
国際公共政策専攻後期

専門基礎科目(専攻共通)

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02DJ001
国際公共政策プロジェ
クト演習I

0 3.0 1 - 3 通年 応談
国際公共政策専攻
全教員

研究成果を内外に発信する能力,自らの研究プロ
セスを管理する能力を育成することを目的とす
る.研究論文のレフリー制雑誌への投稿,学会・
研究集会における発表,フィールドワークや資料
調査の報告その他のタスクを課し,その成果を評
価の対象とする.

2020年度より2年おき
開講。

02DJ002
国際公共政策プロジェ
クト演習II

0 3.0 1 - 3

研究成果を内外に発信する能力,研究倫理を踏ま
え,自らの研究プロセスを管理する能力を育成す
ることを目的とする.研究論文のレフリー制雑誌
への投稿,学会・研究集会における発表,フィー
ルドワークや資料調査の報告その他のタスクを
課し,その成果を評価の対象とする.

2020年度開講せず。

02DJ003
国際公共政策プロジェ
クト演習III

0 3.0 1 - 3 通年 応談
国際公共政策専攻
全教員

研究成果を内外に発信する能力,研究倫理を踏ま
え,自らの研究プロセスを管理する能力を育成す
ることを目的とする.研究論文のレフリー制雑誌
への投稿,学会・研究集会における発表,フィー
ルドワークや資料調査の報告その他のタスクを
課し,その成果を評価の対象とする.

専門科目(演習科目)国際関係分野

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02DJ107 国際政治学特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 南山 淳

国際政治理論および方法論の最新研究動向を批
判的に検討しながら,参加者の研究テーマを踏ま
えて博士論文執筆のための研究指導を行う。

2020年度より2年おき
開講。

02DJ110 日本政治論特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 竹中 佳彦

現代日本の政治,とくに政党や選挙を対象とし,
それに関する文献を輪読して討論しながら,それ
を通じて日本政治や政治学理論について理解を
深め,実証分析や論文執筆の方法についても学
ぶ.

2020年度より2年おき
開講。
01DF259と同一。

02DJ113 政治哲学特別演習I 2 3.0 1 - 3
春AB
秋AB

金6
金5,6

3K325
コーヴェル
チャールズ

This seminar focuses on themes in Western
political thought in relation to
contemporary public policy issues in the
area of law, politics and economics.
Selected Thema for seminar I: Equity and
Justice.

2020年度より2年おき
開講。
01DF262, 01DZ569と同
一。
英語で授業。

02DJ122
アメリカ政治論特別演
習I

2 3.0 1 - 3 通年 応談 鈴木 創

アメリカの国内政治,特に選挙と政策形成過程に
関する近年の文献を講読し,アメリカ政治の特質
を考察する

2020年度より2年おき
開講。
01DF271と同一。

02DJ125 アメリカ外交特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 松岡 完

現代アメリカ外交について,さまざまな指導者・
事件・外交戦略・対外政策などを取り上げ,その
特徴や意義,問題点などを検証する.

2020年度より2年おき
開講。
01DF274と同一。

02DJ307
ヨーロッパ国際関係特
別演習I

2 3.0 1 - 3 通年 応談 東野 篤子

欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)な
どを中心としたヨーロッパの機構と、それらを
めぐるヨーロッパの国際関係に関する論文を準
備のための指導を行う。

2020年度より2年おき
開講。
01DF557と同一。

02DJ310
ロシア・東欧論特別演
習I

2 3.0 1 - 3 通年 応談 中村 逸郎

本講では受講生の研究テーマに基づいて、旧ソ
連構成国及び東欧諸国の国内政治と外交政策に
ついて考察します。ロシア語の文献を読みます
ので、ロシア語の修得者が望ましい。

2020年度より2年おき
開講。
01DF484と同一。

02DJ313
国際安全保障論特別演
習I

2 3.0 1 - 3 通年 応談 赤根谷 達雄

国際安全保障問題の今日的課題と歴史、安全保
障と関連するIR理論などを、演習形式で批判的
に検討し、理解を深める。また各々の学生は、
適宜、自身の研究テーマについて報告すること
が求められる。本演習では、研究の方法論と論
文の執筆指導を行う。

