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国際・公共政策大学院院長

国際色豊かな少人数教育だから
　  一人ひとりが真のプロフェッショナルになれる。
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秋山　信将

私たちは、2005年の設立時から、次の４つの理念を掲げて、教育・研究を行っています。  つの基本理念

アジア・太平洋における拠点の構築と
世界への発信力の養成

アジア・太平洋における国際・公共政策の研究・教育の拠点形成を
めざし、政策形成のリーダーとなる人材育成を行っていきます。

政策分析における多角性と実践性

政策の判断主体・担い手の多様化を踏まえ、「官と民」両方の視点から、
実践的な政策分析を行うことを重視します。

先端研究の基礎に立つ高度専門教育

国際社会や国内社会における公共政策研究の最新の成果を実務へと
架橋し、また実務での問題をいち早く教育・研究に反映させます。

複合的視点の育成

政策研究における法律学・行政学、国際関係、経済学の横断性に
力点を置き、複合的視点で政策課題を見つめられる人を育てます。

院長挨拶

　一橋大学国際・公共政策大学院は、「先端研究の基礎に立つ高度専門教育」、「複合的視点の育

成」、「政策分析における多角性と実践性」、「アジア・太平洋における拠点の構築と世界への発信力の

養成」の４つを基本理念として、2005年に設立された専門職大学院であり、法律学・行政学、国際関係、

経済学のいずれかの専門領域の分析方法を習得した上で、隣接分野の視点も取り入れながら学ぶこ

とが求められます。現実の諸問題に対して専門的・総合的知見を持ち、倫理観と責任感を備えたプロ

フェッショナルな人材を育成することを目標としています。

　定員は1学年55名。社会人1年コースや外国人留学生特別選考などを設けて、社会人、留学生をバ

ランスよく受け入れ、異なるグループ間での交流を通して、さまざまな政策について新鮮な議論が日々

行われます。教授と学生の関係が緊密であるという一橋大学の伝統は、ここでも守られています。少人

数教育こそ、実践で役立つ高い専門性と複合的視点を持つ真の政策のプロを育てていくために不可

欠と考えています。

　また、日本語と英語による講義がともに充実していることも特徴。講義のみならず、英語でのセミナーや

シンポジウムなど、英語で政策問題について考え、議論する機会も数多くあります。日本にいながらにし

て、英語での講義やセミナーに参加できる機会を豊富に提供すること。これが大学院の国際化のある

べき姿であり、アジア・太平洋における知の拠点となるために必要と考えています。

　皆さんは、自分がどの「コミュニティ」に住んでいると考えていますか。家族、町内会、地方自治
体、国家、国際社会。あるいは趣味のサークルと答える人もいるかもしれません。残念なことです
が、今、これらあらゆるレベルのコミュニティで日々問題が発生しています。老朽化するインフラの
更新、到来した少子高齢化社会における持続可能な社会保障のあり方、経済格差の問題、魅
力ある街づくり、地球温暖化対策、テロや紛争、大量破壊兵器の拡散、など、多くの深刻な問題
が解決策を待っています。

　問題の中には個人の取り組みによって解決できる問題もあるかもしれません。しかし、今挙げた
ような問題は、コミュニティとしての取り組み、コミュニティのメンバー間の協力がなければ解決でき
ません。我々がよく生きるためには、個の充実とともに、コミュニティ全体を充実させることが欠かせ
ないのです。そして、コミュニティとして問題の解決にあたるために施されるのが公共政策です。

　一橋大学国際・公共政策大学院は、法律学・行政学、国際関係、経済学のいずれかの専門
領域の分析方法を習得し、国家・市場・市民社会等多様な角度から、公共政策の立案・実施に
あたるプロフェッショナルな人材の育成を目指しています。

　私は、そのような人材には、以下の4つの要素が備わっていてほしいと感じています。

　第一に「公共」の精神です。公共とは、「私」に対比する概念ではありません。むしろ個 の々「私」がよりよい生活を送ることを目的とし、コミュニ
ティ全体の共通利益を追求するサービスが提供されるべき開かれた空間です。個 人々が幸福を追求することを可能にするために、高い倫理性
をもってコミュニティの共通利益を追求するためのサービス精神を持ってほしいと思います。

　第二に、難しい問題に取り組み解決するための「知的基礎体力」と「スキル」です。本大学院では、公共政策研究の最新の成果を実務へと
架橋し、また実務での問題を教育へと反映させることで実践的な問題解決のスキルを身に着けてもらうためのカリキュラムを用意しています。そ
して、獲得したスキルを、国内外の社会情勢やニーズの変動の中で陳腐化させることなく、変化に適応し、応用していくための理論的基礎と思
考能力、つまり「知的基礎体力」を獲得してほしいと思います。

　第三に、「国際性」です。今日、日本国内においても多くの課題が国際的側面を持っていますし、我 の々日 の々生活が国際化していることを感
じないことはありません。どのようなコミュニティであっても公共政策に関与する人は、多元的な価値観、多様な考え方を常に想定しておく必要が
あります。本大学院では、必修も含め多くの科目が英語で開講されており、アジア諸国をはじめとして多くの国から留学生が来ています。またイ
タリアのボッコーニ大学やベルギーのルーヴェン・カトリック大学など協定校への派遣などの機会もあります。このような環境の中に身を置くこと
で多元的・多面的思考の習慣を獲得してほしいと思います。

