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社会学類
社会学

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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB11011 社会学基礎論 1 2.0 1・2 秋AB 月3,4 1H101 葛山 泰央

【新任教員が担当予定】この授業では「社会を
知るとはどういうことか」をテーマに、社会学
の主要概念や命題、そして現代社会への理解を
深めるためのキーワードを解説する。社会学の
基礎知識を身につけ、「あ、こういうのもあり
なんだ…」と考えられるようになることが目標
である。

社会学類の専門基礎
科目であり、履修希
望者多数の場合に
は、社会学類生の履
修を優先することが
ある。
主専攻必修科目. 対
面(オンライン併用
型)

△

授業担当教員の判断による 社会学類

BB11021 現代社会論 1 2.0 1・2 春AB 月3,4 1H201 鈴木 彩加

現代社会とはいかなる社会であるのかを、社会
運動に着目しながら考察する。ジェンダーやセ
クシュアリティを中心としつつ、様々な領域で
展開されてきた社会運動のあゆみを学ぶことを
通して、今日生じている社会問題がなぜ・どの
ように社会問題化されてきたのかを社会学的に
考える。

▼社会・国際学群 コ
ア・カリキュラム
BC11801と同一。
BC11801と同一。
主専攻必修科目. 対
面(オンライン併用
型)
社会教育主事

△

授業担当教員の判断による 社会学類

BB11271
逸脱行動論-犯罪社会
学I

1 2.0 2 - 4 秋AB 月3,4 1H201 土井 隆義

犯罪という社会現象を素材にして、社会学的な
ものの見方・考え方を解説する。したがって、
「犯罪をなくす」という当為の問題としてでは
なく、「犯罪をとおして社会を知る」という存
在の問題として犯罪現象を扱うことになる。こ
の授業では、とくに日本の犯罪を題材として取
り上げ、その動向の社会学的な含意について考
察する。

短期留学生の場合は
日本語による授業を
理解できることを申
請条件とする。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB11391 コミュニケーション論 1 1.0 2・3 春AB 火2 2C407 海後 宗男

この授業では、コミュニケーション・プロセス
に関する知見を、応用できるようになることを
目的とする。

AC64301, BB11401の
単位取得者は履修で
きない。
西暦奇数年度開講。
AC64E01と同一。
対面

社会学類

BB11451 文化・開発論 1 2.0 2・3 春AB 火5,6 3A204 寺内 大左

途上国における開発が地域の社会・文化に及ぼ
す影響や地域の社会・文化に配慮した開発の在
り方について様々な事例を通して学んでいく。

▼社会・国際学群 コ
ア・カリキュラム
BC51101と同一。
対面(オンライン併用
型)
平成18年度までの
「国際コミュニケー
ション論 II」に相当

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

社会学類

BB11511 地域社会学 1 2.0 2 - 4 春AB 金3,5
共同利
用棟
A201

五十嵐 泰正

現代の地域における様々な局面での人々の「つ
ながり」の衰退と再建について、貧困、マイノ
リティ、若者文化、地方政治などさまざまな問
題領域にわたって検討する。

対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB11531 農村社会学 1 2.0 2 秋AB 水5,6 2B412
氏家 清和,芳賀
和樹

土地資源を主な生産・生活手段としてきた農山
村社会は,戦後の経済成長にともなって大きな
変動をとげている。この講義では,農山村社会
の構造的な特徴と変動過程について理論的・実
証的に考察し,現代日本社会および地域社会に
内在する農山村的特質と,農山村社会の再構築
について論じる。

基幹科目
横断領域科目「食
料」「環境」「国
際」　　履修生の上
限を100名とし、上限
を超えた場合には、
生物資源学類生/社会
学類生/他学類生の順
に抽選。
EC24051と同一。
対面

△

受講者数又は教室等に余裕がある
場合に限る

社会学類

BB11561 労働社会学 1 2.0 2 - 4 春AB 火2,3 1C310 森 直人

労働世界のありようを社会学的に分析するため
の理論と概念を解説し、雇用慣行の歴史的形成
や労働問題の変容と現在について論じる。

対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB11591 現代社会学の系譜 1 2.0 2 - 4 春AB 月2,3 1C403 葛山 泰央

〈社会学以前の社会学的思考〉を、古典的文献
や関連する史資料の読解を通して検討するなか
で、比較社会学的・歴史社会学的な想像力の現
在を探究する。

対面

△

授業担当教員の判断による 社会学類

BB11661 教育社会学 1 2.0 2 - 4 春AB 木4,5 1C406 黄 順姫

学校教育及び学校外の社会教育を取り上げ、教
育の社会学的観点で学ぶことにする。 1.学校
教育では、全国の高校を対象に、進学率80%以
上で難関大学進学率11%以上の超進学校から、
大学進学率30%以下の非進学校に至るまでの学
校間格差を5区分で分析し考察する。実証調査
データーを元に、生徒の学校間格差と家族の経
済格差・家族の文化階層の格差、生徒のキャリ
ア・進路の決定時期、海外留学への希望、受験
勉強、学校生活への取り組みの差異・格差を学
ぶ。なお、学校間格差と同窓会・卒業生からの
支援・援助の格差、社会的関係資本の差異、及
び学校間格差と教員の意識・行動の差異の相関
関係を考察する。2.学校外の社会教育では、
中・高校生・大学生の若者が読む雑誌等メディ
アを通して、日本的身体文化の形成をジェン
ダー、グローバリゼーション、象徴的権力論の
観点から学ぶ。3.学校の教育、学校外の社会教
育に関する社会学的考察を通して、若者の身体
文化・下位文化、生き方の多様性を学ぶ。

対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB11691 情報文化概論 1 1.0 2 春AB 金4 2B411 白戸 健一郎

本講義は、比較メディア史的及び歴史社会学的
観点から現代メディア社会の成立を概観し、現
代メディア社会に対する批判的視座をもつこと
を目的とする。現代社会におけるメディア環境
の成立過程や構造を理解することで、現代メ
ディア社会の可能性と限界が明晰に理解できる
であろう。本講義では、メディア研究がいかな
る歴史的社会的背景のもとに成立したか、ま
た、書籍、新聞、写真、映画、ラジオ、「宣
伝」概念、テレビ、インターネットがいかなる
社会的文脈で誕生し、社会のコミュニケーショ
ン過程を変容させ、人間の行動様式や思考、政
治権力や文化にいかなる影響を与えたかを考え
る。

AC50761, BB11791の
単位取得者は履修で
きない。
AC50G31と同一。
対面

社会学類

BB11811 スポーツ社会学 1 2.0 1 秋AB
木3
金3

5C216
2H101

清水 諭,下竹 亮
志

現代社会におけるスポーツの位置とその文化的
特徴について、消費社会、メディアとの関係で
捉え、人種、民族、ジェンダー、ナショナリ
ティといった社会学の視点から人々の生きてい
る日常を踏まえて、分析・考察を行う。

体育専門学群生は必
ずW870041を登録する
こと。
W870041と同一。
対面

社会学類

BB11861
Transnational Social
Policy

1 2.0 2 - 4 秋AB 木3,4 1C406
ウラノ エジソン
ヨシアキ

Globalization has brought many changes in
social life, including increasing flows of
financial resources, goods and persons.
Among the new challenges these changes
pose to governments and civil society is
the need to create new social agenda and
to develop social policies. The aim of
this course is to discuss these challenges
for the 21st Century from a transnational
perspective.