2020年度より2年おき
開講。
01DF487と同一。

02DJ330 国際文化論特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 前川 啓治

文化人類学に関する方法論と理論という観点か
ら、演習と論文指導を行う。受講生の発表と質
疑応答が主となる。

2020年度より2年おき
開講。
01DF560と同一。

02DJ333 開発人類学特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 関根 久雄

途上国ならびに日本国内における社会開発や地
域振興に関する人類学的研究テーマを設定する
学生を主対象とする。参加学生には、毎学期研
究発表を課す。

2020年度より2年おき
開講。
01DF563と同一。

02DJ345 文化変動論特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 鈴木 伸隆

グローバルな政治経済システムとの連関に着目
しながら、文化変動に関する諸問題を対象に演
習を行う。日本語で講義を行う。

2020年度より2年おき
開講。
01DF569と同一。

02DJ351 国際法特別演習II 2 3.0 1 - 3 春AB秋AB 応談 吉田 脩

国際法学の特に理論的な側面に係る諸問題につ
き、演習及び論文指導を行う。

2020年度より2年おき
開講。
01DF490と同一。
履修希望者は担当教員
と連絡をとること。



科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02DJ362
中国政治外交論特別演
習IA

2 1.5 1 - 3 春ABC 応談 毛利 亜樹

アジア太平洋の国際関係や外交・安全保障問題
に関心を持ち、中国ファクターを検討する学生
を対象とします。中国政治外交論か中国政治外
交論演習の少なくとも1つを併せて受講された
い。This subject is designed for doctoral
course students examine China factor and
interested in IR in the Asia-pacific,
foreign and security policy. Taking 中国政
治外交論 or 中国政治外交論演習 is
desirable.

2020年度より2年おき
開講。

02DJ363
中国政治外交論特別演
習IB

2 1.5 1 - 3 秋ABC 応談 毛利 亜樹

アジア太平洋の国際関係や外交・安全保障問題
に関心を持ち、中国ファクターを検討する学生
を対象とします。中国政治外交論か中国政治外
交論演習の少なくとも1つを併せて受講された
い。This subject is designed for doctoral
course students examine China factor and
interested in IR in the Asia-pacific,
foreign and security policy. Taking 中国政
治外交論 or 中国政治外交論演習 is
desirable.

2020年度より2年おき
開講。

02DJ371
現代日本の国際関係特
別演習IIB

2 1.0 1 - 3 秋AB 火4 潘 亮

本講義においては近現代日本の対外政策の形成
に関する関係文献を講読し、その内容への理解
を深めると同時に、日本外交に関する歴史的研
究の方法論について議論する。

西暦偶数年度開講。
02DME05, 02DMK13,
02DMP08, 02DMP17,
02DMQ32と同一。
英語で授業。

02DJ388
国際開発政策論特別演
習IIIA

2 1.0 1 - 3 春AB 水6 3K426
モゲス アブ ギル
マ

This seminar is an advanced course in
international development issues and
policies. It deals with contemporary topics
and challenges in development economics and
reviews the latest analytical tools to
understand development policy challenges in
African, Asian and Latin American
countries. Students are required to make
extensive reading and make presentations in
the seminar and to participate in
discussions and reviews of recent
contributions in the field of development
economics. SSIDP IIIA and IIIB are
sequential and deal with broad themes in
development economics and policy issues.
SSIDP IIA focuses on theoretical and
analytical issues in development economics.

2020年度より2年おき
開講。
英語で授業。

02DJ389
国際開発政策論特別演
習IIIB

2 1.0 1 - 3 秋AB 水6 3K426
モゲス アブ ギル
マ

This seminar is an advanced course in
international development issues and
policies. It deals with contemporary topics
and challenges in development economics and
reviews the latest analytical tools to
understand development policy challenges in
African, Asian and Latin American
countries. Students are required to make
extensive reading and make presentations in
the seminar and to participate in
discussions and reviews of recent
contributions in the field of development
economics. SSIDP IIIA and IIIB are
sequential and deal with broad themes in
development economics and policy issues.
SSIDP IIB addresses country and regional
experiences and case studies in development
policy and the interaction and cooperation
across countries.