　第四に、「協働」のスピリットです。どんな政策でも、一人の力だけで立案・実施することは不可能です。背反する利害を抱えていたり、考え方が
異なっている人 の々間でいかに共通の解を導き出すのかは、政策の現場において常に直面する課題です。そのような場面で自分はどのように行動
すべきか、おそらく、本大学院の少人数のゼミ形式やプロジェクト形式の授業における議論や意見交換を通じて学べることも多くあると思います。

　私は、一橋大学国際・公共政策大学院が、意欲のある皆さんが公共政策を担うにふさわしい資質と能力を獲得するために、皆さんと協力
し、また皆さんの努力を支援し、そして一緒になってその成功を喜ぶところでありたいと思っています。



インターンシップ ワークショップ コンサルティング
プロジェクト

アカデミック・トレーニング
理論的・概要的な枠組みの習得・応用をめざす

プロフェッショナル・トレーニング
表現力やコミュニケーション能力の向上をめざす

基礎科目
コア科目
応用科目
事例研究 事例を分析する目を養う

専門性の高い問題に取り組む
政策の基本的な問題に取り組む
基礎となる考え方を学ぶ

経済学法律学
（行政学を含む）

国際関係

＊具体的な開講科目はホームページ（https://www.ipp.hit-u.ac.jp/curriculum/curriculum_view.html）をご覧ください。 ＊アジア公共政策プログラムの開講科目はホームページ（https://www.ipp.hit-u.ac.jp/curriculum/curriculum_appp2.html）をご覧ください。
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カリキュラム

カリキュラムの特色

国際・行政コース【国際・行政修士（専門職）】 公共経済コース【公共経済修士（専門職）】

カリキュラムの基本的な仕組み

１年コースの秋冬学期

初年度春夏学期の履修例

　国際・公共政策大学院では、法律学・行政学、国際関係、経済
学の先端的研究も踏まえて、さまざまな政策問題に対して多面的に
アプローチします。学生は、自分の専門分野を持つという意味で、所
属するコース・プログラムを選択しますが、専攻を横断して、さまざ
まなアプローチを学ぶことが奨励されます。そのため、カリキュラム
の中には「横断型科目」と呼ばれる科目も提供され、学生・教員が
異なる視点から多面的に政策を議論する機会が設けられています。
それぞれのアプローチの良さを取り入れて、多面的に深く政策を分
析し、立案する能力を備えた人材を育てていきたいと私たちは考え
ています。
　修士論文の執筆は学位取得の要件ではありませんが、一般に、研
究論文あるいはリサーチ・ペーパーと呼ばれる報告書を作成する
ことが求められます。卒業生には、政策に関わる質の高い報告書を
書くことが期待されると同時に、報告書を完成させる過程で、大学
院で学んだことを、現実の政策問題に応用する力を身につけること

ができると考えるからです。
　学位取得に必要な単位数は、１年課程、2年課程ともに44単位で
す（単位は「週1回/半年の講義の修了＝2単位」と計算されます）。
各プログラムの特徴や履修のイメージは、本ページおよび次ページ
下段の表をご覧ください。

　カリキュラムは、基礎科目、コア科目、応用科目、事例研究からな
るアカデミック・トレーニングと、ワークショップなどの科目群から
なるプロフェッショナル・トレーニングから構成されます（右図）。プ
ロフェッショナル・トレーニングの目標は、コミュニケーション能力
（深く聴く力と伝える力）を高めることです。プレゼンテーションの技
能、議論を円滑かつ活発に進めていくための技術、与えられた課題
をレポートにまとめる力など、社会で活躍するために必要なさまざ
まなスキルを身につけていきます。
　次々と起こる新しい課題に対して、流動的な組織の中で、ひとつ
ひとつ着実に結果を出していかなければならない。これが現代の組
織の一つの特徴です。そのような慌ただしさの中でよい成果を生み
出していくためには、専門性の高い見識と技能とともに、高いコミュ
ニケーション能力を身につけておくことが要求されます。政策大学
院では、充実したアカデミック・トレーニングとプロフェッショナル・
トレーニングを通して、そのような要求に応えられる人材を育てて
いきたいと考えています。

公共法政プログラムは、学生諸氏の公法についての専門的かつ実践的理
解を促進することを目指し、法政策の形成能力を備えた人材を政府・自
治体などへと送り出すことを、そのミッションとしています。より具体的に
は、人権、環境、情報、行政の各分野において優れた法政策分析と立法の
ための法政策を立案することができる即戦力的人材を世に送り出すこと
を目指します。グローバル化の波に洗われている国家政府や地方自治の
場において、時代の趨勢にあった公共性を身につけた、地球時代の法政策
パイオニアを育成することを目指します。

春夏学期に引き続いて修了に必要な各科目を個人関心に応じて選択履修しなが
ら、「公共法政ワークショップⅡ」「1年次特別ワークショップ」「特別研究指導」の
各科目を共通に履修し、任意に選択したテーマについて、法律学または行政学の
立場から研究論文を作成します。

春夏学期に引き続く3学期間にわたって、修了に必要な各科目を選択履修します。
その際には、法科大学院との合併講義科目やＨＭＢＡプログラム科目などを含め
て、より専門性の高い科目を履修することが強く期待されます。また、夏期に開講
される「インターンシップ」では、それぞれが選択した政策の現場で実体験し、レ
ポートを作成することによって単位が認定されます。さらに、「公共法政ワーク
ショップ」を、ⅡからⅣまで段階的に履修することによって、個人の関心に応じて研
究テーマを選択し、最終的に研究論文を作成します。

