代イギリス文学
③イギリス文化研究

デヴェラ, ローナヴェリア L.
①ACE、留学基礎講座、留学準備
講座
②外国語教育、日本語教育、自律
学習、教材開発、学習ストラデ
ジー

これからの「働く」を
考える・デザインする

ヨーロッパ文化研究
ーフランス語圏の近現代史

荒木 淳子 専任准教授

前田 更子 専任教授

「働く」ことは、さまざまな人

「 歴 史 的 思考 力」とは何で

との関わりの中で学びながら成

しょうか。歴史研究は過去を

長する、私たちの生涯を通じて

振り返るときだけでなく、眼前

続く活動です。

の世 界で展 開する政 治や経

グローバル化や情 報化の進
展で職場環境や働き方が大きく変わる中で、私たちが
「自分らしく活き
活きと働く」ためには、何が必要なのでしょうか。
特任講師

前田 更子 ゼミナール

済、地域の問題を考えるときに
も、未来を見据える際にも大きな助けになるはずです。
ゼミナールでは、歴史は誰がどのようにして書くのかという根本的な

ゼミでは産業・組織心理学をベースに、リーダーシップ、チームワー

問題に向き合いながら、2 年をかけて主にヨーロッパ近現代史に関す

ク、働きがい、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティ＆インクルー

る卒業論文を完成させていきます。また、外国書研究の授業ではフ

ジョン等、
（1）組織や職場環境、
（2）個人の心理やスキル、の両面か

ランス語の文献を輪読します。ここ数年は、フランスで使用されてい

ら、働く人が仕事に意義を見出し、活き活きと働ける職場や組織のデ

る高校生向けの歴史教科書を分析し、フランスと日本の歴史教育の

ザインについて考えています。

比較を試みました。

荒木 淳子 PROFILE

前田 更子 PROFILE

博士（学際情報学）。
「産業心理学」
「消費心理学」などを担当。研究分野は、
「主
体的なキャリア形成とそれを支える組織、社会」。

博士
（史学）
。
「フランス語」
「ヨーロッパ文化論」などを担当。研究分野は、
「フランス
近現代史」
。
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グローバル

グローバル教育

ダブルディグリープログラム

政治経済学部では、留学の促進や国際的な視野を有した学生の育成を目的として、
学部独自の「グローバル教育」を実施しています。

政治経済学部では、明治大学と海外大学双方の学士号を最短

政治経済学部では、これからのグローバル社会に対応するため、強い「個」と高いコミュニケーション能力を有し、他者・多文化への洞察
力を備え、それぞれの専門領域において活躍できる人材を育成することを目的とし、先進的な取り組みを行っています。
これらの取り組みを通じて、政治経済学部は明治大学の国際化をさらに推進し、世界に貢献する「グローバル公共人材」育成の拠点とな
ることを目指します。

習 熟 度 に 応 じ た 多 彩 な プ ロ グ ラム

留学前に基礎英語力を強化する！
英語実践力特別強化
（ACE）
プログラム
● 国際交流学生委員会
「The Supporters」
● 英語テスト無料受験
（TOEIC®、TOEFL® ほか）
●

●
●

明治大学で最多の14カ国・地域
42の留学プログラム

海外の企業を就職の選択肢としたい学生のニーズに合わせて用意
しています。

留学を実践する！

留学を体験する！
●

もに節約できます。将来、海外の大学院への進学を希望する学生、

Step 3

Step 2

Step 1

4 年で取得できる留学プログラムを実施しています。時間、費用と

●

トップスクールセミナー
短期留学（引率あり型）
短期留学（引率なし型）

●

学部間協定留学
[授業料負担型]（最長13週間）
[授業料負担型]（1学期or1学年間）
[授業料免除型]（1学期or1学年間）
ダブルディグリープログラム

政治経済学部には、学部間協定に基づく留学プログラム数が明治大学の全 1 0 学部で最
多の 4 2 通りあり、北京大学（中国）
、ルンド大学（スウェーデン）
、ロンドンスクールオブエ
コノミクス アンド ポリティカルサイエンス（英国）
、南洋理工大学（シンガポール）等の世
界のトップレベルの大学に留学できます。学部プログラム・大学プログラムをあわせると、

STUDENT VOICE

学部間協定留学（短期）

異国での交流・グループワークからコミュニケーション能力や積極性が育まれた

毎年多くの学生を海外に留学派遣しています。

政治経済学部 留学プログラム一覧
派遣種類

ダブルディグリープログラム

国・地域名
アメリカ
オーストラリア
タイ

大学名（プログラム名）

サンフランシスコ州立大学
ノースイースタン大学
西シドニー大学
タマサート大学

経済学科1年

シーナカリンウィロート大学 タマサート大学 チェンマイ大学
チュラロンコン大学 プリンスオブソンクラー大学 モンクット王ラカバン工科大学
中華人民共和国 首都経済貿易大学 西南交通大学 東北財経大学 北京大学
台湾
国立政治大学 国立台湾大学
大韓民国
延世大学
シンガポール
南洋理工大学
ハノイ貿易大学 ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学
ベトナム
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 ホーチミン市経済大学
インドネシア
インドネシア大学 ペトラクリスチャン大学
オランダ
ロッテルダム応用科学大学
フィンランド
東フィンランド大学

小山 洸生

タイ

学部間協定留学「授業料免除型」
（1 学期 or 1 学年間）

学部間協定留学「授業料負担型」
（1 学期 or 1 学年間）
学部間協定留学「授業料負担型」
（最長 1 3 週間）

スウェーデン
イギリス
フランス

千葉県立我孫子
高等学校卒業

STUDENT VOICE

イギリス

短期留学（引率あり型）
（2〜4 週間）

アメリカ
タイ
オーストラリア
ベトナム

ノースイースタン大学
シーナカリンウィロート大学 ほか
西シドニー大学
ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学 ほか

ョンを重ねたことでコミュニケーション能力が向上

ロナ禍で活動が制限される中でも、ほかの明大生

したように思います。

や海外の学生たちと親交を深め、さまざまな先生

この経験は、現在学びの場だけでなく、日常にお

方から講義を受ける機会が得られ、良い経験にな

いても役立っています。たとえばアルバイト先では

ったと実感しています。

覚えることが多く、
「今自分が何をすべきか」がわか

留学先において印象的だったのは、毎週末、グル

らなくなることも多かったのですが、臆することな

ープで受けた講義の内容をまとめたり、興味深かっ

く先輩に積極的に質問できるようになりました。今

た講義について話し合ったりしたことです。元来、

では多くの業務をこなせるようになり、自分で判断

周囲と交流を図ることがあまり得意ではなかった

して行動する力も身についたと感じています。

現地スタッフとの協働で、異文化を受容し、共感できる力が磨かれました
オランダのロッテルダムにあるロッテルダム応

業を経験。クラス単位での授業で、８割が現地生

用科学大学
（ ロッテルダムビジネススクール）へ留

（ オランダ人）
、その他が留学生でした。後半のイ

学しました。

ロンドンスクール オブ エコノミクス アンド ポリティカルサイエンス（LSE）
・SS*
リヨン政治学院

短期留学（引率なし型）
（2〜6 週間）

私ですが、自分から会話しようと努め、ディスカッシ

学部間協定留学（長期）

ルンド大学

ケンブリッジ大学 ICE・SS*
ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院（SOAS）IFCELS・SS*

「 長い夏休み、せっかくなら少しでも有意義な経
験がしたい」と考え、短期留学に参加しました。コ

政治学科4 年

南 宏樹

東京都私立明治大学付属
中野八王子高等学校卒業

ンターンシップでは、アムステルダムまで電車で通

半年間は大学でアジアを中心とした国際ビジ

勤し、フルタイムで現地のスタッフの方々と楽しく

ネスについて学び、残りの期間で現地の銀行での

働かせてもらいました。大学とインターンシップで

インターンシップに参加するという内容です。大学

多様なバックグラウンドの方々と協働することで、

では、アジア各国を経済面・文化面から消費行動

受容力と共感力、環境への適応力がさらに磨かれ

について分析したり、ある企業に注目して決算を

たと思います。将来は、この経験をいかし、常にグ

読み、その後の商品企画を行うなど、マーケティン

ローバル視点を持ったビジネスマンになりたいと

グとファイナンスを中心としたプロジェクト型の授

考えています。

*SS：サマースクール

23

School of Political Science and Economics

MEIJI UNIVERSITY

24

グローバル
国際交流学生委員会「 The Supporters」 〜2022 年度から活動開始！〜

英語実践力特別強化（ ACE ）プログラム

政治経済学部では、学部の国際交流事業および学生主体の国際交流活動を促進さ

ACE とは “ A d va n ce d C o m m u n i ca t i ve
English” の略で、通常の英語クラスとは別に
設けられた政治経済学部独自のプログラム
です。グローバル社会で通用する実践的な語
学力を強化するための少人数の授業で、学生
の主体的な学びを促すために多様なアクティ
ビティが用意されています。ディスカッショ