2020年度より2年おき
開講。
英語で授業。

02DJ394 経済学特別演習IA 2 1.0 1 - 3 春AB 応談
箕輪 真理,内藤
久裕,黒川 義教,
中野 優子

経済系の教員が参加する演習形式の合同セミ
ナーで、学生が博士論文の構想発表、研究進捗
状況を発表する。教員全員から、多角的なコメ
ントを受けることで、問題発見能力、より高い
レベルの経済分析能力、プレゼン能力、コメン
ト対応力を身につける。受講生は、博士論文の
問題設定、データ、分析方法等を含む研究計画
について発表し、経済系全教員から今後の研究
について指導・助言を受けるとともに、研究水
準の深化を図る

西暦偶数年度開講。
0BBC800と同一。
英語で授業。
履修希望者は担当教員
と連絡をとること。
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02DJ395 経済学特別演習IB 2 1.0 1 - 3 秋AB 応談
箕輪 真理,内藤
久裕,黒川 義教,
中野 優子

経済系の教員が参加する演習形式の合同セミ
ナーで、学生が博士論文の構想発表、研究進捗
状況を発表する。教員全員から、多角的なコメ
ントを受けることで、問題発見能力、より高い
レベルの経済分析能力、プレゼン能力、コメン
ト対応力を身につける。受講生は、データやモ
デル、分析結果や考察についてを発表し、経済
系全教員から今後の研究について指導・助言を
受けるとともに、学生ともディスカッションを
行うことにより、研究水準の深化と質の向上を
図る。

西暦偶数年度開講。
0BBC801と同一。
英語で授業。
履修希望者は担当教員
と連絡をとること。

02DJ428
政策評価分析特別演習
IIA

2 1.0 1 - 3 春AB 月5 3K427 松島 みどり

In this class, it is assumed that students
are equipped with basic impact evaluation
skills. Thus, we will read top-ranked
academic journals’ papers to update our
knowledge on policy evaluations and
critically discuss each academic paper. For
PhD students, it is important to read
academic papers outside of their primary
interest areas in order to expand their
knowledge and perspective. Therefore, paper
themes will not be specified so long as
they relate to policy evaluations.

西暦偶数年度開講。
0BBC236と同一。
英語で授業。

02DJ429
政策評価分析特別演習
IIB

2 1.0 1 - 3 秋AB 月5 3K427 松島 みどり

In this class, we will spend half our time
to reading papers from top-ranked academic
journals and devote the rest to the
presentation and discussion of the
participants’ own research papers relating
to policy and programme evaluations. Hence,
students are required to complete a
research paper during the term of this
class. When conducting their own research,
students are allowed to use either primary
or secondary data, and they are free to
choose topics based on their own interests.

西暦偶数年度開講。
0BBC237と同一。
英語で授業。

02DJ434
実証開発経済学特別演
習IIA

2 1.0 1 - 3 春AB 水1 3K426
モハメド マレク
アブドゥル

This seminer is designed for doctoral
students at International Public Policy to
write their thesis in the field of
empirical development economics. The
general objective of the seminar is to
provide guidance to  the young researchers
with the relevant theories, identification
strategies and best practices to conduct
the excellent researches in the field. At
the first few seminars, the instructor will
introduce some good quality researches on
development economics from his own
projects/experiences. When it is necessary,
the instructor may also give some lectures
about how to develop a good quality
research proposal, review/write a paper,
analyzing the data, etc. In consultation
with the instructor, participant students
need to develop their researches and
present in the seminar on regular basis.

2020年度より2年おき
開講。
英語で授業。

02DJ435
実証開発経済学特別演
習IIB

2 1.0 1 - 3 秋AB 水1 3K426
モハメド マレク
アブドゥル

This seminer is designed for doctoral
students at International Public Policy to
write their thesis in the field of
empirical development economics. The
general objective of the seminar is to
provide guidance to  the young researchers
with the relevant theories, identification
strategies and best practices to conduct
the excellent researches in the field. At
the first few seminars, the instructor will
introduce some good quality researches on
development economics from his own
projects/experiences. When it is necessary,
the instructor may also give some lectures
about how to develop a good quality
research proposal, review/write a paper,
analyzing the data, etc. In consultation
with the instructor, participant students
need to develop their researches and
present in the seminar on regular basis.

2020年度より2年おき
開講。
英語で授業。
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02DJ440
中東・北アフリカ論特
別演習IA

2 1.0 1 - 3 春AB 金5 3K426 柏木 健一

開発経済学のアプローチや主要理論を理解する
とともに、天然資源や水資源の制約、人口増と
人口転換、国際的労働移動などの中東・アフリ
カ経済の主要課題を演習形式で学習する。特
に、他の途上国経済との比較分析を通して、中
東・北アフリカ経済の構造とメカニズムを考察
する。また、学生の研究テーマに応じて、博士
論文の指導を行う。学生は、問題設定や仮説、
分析枠組、使用するデータを含む博士論文の研
究計画について報告する。