Biennial Course
(offered in odd
years)
西暦奇数年度開講。
BC11471, BE22401と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面

△

授業担当教員の判断による 社会学類
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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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB11871
Sociology of
Contemporary Japan

1 2.0 1・2 春AB 木4,5 1C306
ウラノ エジソン
ヨシアキ

The aim of this course is to analyze the
social and economic changes in Japan, with
particular focus on changes in the nature
of work in society and its implications in
Contemporary Japanese society, including
complex issues such as migration, foreign
workers, ageing society, job hunting,
working poor and inequality.

Limited to 35
students.
西暦奇数年度開講。
BE21181と同一。
英語で授業。
G科目. 対面
Equivalent to
"Social Issues in
Contemporary Japan
(BE21181)"

△

授業担当教員の判断による 社会学類

BB11911 政治社会学 1 2.0 2 - 4 春AB 月4,5
共同利
用棟
A101

山本 英弘

政治意識、政治参加、社会運動、市民社会、権
力構造などをテーマに、政治現象を社会学的に
分析するための基礎的知識と視座を解説する。
それをもとに政治と社会との接点で生じる実際
の諸現象について考察する。

BB31571と同一。
対面

社会学類

BB16842 社会学演習VIIIb 2 3.0 2 - 4
秋ABC
春AB秋
ABC

金5
応談

1B201
ウラノ エジソン
ヨシアキ

移住者の生活と労働について研究を進めるうち
に、一国を単位とした政策の限界と、特に国境
を越えた社会政策の可能性ついてもっと知りた
いと強く考えるようになりました。
国際人口移動の増加や企業のグローバルな展開
などにより、国家を単位とした公共政策が社会
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ます。こうした「矛盾」を
念頭におきながら、社会政策の新たな枠組みに
ついて一緒に考えましょう。
社会政策、国際社会学、労働社会学がゼミの主
な研究分野となっています。

受講前に担当教員に
相談すること。英語
と日本語で対応す
る。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

法学

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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB20001 法学概論 1 2.0 1 春AB 火5,6 1H101 木山 幸輔

法に対する基本的な考え方を導入する。法の歴
史を導入する。法学と他社会科学領域の関係を
考えるための導入を行う。

▼社会・国際学群 コ
ア・カリキュラム
BC51151と同一。
対面
社会学類・国際総合
学類・総合学域群以
外の学生については
履修制限をすること
がある。

社会学類

BB20021 民事法概論 1 2.0 1・2
春C夏季
休業中

集中 星野 豊

民事法の存在意義と基本的な性格について、受
講者の感覚を基に検討してみる。

平成21年度までの
BB21411に相当する。
CDP. 対面
予め配信する課題に
基づいてレポートを
作成していただく。
また、一斉型授業は
行わず、質問ないし
議論等の要望があれ
ば、個別に対応す
る。

社会学類

BB22001 憲法I 1 2.0 1 - 4
春B
春C

月1,2
木3,4

1H101 秋山 肇

日本国憲法の人権に関する規定を総合的、かつ
批判的に学びます。この授業の主たる言語は日
本語です。Students will learn provisions
on human rights in the Japanese
constitutional law critically. This
course's main language of instruction is
Japanese.

社会学類を含め、全
ての学類・専門学
群・学位プログラム
の学生の履修を歓迎
します。This course
welcomes students
of both College of
Social Sciences and
other colleges,
schools and
programmes.
BC11711と同一。
対面

社会学類

BB22031 憲法II 1 2.0 1 - 4 秋AB 木3,4 1D201 秋山 肇

日本国憲法の統治機構に関する規定を総合的、
かつ批判的に学びます。この授業の主たる言語
は日本語です。Students will learn
provisions on the structure of government
in the Japanese constitutional law
critically. This course's main language of
instruction is Japanese.

社会学類を含め、全
ての学類・専門学
群・学位プログラム
の学生の履修を歓迎
します。This course
welcomes students
of both College of
Social Sciences and
other colleges,
schools and
programmes.
BC11721と同一。
対面
事情があれば、授業
の一部をオンライン
（同時双方向）でも
受講することができ
る。

社会学類

BB23021 刑法各論 1 3.0 2・3 春ABC 火3,4 1B308 蔡 芸琦
刑法各則の主な犯罪類型の構造について学ぶ。 対面 社会学類

BB24041 物権 1 3.0 2 秋ABC
火6,応

談
1B203 宮坂 渉

占有,所有権及び用益物権など物権総論につい
て概説する。

平成28年度までの
BB24031に相当
18:15-19:30も実施
対面

社会学類

BB24071 担保物権 1 3.0 1 - 3
春C夏季
休業中

集中 星野 豊

担保物権について検討する。 平成28年度までの
BB24061に相当
対面
予め配信する課題に
基づいてレポートを
作成していただく。
また、一斉型授業は
行わず、質問ないし
議論等の要望があれ
ば、個別に対応す
る。

社会学類

BB24101 債権総論 1 3.0 1 - 3
春C夏季
休業中

集中 星野 豊

債権総論について検討する。 平成28年度までの
BB24091に相当
対面
予め配信する課題に
基づいてレポートを
作成していただく。
また、一斉型授業は
行わず、質問ないし
議論等の要望があれ
ば、個別に対応す
る。

社会学類

BB24131 契約 1 3.0 1・2 秋C 集中 星野 豊

契約について検討する。 平成28年度までの
BB24121に相当
対面
課題配信をし、 質問
及び議論要望に個別
対応

社会学類

2 20230214



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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB24161
事務管理・不当利得・
不法行為

1 3.0 1 - 3 秋C 集中 星野 豊

事務管理・不当利得・不法行為について検討す
る。

平成28年度までの
BB24151に相当
対面
課題配信をし、 質問
及び議論要望に個別
対応

社会学類

BB24231 親族・相続 1 3.0 1 - 3 秋C 集中 星野 豊

親族及び相続について検討する 平成28年度までの
BB24221に相当
対面
課題配信をし、 質問
及び議論要望に個別
対応

社会学類

BB24241 信託法 1 2.0 3・4
春C夏季
休業中

集中 星野 豊

信託法に関する問題点を検討する。 対面
予め配信する課題に
基づいてレポートを
作成していただく。
また、一斉型授業は
行わず、質問ないし
議論等の要望があれ
ば、個別に対応す
る。

