
■資料２．政策学部カリキュラム表

第１セメスター 第２セメスター 第３セメスター 第４セメスター 第５セメスター 第６セメスター 第７セメスター 第８セメスター

第４年次第３年次第１年次 第２年次

 

　           選択科目Ⅰ

        オリエンテーション科目

 

　　　　 First Year  Experience
　
　

　　 　　政策学入門

　　　　　　                       選択科目Ⅰ

　　　　　　                       基礎能力養成科目

 

      　アカデミック・スキル１　　　                        　アカデミック・スキル２
　            　　（読解・分析）　　　　　                            　　（構想・伝達）
 
 
 

　　　　         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選択科目Ⅱ

　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業研究プロジェクト
【Ａ群】

【Ｂ群】

　                      卒業論文

　
                                                　選択科目Ⅰ

　　　　　　　                                    導　入　科　目
　
 【Ａ群】　  政策過程論　　日本外交　　 憲法（人権)　　 憲法（統治）  　私法入門

               行政法入門  　 ミクロ経済学　　マクロ経済学　　現代の生活問題

            　人と組織 　　　　経営学入門　　　　社会調査入門
　

【Ｂ群】　　 キ ャリアデザイン１　　　　キ ャリアデザイン２　　　　政策トピックス
　
　
　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プロジェクト演習

選
　
択
　
科
　
目
　
Ⅰ
　
・
　
Ⅱ
　
・
　
Ⅲ

　

                                                  選択科目Ⅰ

　　　　                                          基　礎　科　目
　
　      　　政策思想　　　　    政治学入門　　　  現代日本政治 　   法学入門
　

　　　　　  現代経済入門　　  経済学入門　　 組織論入門　　      統計学入門

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                            選択科目Ⅱ       展　開　科　目　                                       　                                                                            ※政策レファレンス　参照
　
　

　

【Ｃ群】   コミュニティ創造政策    行政責任論    比較政策論    公務員制度
 
             行政苦情救済論    政策法務    雇用関係法    環境法     資本市場政策
 
             金融政策    金融制度    ベンチャー政策     外書講読（英）

【Ａ群】   公共性論    政策形成論    政策分析    政治行動学    行政学   地方自治論    政府体系論    国際政治学
 
             国際法    地域政策    行政法（総論)     行政法（救済)     国際貿易    国際金融入門    公共経済学
 
             開発政策    アジア経済論    社会保障政策    社会保障制度    現代社会と組織

             経営組織論    意思決定論    人的資源管理

【Ｂ群】  政策実施論    政策評価論    応用政策分析    行政管理論    国際政治史    応用公共経済学
 
            グローバル経済論    国際金融市場政策    国際協力政策    国際機構    行政組織論
 
            ＮＧＯ・ＮＰＯ論    現代組織論    環境政策    科学技術政策    文化政策

            観光政策    京都観光論    環境マネジメント    ジェンダーと福祉

        　 ジェンダー政策    スポーツ法政策    教育政策

        　 リスク管理政策

選択科目Ⅲ

他学部科目、全学共通教養教育科目、大学コンソーシアム京都単位互換科目、同志社女子大学単位互換科目、日本語・日本文化教育科目

【D群】   政策特殊講義Ⅰ    政策特殊講義Ⅱ

　　　　　　　　　　■国際貢献を考える

  途上国の開発問題や地球環境問題などの解決のためには、世界
各国の協力関係が欠かせなくなっている。国際社会において日本が
果たすべき役割を、政治、経済、外交などの複合的な観点から考え
る。

【展開 Ａ群】　国際政治学、国際貿易、国際金融入門、
　　　　　　　    開発政策、アジア経済論、 政策分析、
　　　　　　　　  国際法
【展開 Ｂ群】  政策評価論、国際協力政策、
　　　　　　　  　国際政治史、応用政策分析、
　　　　　　　　  国際金融市場政策、グローバル経済論、
　　　　　　　　　国際機構
【展開 Ｃ群】　行政責任論、比較政策学、外書講読（英）
　

　　　　　　　　　　■地域連携を考える

　過疎問題、限界集落、耕作放棄地問題、地域防災・防犯、環境汚
染問題など、地域、すなわちローカル・グローバル両方の「社会」に
おける課題を地域間連携・国際連携の視点で考える。

【展開 Ａ群】 政策過程論、政策形成論、公共性論、
　　　　　　　　 政治行動学、行政学、 地方自治論、
　　　　　　　　 政府体系論、地域政策、行政法（総論)、
　　　　　　　　 行政法（救済）、国際政治学、他
【展開 Ｂ群】 政策実施論、政策評価論、環境政策、
　　　　　　　　 文化政策、環境マネジメント、
　　　　　　　　 開発政策、アジア経済論、
　　　　　　　　ＮＧＯ・ＮＰＯ論、ジェンダーと福祉、
　　　　　　　　 教育政策、リスク管理政策、他
【展開 Ｃ群】  コミュニティ創造政策、行政苦情救済論、
　　　　　　　　 金融政策

　　　　　　■人の安全と安心を考える

   国民国家の発明に始まりGated communityへと至る、時間と空
間を閉じることで安全と安心を確保しようとして分断された諸個人
が、時空の異なりを超えて結びつくことで安全と安心を獲得する可
能性について考える。