西暦偶数年度開講。
0BBC608と同一。

02DJ441
中東・北アフリカ論特
別演習IB

2 1.0 1 - 3 秋AB 金5 3K426 柏木 健一

開発経済学における理論モデルや実証分析の方
法を学ぶとともに、資本蓄積と技術進歩の停
滞、所得・賃金格差拡大、労働市場の不均衡等
を含む中東・北アフリカ経済の主要課題を演習
形式で学習する。特に、中東・北アフリカ経済
を含む途上国経済の実証分析のレビューを基
に、中東・北アフリカ経済の特殊性を理解す
る。また、学生の研究テーマに応じて、博士論
文の指導を行う。学生は、使用するデータや分
析結果と考察を含む博士論文の進捗について報
告する。

西暦偶数年度開講。
0BBC609と同一。

専門科目(演習科目)社会学分野

科目番号 科目名
授業
方法

単位数
標準履
修年次

実施学期 曜時限 教室 担当教員 授業概要 備考

02DJ201 知識社会学特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 葛山 泰央

啓蒙と〈社会学的思考〉の系譜をテーマに、啓
蒙以後の/社会学以前の〈社会学的思考〉の展開
を再検討するなかで、制度の生成と変容の学問
としての社会学が、制度の複合的連関を観察す
る〈制度〉として、いかに生成し変容してゆく
のかを探究する。

2020年度より2年おき
開講。
01DF355と同一。

02DJ204 医療社会学特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 奥山 敏雄

医療社会学の代表的な研究および医療社会学に
関連する社会学理論の基礎文献を輪読するとと
もに、各自が設定したテーマに基づいて研究報
告と論文作成指導を行う。

2020年度より2年おき
開講。
01DF358と同一。

02DJ210 逸脱行動論特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 土井 隆義

現代の青少年の逸脱行動の背景にある親密性の
変容についての研究報告をおこなう。現代の青
少年の逸脱行動を社会学的に考えるうえで、人
間関係に対する彼らの社会的メンタリティの変
化は非常に重要な要因となっている。この授業
では、いわば人間関係論的な観点から、逸脱行
動論の理論的枠組みの再構築に関する研究報告
とそれにもとづいたディスカッションによって
各自の研究能力の育成を目指す。

2020年度より2年おき
開講。
01DF364と同一。

02DJ219 歴史社会学特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 野上 元

歴史社会学の古典/現代的な作品について検討す
る。それぞれの書物の単なる内容紹介ではな
く、参加者の論文執筆を念頭に置きながら、研
究者によってどのようにテーマが課題として浮
かび上がり、いかなるデータと方法によってそ
れが歴史社会学的な記述へと仕上がっていった
のかについて考えることにしたい。

2020年度より2年おき
開講。
01DF370と同一。

02DJ222 都市社会学特別演習I 2 3.0 1 - 3 通年 応談 五十嵐 泰正

グローバル化する都市の重層的な営みを分析す
る視点を涵養し、社会学的な調査を論文執筆と
いう成果につなげる方法論を検討する。

2020年度より2年おき
開講。
01DF373と同一。

02DJ225 労働社会学特別演習I 2 3.0 1 - 3

労働および関連諸領域の社会学的分析に必要な
理論的・方法論的検討を通じて、独自性のある
研究論文の執筆を目指す。関連する諸文献を検
討するとともに、各自の研究報告をもとにした
討論を行う。

2020年度より2年おき
開講。
01DF376と同一。
2020年度開講せず。

02DJ228
国際社会政策論特別演
習I

2 3.0 1 - 3 通年 応談
ウラノ エジソン
ヨシアキ

国際人口移動の加速化、通信網の発達、国際労
働市場の再編により、社会政策が、国家を単位
としたシステムとしては、公共政策に求められ
る社会保障、雇用、所得再分配などのニーズに
応えられなくなってきている側面もある。こう
した「矛盾」を念頭に、社会政策の新たな枠組
みの必要性について、移民、貧困層にたいする
所得再分配など、具体例を取り上げながら実
証・理論両面から考察する。

2020年度より2年おき
開講。
01DF379, 01DZ599と同
一。
日本語と英語で授業
(Class is held both
Japanese and
English)

02DJ232 教育社会学特別演習II 2 3.0 1 - 3 通年 応談 黄 順姫

教育社会学における今日の学校教育の問題に関
する論文、書物を輪読し、討論を行う。教育社
会学(博士前期課程)の講義にも参加し、特別演
習でより深く考察・分析・議論を行っていくこ
とが望ましい。

2020年度より2年おき
開講。
01DF383と同一。