２年コースの秋冬学期以降 ２年コースの秋冬学期以降 ２年コースの秋冬学期以降

１年コースの秋冬学期

グローバル・ガバナンス・プログラムは、国際関係論、国際関係史、国際
法の分野に関わる専門的な知識を持ち、政府、国際組織、NGOなどで活
躍できる人材の養成を目的としています。世界政治は、現在、国境を越え
た活動を行うアクターが増大し、今後、変容に対応した新しい発想を持っ
た人々が、紛争解決、国際安全保障、人間の安全保障、国際的な地域協力
などに、より積極的に関与していくことが必要とされています。こうした変
動する世界を舞台に、地球的な公共性を身につけて活躍する真のグロー
バリストの育成を目指しています。

「グローバル・ガバナンス・ワークショップ」と「International Security Policy」
という2つの必修科目を中心に、卒業に必要な単位の修得を目指します。リサーチ・
ペーパーを発展させた研究論文を執筆し卒業単位に組み入れることも可能です。
英語での科目も数多く提供されますので、積極的に履修してください。

初年度の秋冬学期には、必修の「International Security Policy」以外にも基礎
科目やコア科目などを中心により高い専門的知識を体系的に学びます。２年目は、
それぞれの興味関心に応じて、応用科目や事例研究などの科目を中心に履修しま
す。「グローバル・ガバナンス・ワークショップ」ではリサーチ・ペーパーを執筆
しながら、特定の政策領域についての知識を深めます。

１年コースの秋冬学期

公共経済プログラムでは、経済学の専門知識に基づいて、税制、社会保
障、地方財政など公共政策に関わる諸問題について正しく事実認識、説
明、評価できるとともに、必要な改革のデザインと執行を担える人材の育
成を目指します。2年課程では、中央官庁、地方自治体、NGO・NPO、研
究機関、民間企業など、政策や公民連携の現場で即戦力となれる分析能
力と行動力を持った人材を育成していきます。1年課程では、中央官庁、
地方自治体、民間企業などで公共政策に関わる仕事をしている社会人を
募り、政策分析・提案の能力の向上を図ります。

「特別研究指導」や「１年コース特別ワークショップ」などの科目を含む44単位以
上の科目を卒業までに履修しながら、各自の問題意識に基づいて研究論文を執筆
し、大学院での成果をまとめます。

初年度の秋冬学期には「公共政策ワークショップ」やコア科目・応用科目を中
心に履修し（２年コースの年間履修限度は原則として36単位です）専門性や応
用力を高めます。２年次には、さらに実践的な科目を履修しながら、コンサル
ティング・プロジェクト(必修)や研究論文の執筆(任意)などに取り組み、卒業ま
でに44単位以上を取得します。

アジア公共政策プログラムは、平成12年度から千代田キャンパスの一橋
大学大学院国際企業戦略研究科で、毎年15名ほどのアジア諸国の留学
生の教育を行うとともに、海外の研究者を数多く招き、教育面および研究
面で実績をあげてきました。平成17年度からは、国際・公共政策大学院
に統合され、アジアでの公共政策教育・研究の真の拠点となることを目
指しています。世界経済におけるアジア経済の重要性が一段と高まって
いく状況下、公共政策の理論と実務に関する深い知見を持った国際性の
ある人材の育成に一段と注力していきます。

APPPでは、他のプログラムと異なり、9月より秋学期が始まります。また、授業は
全て英語で行われます。１年目の秋学期では、主にミクロ経済学・マクロ経済学・
公共経済学・計量経済学といった必修課目を受講します。翌4月の春学期よりは
財政・金融その他の各分野に関連した選択科目を受講します。これらと平行して、
学生は２年間、指導教官の行うゼミに参加します。２年目の秋学期には、指導教官
の指導の下、修士論文の作成を開始します。２年目の春夏学期、修士論文提出後、
教官による口頭試問を経て、７月に卒業することになります。

公共法政プログラム グローバル・ガバナンス・プログラム 公共経済プログラム アジア公共政策プログラム

1限目
月

行政法基礎論 地方行政論Ⅰ

行政学Ⅰ・基礎
政策事例研究 租税政策

政策分析の技法Ⅱ 環境法政策
Public Policy in Asia
公共法政ワークショップⅠ 政策法務研究 国土交通論

火 水 木 金

2限目
3限目
4限目
5限目
6限目

1限目
月

行政法基礎論

Public Policy in Asia

地球環境と開発援助

国際政治学基礎論公共経済分析Ⅰ

政策分析の技法Ⅰ 国際法基礎論 東アジア国際関係

Regional StudiesⅠ

火 水 木 金

2限目
3限目
4限目
5限目

1限目

月 火 水 木 金

2限目

3限目

4限目

初年度春夏学期の履修例 初年度春夏学期の履修例 初年度秋冬学期の履修例

Microeconomics for
Public Policy

Macroeconomics:
Theory and Policy

Microeconomics for
Public Policy 

Macroeconomics:
Theory and Policy

Economics of
Public Sector

Seminar

Workshop on
Current Topics

Fundamentals of
Econometric Methods

Economics of
Public Sector

English Thesis
Writing

New Approaches to
International

Law and RelationsⅠ

1限目
月

行政法基礎論

Public Policy in Asia

マクロ経済分析 ミクロ経済分析

経済学基礎論 I 公共経済分析 I 経済統計分析 I

計量経済分析

マクロ経済分析

(チュートリアル）紛争論

計量経済分析 ミクロ経済分析

火 水 木 金

2限目
3限目
4限目
5限目

（夏学期集中講義）ＥＵ論、インターンシップⅠ、Ⅱ （夏学期集中講義）プロジェクト評価
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教授 公共法政

