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公共政策大学院（GraSPP）の特色

学際性

国際性

理論と実践
のバランス

多様性

 学際性

法学・政治学・経済学をベースに、一つの学問分
野では解決できない課題に取り組む。

 国際性

55か国以上からの留学生受け入れ実績があり、
常時30か国前後の学生と共に学ぶ。

 多様性

国籍、専門分野、職業経験など多様なバックグラ
ウンドを持つ学生と切磋琢磨。

 理論と実践のバランス

世界クラスの研究者や第一線の実務家教員によ
る理論と実践のバランスがとれた教育。
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求める学生像

 大学院で獲得した高度な専門知識と実務的な能力を礎に、高い倫理観を
もって公共政策に関わるプロフェッショナル及びリーダーとして国内外での活躍
を目指す人。

 現代社会が直面する諸課題を適切に認識し、これら課題に対する対応策を
構築・評価し、国民に対して伝達し、合意を形成することができる人。

 政策立案、実施、評価の基礎となるレベルの高い法律学、政治学、経済学
をバランスよく学習し、実践に結びつけることができる人。
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GraSPPで学べる公共政策の主な分野

地域活性化・環境政策
都市地域政策、地域交通政策研
究、観光地域政策、環境法、環境
政策、再生可能エネルギーと公共
政策など

社会保障、財政・金融分野
社会保障・人口問題の現代的諸相、
保健医療経済学、医療イノベーショ
ン政策、医療コミュニケーション学、日
本の財政金融政策、コーポレイトファ
イナンスと公共政策、金融市場と公
共政策、Global Financial 
Regulation、Sovereign Debt
など

国際化分野
国際行政論、国際開発政策・評価
論、食料安全保障と農業政策、国
際交通政策、事例研究（外交政
策）、International Conflict 
Study, Modern Japanese 
Diplomacy, Ethics and 
International Relationsなど

その他
政策分析・立案の基礎、交渉
と合意、公共政策の経済評価、
教育政策と教育法、Social 
Design and Global 
Leadership, Insurgency 
and Counterinsurgency
など 52020年5月29日



５つのコース
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 修了年限：２年

 修了必要単位数：46単位

 学位：公共政策学修士（専門職）

 定員：135名/学年

 ５コースから所属を選択

「法政策」、「公共管理」、「国際公共政策」、「経済政策」、「国際プログラ
ム（MPP/IP）」
※国際プログラムの募集時期や入試形態は、他コースとは異なる。



５つのコース

法政策コース 行政における法の理論と実務をバランスよく学び、実践的で高度な法的能力を身に付ける。

 法学を中心とした視点から様々な社会経済課題を分析し、その解決に必要な知識と企画
力を学び、具体的な法令を作成し運用する能力を習得。

 具体的なケーススタディーを通じて行政現場におけるバランスのとれた法的判断を下すための
錬磨を行う。

公共管理コース 政治学・行政学の観点から、今後ますます必要となる公共経営の能力を習得する。

 政治学、行政学の視点から公共政策に関わる課題を分析し、組織及び政策運営に必
要な知識と経営管理能力を習得。

 公共管理に関わる様々な理論と制度を理解し、新しい公共管理体系を組み立て統括
し、具体的な事例を通じて課題の発見と適切な手段の構築を行う。
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国際公共政策コース 地球温暖化・安全保障問題等、国際的課題に政策を打ち出し対応する力を育む。

 外交や開発援助など国際的な政策課題に対する知識と交渉力、企画力を習得し、必要なコ
ミュニケーション方法を学び、国際公共政策に対応する能力を習得。

 様々な地域に関する政治経済状況を把握し、各地域の抱える課題を理解し、国際的なコン
テクストを前提に問題解決を図るための手法を構想する。具体的な国際紛争などの事例を用
いて活動のコンテクストを理解する。