せることを目的に、従来の「留学生サポーター」制度を発展させ、国際交流学生委員
会「The Supporters」を立ち上げました。
主な活動には、短期留学生と寝食をともにしながら行うセミナーハウス（山中・清
里）合宿や留学生の日々のサポートがあります。これらの交流を通じて、同様の学問を
学んでいる同世代の学生と相互に異文化理解を深めることができます。

STUDENT VOICE

ンやプレゼンテーションスキルの強化はもち
ろんのこと、TOEIC® や TOEFL® などの資
格試験や留学準備対策、ニュースメディア等

留学生サポート

を活用して社会事情や文化的背景を学ぶ授
業まで、さまざまな内容の授業が数多く設置
されています。

経済学科 4 年

小林 花凜

東京都
私立豊島岡女子学園
高等学校卒業

「ACE」授業内容
ACE Content-based Study

ACE Presentation Skills

教養科目などの専門家による、英語による文献、映像、講義な

ACE 科目の修得単位数・成績・TOEIC®・TOEFL®、あるいは

どを通してのより高度な内容の授業。

IELTS™ などの検定試験のスコアなどの一定条件をすべて満たし
た学生のみが履修を認められ、この科目の単位（半期 1 単位）を

ACE General Communication Skills

取ると、ACE 認定証取得に至ることができます。

英語コミュニケーション能力の向上にフォーカスした講義を展開する授業。

ACE Exam Skills

英語ライティング能力の向上にフォーカスした講義を展開す

TOEFL （主に留学の際に使われる検定試験）と TOEIC のスコ
®

ACE Academic Training

®

る授業。この科目の単位（半期 1 単位）はグローバルキャリア形
成（GCD）
プログラムの修了要件に含まれます。

アを上げるための授業。

ACE Multimedia Independent Study
授業。リスニング、文法、ライティングなど、色々なスキルを自分
のペースで学習することができる授業。

STUDENT VOICE

ACE

地域行政学科 4 年

榎本 里菜子

東京都立
三鷹中等教育学校卒業
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英語コミュニケーション力の向上だけでなく、
協調性や計画性、主体性も磨かれました
入学当初から憧れていたフランス留学の実現

める必要があったため、とても苦労しましたが、

ryugaku/original/thesupporters.html

何事にも逃げず、チャレンジを続け
自分自身を成長させることができた
苦手だった英語を克服したい一心で 1 年

ることができ、入学当初に抱いていた
「今ま

次から留学生サポーターに参加。いきた英

で経験してこなかったことにチャレンジして、

語を学ぶことの面白さを知ることができたと

自分自身を成長させる」という目標を達成す

感じています。さらなる発見を目指して 2 年

ることができました。自分がコンプレックス

次でも参加し、積極的に自分からコミュニ

に思っていたこと・逃げていたことから目を

ケーションを図るよう努めました。
「楽しい

逸らさず、自分を変えるためにできる限りの

国際 交 流 」を成し遂げられただけでなく課

努力を続ければ、その経 験は新たなことに

題も見つかり、さらなる学びにつながったと

挑 戦する原 動力になります。卒 業 後もこの

感じています。結果的に長期留学を体験す

気持ちを忘れず高みを目指して頑張ります。

政治経済学部では、世界各国の「トップスクール」から教員・研究者を招へいしてい
ます。各教員は、政治学・経済学・社会学・行政学・歴史学といった専門分野の講義
を英語で実施しています。これらの授業を「トップスクールセミナー」と呼んでいます。
学生は日本にいながら、特別な費用をかけずに世界の「トップスクール」での授業を

■紹介ページ

体験でき、英語力を磨くだけでなく、専門分野に対する興味や視野を広げることがで

https://www.meiji.ac.jp/seikei/

きます。また、将来の留学に向けた「留学体験」ができる、貴重な機会にもなります。

ryugaku/original/topschool.html

▶︎過去にトップスクールセミナーを担当した教員の所属大学、所在国、専門分野（一例、国名順）
インドネシア大学（インドネシア）

オタワ大学（カナダ）

タマサート大学（タイ）

ロンドン大学
アジア・アフリカ研究学院（英国）

西シドニー大学（豪州）

カリフォルニア大学
バークレー校（米国）

欧州の金融システムと経済問題

※新カリキュラム検討により変更となる場合があります。

h t t p s : / / w w w. m e i j i . a c . j p / s e i ke i /

トップスクールセミナー

東南アジアをめぐる国際関係

独自に開発された英語学習ソフトウェアを利用した自習中心の

■紹介ページ

STUDENT VOICE

トップスクール
セミナー

ポストケインズ派経済学入門

日本をめぐる国際関係

グローバル公共政策とガバナンス

環境政策、公共衛生学

ハイレベルな英語での授業を通じて身につけた
海外で学び、働くために役立つ素養
卒業後は海外の大学院で学びたいと考えていたことか

た部分に対して初歩的な質問をし、内容を深掘りしてコメン

ら、世界各国の大学教員の授業を現地のスタイルで受講

トするなど、積極的な姿勢で授業に臨みました。先生から

を視野に入れ、ACEに参加。留学に向けた英

仲間とともに乗り越えられたことで、語学力のほ

できるトップスクールセミナーに参加。留学やACEを通じ、

教えていただいた意見や知識は、授業で時折出された課題

語コミュニケーションスキルの向上が目的でし

か、計画性や助け合う力も身につきました。

英語の会話力・読解力は養われたと思っていましたが、授

を解く上でも役立ち、良い評価をいただくこともできました。

た。受講したのは、プレゼンテーションスキル向

ACE で培った力は、目標にしていたフランス

上のプログラムです。グループに分かれて、テー

留学において発揮できたほか、就職活動にも

マに沿って英語の文献を調べたり、メンバーと

役立っていることを実感しています。自分の意

話し合ったり、何度も練習したり。英語スキルの

見を発言できるようになるなど、人間性の成長

向上はもちろんテーマ全体についての理解も深

にもつながりました。

経済学科3 年

武藤 海里衣
東京都
私立立教女学院
高等学校卒業

業で使われるアカデミックな英語にふれ、求められる能力
の高さに驚きました。

多くの情報から必要なものを取捨選択し、要点を理解す
る力はさまざまな局面で必要とされます。今年度から国連の

コロナ禍の影響で、授業はすべてオンライン形式。1回3

ユースボランティアとして活動するのですが、トップスクール

時間以上ある講義の内容をどのように整理し、要点を理解

セミナーでの学びを通じ、英語を使う状況下でもこの力が

するかがネックでした。そのため、教授が講義の中で強調し

発揮できるのではと期待しています。
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学 生サポート

学部教育振興プロジェクト

メイ ジョ

就職支援セミナー

政治経済学部では、学生が社会に飛び立つうえで必要なスキルを向上させるために、
さまざまなサポートプログラムを用意しています。
政治経済学部は、学費の中に含めて納入された実習料を「学部教

ログラムで補完することにより、学生一人ひとりの「足腰を鍛え

育振興費」
として位置づけ、多様なプログラムに活用しています。

る」ことが目的です。各プログラムは受講回数に制限がある場合

これまでの大学教育では学ぶことができなかったものを各種のプ

がありますが、受講にあたっては料金不要です。

リバティアカデミー講座／
明大サポート公務員講座

受講料
無料

対象：3 年次

“明 女 ”のための
キャリアデザインセミナー

対象：女子 1 〜 4 年次

明治大学では就職キャリア支援センターが中心となって、学生

女子学生を対象としたキャリア形成支援のセミナーを学部独

の就職支援を積極的に行っていますが、政治経済学部でも独自

自に行っています。さまざまなライフイベントがある人生を長い

にセミナーを実施しています。本学卒業生の企業担当者によるパ

目で捉え、自身のキャリアを考えることが、このセミナーの目的

ネルディスカッション、マナー講座など、就職活動におけるさま

です。政治経済学部出身の卒業生による体験談の講演と質問

ざまな場面の対策を盛り込んでいます。

コーナー、懇親会などから構成されています。

対象：1〜4年次

「資格取得受験のための実力をつけたい」
、
「スキルアップを図りた
い」などのニーズに応え、本学は、授業以外の多様な講座を用意して
います。政治経済学部の学生は、これらの講座のうち学部が指定した
ものの中から所定の数の講座を無料または割引料金で受講できます。