社会学類

BB25001 商法I 1 2.0 2・3 春AB
月3,金

5
1B208 萩原 克也

企業取引と会社法を理解する上での前提とな
る、商法総則・商行為分野を解説する。

商法分野の理解に
は、同時・または次
年度に会社法I・IIを
履修することが強く
望まれる。
対面

社会学類

BB25031 会社法I 1 2.0 2 - 4 春AB
月5,火

2

共同利
用棟
A203

萩原 克也

会社法の基本的構成、および株式会社の設立・
株式・機関(株主総会・取締役・取締役会)を論
じる。

監査役(会)、会計参
与、会計監査人、監
査等委員会設置会
社、指名委員会等設
置会社、新株の発行
による資金調達、計
算、合併・会社分割
等による組織再編等
は会社法IIで扱うの
で、I、IIの順に両方
履修することが強く
望まれる。
対面

社会学類

BB25061 会社法II 1 2.0 2 - 4 秋AB
火2,木

1
1C403 萩原 克也

株式会社の機関(監査役・三委員会その他の機
関)および、会社の基礎の変更・資金調達・解
散・清算、その他を論じる。

会社法Iの範囲の理解
を前提とした授業な
ので、会社法Iを履修
済みであることが望
ましい。
対面

社会学類

BB25091 有価証券法基礎 1 1.0 2 - 4 春AB 木1 1C403 萩原 克也

手形・小切手を代表とする伝統的な有価証券、
および電子手形を理解する上で必須の法理を解
説する。

平成23年度までの
「商法III」、平成24
年度の「有価証券基
礎」に相当する。電
子記録債権法の受講
を予定している学生
は必ず履修のこと。
対面

社会学類

BB25121
電子記録債権法(電子
手形)

1 1.0 2 - 4 秋AB 月4 1C403 萩原 克也

電子記録債権の利用形態の一つとしての電子手
形の特色と仕組みを解説する。

平成23年度までの
「商法III」、平成24
年度の「電子手形
法」に相当する。本
年度有価証券法基礎
を受講している者、
または有価証券法基
礎の単位修得者のみ
受講可能。
対面

社会学類

BB25151 金融商品取引法I 1 1.0 3・4 秋AB 金4 1C403 萩原 克也

証券(株式)取引における金融商品取引法の規制
の仕組みを解説する。

金融商品取引法IIを
受講する場合は必ず
履修のこと。
対面

社会学類

BB25181 金融商品取引法II 1 1.0 3・4 秋AB 金5 1C403 萩原 克也

金融商品取引法Iのフォローアップを行ない、
同法の完全な理解を目標とする。

金融商品取引法Iを受
講している場合の
み、受講可能。
対面

社会学類

BB26151 民事訴訟法A 1 3.0 3 春ABC 火5,6
共同利
用棟
A201

根本 信義

民事訴訟法について概説する。 「BB26001 民事訴訟
法I」と「BB26031 民
事訴訟法II」の双方
を履修済みの学生は
履修不可。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB26181 民事訴訟法B 1 3.0 1 - 3 秋C 集中 星野 豊

執行法、倒産法、保全法について検討する。 「BB26131 執行・倒
産・保全法」を履修
済みの学生は履修不
可。
対面
課題配信をし、 質問
及び議論要望に個別
対応

社会学類

BB27061 学校トラブルと法 1 1.0 1 - 4 秋C 集中 星野 豊

学校で生じているトラブルに対して、法的手段
がどのように機能し、あるいは機能しないのか
を検討する。

対面
課題配信をし、質問
及び議論要望に個別
対応

社会学類

BB27554 法哲学 4 2.0 3・4
夏季休業

中
集中 木山 幸輔

法哲学における基本的立場および論点について
概説する。対話技法の練習を行う。

対面 社会学類

BB27561 法制史 1 2.0 3・4
春C夏季
休業中

集中 宮坂 渉
現行法上の基本的な諸概念・制度が生起し展開
して今日に至るまでの歴史的過程を概説する。

西暦奇数年度開講。
対面

社会学類

BB28081
Law and Society in
Japan

1 1.0 2 - 4 秋C 水5,6 1C306 宮坂 渉

This course is to provide an introduction
to law and to the Japanese legal system.
The topics covered by this course include
the development of Japanese law, the basic
structure of Japanese law, criminal and
civil law of Japan and future prospects of
Japanese law and legal system.

This course is
available only for
students who
acquired the credit
of Introduction to
Law. The number of
students is limited
to 20-25.
BE21171と同一。
英語で授業。
G科目. 対面

△

授業担当教員の判断による 社会学類
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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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB28502 法律外書講読I(英語) 2 1.0 2 - 4 春BC 応談 秋山 肇

英字新聞や論文、判例等を教材として法的な論
点を批判的に検討する。Students will
examine legal issues by reading newspaper,
articles and precedents in English.

社会学類を含め、全
ての学類・専門学
群・学位プログラム
の学生の履修を歓迎
します。This course
welcomes students
of both College of
Social Sciences and
other colleges,
schools and
programmes.
対面
オンライン（同時双
方向）でも受講する
ことができる。場合
により、オンライン
（同時双方向）のみ
に切り替える可能性
もある。

社会学類

BB28801 比較法 1 2.0 2 - 4 秋C
月・火
3,4

1B208 宮坂 渉

世界の主要国の異なる法制度・法体系を比較し
てその異同を明らかにするとともに、その異同
が生じた背景を明らかにする。

対面 社会学類

BB28834 比較憲法 4 1.0 2 - 4 春C 木5,6 1C310 秋山 肇

世界各国の憲法を批判的に学びます。この授業
の主たる言語は日本語です。Students will
learn various constitutional laws
critically. Main language of instruction
of this course is Japanese.

社会学類を含め、全
ての学類・専門学
群・学位プログラム
の学生の履修を歓迎
します。This course
welcomes students
of both College of
Social Sciences and
other colleges,
schools and
programmes.
対面
オンライン（同時双
方向）でも受講する
ことができる。場合
により、オンライン
（同時双方向）のみ
に切り替える可能性
もある。

社会学類

BB29022 憲法演習III 2 2.0 3・4 春AB 木5,6 1C401 秋山 肇

自らの問題意識に基づいて、日本国憲法や他国
の憲法に関わる諸問題について研究します。こ
の授業の主たる言語は日本語ですが、必要に応
じて英語を使用することがあります。Students
will conduct research on constitutional
law based on their interests. This
course's main language of instruction is
Japanese, but English may be occasionally
used if necessary.

社会学類を含め、全
ての学類の学生の履
修を歓迎します。
This course
welcomes students
of both College of
Social Sciences and
other colleges.
西暦奇数年度開講。
対面

社会学類

BB29032 憲法演習IV 2 2.0 3・4 秋AB 木5,6 1C401 秋山 肇

憲法及び法を包括的かつ批判的に分析するため
の理論や現象を学んだ上で、自らの問題意識に
基づいて、日本国憲法や他国の憲法に関わる諸
問題について研究します。この授業の主たる言
語は日本語ですが、必要に応じて英語を使用す
ることがあります。After introducing
theories and perspectives to examine
constitutional law and law in general
critically, students will conduct research
on constitutional law based on their
interests. This course's main language of
instruction is Japanese, but English may
be occasionally used if necessary.