一橋大学博士（法学）。専門は憲法です。議会制
度、選挙制度、代表制理論など政治部門に関わる
問題、そしてフランス憲法を中心に研究してい
ます。IPPでは、憲法政策を担当します。そのほ
か、法学部、法科大学院でも授業を行っています。

只野 雅人
ただ の ひとまさ

納得いくまで考える、というプロセスを
大切にしたいと思います。

学生へ
一言

教授
一橋大学博士。カリフォルニア大学バークレー
校客員研究員（2009～11年）。国際関係論・国際
政治経済学、特に科学技術政策や移民政策を研
究。講義は「政策分析の技法」「ワークショップ」
などを担当します。

山田 敦 グローバル・
ガバナンス

やま だ あつし

授業はいつも双方向モットー

准教授
米国ジョージ・ワシントン大学博士（政治学）。
米国シンクタンク、Carnegie Endowment for 
International Peaceのプロジェクト、「Rising 
Democracies Network」研 究員（2013年 ～
現在）。専門は日本の民主化支援です。授業は
国際政治学基礎論およびGlobal Governance 
Seminarなどを担当します。

いち はら ま い こ

市原 麻衣子 グローバル・
ガバナンス

学生へ
一言 各自の個性・強みを大切に前進していきましょう

教授 公共経済

米国プリンストン大学博士（経済学）。租税理
論、租税法、国際課税、タックス・プランニング、
日本の高齢化と社会保障などを中心に研究し
ています。授業では、租税論、法と経済学などを
担当します。

渡辺 智之
わた なべ さと し

ゆっくり急げ好きな
言葉

准教授 公共経済

慶応義塾大学博士。専門は医療経済学。医療・
介護政策や家族政策の政策評価分析を行って
います。授業では正確な理解を損ねない範囲で
「使える経済分析」を目指します。担当科目は
計量経済分析。

高久 玲音
たか　く　　　れ　　お

新任教員ですが一緒にがんばりましょう。学生へ
一言

教授 公共経済

カナダ・クイーンズ大学博士（経済学）。地方財
政・税制を中心に学術・政策の両面で研究をし
てきました。机上に留まらない理論の実践を目指
しています。授業では公共経済分析I、地方財政
論などを担当。また、一橋大学医療政策・経済
研究センター（HIAS）長を併任し、医療経済プロ
グラム（高度職業人養成）に携わっています。

佐藤 主光
さ とう もと ひろ

座右の
銘 「下手な鉄砲、数うちゃ当たる」、「人生万事塞翁が馬」

教授 井伊 雅子
い い まさ こ

米国ウィスコンシン大学マディソン校博士（経済学）。
医療や福祉政策を中心に研究しています。授業は
Fundamentals of Econometric Methods，
Economic Analysis of Social Policy、東京医科
歯科大学の連携プログラムでは医療経済を担当。
一橋大学医療政策・経済研究センター（HIAS 
Health）研究員を併任しています。

アジア
公共政策

学生へ
一言

Where there is a will, there is a way
(意志あるところに道は開ける） 

教授
米国マサチューセッツ工科大学博士（経済学）。
日銀、国際通貨基金での勤務経験を踏まえて、理
論と実務の両面から、経済の安定や成長のため
の政策論を研究しています。担当科目はミクロ
経済、金融政策論、金融市場論。

武田 真彦
たけ だ まさ ひこ

アジア
公共政策

学生へ
一言 経済学も英語も、使えて初めて役に立つ！

教授
米国カリフォルニア大学バークレー校博士(経済
学)。 内閣府その他の省庁、国際機関での調査エ
コノミストとしての経験を踏まえて、日本やアジア
の経済に関連する政策評価につながるような実
証研究に取り組んでいます。担当科目はAPPPで
の公共経済学入門と租税論、社会保障論です。

堀 雅博
ほり まさ ひろ

アジア
公共政策

学生へ
一言

自ら考える力、
その考えを伝える技を身につけて下さい。

准教授 公共経済

米国ミシガン大学博士（経済学）。専門は労働経
済学と応用計量経済学。賃金や労働時間にまつ
わる政策評価を中心とした実証分析を行ってい
ます。授業では、ミクロ経済分析、応用計量経済
分析Ⅱ、経済統計分析入門などを担当します。

横山 泉
よこ やま いずみ

授業は実例を用いてわかりやすく教えます学生へ
一言

グローバル・
ガバナンス准教授 

アイルランド国立大学ゴールウェイ校博士（法
学）。国際法を専門とし、国際刑事法を中心に研究
しております。具体的には、国際刑事裁判所の活
動、国際法上の犯罪に対する国家の刑事管轄権の
行使、個人の国際法上の刑事責任を主な研究課題
としてきました。授業はCommunity Interest 
and International Lawなどを担当します。

竹村 仁美
たけ むら ひと み

ホットヨガ趣味

百折不撓座右の銘

教授 公共法政下山 憲治
早稲田大学修士（法学）。専門分野は行政法で
す。例えば環境問題のように社会に存在する
危険やリスクを制御する法領域が主な研究
対象です。IPPでは、行政法のほか、法的観点
からの「政策分析の技法」などを担当します。

しも　やま　　けん　じ

学生へ
一言

解決が必要な課題や問題の根幹・本質にあるものを
見つけ、創意工夫を！一緒に考えていきましょう。

教授 公共法政辻 琢也
東京大学博士（学術）。地方制度調査会や社会
資本整備審議会の委員などを歴任。行政学や
地方自治論を中心に研究しています。授業で
は、行政学Ⅰ・基礎や行政学Ⅱ・応用、政策法
務研究などを担当します。