政治経済学部だけの
学生サポートプログラム

リバティアカデミー講座の一例
「学部教育振興プロジェクト」パンフレット

TOEIC ® 試験 TOEFL® 試験

対象：1 〜 4 年次

実践・マーケティング戦略セミナー

証券アナリスト第一次試験対策講座

財務諸表の見方・読み方

人を大切にする働き方・働かせ方

コーチング入門

TOEIC ® L&R TEST 対策講座

明大サポート公務員講座
公務員入門コース
教養科目コース

おり、希望者は無料で受験することができます。成績優秀者は学
部長表彰の対象者となるほか、対面形式の試験で一定の条件を満
たすと、英語科目への「単位認定」の申請が可能となります。ま
た、英語圏への留学の際に重視される基準の一つである TOEFL®
の団体試験（ITP テスト）
も年２回受験できます。

学部教育振興
プロジェクト講座

ジェネリックスキル測定・育成ツール PROG解説会
事前に受験いただくPROGテストを基に、自身の強み・弱みや志向を発見し、自
己分析や社会人基礎力の向上に役立つヒントを提示します。
マナー講座
プロのマナー講師を招き、就職活動中および社会人としても役立つさまざまな
マナーを総合的、実践的に学びます。

地方上級・国家一般職コース

政治経済学部では年間複数回、TOEIC®IP テストを主催して

就職支援セミナー（10月開催）

対象：1 〜 4 年次

企業担当者との懇談会
各分野で活躍する明治大学の卒業生の方に直接質問し、社会人および明大生
の先輩としての
「現場の話」を聞くことができます。

在学生がつくる新入生向け学部ガイド

「政経の歩き方」

毎 年 4 月に発 行している「 政 経の歩き方 」は、
在学生による新入生向けのガイドブックです。
企画・編集等の制作を学生だけで行っていま
す。授業のことのみならず、学生生活全般や
就職活動についてなど、多彩な情報を学生の視
点から紹介しています。

奨学金制度

学生の職業選択サポートの一環として、各分野で活躍中の外部講師を招いて
講座を開設しています。早くから学生の就業意識を高めることがねらいです。

■国際社会におけるキャリア入門講座

各種検定試験

対象：1 〜 4 年次

ドイツ語検定、フランス語検定、中国語検定、スペイン語検定な
どの語学検定、またニュース時事能力検定、日経テストなどのその
他外部検定試験について、一定の条件に基づき受験料の助成を
行っており、制度を利用することで年間複数回、所定の検定試験を
無料で受験することができます。また、所定の語学検定に関しては、
成績に応じて各外国語科目への「単位認定」の申請が可能となり、
該当する外国語科目の授業が受講不要となることもあります。

「国際社会」で活躍することを目指す学生に、
「国際社会」で働くにはどのような職種が

明治大学では、成績優秀者に給付されるものから、経済的困難を助け

あるのか？ どのような能力が必要か？ などを国際協力関連の仕事を中心に紹介します。

るためのものなど、目的に応じてさまざまな奨学金を利用することができま

国連機関、政府援助機関、国際 NGO、コンサルタントなどで活躍中の講師を招き、
「国際

す。奨学金は大きく分けると２つのタイプがあります。返 還の必要がない給

社会で働く」ことをテーマに、能力アップ、キャリア・アップの方法などについて話を伺います。

費型と卒業後に返 還の義務が生じる貸費型です。なお、貸費型の奨学金

講義例

には無利子のものと有利子のものがあります。また、これらの奨学金のほ

『国際社会』で働く選択肢の一つとしての金融分野・法曹分野について」
JICA 職員として働くということ
SDGs、UNDP and Youth!

かにも、民間・地方公共団体の取り扱う奨学金や家計急変時に対応した
奨学金があります。奨学金については、明治大学ホームページに情報を掲

日本と海外で働いて

■起業家養成講座
政治経済学部の卒業生には、起業して成功を収めた方々がたくさんいま
す。成功に至った経緯を学ぶことは有意義です。実際に成功を収めている
起業家たちに経験談やアドバイスを語っていただきます。

明治大学給費奨学金「おゝ明治奨学金」（返還不要）
一 般 選 抜出願前に採 用が決定する奨学金。地 域性および経 済状 況
を重視し、入学時に授業料年額の２分の１相当額を減免します。入学

まちづくりコンサルティング企業の創業とその使命
経営コンサルタントから見た起業家・経営者に求められる資質と役割
学部長表彰授賞式
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School of Political Science and Economics

給付額
（年） 200,000円または300,000円

給費奨学金

募集人数

約1,440名以内

明治大学

給付額
（年）

授業料年額相当額または授業料
年額1/2相当額、授業料年額1/4相当額

採用人数

学部により異なる

明治大学

給付額
（年）

200,000円

校友会奨学金「前へ！」

募集人数

未定（募集要項を確認）

明治大学 連合父母会

給付額
（年）

250,000円

募集人数

未定（募集要項を確認）

給付額
（月）

第Ⅰ区分38,300円
（自宅通学）、75,800円
（自宅外通学）
第Ⅱ区分25,600円
（自宅通学）、50,600円
（自宅外通学）
第Ⅲ区分12,800円
（自宅通学）、25,300円
（自宅外通学）

減免額
（年）

第Ⅰ区分は次の金額の満額、
第Ⅱ区分は次の金額の３分の２、
第Ⅲ区分は次の金額の３分の１の額
入学金：200,000円
（新1年生のみ）
授業料：700,000円

学業奨励給費奨学金

一般給付奨学金

後も毎年度、同額が給付されます。
高等教育の修学支援制度

募集人員

1,000名

申請期間

2022年10月中旬〜11月中旬（予定）
正式な申請期間は、明治大学ホームページでご確認ください。
※採用決定は、12月下旬予定

講義例
スモールビジネスで起業する！〜創業支援の現場から伝える起業の実態と実践〜

明治大学

載しています。

国際協力キャリアを考える〜 NGOの現場から〜
開発協力の公的組織と非営利組織

給費型（返還義務がない）

（給付奨学金）

高等教育の修学支援制度

（授業料等減免）

若手ベンチャー起業家が語る創業までの道と成長戦略
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卒 業 後 の進 路

キャリア

インターンシップ制 度

大学院 政治経済学研究科

政治経済学部では、学生の現場体験を重視し、インターンシップに必要な知識やスキルの習得を目標とする事前講義や、
公共機関におけるインターンシップ・ボランティア活動に関する学部独自の制度を設けています。

実地の場を体感し、学びをさらに深める
大学で学ぶ政治、経済、社会の仕組みが、
「現場ではどのように機能しているのか」
、
「理論と現実との違いは何か」
、こうしたことを肌で
感じてもらうために、政治経済学部では独自の実習プログラムを用意しています。それは、公共部門などで実習する「地域研究インター
ンシップ」、福祉・環境などの現場でボランティア体験をする「社会実習」
です。講義で身につけたことを実践・検証することがねらいで
あり、就職活動における自分の適性について考える機会ともなります。