経済政策コース 公共政策の場で経済分析を活用する知識と力を、世界に通用する水準で習得する。

 公共政策を主として経済学の視点から分析、評価するための知識と分析力を習得。

 ミクロ経済学及びマクロ経済学の理論的基礎を実際の応用例に則して教育、定量的評価に

必要な計量経済学や費用便益分析のツールを使いこなす能力を養う、ケーススタディーを通じ、

政策形成実務に経済分析を活用する能力を養う。

５つのコース

82020年5月29日



国際プログラムコース

 英語による科目の履修だけで学位が取れるプログラム（２年間で46単位中、28単位以上の英語科目）

 筆記試験は行わず、オンライン出願による書類審査と面接のみで選考。

 入学時期は４月と９月、65名/学年。

 ２つのPolicy Streamからいずれかを選択。

EPFD（Economic Policy, Finance and Development）

「経済政策、金融・開発」

PMIR（Public Management and International Relations）

「公共管理、国際関係」

 カリキュラムと修了要件は、ダブル・ディグリーに対応した設計。

５つのコース
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COVID-19に対応したオンライン授業

 公共政策大学院では、4月3日から春学期の授業をオン
ラインで提供。

 来日できない新入生もオンラインで受講。

 秋学期に対面式授業が再開された後も、日本への入国
が遅れている留学生も安心して授業を受けられるよう、オ
ンライン授業を一部継続する予定。

 COVID-19第二波、第三波にも備えてオンライン授業の
設備拡充を計画中。

Source: 日本経済新聞
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修了生の進路（業種別内訳）

Source: 日本経済新聞
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官公庁（国内） 11名
官公庁（海外） 14名
地方公務員（国内） 7名
金融（国内） 9名
金融（海外） 9名
コンサルティング 13名
シンクタンク 3名
研究機関 3名

情報通信業 7名
サービス業 3名
商社 ２名
独立行政法人 2名
小売業 2名
製造業 1名
エネルギー業 1名
保険業 1名
監査法人 1名

調査対象は2018年8月、9月及び2019年3月
修了者。就職者には復職者を含む。

就職先内訳はHPに掲載。 http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/news/2019-05-10-20222/



職業人選抜

 出願資格：出願時において、官公庁・企業等に在職中であり、２年以上の実務経験を有する者で、

入学時以降においても在職の見込みのある者。

 募集人数：10～20名（募集数に応じて柔軟に対応）

 選抜方法：筆記試験は行わず、入学願書、外国語審査、口述試験によって選考する。

なお、職業人が一般入試に出願することも可能。
また、入学時に長期履修計画の申請をして最大4年かけて学位を取ることが可能。

2020年度：８名
• 衆議院事務局
• 広島県庁
• 東日本旅客鉄道株式会社
• 日本経済新聞社
• 日本赤十字社
• アクセンチュア株式会社
• ピツニーボウズジャパン株式会社
• 韓国資産管理公社

2019年度：６名
• 総務省
• 熊本県庁
• 日本公認会計士協会リサーチラボ
• 独立行政法人国際協力機構（JICA）
• 日本マイクロソフト株式会社
• 一般社団法人新時代戦略研究所

2018年度：２名
• 東京駿河台法律事務所（弁護士）
• 株式会社チャレナジーアソシエイト

2017年度：４名
• 熊本県庁
• 株式会社イーコンプライアンス
• アクセンチュア株式会社
• 株式会社保健同人社

2016年度：６名
• 防衛省（海上自衛隊）
• 埼玉県庁
• 茨城県庁
• 千葉県企業庁
• 豊島区役所
• 独立行政法人国際協力機構（JICA）
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2021年度入学者選抜について