つじ　　たく　や

学生へ
一言 「求めよ、さらば与えられん」

教授
カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校博士（歴
史学）。オックスフォード大学（2012年）、ロンド
ン政治経済学院（LSE：2014～16年）客員研究
員。専門は国際関係史、アメリカ外交史。授業は
History of International OrderやHistory of 
Cold Warを担当しています。

あお の とし ひこ

青野 利彦 グローバル・
ガバナンス

学生へ
一言 歴史を学ぶ面白さを伝えればと思います

東京－ソウル－平壌－北京を経て、
陸路でパリまで行くのが夢です。

学生へ
一言

教授
米国ハーバード大学博士(公共政策)。財務省、
アセアン+3マクロ経済調査オフィス(AMRO)
における勤務経験を踏まえ、東アジアにおける
通貨危機防止のための枠組みと国際機関につ
いて研究しています。授業では、政策形成に役
立つ理論と知識の習得を目指します。担当は、
マクロ経済、国際経済、ファイナンスなどです。 

根本 洋一
ね もと よう いち

アジア
公共政策

拙を守る好きな
言葉

教授
一橋大学卒業。博士（法学）。外務省在ウィーン
国 際 機 関 日 本 政 府 代 表 部 公 使 参 事 官
（2016-2018）。専門は国際安全保障。特に核不
拡散・核軍縮の問題を研究しています。授業は、 
International Security Policyなどを担当します。 

秋山 信将 グローバル・
ガバナンス

あき やま のぶ まさ

学生の皆さんとの議論はいつも楽しみです学生へ
一言

教授  公共経済

米国ジョンズ・ホプキンス大学博士（経済学）。子
育て支援、医療、福祉政策などの社会政策を中心
に研究しています。授業では、経済学基礎論、コ
ンサルティング・プロジェクト、公共経営の講義
などを担当します。

山重 慎二
やま しげ しん じ

一期一会好きな
言葉

学生へ
一言

国の、地方自治体の現場で、私が経験してきたこと、
感じてきたことを、「生きた教材」として伝えます。

准教授 公共法政泉 智徳
東京大学経済学部卒業・公共政策大学院修了
後、2008 年総務省入省。選挙制度・地方公務
員制度の設計・運用に、また、地方自治体（大
阪府、山梨県）の現場では、行財政改革や世界
遺産（富士山）保全策構築などの業務に携わっ
てきました。授業では地方行政論、政策法務研
究などを担当します。

いずみ　とも　のり

准教授 クォン ヨンソク
一橋大学博士。ソウル大学日本研究所・早稲田
大学韓国学研究所客員研究員歴任。日本外交
史、東アジア国際関係史、韓国現代史を研究し、
映画、音楽などポップカルチャーやスポーツな
ど「文化」面から日韓、東アジアを理解すること
にも関心があります。東アジア国際関係、日本
外交政策論を担当しています。

グローバル・
ガバナンス

准教授 公共法政神山 弘行
米国ハーバード大学博士（法学）。租税法や財政
法について、「法と経済学」の視点も踏まえて、
研究を行っています。近年は，国際課税につい
ても研究を進めています。IPPでは租税論を、
法学部や法科大学院では租税法などを担当し
ています。

こう やま ひろ ゆき



学生の声

「院生同士の意見交換や先生からのフィードバックのおかげで、
高いレベルでの双方向の学びが実現しています」
　大学卒業後は法科大学院に進んで弁護士を目
指していたのですが、「法律を使う側の弁護士より
も、法律や制度を作る国家公務員の道に進みた
い」と考え、IPP（国際・公共政策大学院）に入学し
ました。
　カリキュラムの特徴は、選択の自由度が高いこ
と。私は立法学、政策法務研究、行政学など、法律
や行政系の講義を中心に選択していますが、論
文を英語で書くスキルを養う「発信英語力」な

ど、他の研究科の講義を
受講することも可能
です。また、クラスメ

イトには社会人の方が
半数近くいるので、社会経験が豊富な方

たちと交流できることにも魅力を感じています。

　講義のスタイルも学部時代とはずいぶん違いま
す。少人数教育なのでフィードバックが多い。ワー
クショップでは、私たちの発表に対して5～６人も
の先生が指導してくださいます。時には厳しい意見
もいただくのですが、それを課題と捉えて再考する
ことで最終的には研究の成果につながります。院
生同士の意見交換や先生からのフィードバックの
おかげで、高いレベルでの双方向の学びが実現し
ています。
　卒業後は国家公務員の道に進むことが内定し
ました。ここで学んだ知見を土台に、理想を見据え
ながら、現場の様々な方たちの声にも耳を傾けな
がら実務に取り組みたいです。そして、できるだけ
多くの人を幸せにできるような政策を作り上げて
いける行政官になりたいと思っています。

　国内の大学の英米学科に在籍していたときにダ
ブルディグリー制度を利用してアメリカの大学に２
年間留学し、経済学を学びました。当時、将来を考
えたときに国家公務員として働きたいという結論
に至ったのですが、国の仕事をするのであればや
はり日本でしか学べないことを学びたいと思い、公
共経済学のある大学院を志望。充実したカリキュ
ラムと少人数教育が特徴のIPPを選びました。
　カリキュラムでは、最初の１学期に基礎的な知
識を学んだ後に、実践的な分野に取り組みます。私
は留学時に経済学を学びましたが、公共学という
観点で経済を捉えた経験がなかったので、基礎か
ら学べたのは非常に有益でした。
　IPPに入って最も魅力に感じているのが、先生と
学生との距離が近いこと。授業中、気になったらす