地域研究
インターンシップ

対象：地域行政学科 3 年次

地域行政学科の学生を対象としたインターンシップです。受
入機関は、自治体・公共部門・地域産業などです。事前にビジ

受入機関（2021年度実績）
埼玉県

所沢市、戸田市、吉川市

千葉県

松戸市、鹿嶋市

東京都

大田区、杉並区、中野区、清瀬市、国分寺市、八王子市

神奈川県

相模原市

茨城県

県庁、境町役場、大洗町役場

学問をさらに究める学びの場
大学は最高学府と言われますが、今や、大学卒業後、もっと学

れていることは､ 本研究科の特色でもあります｡ また､ 政治学
および経済学のいくつかの科目では英語による授業も行われて

門的な知識を身につけたい、学問を究めたいというニーズに対応

います。

するために、大学卒業後の学びの場として「大学院」が設けられ

大学院の課程は、
「博士前期課程」と「博士後期課程」に分か

ています。大学院には大学の学部と同様、学問領域ごとに「研

れています。学部卒業後に入学する前期課程の標準修業年限は

究科」があります。政治経済学部の学びを土台として､ 政治や経

2 年で､ この課程を修了すると「修士」の学位が授与されます｡

済の研究を深め､ 学識を高めることを目的として設置されている

前期課程を修了したのちに､ さらに高度な研究を行いたいと望

のが、
「政治経済学研究科」です。研究科には政治学と経済学の

む人たちが進学するのが後期課程で､ その標準修業年限は 3 年

2 専攻があり､ それぞれの学問領域の理論 ･ 歴史 ･ 政策を学ぶこ

です。博士後期課程で研究成果をまとめた博士学位請求論文を

とができます｡ 政治学専攻に社会学関係の科目が多数設置さ

提出し､ 審査に合格すると「博士」の学位が授与されます。

■大学院政治経済学研究科の進路モデル
博士前期課程
（2年間）

るだけでなく、地域の中で、どのように貢献し、かかわっていける

ます。公務員や議員志望の学生が自らの将来を考える材料にな

かという一生の課題にヒントを与えてくれるでしょう。

博士後期課程
（3年間）

課題設定力、解決力、論理的思考力、情報収集力、分析力、プレゼンテー
ション力、文章作成力などを修得。

研究者コース

INTERVIEW

行政の現場を経験することで、社会の課題を肌で実感。
自分が描く将来のビジョンと向き合う経験にもなりました

地域行政学科 3 年

伊達 友祐

大分県立
大分上野丘高等学校卒業

実習先：

国分寺市役所 政策部

社会実習

公務員の働き方や作業のプロセス、財源の使

入手に、スマートフォンが必要であることも、同様

い道などについて理解を深めることは、将来どの

の不備が生じます。デジタルデバイド
（インターネッ

ような業界に進むことになったとしても役に立つ経

トやPCに触れる人と触れない人の格差）は、全

験になると考えて、このインターンシップに参加。

市民を対象とする行政にとって、これからの課題

行政にとって、顧客は市民全員であることを強く

になることに気づくことができました。インターン

感じる経験ができました。例えば、SNSやHPに

シップを通じて実際に働く現場を体験することで、

よる情報発信。PCやスマートフォンを日常的に使

将来目指したい方向性が見えたように感じます。

う世代にとっては便利である一方、高齢者には伝

社会の一員として何ができるか、何に取り組んでい

わりにくいという現状があります。マイナポイントの

くか、具体的なイメージが描けるようになりました。

対象：全学科 1 〜 4 年次

政治経済学部が認定する機関（公共部門、民間部門、NPO な
ど）における所定のボランティア活動について、学部が定める一
定の要件を満たし、認定を受けることで、単位認定がなされます。
自主的・主体的に行う活動を通して各々が視野を拡げ、大学
卒業後に企業社会のみならず地域社会でも貢献できるスキルを
身につけることをねらいとしています。

School of Political Science and Economics

学内選考・一般・
外国人留学生・
社会人・飛び級入試

主な活動先団体
（NPO 法人、NGO、教育委員会 など）
● 福祉・医療・保険分野
（NPO 法人、ボランティア団体、福祉施設 など）
● 教育・文化・スポーツ分野
（NPO 法人、ボランティア団体、児童館、幼稚園 など）

博士（政治学
または経済学）
学位授与

一般・外国人留学生

経済学専攻

大学教員・
研究者など

修士（政治学
または経済学）
高度職業人コース
政治学専攻

経済学専攻

STUDENT VOICE

政治経済学研究科
経済学専攻
博士前期課程 1年

● 環境分野

29

博士前期課程
入試

指導教員による研究指導のもと、学術雑誌への論文投稿、学会発
表などにより、研究能力を養成し、博士論文を完成させる。

博士後期課程入試

政治学専攻

地域研究インターンシップ体験談

大森 正之 専任教授

びたい、もっと深く知りたいと考える人が増えています。より専

ネスマナー研修を受講し、夏休み期間中に 2 週間の実習を体験し
ます。秋には報告会が開催され、修了者には単位認定がなされ

大学院
政治経済学研究科長

鈴木 ももこ
京都府立
嵯峨野高等学校卒業

大学院進学を
サポートする
奨学金制度

学位授与

国家公務員、
地方公務員、
教員、
ジャー
ナリスト、国際公務員、アナリスト、エ
コノミストなど

大学での学びを社会でいかすべく、

専門性をさらに高められる大学院へ
大学院への進学を決めたのは大学 3 年の

治・環境経済といった分野を踏まえ、公共施

時、卒業論文で刑務所の立地研究を行った

設と地域社会との関係性について研究を進

ことがきっかけでした。いわゆる
「迷惑施設」

めています。授業では院生同士でディスカッ

とされる施設と周辺地域との関係性、地域イ

ションする機会にも多く恵まれ、現代社会の

メージの形成に関心をもち、より専門的な地

課題に対し本質を見極めようと思考する習慣

域分析力や調査能力を修得したいと考えた

が身につきました。この充実した学びの場で

からです。現在は経済地理学を学びながら、

専門性を磨きつつ、地域を幅広い観点で考

迷惑施設の立地について、また財政・地方自

察できる人材になることが今の目標です。

大学院の学費は、学部に比べて安く、2022 年度の授業料は学部が 88 万1千円なのに対して、大学院博士前
期課程は 56 万円です。加えて､ 日本学生支援機構による奨学金制度だけではなく、成績優秀者に対

しては、明治大学独自の制度として、授業料半額分に相当する研究奨励奨学金の制度もあります。

MEIJI UNIVERSITY
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卒 業 後 の進 路

難関資格取得サポート

その他の研究室
政治経済学部がバックアップする
「研究室」のほかに

政治経済学部ではマスコミ業界および公務員を志望する学生のためのサポート機関を設けています。

本学には次の研究室があります。

きめ細かなカリキュラムで実践的な指導を受けられます。

基礎マスコミ研究室

ージャーナリストを目指す学生を指導ー

（2021年度/1 〜 4年生・大学院生）
79

室

養、豊かな表現力を身につけるよう、個別指導を含めきめ細かなカリキュラムが用

費 講義料は無料です。合宿等の諸経費
の個人負担がかかる場合があります。

意されています。講師陣は、新聞・出版・テレビ・広告の各分野の第一線で活躍

公認会計士試験や日本商工会議所主催簿記検定試験
の受験指導を行います。

（2021年度/1 〜 4 年生）

行政研究所

在籍者数

竹下 俊郎 専任教授

120

その他学部

209
329

募集人員 1年生▶ 約100名／ 2年生▶ 約80名

研究所は設立されました。それから60 年以上が経った今、明治大学国家試験指

3・4 年生▶ 国家公務員総合職試験

導センターの下で、公務員試験指導機関として活動しています。目標は「一人でも多く

志望者に限り若干名

国家公務員総合職試験の最終合格者を輩出すること」です。毎年度4月に1年生

入室試験 筆記試験、面接

と2 年生を対象とした入室試験を行い、合格した学生に対し国家公務員総合職試
生から指導を行いますが、3 年生になると専門科目を中心とした指導が実施されます。

政治経済学部

計

1957（昭和 32）年、弓家七郎教授
（当時政治経済学部長）によって明治大学行政

験合格のために、受験指導のプロと卒業生・上級生による指導が行われます。1年

基礎マスコミ研究室長

■カリキュラム

室

費 1年生・2年生・4 年生 66,000円／
3年生 132,000円
（年間）

行政研究所所長

西川 伸一 専任教授

※別途入室登録料5,500円がかかります。

■カリキュラム

●和泉キャンパス

●駿河台キャンパス

●和泉キャンパス

●駿河台キャンパス

教 養 講 座、文 章 表 現、文 章 指 導のほか、特 別 講 義を設けています。

マスコミの就職活動を目前に控え、基礎教養、文章力のスキルアップに

政治学、憲法、民法、行政法、経済学、数的処理

法律系科目、経済系科目、行政系科目、数的処理、教養知能

ジャーナリストの実像を理解し、将来の力を蓄えることがねらいです。

加えて、受験対策の指導にも力を入れます。マスコミ業界の個別情報と

※上記のほかに、卒業生や外部講師を招いて、講演会や懇談会を適宜開

※上記のほかに、面接指導および個別試験に合わせた直前対策を行いま

夏合宿における「取材演習」などの研究活動も行います。

就職指導・相談にはベテランのジャーナリストがあたります。

基礎マスコミ研究室 ▶ マスコミ就職実績

す。3 年生には夏期休暇中も週 5 日程度の講義が実施されます。

催します。

行政研究所 ▶ 公務員試験合格実績

2022年4月入社
（一部抜粋）

2021年度
（2022年度採用）合格実績

【 放送・新聞 】日本放送協会、日本テレビ放送網、時事通信社、日刊スポーツ新聞社 【 コンテンツ制作 】IVSテレビ制作株式会社 【 広告 】株式会社アイレップ

【国家公務員総合職】最終合格者：12 名
（法律区分 4 名、経済区分 4 名、政治国際区分 4 名） 内定先：人事院、公正取引委員会
【国家公務員一般職】防衛省、法務省、総務省、会計検査院 など