一般入試と職業人選抜の２種を実施

＜出願期間と入試日程＞

 出願期間：7/16（木）～7/22（水）

 専門科目試験日：9/2（水）

 第1次合格者発表：9/11（金）14時

 口述試験：9/24（木）

 最終合格者発表：9/30（水）14時
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※変更あり



2021年度入学者選抜について

＜審査内容＞

 書類審査（募集要項に明記された書類）

 外国語審査：英語

※TOEFLスコア提出（2018/7/16以降に受験したスコア）

※ただし、英語を公用語とする大学を卒業した場合、スコア提出が免除される場合
あり（事前に大学院チームに問い合わせること）。

 専門科目試験：５つの試験区分（法律、行政、政治、国際関係、経済学）から選択

※ただし、経済政策コース志望者は、「経済学」を選択すること。

 口述試験（専門科目試験合格者のみ）
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※変更あり



2021年度入学者選抜について

＜変更内容＞：詳細は6月中旬頃までにHP上で周知する。

 専門科目試験：筆記試験は行わず、書類選考とする。

 新たに、エッセイ（所定の様式）及び推薦書（所定の様式）を提出すること。

 エッセイは、５つの試験区分（法律、行政、政治、国際関係、経済学）に対応した
テーマを課す。

 TOEFLスコア（写）の提出について

 スコア（写）の提出期限を９月２日まで延長する。

 出願時にスコア（写）が提出できない場合は、理由書 (所定の様式)及び英語能
力を証明する書類を提出することで出願を認める。

 口述試験受験者のうちスコア（写）が提出できなかった者は、口述試験において英
語能力を問われる。

152020年5月29日



2021年度入学者選抜について

162020年5月29日

＜変更内容＞：詳細は6月中旬頃までにHP上で周知する。

 出願手続

 出願書類は郵送だけでなく、オンライン上でも提出する必要がある。

 出願・受験に当たっては必ずHPを確認してください。

 http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/admissions/application-information/



学生・修了生の声（一般入試）
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 中村 友子さん 2009年入学 公共管理コース

 今泉 誠也さん 2014年入学 経済政策コース

 中原 由棟さん 2017年入学 国際公共政策コース

 藤田 香澄さん 2017年入学 国際公共政策コース



学生・修了生の声（一般入試）
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中村友子
公共管理
2009年4月入学



学生・修了生の声（一般入試）
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今泉誠也
経済政策
2014年4月入学



学生・修了生の声（一般入試）
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中原由棟
国際公共政策
2017年4月入学



学生・修了生の声（一般入試）
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藤田香澄
国際公共政策
2017年4月入学



 松川 広司さん 2016年 防衛庁より入学 国際公共政策コース

 中村 星紗さん 2015年 総務省より入学 法政策コース

 福山 亜希子さん 2015年 衆議院事務局より入学 法政策コース

 阪下 竜也さん 2011年 埼玉県庁より入学 公共管理コース

学生・修了生の声（社会人学生）
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社会人学生
の声
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― 人事院から派遣されているということですが、背景を伺えますか。
人事院の国内研究員制度で派遣という形をとっています。これは各省から希望者
を募って国内の大学院で研究に従事させる制度です。私は総務省で働いており、
情報通信分野の仕事の担当でした。国家公務員II 種で入省したのですが、職
場では採用区分は関係なく企画の仕事もしました。そのうち、政策を立案するとき
に関連する法律の知識や従来の政策等の効果を分析するための経済的な知識
がほしい、大学院で勉強したいという気持ちが高まりました。この人事院の制度で
は国公立であれば希望の大学院を受験できます。毎年、各省から十数名私の代
は全省庁から14 名派遣されています。

実は、GraSPPの草創期に派遣されていた職場の先輩に相談したら、私が勉強し
たい内容からすると、法律、経済、政治、問わず柔軟にカリキュラムが組める
GraSPP がぴったりだ、と勧められました。

― 1年目が終わっていかがですか。
GraSPP では、取得できる単位数の上限が38 単位と決まっているのですが、取り
たい授業がたくさんあって、聴講生としてもGraSPP や他学部の授業に参加しまし
た。松村敏弘先生の「規制政策」、「法と経済学」は自分が関わってきた業務に
直接関係する内容で、なおかつ今まで意識したことがない部分に目が向きました。

奥村裕一先生の事例研究３部作「デジタル時代の行政と社会」も面白
かったです。ICT による市民参加型社会への移行、国のデータを公開して
政府の透明性を高める、電子政府やマイナンバーなどを通じて行政を効率
よく動かすなど、幅広いテーマが取り上げられましたが、今後の行政の在り方
と国民の関わり方は変わっていくだろう、という共通の認識が土台になってい
ました。私の職場では電子決裁がほぼ100％、印鑑は使っていません。ま
た、外山秀行先生の「法制執務の基礎と応用─法治国家の政策対応」
は、職場にいてもなかなか学ぶ機会のない法改正に必須の実務的な知識
を、きちんと体系立てて学ぶことができて、ためになりました。