社会学類を含め、全
ての学類の学生の履
修を歓迎します。
This course
welcomes students
of both College of
Social Sciences and
other colleges.
西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB29112 刑法演習I 2 2.0 2 - 4 春BC 月3,4 1B202 蔡 芸琦

刑法に関する社会問題について議論することを
通じて、刑法についての理解を深めるととも
に、異なる考えを持った人を説得する力を身に
つけることを目標とする。

刑法総論及び刑法各
論を履修しているこ
と。
西暦奇数年度開講。
対面

社会学類

BB29132 刑法演習II 2 2.0 2 - 4 秋BC 月4,5 1B202 蔡 芸琦

刑法に関する社会問題について議論することを
通じて、刑法についての理解を深めるととも
に、異なる考えを持った人を説得する力を身に
つけることを目標とする。

刑法総論及び刑法各
論を履修しているこ
と。
西暦奇数年度開講。
対面

社会学類

BB29822 比較法史演習III 2 1.0 3・4 春AB 応談 宮坂 渉

法律学の重要な理念・概念・制度を比較法なら
びに法制史の視点から検討する。

西暦奇数年度開講。
オンライン(同時双方
向型)

社会学類

BB29832 比較法史演習IV 2 1.0 3・4 秋C 応談 宮坂 渉

法律学の重要な理念・概念・制度を比較法なら
びに法制史の視点から検討する。

西暦奇数年度開講。
対面

社会学類

BB29862 法哲学演習III 2 2.0 3・4
春ABC

夏季休業
中

金4
集中

1B309 木山 幸輔

法哲学に関する文献の輪読や、研究報告や哲学
対話等を行う。

西暦奇数年度開講。
対面

社会学類

BB29872 法哲学演習IV 2 2.0 3・4 秋BC 火5,6 1B309 木山 幸輔
法哲学に関する文献の輪読や、研究報告や哲学
対話等を行う。

西暦奇数年度開講。
対面

社会学類

BB29882 法哲学演習V 2 2.0 4 春学期 応談 木山 幸輔

法哲学に関する文献の輪読や、研究報告や哲学
対話等を行う。

受講を希望する者
は、事前に問い合わ
せをすること。
対面

社会学類

BB29892 法哲学演習VI 2 2.0 4 秋BC 応談 木山 幸輔

法哲学に関する文献の輪読や、研究報告や哲学
対話等を行う。

受講を希望する者
は、事前に問い合わ
せをすること。
対面

社会学類

政治学

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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB31011 政治学概論 1 2.0 1・2 春AB 火1,2 1H101 鈴木 創

政治学の入門的な講義を行う。政治学を専門的
に学んでいくために必要な理論や概念等を概説
する。また、国際的な視点から政治の多様性に
ついて考察する。

旧科目名「政治
学」。「政治学」の
単位取得者は履修不
可。
主専攻必修科目. 対
面(オンライン併用
型)
実施形態の詳細は

b で告知する

社会学類
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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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB31031 国際政治史 1 2.0 1・2 秋AB 木5,6 1H201 南山 淳

本講義では、ヨーロッパにおける30年戦争終結
後のウエストファリア・システムの成立から21
世紀に至るまでの国際政治秩序をめぐる歴史構
造と、その変動過程について、戦争と平和のサ
イクルという巨視的な視点から検討する。

旧科目名「政治外交
史」。「政治外交
史」の単位取得者は
履修不可。
BC11651と同一。
主専攻必修科目. 対
面
「対面形式」を原則
とするが、新型コロ
ナウイルスの感染状
況によっては「オン
デマンド形式」に切
り替える可能性もあ
るので、履修者は、
授業開始前に必ず
manabaの授業掲示板
で確認すること。

社会学類

BB31102
政治学外書講読I(英
語)

2 1.0 2・3 春AB 火5 1C305 崔 宰栄

政治学に関する英語文献を講読する。 対面
社会学類の学生の受
講を優先する。 △

受講者数又は教室等に余裕がある
場合に限る

社会学類

BB31141 アメリカの政治 1 2.0 2 - 4 秋AB 月1,2 1C210 鈴木 創
アメリカの政治制度と政治過程の特質を,主と
して国内政治に焦点を置いて論じる。

西暦奇数年度開講。
対面

社会学類

BB31151 国際政治学 1 2.0 2 - 4 秋AB 木5,6
共同利
用棟
A201

南山 淳

「社会科学」としての国際政治学と現実の国際
政治現象は不可分の関係にあるという観点から
現代国際政治の展開を体系的に論じる。

西暦奇数年度開講。
対面
「対面形式」を原則
とするが、新型コロ
ナウイルスの感染状
況によっては「オン
デマンド形式」に切
り替える可能性もあ
るので、履修者は、
授業開始前に必ず
manabaの授業掲示板
で確認すること。

社会学類

BB31171 国際関係史序説 1 2.0 1・2 春AB 木5,6 3A204 大友 貴史

19世紀から20世紀なかばまでの国際関係の展開
を分析します。主に三十年戦争、ヨーロッパ協
調、第一次世界大戦、第二次世界大戦について
考察します。

BC51031と同一。
対面
原則として国際及び
社会の学生のみ履修
可

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

社会学類

BB31321 日本政治思想 1 2.0 2 - 4 秋AB 火1,2 1C310 竹中 佳彦

「昭和」期の知識人の言動を題材にして,今日
的問題がいかにして形成されてきたかを考え
る。

西暦奇数年度開講。
BC11621と同一。
対面

社会学類

BB31371 現代日本外交史 1 2.0 3・4 春AB 月3,4 3A403 潘 亮

主に占領期から現代までの日本の対外関係の展
開を国内政治経済の変動と国際環境の変化のな
かで考察する。

西暦奇数年度開講。
BC11041と同一。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB31451 アジアの国際関係 1 2.0 2 - 4 春AB 木3,4 3A204 外山 文子

今日のアジアは大きなパラダイム転換を向かえ
ている。第二次世界大戦以後、アジア諸国は米
国と共産主義国との間で展開された冷戦の枠組
みの中で自らの命運を左右されてきた。冷戦が
終結した1990年代以降は、米国による人権保護
推進、民主化促進といった国際的潮流の中で民
主化が進展した。ところが21世紀に入ってか
ら、地域全体に権威主義化の流れが出来つつあ
る。背後には中国の政治経済的影響力の拡大が
存在する。本講義では、アジア地域の政治や国
際関係をいかに理解すべきかについて学ぶ。