過年度の主なマスコミ業界への就職先
日本放送協会、共同通信社、朝日新聞社、読売新聞社、毎日新聞社

神奈川新聞社、北海道新聞社、山梨日日新聞社、新潟日報社、下野新聞社

【国家公務員】国税専門官、財務専門官、衆議院事務局、皇宮護衛官 など

日本経済新聞社、中日新聞社、報知新聞社、産経新聞社、スポーツニッポン新聞社

西日本新聞社、熊本日日新聞社、東洋経済新報社、講談社、小学館、集英社

【地方公務員】特別区、神奈川県、埼玉県 など

INTERVIEW

入室者体験談

人々が求める情報を、正確かつ迅速に発信するマスコミ業界。

INTERVIEW

入所者体験談

先輩方とのつながり、頼もしい講師陣による手厚い指導、

研究室での実践的な活動を通じて、行動力も鍛えられました
政治学科 4 年

碓井 杏菜

東京都
私立明治大学付属明治高等学校
卒業

就職内定先：

株式会社時事通信社

資格取得

新型コロナウイルス感染症という未曽有

こと。積極的に人脈を広げられる行動力も、

する報道機関の重要性を実感。自らもマス

この研究室での学びを通じて身につけられ

コミ業界に入りたいと考え、本研究室を志

ました。進路に迷っていたとき、親身になっ

望しました。研究室の活動を通じて、得られ

てエールの言葉をくださった先生への感謝

た財産は、実際にマスコミ業界の最前線で

を胸に、情報発信の現場で頑張ります。

在学中に所定の科目を履修することで、以下の資格の免許状および基礎資格を取得できます。

中学校または高等学校の教 ［ 本学部で教員免許状を取得可能な教科 ］
員を志 望する者のために、本
学科
中学校教諭
高等学校教諭
学には教職課程が設置されて
政治学科
地理歴史
います。政治経済学部の教職
経済学科
社会
公民
課程では、右記の教員免許状
地域行政学科
を取得することができます。
※免許状はいずれも一種普通免許状

School of Political Science and Economics

そして仲間との絆。試験対策を超えた学びと経験がありました

活動されている方々とのつながりができた

の危機を経験し、正確で迅速な情報を提供

教職課程

31

経理研究所

218

入室試験 作文

学生なら、どの学部からでも歓迎します。ジャーナリストとして活躍できる基礎教

将来、裁判官・検察官・弁護士を志望する者に対して、
専門および基礎的学科の学習を指導し、法科大学院合
格、そして司法試験の合格へと導きます。

139

募集人員 1・2年生▶ 約50名／ 3年生▶ 若干名

業界を志望する学生をサポートする大学のキャリア形成支援機関です。熱意ある

すすめます。研修指導もさることながら、室員相互の自己研鑽の場でもあります。

その他学部・大学院

計

政治経済学部が運営する基礎マスコミ研究室は、ジャーナリストや、マスコミ

するジャーナリスト
（卒業生を含む）に委嘱、毎回ホットなニュースを素材に講義を

政治経済学部

在籍者数

法制研究所

学芸員養成課程
本学の学芸員養成課程では、
「学芸員」の資格を取得することができます。学
芸員とは、歴史、芸術、自然科学などの博物館で働く専門職で、その主な仕事
は、専門分野の調査・研究、資料の収集・整理・保管・保存・展示、利用者への
説明やアドバイス、地域住民に対する社会教育・生涯教育、博物館の運営など、
博物館業務の全般をこなします。

政治学科 4 年

鈴木 豪太

東京都
私立明治大学付属中野高等学校
卒業

就職内定先：

国家公務員総合職試験の合格を目指し、1

のは、人事院面接の前夜、同じ道を志す仲間

年次から参加。研究所では、現役の国家公務

たちが協力してくれて、面接シートの添削や模

員として活躍されている先輩方とのつながりが

擬面接をしてくれたこと。かけがえのない財産

でき、貴重な経験談を聞く機会もありました。

を手にした思いでした。最難関試験と言われ

経験豊富なプロの講師陣が、試験対策をしっ

る国家公務員総合職試験を突破するノウハ

出入国在留管理庁（総合職）かりとサポートしてくれます。特に印象的だった

社会教育主事課程
本学の社会教育主事課程では、
「社会教育主
事補」の資格を取得することができます（社会
教育主事補になった後、1 年以上、この職にあっ
た者が社会教育主事になることができます）
。社
会教育主事とは、地域住民の多様な学習・文化
活動を側面から援助することを目的とした社会
教育行政の職員として、主として都道府県と市
区町村の教育委員会に配属されている教育の専
門職のことです。

ウのすべてが、行政研究所にはあります。

司書課程・司書教諭課程
所定の科目を履修することで、
「司書」
「司書教諭」の資格を取得することができます。司書とは主として都道
府県立や市区町村立の公共図書館で、資料の収集・分類・整理・貸出や返却業務、図書館資料に関するレファレ
ンスサービスなどを行う専門職のことです。司書教諭とは、図書館資料の収集・提供・管理、生徒児童の読書
指導や自発的な学習のサポートを行う学校図書館の専門的職務をつかさどる教諭のことです。
［ 政治経済学部の学生が目指す資格・採用試験］
国家公務員採用総合職・一般職試験