久しぶりの大学生活で、周りとの年の差を感じなくもありませんが、省庁希
望の仲間が多いので、省庁で働いている人間として生の経験を伝えたりと
多少は役に立っているのでは、と思います。

今は、当初の興味から派生して”Nudge” というアイディアに興味があり、
GCL（ソーシャルICTグローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム）の
Nudge ユニットに参加させていただいています。”Nudge” というのは、人
間の持つ行動特性をうまく利用し、選択の自由を残したまま人々の行動を
良い方向へ変容させるアプローチです。これまでのように上から指示して
人々を正しい行動に導くのではなく、彼らを軽く押したりつついたりして人々
を正しい方向へ送り出す戦略です。これが法規制による強制ではない今後
の政策形成に役立つのでは、と考えています。大学院に来なかったら、こん
な面白いアイディアがあったのを知らずにいたと思います。

総務省より2015年入学
法政策コース

社会人学生
の声

242020年5月29日



社会人学生
の声
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社会人学生
の声

阪下 竜也さん 埼玉県庁より、
公共管理コースに2011年入
学。留学生との交流をはじめ、
海外との学術交流イベントや学
内イベントに積極的に参加。
キャンパスアジアのサマースクー
ルに参加した時の感想。

板門店の休戦ラインを訪れ、 韓国の歴史を自分の肌で感じた。

GraSPPの親しい友人が冬学期から交換留学に行っています。その友人たちの話を聞くうちに、「自分も海
外で勉強してみたい」と思うようになりました。そんなある日、Campus-Asia International Summer 
School（ISS）追加募集のお知らせを見つけたのです。これはいい機会だと思い、参加することにしました。
今回のISSはソウル大学校国際大学院(GSIS)で、8月1日から13日まで行われました。月曜日から木曜
日は講義、金曜日はフィールドトリップ、週末は自由行動です。

ここでは、現地でのフィールドトリップについて紹介します。私の滞在中、フィールドトリップは2回ありました。1
回目はソウル市内に、2回目は非武装中立地帯（DMZ）に行きました。DMZは非常に印象深い場所で
した。映像でしか見たことのない、北朝鮮の景色を見ることができます。幅４キロメートルのDMZには、休戦
後50年以上手つかずの森が広がっています。板門店の休戦ラインでは、「世界で唯一の分断国家」の現実
と緊張感を強く感じました。その一方で、DMZは観光地でもあるわけです。なんとも言い難い、複雑な気持
ちになりました。

サマースクールに参加して、私は韓国のことをよくわかっていないとあらためて思いました。韓国（GSIS）の学
生は、日韓の歴史や関係についてよく勉強しています。一方で私たちは不勉強だなと思いました。お互いのこ
とを知るのが相互理解の第一歩になるのかもしれません。
今回初めて韓国に行って、韓国の印象がすごく良くなりました。ソウルは便利で快適な街でした。とくにイン
ターネット環境は日本より進んでいると感じました。何より街の人が非常に親切にしてくれるのが、とてもうれし
かったです。Campus Asia プログラムは、知見を広げるのにうってつけだと思います。興味のある方に、サ
マースクールへの参加をお勧めします。
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公共政策大学院
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GraSPPers Voice

在校生の声、留学体験談、官公庁、企業、国際機関等で活躍す
る修了生の近況など、コース別、キャリアセクター別に検索可能な
ページです。 http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/en/grasppers-voice/

282020年5月29日

http://www.pp.u-tokyo.ac.jp/en/grasppers-voice/
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お問い合わせ先

東京大学公共政策大学院
〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

電話：03-5841-1349

メールでのお問い合わせ：

 専門職入試、博士課程、履修関係、その他のお問い合わせ（大学院チーム）
ppin@j.u-tokyo.ac.jp

 国際プログラム（MPP/IP）
mppipDesk@pp.u-tokyo.ac.jp

 キャンパスアジアプログラム（CAMPUS Asia）
campusasia@pp.u-tokyo.ac.jp

 交換留学・ダブルディグリープログラム
exchange@pp.u-tokyo.ac.jp
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