BC11221と同一。
対面
新型コロナの状況な
どによって、対面も
しくはオンライン
（オンデマンド型）
での実施。

社会学類

BB31461 アジア政治 1 2.0 2 - 4 秋AB 火3,4 3A403 茅根 由佳

本講義はインドネシアを中心に、20世紀初頭か
ら現代までの東南アジア各国政治、経済、社会
について理解を深めることを目的とする。講義
では、植民地独立から現代までの政治史を検討
するにあたって重要な時代毎の争点について知
識を深める。また政治指導者だけでなく、反体
制派や知識人の視点からも各時代を照射するこ
とで、多角的に東南アジアの政治史を捉えた
い。

BC11021と同一。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB31471 東アジア国際関係史 1 2.0 2 - 4 春AB 木5,6 毛利 亜樹

この講義の狙いは,19世紀から現代までの東ア
ジア国際秩序の変遷を概観し,東アジアの国際
関係の現状についての理解を深めることにあ
る。授業では、国際関係をより深く理解するた
めの、いくつかの理論的枠組みを紹介する。

BC11231と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

社会学類

BB31481 現代中国研究 1 2.0 2 - 4 秋AB 木5,6 毛利 亜樹

この講義の目的は,中国政治とそれを取り巻く
アジア太平洋のダイナミズムに接近するため
に、必要な基本知識と分析視覚を提供すること
です。具体的には、中国の政治体制、体制の継
続と変容、そして国際政治における中国の役割
という3つの柱を中心に分析を進めます。

BC11051と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

社会学類

BB31491 計量分析入門 1 2.0 2 - 4 秋AB
月・木

3
1C206 崔 宰栄

計量分析は,溢れる情報からの物事の意味付け,
簡略化,客観化,推定等のため,社会科学等の多
くの分野で用いる分析ツールの1つである。こ
の授業では,そのツールを正しく使うための基
礎統計や使い方について講義する。

BB41651と同一。
対面

社会学類

BB31502
政治学外書講読II(英
語)

2 1.0 2・3 秋AB 火5 1B201 崔 宰栄

政治学に関する英語文献を講読する。 社会学類の学生の受
講を優先する。
対面 △

受講者数又は教室等に余裕がある
場合に限る

社会学類

BB31531 国際政治経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 火3,4
共同利
用棟
A203

明石 純一

本授業では、国際政治経済学の視点から、グ
ローバルなテーマや課題の考察を通じて、現代
社会の理解を深める。ここでいうグローバルな
テーマや課題には、戦争と平和、紛争と難民、
人間の安全保障、人権・人道レジーム、グロー
バルガバナンス、貧困と開発、国連SDGs、科学
技術、国際交流・異文化理解、ソフトパワーな
ど、多様な事柄が含まれる。本授業では、政治
と経済、あるいは国家と市場の関係や、アク
ター(政府、国際機関、多国籍企業、NGO等)間
の相互作用に目を向け、時の情勢に応じて様々
な具体的事例を取り上げながら、現代社会のあ
り様を多角的に検討していく。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB31541 ヨーロッパの国際関係 1 2.0 2 - 4 春AB 金3,4 3L201 武田 健

第二次世界大戦後のヨーロッパ統合の動きにつ
いて、国際政治学の観点から講義を行います。
主な対象は欧州連合(EU)の統合の歴史ですが、
必要に応じてヨーロッパの他の国際機構にも触
れながら話を進めます。国際関係論の基本的な
知識が必要となります。

BC11241と同一。
対面

社会学類
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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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB31551 ヨーロッパ政治 1 2.0 2 - 4 秋AB 金3,4 3A405 武田 健

EUおよびヨーロッパ諸国は2000年代に入って以
降、様々な問題に直面している。この授業で
は、憲法条約の挫折、欧州負債危機、難民危
機、ウクライナ問題、中・東欧諸国の民主化の
苦悩、イギリスEU離脱問題、ポピュリズム・欧
州懐疑勢力の台頭、トランプ米政権との関係と
いった問題に焦点を当てながら、現在のEUおよ
びヨーロッパ政治についての講義を行う。

授業では複数回、グ
ループワークを行う
ことを予定していま
す。3人程度のグルー
プでの作業や議論を
通じて、受講生にも
積極的に授業に参加
することが求められ
ます。
BC11291と同一。
対面

社会学類

BB31571 政治社会学 1 2.0 2 - 4 春AB 月4,5
共同利
用棟
A101

山本 英弘

政治意識、政治参加、社会運動、市民社会、権
力構造などをテーマに、政治現象を社会学的に
分析するための基礎的知識と視座を解説する。
それをもとに政治と社会との接点で生じる実際
の諸現象について考察する。

BB11911と同一。
対面

社会学類

経済学

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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BB41051 経済学基礎論 1 2.0 1・2 春AB 木3,4 福住 多一

マクロ経済学とミクロ経済学の入門的な内容を
講義する。

社会国際学群および
総合学域群の学生の
み履修可能
オンライン(オンデマ
ンド型)

社会学類

BB41061 現代経済史 1 2.0 1・2 春AB 金5,6 1H101 高橋 秀直

経済史は長期的な経済発展という事実と経済発
展をもたらした要因を考察する分野です。そし
て、過去の経済発展を踏まえて、これからの社
会の豊かさがどのように変化するのかを展望す
る分野です。

社会学類以外の学生
については,受講者の
制限を行うことがあ
ります。
コロナ対応のためオ
ンラインでのオンデ
マンド型の講義にな
ります。
日本語での講義で
す。

社会学類

BB41101 基礎経済数学 1 2.0 1・2 秋AB 木3,4
共同利
用棟
A201

福住 多一

高校数学の復習をしつつ、それらがどのように
経済学に応用されるのかを講義する。内容は、
2次関数と寡占市場、数列と貯蓄、級数と割引
現在価値、ベクトルと予算制約、1変数の微分
と利潤 大化、多変数の微分と効用 大化であ
る。

社会・国際学群およ
び総合学域群の学生
のみ履修可能。
BC11971と同一。
対面

社会学類

BB41131 ミクロ経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 火3,4 篠塚 友一

一般均衡理論の視点からミクロ経済学を講義す
る。消費者行動の理論,生産者の理論,部分均
衡,交換経済の一般均衡,生産経済の一般均衡,
厚生経済学の基本定理等の話題をカバーする。

BC11861と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

社会学類

BB41141 マクロ経済学 1 2.0 3・4 秋AB 月3,4
共同利
用棟
A201

福住 多一

一般均衡理論の視点に立ち、ミクロ経済学理論
に基礎付けられた標準的マクロ経済学理論を講
義する。ソローの経済成長モデル、市場均衡と
経済効率性、動学的一般均衡モデル、動学的確
率的一般均衡モデル、世代重複モデルをカバー
する。

BC11871と同一。
対面

社会学類

BB41161 実証分析入門 1 2.0 2 - 4 秋AB 木3,4 1B302 深井 太洋

本講義では政策評価分析の基礎的な内容をカ
バーする。反実仮想モデルを用いた因果推論を
中心に、政策評価の基礎的な考え方を紹介する
とともに、具体的な事例（論文）を通して政策
評価を行うための様々な手法について学ぶ。