防衛省専門職員採用試験

労働基準監督官採用試験

衆議院事務局職員採用試験（総合職・一般職） 弁理士

税理士

国税専門官採用試験

参議院事務局職員採用試験（総合職）

中小企業診断士

外務省専門職員採用試験

公認会計士

社会保険労務士
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卒 業 生からのメッセージ

各分 野で 活 躍している卒業 生たち
メーカー

明治大学に、一生モノの自分の「個」を育ててもらいました
株式会社アイシン 勤務

石本 翔太 さん

官公庁

財務省 勤務

愛知県国立名古屋大学教育学部附属高等学校卒業
政治学科2014 年卒業
2014年4月、株式会社アイシンに入社。半田電子工場 生産管理室 原価課所属

宮原 恵里菜 さん

自動車部品サプライヤーで、電子部品工場の損益管理を担当しています。電動化や自動運

福岡県私立西南学院高等学校卒業
経済学科2021年卒業
2021年4月、財務省に入省。財務省関税局経済連携室経済連携第1係所属

私たち税関は、関税等が適正かつ公平に徴収されるよう輸出入貨物の申告の管理・調査を実

転など、今後の自動車の新技術そのものである電子部品を世界に送り出す最前線で働けること

行し、安心安全な社会の実現を目指しています。また、違法薬物などの水際での取り締まり、

は、車好きの 1 人として日々新たな驚きや発見に溢れ、やりがいを感じています。在学中は学

貿易が円滑になるよう貨物の迅速な通関手続や特定の国・地域との協定を締結することも私た

びに取り組む一方で、オープンキャンパスの学生スタッフとして、学内をツアー形式で案内する

ちの仕事です。私が勤務する関税局経済連携室では、WTO（世界貿易機関）の枠組みを超えて

企画の運営も担当していました。自分のアイデアを企画書にまとめて大学に提案し、確保した

特定の国・地域との関税を引き下げ、経済関係を強化するための経済連携協定 (EPA) 交渉を管

予算をいかしてカタチにする。高校生の皆さんに喜んでいただけたときには、とてもうれしく感

轄しています。その中で私は、EU、豪州、スイス、モンゴルなどの国との EPA を担当。入省 1

じたのと同時に、自信や達成感を得ることができました。社会で働く上でも自ら考え・行動し

年目から国際会議に携わり、条約を創り上げるなど歴史を紡ぐ場面に立ち会うことができるの

ていく力が求められますが、今でもこのときの経験が非常にいきており、社会人としての自分の

で、ワクワクしながら業務に取り組む毎日です。在学中、協定留学プログラムで渡欧し、欧州

マインド・姿勢の原点になっていると感じています。明治大学には学生の個性や自主性を尊重し、意欲をフォローしてくれる風土があり、ともに

の物流を学んだ経験は、今の仕事に通じる基礎になっていると感じています。今後も多様な経験を積んで関税・税関という専門分野を究めながら、

切磋琢磨できる仲間がたくさんいます。皆さんも明治大学で、一生モノの自分の「個」を磨き育ててください。

国際貿易の最前線で日本の経済活動に貢献できるような行政官になっていきたいです。

デベロッパー

仮説を立てて企画・実行する習慣を身につけた学生時代。
その成果が、都市にかつてない空間を生む原点になっている

メーカー

NTT都市開発株式会社 勤務 東京都私立品川女子学院高等部卒業

栗原 佳奈子 さん

学部での国際的な学びが、多方面で仕事にいきています
ヤマハ発動機株式会社 勤務 福島県立安積黎明高等学校卒業

政治学科2014年卒業
2014年4月、NTT都市開発株式会社に入社。NTTアーバンバリューサポート株式会社 首都圏第一事業部 所属

濱津 侑茄 さん

地域行政学科 2020年卒業
2020年4月、ヤマハ発動機株式会社に入社。調達本部所属

商業施設の集客施策の企画や、シェアオフィス・コワーキングスペースといった、ビジネス

バイクやボートのエンジンなどの製品を生産するために必要な部品を調達する業務を担当し

パーソンが働く空間を企画・開発する仕事をしています。在学中の経験で一番思い出に残って

ています。ただ部品を購入するのではなく、世界中のサプライヤーの中からわが社にとって最

いるのは、公共経済学の実証分析を行うゼミで、仲間と一緒に少子高齢化の課題に対する政策

適な企業を探索するところからはじまります。適正な品質・価格、納期で安定的に調達できる

提言の論文執筆に挑戦したこと。先生からは、常にエビデンスに基づいて仮設を立て、分析・

ように社内外関係者を巻き込みながら交渉を進め、ベストなものづくりを実現することが私の

政策提言をするよう徹底的にご指導いただきました。そのおかげで、今でも何かの企画をする

仕事。業務では、担当部品の調達戦略を考えるために必要な情報をグローバルに幅広く収集す

際には、エリアニーズや現場の声などをもとに、仮設を立て企画・実行し、さらに次へいかせる

る力や、多様なバックグラウンドを持った人々と交渉するために、英語で自分の意見を論理的

ようデータを蓄積する思考が自然と身についているように感じます。最近では、はじめてゼロ

に伝える力が必要となります。在学中、ベトナムに協定留学した経験や、ゼミや ACE プログラ

から企画を担当した原宿のコワーキングスペースが、働く場所としてだけではなく、イベントや

ムを履修し、さまざまな人と議論した経験が大いに役に立っていると感じました。政治経済学

撮影、展示会などでも使われるなど、自由度の高い新たなスペースとして進化しているのを目の当たりにしました。仮説を越える実証分析に刺激

部には、多彩な専門科目や仲間と切磋琢磨しあえる風土があり、社会での活躍の可能性を広げる絶好の環境です。さまざまなプログラムに積極

を感じています。これからも仕事を通じて、建物や街を、もっと楽しい場所に変えていきたいと思います。

的にチャレンジし、自分の興味をとことん追求してほしいと思います。

放送

数々のプレゼン経験で得た「話す力」がいきています
株式会社中国放送 勤務

田村 友里 さん

広島県私立ノートルダム清心高等学校卒業
政治学科2019年卒業
2019年4月、株式会社中国放送に入社。アナウンス部所属

地元広島の放送局でアナウンサーをしています。ニュースを正確に伝えることはもちろん、
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国際的な関税交渉の最前線で働く行政官として

金融

始まりは、何かやってみようという気持ちでした
世界銀行 勤務

菅原 直剛 さん

東京都私立日本大学豊山高等学校卒業
政治学科2003 年卒業
2007年1月、世界銀行に入社。開発見通し局所属

私は現在、世界銀行の開発見通し局にて、主に世界経済の展望や成長要因と経済政策の調査

情報番組での体当たりロケ、ラジオでの中高生のお悩み相談など幅広くお仕事できるのが地方

および監視、世界経済に関する時事問題の分析を行っています。国際開発金融機関である世

局ならではの魅力。「いつも元気もらっとるよ！」という広島の皆さんの声が何よりのやりがい

界銀行ではさまざまな国出身の職員が働いており、そうした環境で働くことは、大変なこともあ

です。アナウンサーは幼いころからの夢でした。政治経済学部に進学したのも、将来を見据え

りますが、非常に楽しく、やりがいに満ちた仕事です。在学中は、特に国際開発という分野に興

て政治の知識に精通したいと考えたからです。学部での経験の中でも、特にゼミでの活動が今

味を持って学んでいました。入学後何かにチャレンジしたいと思って英語の実践力強化の授業

につながっていると感じています。3 年生の時、日本公共政策フォーラムに出場し、プレゼンを

を履修。さまざまな出会いにも恵まれ、英語力の向上だけでなく、国際的な場で働くという目

担当。相手に響く話し方、伝わるプレゼンの構成の組み方などたくさんのことを学びました。

標を見つけることもできました。また、専門演習の授業では、担当教員が途上国の公務員を迎

見事に優勝でき、みんなで抱き合って喜んだのは一生の思い出です。また、1 年生から所属して

えて行う講義があり、明確に国際開発というものに関心を持つようになりました。その後も国

いた基礎マスコミ研究室では、マスコミ業界の第一線で活躍する先生方からお話をお聞きしたり、作文講座や面接講座を受講するなど夢の実現に

際開発に関係する科目を履修するようにして、政治経済学部の名の通り、政治や行政、そして経済について幅広く学ぶことができました。政治経

向けて具体的な努力ができました。これからも、広島一のアナウンサーを目指し、
「前へ！」歩みを止めず走り続けます。

済学部には何かに挑戦してみようと思ったときに、多種多様な選択肢があります。これから入学する人もぜひさまざまなことを経験してください。
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卒 業 生からのメッセージ

学生生活

政 治 経 済 学部生の 1 日
アスリート

文武両道を貫き、人として成長できた素晴らしい 4 年間
広島東洋カープ 所属

森下 暢仁 さん

ひとり暮らしの場合

東京だからこそできる

大分県立大分商業高等学校卒業
経済学科2020年卒業
2020年4月、ドラフト1位で広島東洋カープに入団。2021年、第32回オリンピック競技大会（2020/東京）に出場

多様な経験や出会いを

明治大学に進学したのは、高校時代にお会いした善波達也前監督、柳裕也さん（現：中日ド
ラゴンズ）、坂本誠志郎さん（現：阪神タイガース）の勧めがあったからでした。「大学生活は
部には、野球に打ち込むだけでなく学業にもしっかりと取り組むという方針があるため、朝の練
習後はしっかりと授業に出席していました。政治・経済・行政分野の学びから社会人としての
教養まで、さまざまなことを修得でき、振り返ると非常に恵まれた環境だったと改めて感じま

者の購買に関する事象を学ん

佐賀県立
武雄高等学校卒業

オンデマンドの 授 業を受 講。

東京でのひとり暮らしに憧れ、佐賀から明治大学へ。地元とは異な
え方を広げたいと思っていました。多様な分野の先生方や学生が集

た、価値ある 4 年間でした。今の自分にゆとりを作ることができているのは、この経験のおかげです。試合前、明治大学の卒業生には先輩後輩問

う都心の総合大学で、政治学を中心に幅広い科目を履修できる明治
大学政治経済学部は、私が描いていたキャンパスライフを実現でき
る環境です。特に、東京オリンピックのボランティアに参加でき、
色々な人に出会えたことは、とても刺激的で、貴重な経験になりまし
た。ひとり暮らしを始めた頃は、家に帰っても誰もいないことがとて
も寂しかったことを覚えています。特に1、２年次は授業が多く、アル
バイトとの両立で時間の調整に苦労した時期も。やがて慣れてくる
と、空いた時間を上手に使って料理を作り置きするといった工夫がで