ぐ手を挙げて質問することもできます。また、クラス
メイトには社会人の方も多く在籍しており、グルー
プワークに取り組んだ際にも経験豊富な各人の知
見を合わせながら研究を進めていけるので、た
いへん身になります。霞ヶ関の各省庁から
学びにいらしている方も多く、実際にどの
ような政策の立案に関わってきたかとい
うお話も聞けて、とても興味深いです。
　現在は、日本の教育問題に関心があ
り、そこに経済学的な観点を加えた形
での研究に取り組みたいと考えていま
す。そうした分野の海外の研究にも触
れるために、２年次の２学期目から留
学プログラムを利用してイタリアに留
学する予定です。

公共法政プログラム（PL）
一般・2014年度入学

新納 綾香さん

「世の中の動きに対して経済理論がどう紐付いているかが
明らかになる。たいへん興味深いです」
　私は財務省に所属しており、IPPに入学する前に
関わっていたのがODA（政府開発援助）の円借款
プロジェクトでした。ODAの地域別割合は対アジ
アが６割以上を占めていますので、IPPのアジア公
共政策プログラムなら関連も深く、自分の今後の
キャリアにも生かせるのではないかと感じ、入学を
決意しました。
　現在は、経済学の基礎となるミクロ経済、マク
ロ経済、計量経済、公共経済学など、コアコース
を中心に学んでいます。他にも、世界の時事問
題について外部から講師を招いてレク
チャーを受ける科目もあります。東京証券
取引所の元代表取締役やNHKのアナウ
ンサーなど、ジャンルを横断したプロ
フェッショナルの講話を聞けるの

が魅力です。
　いちばん魅力を感じている科目は「セミナー」。
時事問題についてグループで発表した後に参加者
全員で討論を行います。さらに、先生からの解説
で、世の中の動きに対して経済理論がどう紐付い
ているかが明らかになる。たいへん興味深いです。
　クラスメイトは10ヵ国からの学生で18人。各国
の公的セクターから来ている方がほとんどです。日
本人は私一人だけで、クラスメイトと話してみると
「日本の組織ではこうするが、海外ではこうする」な
ど、文化の違いを感じられて興味深いです。アジア
公共政策プログラムでは同級生はもちろん、上の
学年の方、さらには卒業生の方ともつながりを持
てます。将来的にはこうした人脈も仕事を進めてい
く上での大きな糧になると感じています。

公共経済プログラム（PE）
一般・2015年度入学

加藤 麻早見さん

アジア公共政策プログラム（APPP）
社会人2年コース・2015年度入学

渡邊 直朗さん

「公共学という観点で経済を捉えた経験がなかったので、
基礎から学べたのは非常に有益でした」

　母国ウズベキスタンでは、大学の言語学部で日
本語や日本の歴史について学びました。卒業後は
英語や日本語の教師をしていましたが、国連など
の国際機関での仕事に就きたいと考え、大学時代
に留学経験のある日本で再び学ぼうと決意し、IPP
に進学しました。
　グローバル・ガバナンス・プログラムにおけるカ
リキュラムの特徴は、私のような国際関係の学問
を専門にしてこなかった学生でも基礎的なレベル
からスタートし、後半にはワークショップやイン
ターンシップなどの高度なトレーニングプログラム
を学ぶことができる、という間口の広さにあると感
じています。
　私が所属するクラスは16人ですが、外国からの
留学生も多く、イタリア、中国、韓国、ベトナム、ラオ

ス、バングラデシュと多彩。英語を使用する授業も
多く、出身国に関わらず共通のフィールドでディ
ベートやディスカッションに臨んでいます。少人数
教育ですので、あるときは課題の発表のための準
備がたいへんだったこともあります（笑）。それで
もやはり、少人数のほうが最終的には自分
の力になると実感しています。
　教えてくださる先生も、実際の現場で
働いた経験のあるプロフェッショナルの
方が多数。セオリーだけではなく、現場
ではどのような問題・課題が発生する
のか、積み上げた理論をどのように機
能させていくのか、といったことを丁
寧にレクチャーしてくれるので、講
義の理解度が高まります。

グローバル・ガバナンス・プログラム（GG）
一般・2015年度入学

ソヂコワ・イロダさん

「出身国に関わらず共通のフィールドで
ディベートやディスカッションに臨んでいます」
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日本人（65人）
社会人１年コース

一般

留学生

社会人2年コース

留学生（57人）
■男18人
■女39人

7人
5人

20人

25人

2018年度入学者の形態別割合
（2017年9月～2018年4月の入学者）

2018年度在学生の構成
（2018年5月1日現在）

Q TOEFLあるいはTOEICの基準点などはあるのですか？ 

 

A

Q 

 

A  

Q  

A

Q 過去問の入手方法を教えてください。  
A  過去5年分をホームページで公開しています。

Q 社会人の定義を教えてください。  
A

Q 

A  

Q  在学中にコースやプログラムの変更は可能ですか？

 

A

Q

A

Q 夜間コースあるいは土日開講のシステムはありますか？

 

A

Q 奨学金制度について教えてください。  
A

公共法政

より詳細な情報はホームページ https://www.ipp.hit-u.ac.jp をご覧ください。

山本 糸央里さん

竹内 悠さん

酒井 信行さん
公共経済

入学者合計
57人

卒業生の声

学生構成

Q&A

　私は国家公務員を志し、公共法政プログラムに進学しました。本学では、最前線
で活躍される教授陣や実務者による講義・指導を通じて、専門的な知識のみなら
ず、制度の運用における課題など、机上の空論に終わらない実践的な理解を得る
ことができました。
　また、豊富な行政経験を有する社会人学生が多くいらっしゃったことは、非常
に刺激となりました。政策に対する現場の率直な思いを聞き、発想が転換するこ
ともありました。グループワークから雑談まで、日常の全てが学びの機会となる
のは、本学の大きな特徴であると感じています。本学での経験を活かし、多様な視
点で課題解決を図れる行政官を目指し、今後とも業務に邁進したいと思います。