2021年度までの経済
統計論に該当する。
対面

社会学類

BB41171 ゲーム理論入門 1 2.0 1 - 3 春AB 月3,4 1B402 福住 多一

ゲーム理論の基本を講義する。戦略形ゲーム、
展開形ゲーム、不完備情報ゲーム、協力ゲーム
をカバーする。

対面 社会学類

BB41271 公共経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 月3,4 篠塚 友一

「市場の失敗」と呼ばれる現象の発生原因を解
明し、その解消策を考えるのが公共経済学の基
本的な課題である。具体的には、外部性、公共
財、非凸性、不確実性から生ずる市場の失敗と
その解消法、および集団的意思決定についての
規範的理論について講義する。

西暦奇数年度開講。
BC11751と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型). オンライン
(同時双方向型)

社会学類

BB41301 経済数学 1 2.0 2・3 春AB 木5,6
共同利
用棟
A201

福住 多一

経済学の学習に必要な線形代数学と確率論の基
本を講義します。

社会・国際学群およ
び総合学域群の学生
のみ履修可能。
BC11981と同一。
対面

社会学類

BB41321 経済思想史I 1 2.0 2 - 4 春AB 金4,5 1B403 平山 朝治

西洋中心史観から脱した,グローバルな人類的
視野から経済思想を把握することを目標に,過
去の諸学説を批判的に検討し,歴史理論の展開
を試みる。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB41341 計量経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 水1,2 1D201 髙橋 裕紀

計量経済学の基礎となる回帰分析の理論を講義
する。統計学(統計的推定・仮説検定)・微分積
分学(偏微分)などの知識を前提とする。

計量分析システムエ
リア
FH26021と同一。
対面(オンライン併用
型)

社会学類

BB41371 ヨーロッパ社会経済史 1 2.0 2 - 4 秋AB 月3,4 3A416 田中 洋子

世界史上はじめて工業化を通じた近代化を達成
し、二百年間にわたって世界の経済発展をリー
ドしてきたヨーロッパ。歴史的な産業革命がも
たらした影響力は今や世界 の至る所に及び、
私たちの生活を大きく変化させている。この授
業ではドイツを中心にヨーロッパの工業化過程
を具体的に考察することにより、工業化がどの
ように社会、人々の暮らし方、働き方を変えた
かについて考えていく。

西暦奇数年度開講。
BC11791と同一。
対面

社会学類

BB41391 日本経済史 1 2.0 2 - 4 秋C
火・木
2,3

共同利
用棟
A101

平沢 照雄

日本経済における経済的規制および社会的規制
(労働条件)について歴史的視点から検討する。

現代経済史を履修済
みであることを条件
とする。緊急事態等
の発出の際はオンラ
イン。
西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

△

受講者数又は教室等に余裕がある
場合に限る

社会学類

BB41401
開発途上国における諸
問題

1 2.0 2 - 4 秋AB 金4,5 3K102 中野 優子

The goal of this course is to understand
contemporary and important economic and
social issues in developing countries. We
also analyze statistical data related to
the topics.

BC12121, BE22871と
同一。
英語で授業。
対面

社会学類

BB41411 地域経済論 1 2.0 2 - 4 春AB 月2,3
共同利
用棟
A101

平沢 照雄

グローバル競争・With Coronaにおける地域経
済の現状について検討する。そのうえで地域経
済の再生・活性化について代表的な事例を取り
上げながら考える。

現代経済史を履修済
みであることを条件
とする。西暦奇数年
度開講。緊急事態等
の発出の際はオンラ
イン。
西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

△

受講者数又は教室等に余裕がある
場合に限る

社会学類
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BB41421
Development
Economics

1 2.0 2 - 4 春AB 水4,5
共同利
用棟
A103

箕輪 真理

This course is an introduction to
development economics, covering both
theoretical and empirical research related
to development. The course will cover many
of the key topics in development: poverty
and inequality, industrialization,rural
sector development,human
capital,governance and institution,among
others.

BC12731, BE22261と
同一。
英語で授業。
対面. 対面(オンライ
ン併用型)

社会学類

BB41441 都市経済学 1 2.0 2 - 4 秋AB 木1,2 3A204
太田 充,牛島 光
一

都市経済学と立地論の分析手法の基礎を習得
し、都市・地域・国際交易に関する政策につい
ての知識を学ぶ。

地域科学エリア。
BC12701, FH48021と
同一。
G科目. 対面(オンラ
イン併用型)
期末試験は対面実施
予定。

社会学類

BB41501 世界経済史 1 2.0 1 - 3 秋AB 月5,6 3A403 田中 洋子

世界経済の発展とグローバル化・工業化の歴史
を長期的な世界史の視点から概観する。人類史
における経済と交易の意味からはじまり、18世
紀末の産業革命以降の工業化・資本主義の展開
がもたらした社会へのインパクトを学び、それ
が現在デジタル経済化という形で私たちの生活
に深く影響を及ぼしていることまで学ぶ。世界
経済の歴史的変容を理解する中で、現在の自分
たちが置かれている社会経済システムがどのよ
うな位置にあるのか、国際的・歴史的に相対化
して理解できるようにすることを目標とする。

授業に続いて関連映
画を行うので、可能
な場合は6限以降も一
時間程度あけておく
ことが望ましい。
BC12851と同一。
対面

社会学類

BB41541 Economic History 1 2.0 2 - 4 秋AB 月3,4 1B402 高橋 秀直

This course will provide an overview of
history of international finance from the
late 19th century to the interwar period.

Online lecture
This class will be
lectured in
English.
BE22241と同一。
英語で授業。
対面

社会学類

BB41561
Mathematical
Economics

1 2.0 1 - 3 春AB 火1,2 生藤 昌子

This course introduces students to the
most fundamental analytical tools of
mathematics for economics. It provides the
necessary skills and training to use
mathematical approach in economic
analysis. The goal of this course is to
give the students skills to apply the
mathematical methods to solution of
economics problems.

Identical to
BB41561 and
BC16011.
Lectures are
conducted in
English.
Online(Asynchronous
)
BC16011, BE22851と
同一。
英語で授業。
オンライン(オンデマ
ンド型)

△

授業担当教員の判断による 社会学類

BB41601 国際貿易論 1 2.0 2 - 4 春AB 木1,2 3A416 内藤 久裕

As the economy becomes more globalized, it
is becoming necessary to study the basic
mechanism of international trade and its
impact on welfare. In this course, we
first study the concept of comparative
advantage and study why countries will be
engaged in international trade. Then, we
study the impact on welfare by using
several models. (The Ricardian, Heckscher-
Ohlin and Specific Factor Model). Then, we
study the monopoly model and its
implication for international trade
theory.  In addition, we discuss the
impact of international factor movement
such as immigration and foreign direct
investment.