株式会社電通マクロミルインサイト 勤務 東京都私立豊島岡女子学園高等学校卒業

田口 海菜 さん

経済学科2014年卒業
2014年4月、株式会社電通マクロミルインサイトに入社。マーケティングデータソリューション部所属

消費行動・消費心理など消費
でいます。

10：40 2限 表象文化論

日本の
「 家族」の変遷について
映画を通じて学んでいます。

大学生活は自立のきっかけにもなり、“ 自分自身で考えて行動する ” という習慣を身につけられ

本質を紐解き、課題解決へ導く力の原点を身につけられました

9：00 1限 消費心理学

政治学科4 年

る環境で、さまざまな価値観を持つ人たちと出会い、自分の視野や考

マーケティング

新 の 情 報をチェック。家 族に
「おはよう」のLINEを送ります。
オンデマンドの 授 業を受 講。

す。部活動に取り組み、自らカリキュラムを組んで学び、寮生活では自分のことは自分で行う。

わず挨拶に行くようにしています。同窓の縁で結ばれた絆、人と人とのつながりを胸にこれからも頑張ります。

8：30 起床

メイクをしながらテレビで 最

成長につなげたい
江頭 美郁

遠回りではない」と言っていただいたことが、印象に残っています。明治大学体育会硬式野球

ある日のスケジュール

きるように。ひとり暮らしは、時間を自由に使うことができる一方
で、すべての管理は自分次第。学業とバランスを取りながら、東京で
しかできないことに挑戦しています。

11：30 お昼ご飯

3限が対面授業なので、作り置き
のご飯やレトルトなどすぐに食べ

1 カ月の生活費（ 収支）
収入
仕送り

られるものを準備して食べます。

アルバイト

13：30 3限 教職実践演習

合計

課程のまとめのような科目です。

支出

教職課程を履修しています。教職
模擬授業や発表などの実践系が

150,000円
80,000円
230,000円

多いですが、頑張っています。

家賃

90,000円

19：00 帰宅・夕食作り

食費

20,000円

大体毎日夕食を作ります。できるだけ沢

光熱費

10,000円

山の野菜を使うよう、心がけています。

通信費

10,000円

オンデマンドですが、授業はその日

交際費（交通費込）

40,000円

のうちに受講するのがマイルール。

貯金

40,000円

カフェに行った日は軽くになりますが、

20：00 2限の表象文化論を受講（2限の続き）

25：00 就寝

次の日は朝がゆっくりなので、

衣類

20,000円

少し夜更かし。

合計

230,000円

マーケティングリサーチ会社で、クライアントの課題解決を行うリサーチを担当しています。
業界や企業規模等が異なる千差万別の課題がある中で、
「クライアントが抱える本質的な課題
とは何か」を丁寧に紐解き、リサーチを通じてその解を見つける仕事です。一筋縄ではいかない

自宅から通学の場合

ものばかりですが、課題を乗り越え、クライアントのビジネスが前進した瞬間にやりがいと達成

1日の計画を立てたり、

感を感じます。世の中にはさまざまな数字や情報が溢れていて、それらは一見正しく見えます
が、恣意的に作られたものも少なくありません。政治経済学部では、数字を正しく捉える統計

読書の時間に充てたり、

的な知識と、情報の背景を多面的・多角的に読み解く思考力の両面を学びました。正しく知識
を習得し、得た知識を活用しながら周囲と議論を重ね、思考を深めていける環境が整っていま
す。課題のない世界などありませんが、きちんと武器を持って立ち向かえば、世界はもっと楽しく、良くなります。「学び方」を学んで、自身の人
生を多いに謳歌してほしいと思います。学びが楽しくなるのは、これからです！

オックスフォード大学社会学部 勤務

茂木 良平 さん

埼玉県立浦和高等学校卒業
経済学科2013 年卒業
2021年4月、オックスフォード大学に勤務。社会学部に所属

授業は難しいこともありますが、

自宅から通うメリットは、毎日「 通学」と言う決まった時間を確保
できること。生活の中で優先度が低くなりがちな活動にも、意識的に
時間を割くことができます。私は主に読書に充てていますが、朝はス
ケジュールを整理したり、帰りには1日を振り返ったりできるのもメ
リットです。一方、往復の通学時間が授業に出席している時間よりも
長くなってしまうことがあったり、夜までのサークル活動で帰宅が遅

についてデータを用いて研究しています。人口学との出会いは、学部 3 年次からのゼミ。これ

もしれません。私は勉学に励みながら、２つのサークルとアルバイト

いったことは今でも良い思い出です。自分でテーマを決めて、今まで学んできたことや、それ以
上のことを自分で調べながら取り組んだ「卒論」の執筆がとても楽しかったことを覚えています。
卒業後は、明治大学の大学院に進み、その後複数の国を経て今に至ります。ゼミで学んだ経験

オンデマンド授業を受けたり。

9：00 1限
友人とともに受けるのは楽しい！

15：10 4・5限 ゼミナール

財政学についての文献を輪読
したり、さまざまな政策・社会
保障についてのディベートをし

くなり睡眠時間が少なくなってしまうことは、デメリットと言えるか

ミのカリキュラムに惹かれて選択しました。毎週毎週の課題をゼミの友達と一緒にこなして

7：30 出発

経済学科3 年

オックスフォード大学社会学部で研究者をしています。専門は人口学で、先進国の少子化
までの学校教育では単体で学んできた科目を総合して 1 つの問いにアプローチするという、ゼ

に定期を忘れてしまうことも…

通学時間を有効活用
西野 有哉

熱中できることを見つけて、邁進する4 年間にしませんか？

6：30 起床

朝食と身支度を済ませます。たま

満員電車の中で、読書をしたり

千葉県立
薬園台高等学校卒業

研究者

ある日のスケジュール

を掛け持ちするなど、充実した日々を送っています。アクティブに活
動する日だけではなく、勉学との両立や、予定を詰め込み過ぎてパン
クしないようゆっくりと休む時間も意識的に確保。長期休暇には旅
行に行くことも多いので、計画的にバランスを取りながらキャンパス
ライフを満喫しています。

たりします。

19：00 サークル活動

1 カ月の生活費（ 収支）
収入
仕送り

0円

大教室でみんなと弾き語りを

アルバイト

70,000円

するギターサークルの活動はと

合計

70,000円

ても有意義です！

20：40 夕食

サークルがある日は、同期や後

支出
家賃

0円

が多いです。

食費

15,000円

23：00 帰宅

光熱費

輩とご飯を食べてから帰ること

帰宅後はやり残した課題を終

0円

通信費

0円

たりします。

交際費

20,000円

24：00 就寝

貯金

15,000円

を準備してから寝ます。おやす

趣味への出費（洋服・ライブなど） 20,000円

みなさい！

合計

わらせたり、趣味に時間を使っ

翌日の朝が早い日は、服や荷物

70,000円

や当時熱中した姿勢は今でも糧になっています。
「良い企業に勤めるための大学生活に」と計画
的に過ごすのもよいですが、皆さんにはぜひ熱意を持って取り組めるものを見つけ、それに邁進する大学生活にしてほしいと思います。一見何の
役に立つかはわからないものが、きっとその後の人生の大事なものになるはずです。
35
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入試情報

入試情報

一般選抜（学部別・全学部統一・大学入学共通テスト利用入試）は、
すべて Web 出願です。
パソコン・スマートフォン・タブレットから出願できます。一般選抜要項は、明治大学ホームページからダウンロードで
きます
（11月上旬公開予定）ので、出願前に必ずご確認ください。 ※総合型選抜、学校推薦型選抜、その他の入学試
験では、Web出願を行いません
（外国人留学生入学試験を除く）
。

makes the world go round.

■学部別入学試験

政治学科

10：00 〜 11：00

外国語（配点 150 点）

105名

経済学科

290名

地域行政学科

70名

12：00 〜 13：00

国語（配点 100 点）

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーシ
国語総合（漢文を除く）
ョン英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）、
ドイツ語、フランス語から1科目選択

1月6日
（金）

2月11日
（土）2月18日
（土）3月3日
（金）
1月20日
（金）
〜

学科

試験科目

出願期間
手続締切日
募集人員
入学試験日 合格発表日
（消印有効）
（消印有効）

14：20 〜 15：20

世界史B、日本史B、地理B、政治・
経済、数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A・
数学B「 数 列・ベクトル」）から1科
目選択

地域行政学科

⑤付属高校からの推薦入学試験

④スポーツ特別入学試験

グローバル型特別入学試験

本学部はこれまでに、夏休みや春休みを利用した短期留学プログラムや半年・一年間の協定校留
学、さらにはダブルディグリー・プログラム（明治大学と海外の大学で、2 つの学士号を取得）など、

試験科目
9：30 〜 10：30

11：30 〜 12：30

13：50 〜 14：50

15：50 〜 16：50

外国語（配点150 点） 国語、数学（配点100 点） 地理歴史、公民、理科（配点100 点） 数学（配点100 点）

20名

50名

③外国人留学生入学試験

政治経済学部では、国際社会のさまざまな分野で先導的な役割を果たしうる人材を育成するた

出願期間
手続締切日
入学試験日 合格発表日
（消印有効）
（消印有効）

1月6日
（金）
〜

経済学科

②指定校推薦入学試験

め、広く国内外の受験生を対象としたグローバル型特別入学試験を実施します。

■全学部統一入学試験

政治学科

①グローバル型特別入学試験

[グローバル型特別入学試験とは]

合計
（3科目）350点

募集人員

一般選抜のほかに次の
「特別入試」を実施しています。

地理歴史、公民、数学（配点100 点）

※内容については入学試験要項で必ず確認してください。

学科

■政治経済学部の特別入学試験

1月17日
（火）

英語（コミュニケーショ
ン英語Ⅰ・コミュニケー
ション英語Ⅱ・コミュニ
ケーション英語Ⅲ・英語
表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）、
ドイツ語、フランス語か
ら1科目選択※配点100
点を150点に換算する。