【展開 Ａ群】　公共性論、地方自治論、国際政治学、
　　　　　　　　 地域政策、政策分析、公共経済学、
　　　　　　　　 社会保障制度、国際貿易
【展開 Ｂ群】　政策評価論、国際政治史、
　　　　　　　　　応用公共経済学、国際機構、
　　　　　　　　　環境政策、科学技術政策、
　　　　　　　　　環境マネジメント、ジェンダーと福祉、
　　　　　　　　　ジェンダー政策、リスク管理政策
【展開 Ｃ群】　環境法、行政苦情救済論、雇用関係法

　　　　　　　　　　　　■人権を考える
　
   公権力、メディア、企業、地域等によって侵害される人権を、いか
にして本来的な「生得の」権利としてすべての人間に保証していくか
を、精神・身体・経済の各領域のみならず自己決定権などの「新しい
人権」をも含めて考える。

【展開 Ａ群】　社会保障制度、人的資源管理、
　　　　　　　　　公共性論、国際政治学
【展開 Ｂ群】　政策評価論、行政組織論、
　　　　　　　　　ＮＧＯ・ＮＰＯ論、ジェンダーと福祉、
　　　　　　　　　ジェンダー政策
【展開 Ｃ群】　コミュニティ創造政策、行政苦情救済論、
　　　　　　　　　雇用関係法
　

　　　　　　　　　　　　　■環境を考える
　

　グローバル社会の中で、国際社会と国内の地域社会と両方を視野
に入れつつ、環境問題とその対策（環境政策）を考える。

【展開 Ａ群】　政策形成論、地方自治論、公共性論、
　　　　　　　　  政策分析、公共経済学、国際政治学、
　　　　　　　　  開発政策、アジア経済論
【展開 Ｂ群】　政策評価論、国際機構、環境政策、
　　　　　　　　　科学技術政策、環境マネジメント、
　　　　　　　　　応用公共経済学、グローバル経済論、
　　　　　　　　　国際協力政策、NGO・NPO論、
　　　　　　　　　政策法務
【展開 Ｃ群】　コミュニティ創造政策、比較政策論、
　　　　　　　　　行政苦情救済論

　

　　　　　　　■人を活かす経営を考える

　企業、行政などの組織と人について学ぶ。組織の構造や機能と組織
を構成する個人の行動が、どのように結びつき組織が運営されている
かを理解し、考える機会として欲しい。

【展開 Ａ群】　現代社会と組織、人的資源管理、
　　　　　　　　　意思決定論、経営組織論
【展開 Ｂ群】　現代組織論、行政組織論、
　　　　　　　　　NGO・NPO論、ジェンダー政策、
　　　　　　　　　ジェンダーと福祉
【展開 Ｃ群】　雇用関係法、ベンチャー政策、
　　　　　　　　　コミュニティ創造政策

　　　　　　■スポーツと文化創造を考える
　
  スポーツや文化は、国境を越え世界の人々を結びつける。また、過
去の歴史や伝統と、現在や未来を結びつける働きももつ。日本の地
域社会の豊かさの観点や、国際関係の面から、スポーツと文化を考
える。

【展開 Ａ群】　地方自治論、地域政策、公共経済学、
　　　　　　　  　経営組織論、人的資源管理
【展開 Ｂ群】　行政管理論、応用公共経済学、
　　　　　　　　　行政組織論、行政管理論、
　　　　　　　　　ＮＧＯ・ＮＰＯ論、文化政策、
　　　　　　　　　スポーツ法政策
【展開 Ｃ群】　コミュニティ創造政策、政策法務、
　　　　　　　　　行政苦情救済論、雇用関係法
　

　

　　　　　　　　　　■京都創生を考える

  わが国の公共政策、地域政策、文化政策（協働型まちづくりや観
光振興）に関わるプロトタイプとして京都を位置づけ、さらには新たな

京都の創造に向けての一助となるような考察を展開することを目指
す。
　
導入B群　 政策トピックス　～ホスピタリティ政策論～
　　　　　　  政策トピックス　～公共文化施設の今日的意義を考える～

【展開 Ａ群】　公共性論、地方自治論、地域政策
【展開 Ｂ群】 ＮＧＯ・ＮＰＯ論、文化政策、観光政策、
　　　　　　　　環境政策、教育政策、京都観光論
【展開 Ｃ群】 コミュニティ創造政策、ベンチャー政策、
　　　　　　　　 公務員制度、

　　　　　　　　　■キャリア形成を考える

  大学4年間の早い時期から自己のキャリア形成を考え、働くことの
意識を高める機会を提供している。講義のみならずインターンシップ
実習にも主体的に参加することが望まれる。

導入B群　 キャリアデザイン１～実践的キャリア論2008～
　　 　　　　キャリアデザイン２-001～インターンシップ～
　　　　 　　キャリアデザイン２-002～キャリア形成とインターンシップ～

【展開 Ａ群】　経営組織論、 意思決定論、
　　　　　　　　　人的資源管理
【展開 Ｂ群】　現代組織論、ジェンダーと福祉、
　　　　　　　　　ジェンダー政策
【展開 Ｃ群】　雇用関係法

　

政策レファレンス
　～これから広範な政策領域を学んでいくにあ
たっての指針～
 

広範な政策領域の中から自らの興味関心を見極
める指針として、選択科目Ⅱの展開科目を中心
にした履修モデル「政策レファレンス」を策定。複
数テーマを常に意識しながら、１年次から計画的
に学習する。

　　　　           演　　習　　Ⅰ　　　　              　　演　　習　　Ⅱ　　　　　　　                         　演　　習　　Ⅲ　　　　　　                          　　卒業研究演習Ⅰ　　　                　卒業研究演習Ⅱ

フィールド・リサーチ

　               　　 リサーチ・ペーパ－