西暦奇数年度開講。
BC11411, BE22271,
FH25051と同一。
英語で授業。
対面

社会学類

BB41631 上級経済数学 1 2.0 2 - 4 春AB秋AB 月6
1B309,
1B310

福住 多一

集合論、位相、凸解析の基本的知識を講義し、
ブラウワーの不動点定理、角谷の不動点定理の
証明を解説する。応用例として、競争均衡の存
在定理とナッシュ均衡点の存在定理を紹介す
る。

対面 社会学類

BB41651 計量分析入門 1 2.0 2 - 4 秋AB
月・木

3
1C206 崔 宰栄

計量分析は,溢れる情報からの物事の意味付け,
簡略化,客観化,推定等のため,社会科学等の多
くの分野で用いる分析ツールの1つである。こ
の授業では,そのツールを正しく使うための基
礎統計や使い方について講義する。

BB31491と同一。
対面

社会学類
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BC51021 比較政治学 1 2.0 1 - 3 秋AB 木3,4 3A312 外山 文子

本講義は、(1)政治学の基礎知識を得る、(2)比
較分析をするという2点を学習の目標とする。
政治学の基礎知識としては、まず政治とは何か
を学んだあと、政治体制、統治機構、市民参加
制度について学習する。次に、比較分析の視点
を得るために、民主主義および権威主義の持続
性、民主主義の質、ポピュリズム、社会運動な
どついて学ぶ。

対面
新型コロナの状況な
どによって、対面も
しくはオンライン
（オンデマンド型）
での実施。

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51031 国際関係史序説 1 2.0 1 - 3 春AB 木5,6 3A204 大友 貴史

19世紀から20世紀なかばまでの国際関係の展開
を分析します。主に三十年戦争、ヨーロッパ協
調、第一次世界大戦、第二次世界大戦について
考察します。

BB31171と同一。
対面
原則として国際及び
社会の学生のみ履修
可

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51061 初級ミクロ経済学 1 2.0 1・2 春AB
月・金

4
3A402 中野 優子

This course is an introduction to the
study of microeconomics. By the end of the
course, you will understand economic
approaches to think about issues like:
behavior of firms, market competition,
rent controls, international trade and
tariffs, externalities, and many more.
Course is delivered in Japanese.

対面

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51071 国際経済論 1 2.0 1 春AB 水3,4 3A202 黒川 義教

This course will introduce students to
basic international economic theories and
their applications to real world data
mainly about Japan's international trade
and finance. I will emphasize the
usefulness of basic international economic
theories in understanding international
economic issues. This course does NOT
require BC51061 Introductory
Microeconomics or BC51081 Intro-
Intermediate Macroeconomics as a
prerequisite. In class, I will explain all
necessary background to understand this
course.

社会・国際学群の学
生に限る。
BE21201と同一。
英語で授業。
対面

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51081 マクロ経済学概論 1 2.0 2 秋AB 木1,2 3B202 内藤 久裕

This course covers the basic concepts in
macroeconomics. Topics include the IS-LM
model, aggregate demand, aggregate supply
and the Phillips curve, monetary and
fiscal policy, rational expectations, real
business cycle models, micro foundations,
and long-run economic growth.

BE21231と同一。
英語で授業。
対面
Only those who are
able to participate
in face-to-face
classes are
eligible.

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51101 文化・開発論 1 2.0 1 - 3 春AB 火5,6 3A204 寺内 大左

途上国における開発が地域の社会・文化に及ぼ
す影響や地域の社会・文化に配慮した開発の在
り方について様々な事例を通して学んでいく。

▼社会・国際学群 コ
ア・カリキュラム
BB11451と同一。
対面(オンライン併用
型)
平成18年度までの
「国際コミュニケー
ション論 II」に相当

国際総合学類

BC51111 数理科学I 1 2.0 1 春AB 木5,6 3A311 岡 瑞起

主に一変数関数の微分積分について学ぶ。例え
ば統計学や機械学習などを後に履修、あるいは
独習するときに役に立つように、微分積分につ
いての基礎知識を習得することを目標にする。

原則として国際総合
学類の学生のみ履修
可
対面(オンライン併用
型)

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51124 数理科学II 4 2.0 1 秋AB
火5,木

2
3A416 白川 直樹

行列の性質と計算など初歩的な線形代数と、そ
の簡単な応用を学ぶ。主として社会科学分野へ
の応用を念頭に置き、コンピュータを用いた行
列の計算も習得する。

国際総合学類の学生
のみ対象
対面 △

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51134 情報科学I 4 2.0 1 春AB 火1,2 3A416 蔡 東生

Java言語の基本を学ぶ。情報科学を学ぶための
基本的なアルゴリズム,プログラム開発法を学
ぶ。前半はデータ型、代入文、ループ文、メ
ソッドについて、後半は、オブジェクト、クラ
ス、継承、スーパ・サブクラスについて学ぶ.

100名まで
対面(オンライン併用
型)
対面・オンライン
（同時双方向型）を
組み合わせて実施す
る。

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51141 情報メディア概論 1 2.0 1 - 3 秋AB 木5,6 3A312 鈴木 大三

『マルチメディア』の誕生とその技術の目覚ま
しい発展は社会構造を変え、『情報・知識の時
代』が到来した。本講義では、マルチメディア
の概念、マルチメディアを支える基盤技術、国
際標準化の役割、マルチメディア・アプリケー
ション、マルチメディアが社会に及ぼす影響な
どについて、概念・仕組みを中心に学ぶ。

対面

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51151 法学概論 1 2.0 1 春AB 火5,6 1H101 木山 幸輔

法に対する基本的な考え方を導入する。法の歴
史を導入する。法学と他社会科学領域の関係を
考えるための導入を行う。

▼社会・国際学群 コ
ア・カリキュラム
BB20001と同一。
対面
社会学類・国際総合
学類・総合学域群以
外の学生については
履修制限をすること
がある。

国際総合学類

BC51161 Media Politics 1 2.0 1 - 3 秋AB 水3,4 3A308
川﨑 レスリー
タック

From “traditional” media, such as
newspapers and television, to new media
formats including websites, blogs and
social media channels, in this course,
students will examine the intersection
between media and politics from historical
and theoretical perspectives. Special
emphasis is placed on the use of the
internet and “new media” by political
actors for the purpose of effecting
political outcomes.

BE21241と同一。
英語で授業。
対面

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

国際総合学類

BC51171 政治変動論 1 2.0 1 - 3 春AB 月2,3 3A416 茅根 由佳

本講義は権威主義体制の持続や民主化など、主
に発展途上国における政治体制の変動について
理解を深めることを目的とする。構造・制度・
アクターという3つの側面に注目した理論的枠
組みを踏まえて、政治変動が生じる要因を説明
する。毎回の授業では、政治変動の各局面に関
連する主要な政治理論を取り上げ、個別の政治
発展の事例について検討していく。

対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC51181 統計科学 1 2.0 1 - 3 秋AB 火1,2 3A409 ユウ ゼンフェイ

This course is a formal introduction to
Statistics. No prior knowledge of
probability and statistics is required as
all concepts will be developed from the
ground up. We will cover a range of topics
including descriptive statistics, basics
of probability, random variables,
distribution and density functions,
sampling distributions, point estimation,
confidence intervals, and hypothesis
testing. If time allows, a preview of the
regression analysis will be provided. The
details of regression analysis will be
covered in Introductory Econometrics,
which is a continuation of this course.