2月5日
（日） 2月14日
（火）3月3日
（金）

20名

国語総合
（漢文を除く）
、
数学
［
（ 数学Ⅲ）※数学
Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数
学Ｂ
「数列・ベクトル」の
範囲を含む］から1科目
選択

世界史B、日本史B、地 理Ｂ、政
治・経済、物理（物理基礎・物理）、
化学（化学基礎・化学）、生物（生
物基礎・生物）から1科目選択

数学（ 数学Ⅰ・数
学Ⅱ・数学Ａ・数
学Ｂ
「 数列・ベク
トル」
）

●上記の4教科8 科目のうちから1科目を選択し、受験す
る。2科目を受験した場合には、高得点の科目を利用する。

合計（3 科目）350点

学生のそれまでの経験と将来の希望に基づいた多様なニーズに対応すべく、さまざまな留学プログラ
ムを展開してきました。これに加えて 2 0 2 2 年度からは、国内にあっても高度な実践的語学力を強化
し、教養や国際的感覚などをさらに磨いた上で専門知識をも身につけた高度なグローバル人材を養
成するためのグローバルキャリア形成（GCD）プログラムを設置し、将来グローバル社会で活躍する
ことを目指す学生の学びと経験を強力に後押しすることとしました。

[グローバル型特別入学試験日程]
出 願 期 間

2022年9月1日
（木）
〜 9月7日
（水）
試験実施日

2022年10月8日
（土）
合格発表日

2022年11月4日
（金）

このグローバル型特別入学試験は、そうしたプログラムを通して国際社会のリーダーとして活躍
しうる人材を育成するために、すでに高度な語学力と高い意識、柔軟な思考力を有する学生を広く募

特別入試の詳細は、政治経済学部事務室へお問い合

集するために実施するものです。

わせください。

※内容については一般選抜要項で必ず確認してください。 ※試験会場：東京
（駿河台・和泉キャンパス）
、神奈川
（生田キャンパス）
、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡

■大学入学共通テスト利用入学試験
3 科目方式
前期日程
7科目方式

学科

募集人員

政治学科
経済学科
政治学科
経済学科
地域行政学科

8名
15名
15 名
50名
12名

出願期間
（消印有効）

入学試験日
（大学入学共通テスト）

1月6日
（金）
〜

方式

1月13日
（金）

合格発表日

手続締切日
（消印有効）
3月3日
（金）

1月14日
（土）、
1月15日
（日）

2月14日
（火）

（こにし とくおう）
小西 德應『国語』

200点

『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』から1科目
外国語
1981
年明治大学政治経済学部卒
大学入学共通テストの配点200点を300点に換算する。
『 英語』はリーディング100点、リスニング100点の合計200点を300点に換算する。
業、
88 年明治大学大学院政治経
●下記の4教科17科目のうちから1科目を選択。
（注1） 2科目以上を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。
済学研究科博士後期課程単位取
「地理歴史」
「公民」および「理科」は、第1解答科目・第2解答科目にかかわらず合否判定対象とする。
得退学。
地理歴史研究テーマは近現代日本
「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」 大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。
政治の歴史的・実証的研究。
著書
公民
「現代社会」
、
「倫理」
、
「政治・経済」
、
『倫理、政治・経済』 大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。
に『政権交代の史的分析−戦前期
数学
『数学Ⅰ・数学A』、
『数学Ⅱ・数学B』 大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。
における首相総選出過程』
『三木武
「物理基礎」
、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」
、
「物理」
、
「化学」
、
「生物」、
「地学」
夫研究』
など。
理科 （以上、共著）
（注1）
「理科①」を利用する場合は、
「理科①」のうちから2科目を選択し、この2科目を以て1科目とみなす。

合格体験記

3月10日
（金）

政治経済学部長
利用する教科・
科目
（3 科目方式）
国語

学部別入学試験

300点

政治学科1年

鈴木 奈桜

静岡県立静岡高等学校卒業

全学部統一入学試験

合格体験記

200点

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

合計（3 科目）

700点

地域行政学科1年

利用する教科・科目
（7科目方式）
国語
外国語

『国語』

200点

『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』から1科目

200点

『 英語』はリーディング100点、リスニング100点とする。

C数学
O N T E N『数学Ⅰ
T S ・数学A』

100点

『数学Ⅱ・数学B』

100点

「物理基礎」
、
「化学基礎」
「生物基礎」
「地学基礎」
（注1） または
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」
から1科目
学部長メッセージ
・・・・
・・・・・・・、
・
・・・・・・・、
・
・・・・・・・から2科目
・・・・ 01
③グローバルキャリア形成
（GCD）
プログラム・・・・・・・・・・・11

宮原 志帆

宮崎県立都城泉ヶ丘高等学校卒業

グローバル型特別入学試験

合格体験記

（注1）
「理科①」を利用する場合は、
「理科①」のうちから2科目を選択し、この2科目を以て1科目とみなす。
100点
理科
「理科②」において2科目を受験した場合には、
第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。
政治経済学部概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・ 03
学科紹介 第2解答科目の成績は合否判定に利用しない。
「 理科①」において2科目、
「 理科②」において1科目を受験した場合には、
「 理科①」2科目を1科目とみなし、
「 理科①」と
「 理科②」のうち高得点の科目
の成績を合否判定に利用する。
カリキュラムの特長
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 05
■政治学科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
●下記の2教科7科目のうちから2科目を選択。同一教科内について、2科目の使用も可。

政治経済学部の特色

■経済学科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

・・・・・・・ 07
①教養豊かな専門人を育む教養演習ゼミナール
公民
「現代社会」、
「倫理」、
「政治・経済」、
『倫理、政治・経済』

・・・・・・
・ 17
■地域行政学科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（100点
2）

地理歴史

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」

合計
（7科目）
・・
・・ 09
②問題解決力を磨くゼミナール教育 ・・・・・・・・・・・・・
※「理科①」

01
37

「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。 ※「理科②」

School of Political Science and Economics

200点

教員紹介

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・900点
・・・・・ 19

「物理」
、
「化学」
、
「生物」
、
「地学」を指します。

モチベーションアップのコツは自分なりの楽しみを見つけること
学部別入試は学部独自の試験問題で実施さ

ました。受験勉強を進める上では、自分なりの楽

れるため、過去問題から出題傾向を掴みやすく、

しみを見つけることがポイントになると思いま

対策を立てやすい点が良かったです。選択科目

す。私は政治学を専門に学びたい、そして大学の

に選んだのは政治・経済です。高校3年の夏まで

制度を活用して留学に挑戦したいと考え、両方

世界史とどちらにするか迷いましたが、興味のあ

を叶えられる明治大学の政治経済学部を選びま

る政治・経済を選んだことで勉強が楽しくなり、

した。今は政治学も語学も充実して学べる環境

結果的に日々のモチベーションアップにつながり

で、幸せな学生生活を過ごしています。

複数の学部を視野に入れていた私にぴったりの受験方式でした
全学部統一入試は他の学部の合否判定も出る

問題のレベルが易しいと言われることもあります

ので、他学部も視野に入れて明治大学に進学した

が、確実に高い正答率を獲得することが必須だと

いと考えていた私に合った方式でした。また、東京

思います。また、早い段階から過去の問題に触れて

以外の都市でも受験ができることも魅力で、私は

おくことで、大まかな問題の形態や傾向を掴んでお

地元に近い北九州で試験に臨みました。受験勉強

くようにしていました。直前になって慌てることがな

で第一に心がけていたのは、基礎をおろそかにし

いように短期・中期・長期的な学習計画を練ってい

ないこと。全学部統一入試は学部別入試に比べて

たことも、有効な学習方法だったと思います。

強みである英語力をいかして受験。面接では「学びたい思い」がカギに
高校3年間ニュージーランドへ留学していたの

経済学科2 年

石井 佑奈

ニュージーランド Waimea College卒業

でおくことをおすすめします。面接には、入学して

で、強みの英語力と経験を活かせる受験方法とし

学びたいことや実現したいことを明確化して臨む

てグローバル型特別入試を選びました。試験科目

と良いですよ。私は紙に具体的に書き出していま

のひとつである小論文は、制限時間内に自分の考

した。当日は、試験というよりも
「 明治大学で学び

えを伝わりやすくまとめる必要があります。社会問

たい思いを伝える」というつもりで挑んだところ、

題にアンテナを張ることも対策として大切です

試験官の方との会話を楽しめ、納得できる面接に

が、何より多くの問題にふれ、作成のコツをつかん

なりました。

MEIJI UNIVERSITY
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