　現在、私はJAXAにて主に法務を担当しています。私が現在職業としている宇宙
開発は、一見社会科学とは無縁の世界に思われがちですが、実は国際関係と密接
に関連しています。
　各国の宇宙開発の背景には、新たなフロンティアを求める人類の情熱だけでは
なく、各国の政治的、経済的な思惑が交錯する複雑な国際政治が見え隠れしてい
ます。日本の宇宙予算はアメリカの10分の1、欧州の3分の1です。いかに優れた
技術開発を行っても、少ないチャンスを的確に生かすしくみを作っていかなけれ
ば、瞬時に後塵を拝する立場になってしまうことは歴史が証明しています。そう
ならないための政策を企画立案し、実行していくことが今日の宇宙開発にとって
不可欠です。IPPで学んだこれらの能力が日々試されています。

一般・2010年卒業
総務省消防庁勤務

一般・2007年卒業
宇宙航空研究開発機構（JAXA）勤務

グローバル・
ガバナンス

アジア
公共政策

　知識は陳腐化するし、ただそれだけでは付加価値とはならない。知識を知恵に
昇華させ、その繋がりの中で示唆を生み出す。それが、今求められているように感
じます。私は、この知恵に昇華させるときの「視点」をIPPでの学びから得たと思っ
ています。
　論理と感覚の間－崇高な目的が望ましい帰結を生む訳ではないので、論理の視
点を持つこと。しなやかな「政策」感－政策立案（Policy Making）は閉じたもので
はなく、世の中の課題を自分達なりに発見し、解決策を考えること。そして、多様性
と気づき－様々なバックグラウンド・個性がぶつかることで、新たな気づきが生
まれること。IPPで学び得たものを、今後とも仕事に活かしていきたいと思います。

社会人1年コース・2008年卒業
アビームコンサルティング勤務

鴨志田 拓也さん
　私は現在、財務省にて日本が保有する外貨準備の運用に携わっております。我
が国の大切な資産である外貨準備を日々運用していくためには市場の情報が不
可欠です。しかしながら、情報は何もしなければただの「情報」にすぎません。必要
な情報を取捨選択し、理解し、分析してはじめて、情報は「活きた情報」になりま
す。日々の業務ではこのプロセスを瞬時に行っていく必要がありますが、こうし
た実践的な力をIPPで培うことができました。
　また、私が学んだプログラムではアジア諸国からの留学生が多数を占め、私は
そこで多くの海外の友人に恵まれ、現在も情報交換をしております。グローバル
化が進展した現在の世界では地理的な距離の制約を超えて国と国とがより密接
に関わっており、私の業務においても他国の関係者との連携が欠かせません。学
生生活を通じて培った人脈は私の大きな財産です。

社会人2年コース・2015年卒業
財務省勤務

■男43人
■女22人

入学試験 学習環境・進路

基準点を設けているわけではありません。これらの英語試験の
スコアは、筆記試験とあわせて総合的に判断するための材料と
します。

他大学からの進学を考えているのですが、一橋大学からの進学に
比べて不利になるようなことはあるのでしょうか？ 
ありません。入学試験は公平に行なわれます。志望動機・研究計
画が明確であれば、出身は問いません。

法学部や経済学部以外の出身者であっても入試に差し支えあり
ませんか？
差し支えありません。学力は入学試験で判断されます。志望動
機・研究計画が明確であれば、出身は問いません。

出願時点において、企業・官庁等で、2年以上の実務経験を有す
る者です。

社会人受験者は、TOEFLあるいはTOEICは任意となっています
が、未受験者でも出願できますか？
TOEFLあるいはTOEICが未受験であっても出願は可能です。社
会人受験者の出願には研究計画書が必須ですが、それ以外の提
出は任意です。参考資料となるような業績がある場合は、ぜひ提
出してください。

コースやプログラムの変更はできません。出願時に希望したプ
ログラムのカリキュラムに従ってください。

Q 海外留学制度について教えてください。
A

海外留学

一橋大学の大学院生対象の交流協定に基づく留学先のほか、国際
・公共政策大学院が独自に部局間協定を結んでいる海外派遣留
学先もあります（ルーヴェン・カトリック大学、ボッコーニ大学、
マーストリヒト大学、中国人民大学、ザンクトガレン大学等）。

本大学院に入学することで、公務員試験において有利となるで
しょうか？
専門職大学院は、高度専門職業人養成に特化した実践的な教育
を行う大学院です。現在は、本大学院に入学することで、試験免
除などの特典はありませんが、本大学院では、学生が採用プロセ
スの中で高く評価されるような教育をめざしています。

夜間コースや休日に授業を行なう制度はありません。すべての
授業は昼間に行なわれます。

日本学生支援機構育英奨学金、その他公共団体、民間奨学金など
に申請することができます。

修了者就職先（構成比） 修了者就職先
業種 主な就職先

進路情報

10％
（53人）

5％
（27人）10％

（55人）
4％
（22人）

7％
（39人）

8％
（42人）

3％
（19人）

8％
（46人）

15％
（83人） 合計

551人

30％
（165人）

公共法政、グローバル・ガバナンス、公共経済 3プログラム
第1期～13期生の主な就職先（復職を含む）

■官公庁（国）　■官公庁（地方）　■外国政府　■シンクタン
ク/コンサルティング等サービス　■情報・通信　■製造業　
■金融・保険　■その他の業種　■進学　■その他・未定

男
61人

女
61人

財務省、厚生労働省、外務省、総務省、防衛省、経済産業省、国土交通省、国税庁、
会計検査院、人事院、衆議院事務局、内閣府、公正取引委員会、消費者庁など官公庁（国）

東京都庁、神奈川県庁、秋田県庁、山形県庁、山梨県庁、兵庫県庁、愛知県庁、石川県庁、
群馬県庁、愛媛県庁、福井県庁、北区役所、横浜市消防局など官公庁（地方）

Ministry of Foreign Affairs, Foreign Affairs Committee of National People’s Congress, 
Australian Centre for Education, Ministry of National Planning and Economic 
Development, ミャンマー外務省、ウズベキスタン政府（外務省）など

外国政府

税理士法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング、野村総合研究所、三菱総合研究所、
三菱ＵＦJリサーチ＆コンサルティング、大和総研グループなど

シンクタンク/
コンサルティング等サービス

楽天、日本IBM、日本放送協会（NHK)、TBSテレビ、小学館、NTTデータ、
ジャパン・カンター・リサーチ、ナステック、ダイヤモンド社、ヤフー、朝日新聞社など情報・通信

東芝、ソニー、富士ゼロックス、大鵬薬品工業、住友化学、京セラ、日立、SHARP、キャノン、
豊田自動織機、三菱化学、日立製作所など製造業

日本銀行、農林中央金庫、野村証券、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、
鹿児島銀行、大和証券SMBC、ＳＭＢＣ日興証券、アクサ生命保険など金融・保険

●法人・NGO/NPO：（独）宇宙航空研究開発機構、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構、NPO法人未来
こどもランド、教育関係のNPO、中華民国医師公会全国連合会、（財）日本国際交流センター、（独）国
際交流基金、（独）国際協力機構、日本生活協同組合連合会、日本年金機構、北里大学、造幣局、新日本有
限責任監査法人など
●電力・ガスエネルギー：東京電力、大阪ガス、電源開発、住友電気工業、東洋熱工業など
●商社：三井物産、伊藤忠商事、日立建機トレーディング、阪和興業、大同興業など
●運輸・郵便：郵政公社、東日本旅客鉄道、西日本高速道路、DHLジャパン、成田国際空港など

その他の業種



一橋大学 国際・公共政策大学院
公共法政 グローバル・ガバナンス 公共経済 アジア公共政策

大学院案内

羽田空港

東京モノレール

JR中央線
国立キャンパス 千代田キャンパス

JR山手線
東京メトロ
東西線

浜松町

東京

成田エクスプレス

成田空港

新宿

中野
立川 国立

竹橋

一橋大学国際・公共政策大学院
〒186-8601  東京都国立市中２-１ マーキュリータワー３F 3310室（事務室）  TEL：042-580-9135  FAX：042-580-9085

https://www.ipp.hit-u.ac.jp

JR中央線
国立駅南口下車
徒歩 8分

国立キャンパス 千代田キャンパス

東京メトロ東西線
竹橋駅1B出口より徒歩5分
東京メトロ半蔵門線・
都営三田線・都営新宿線
神保町駅A8出口より徒歩5分

学士会館

如水会館

共立女子大学
白
山
通
り

神保町駅

竹橋駅

千代田キャンパス千代田キャンパス

ア ク セ ス マ ッ プ

入 学 試 験 情 報

秋季日程 春季日程 入学定員
PL、GG、PE共通 PL、GG、PE共通 コース 国際・行政 公共経済

APPP
プログラム

全体の定員 ５５名

課程 対象者

一般
社会人
留学生

社会人 ̶

一般選抜、社会人特別選考、外国人留学生特別選考 一般選抜、社会人特別選考、外国人留学生特別選考

出願期間

合格発表

第1次試験
（書類審査など）
合格発表

第２次試験
（面接）

※公共法政のみ+小論文

1月上旬～中旬

15名※1月下旬

２月上旬

２月中旬9月下旬

8月下旬または
９月上旬

9月上旬または
９月中旬

8月下旬または
9月上旬

出願期間 ８月上旬

合格発表

第1次試験
（筆記）

第2次試験
（面接）

第1次試験
合格発表

募集人員 若干名募集人員 40名程度

School of International and Public Policy, Hitotsubashi University

〒186-8601　東京都国立市中 2－1 〒101-8439　東京都千代田区一ツ橋 2－1－2
学術総合センター内

○募集要項は、ホームページにて公表。

※詳細な日程や選考方法などについては、プログラム毎に異なりますので、募集要項で確認してください。
※プログラム名：ＰＬ＝公共法政、ＧＧ＝グローバル・ガバナンス、ＰＥ＝公共経済、ＡＰＰＰ＝アジア公共政策

※社会人のみ。なお、ＡＰＰＰは秋入学のプログラム
です。春に実施される入学試験については、以下の
サイトをご覧ください。
https://www.ipp.hit-u.ac.jp/appp

○募集要項は、ホームページにて公表。

交番
銀行銀行

信用金庫

スーパー

ファミリー
レストラン

至 新宿至 立川

マーキュリータワー

国立駅
南口

西キャンパス
東キャンパス

大
学
通
り

２年
課程

1 年
課程 １０名

30名

PEGGPL
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