2016年度までの
BC12031「統計科学」
の単位を取得した者
は履修不可.
BE22321と同一。
英語で授業。
対面

国際総合学類
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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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BC51191
社会科学のためのデー
タサイエンス

1 2.0 1・2 春AB 水1,2 3A312 RAMDANI Fatwa

This course is Data Science for Social
Sciences. This course will provide an
understanding of the fundamental
principles and applications of Data
Science. A special focus of the course
will be to illustrate the utility of Data
Science in Social Science studies. Basic
techniques for data obtaining, wrangling,
curating, managing, processing, exploring,
questioning, analysing, and communicating
the result will be introduced. Ethical and
reproducibility issues will also be
discussed.

英語で授業。
対面

国際総合学類

専門科目(国際関係学)

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BC11021 アジア政治 1 2.0 2 - 4 秋AB 火3,4 3A403 茅根 由佳

本講義はインドネシアを中心に、20世紀初頭か
ら現代までの東南アジア各国政治、経済、社会
について理解を深めることを目的とする。講義
では、植民地独立から現代までの政治史を検討
するにあたって重要な時代毎の争点について知
識を深める。また政治指導者だけでなく、反体
制派や知識人の視点からも各時代を照射するこ
とで、多角的に東南アジアの政治史を捉えた
い。

BB31461と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC11041 現代日本外交史 1 2.0 2 - 4 春AB 月3,4 3A403 潘 亮

主に占領期から現代までの日本の対外関係の展
開を国内政治経済の変動と国際環境の変化のな
かで考察する。

西暦奇数年度開講。
BB31371と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC11051 現代中国研究 1 2.0 2 - 4 秋AB 木5,6 毛利 亜樹

この講義の目的は,中国政治とそれを取り巻く
アジア太平洋のダイナミズムに接近するため
に、必要な基本知識と分析視覚を提供すること
です。具体的には、中国の政治体制、体制の継
続と変容、そして国際政治における中国の役割
という3つの柱を中心に分析を進めます。

BB31481と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

国際総合学類

BC11121 国際政治学 1 2.0 2 - 4 秋AB 火5,6 3A202 大友 貴史

This course examines various theories and
cases to understand the dynamics of
international politics.

BE22071と同一。
英語で授業。
対面

国際総合学類

BC11221 アジアの国際関係 1 2.0 2 - 4 春AB 木3,4 3A204 外山 文子

今日のアジアは大きなパラダイム転換を向かえ
ている。第二次世界大戦以後、アジア諸国は米
国と共産主義国との間で展開された冷戦の枠組
みの中で自らの命運を左右されてきた。冷戦が
終結した1990年代以降は、米国による人権保護
推進、民主化促進といった国際的潮流の中で民
主化が進展した。ところが21世紀に入ってか
ら、地域全体に権威主義化の流れが出来つつあ
る。背後には中国の政治経済的影響力の拡大が
存在する。本講義では、アジア地域の政治や国
際関係をいかに理解すべきかについて学ぶ。

BB31451と同一。
対面
新型コロナの状況な
どによって、対面も
しくはオンライン
（オンデマンド型）
での実施。

国際総合学類

BC11231 東アジア国際関係史 1 2.0 2 - 4 春AB 木5,6 毛利 亜樹

この講義の狙いは,19世紀から現代までの東ア
ジア国際秩序の変遷を概観し,東アジアの国際
関係の現状についての理解を深めることにあ
る。授業では、国際関係をより深く理解するた
めの、いくつかの理論的枠組みを紹介する。

BB31471と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

国際総合学類

BC11241 ヨーロッパの国際関係 1 2.0 2 - 4 春AB 金3,4 3L201 武田 健

第二次世界大戦後のヨーロッパ統合の動きにつ
いて、国際政治学の観点から講義を行います。
主な対象は欧州連合(EU)の統合の歴史ですが、
必要に応じてヨーロッパの他の国際機構にも触
れながら話を進めます。国際関係論の基本的な
知識が必要となります。

BB31541と同一。
対面

国際総合学類

BC11291 ヨーロッパ政治 1 2.0 2 - 4 秋AB 金3,4 3A405 武田 健

EUおよびヨーロッパ諸国は2000年代に入って以
降、様々な問題に直面している。この授業で
は、憲法条約の挫折、欧州負債危機、難民危
機、ウクライナ問題、中・東欧諸国の民主化の
苦悩、イギリスEU離脱問題、ポピュリズム・欧
州懐疑勢力の台頭、トランプ米政権との関係と
いった問題に焦点を当てながら、現在のEUおよ
びヨーロッパ政治についての講義を行う。

授業では複数回、グ
ループワークを行う
ことを予定していま
す。3人程度のグルー
プでの作業や議論を
通じて、受講生にも
積極的に授業に参加
することが求められ
ます。
BB31551と同一。
対面

国際総合学類

BC11351
Globalization and
Development

1 2.0 2 - 4 春AB 金5,6 1C406
キンポ ネイサン
ギルバート

This course examines the politics of
development in the era of globalization,
exploring major issues and problems being
encountered and confronted by the
developing countries in the contemporary
period.  The aims of the course are:
• To broaden students’ knowledge of major
development issues and the impact of
globalization on developing countries.

• To provide students with a good
introduction to globalization theory and
to the politics of development.

BE22471と同一。
英語で授業。
G科目. 対面

△

授業担当教員の判断による 国際総合学類

BC11411 国際貿易論 1 2.0 2 - 4 春AB 木1,2 3A416 内藤 久裕

As the economy becomes more globalized, it
is becoming necessary to study the basic
mechanism of international trade and its
impact on welfare. In this course, we
first study the concept of comparative
advantage and study why countries will be
engaged in international trade. Then, we
study the impact on welfare by using
several models. (The Ricardian, Heckscher-
Ohlin and Specific Factor Model). Then, we
study the monopoly model and its
implication for international trade
theory.  In addition, we discuss the
impact of international factor movement
such as immigration and foreign direct
investment.

西暦奇数年度開講。
BB41601, BE22271,
FH25051と同一。
英語で授業。
対面

国際総合学類

BC11431 国際金融論 1 2.0 2 - 4 春AB 木3,4 3A402
Tran Lam Anh
Duong

本授業では、国際金融の理解に不可欠な基本知
識である国民経済計算や国際収支会計などをは
じめに学習し、その上で分析の鍵となる為替市
場と金融市場との関係について学習する。そし
て短期・長期の為替レートの決定要因、国際金
融と財政・金融政策の相互作用のメカニズムに
ついて理解を深める。

公共システムエリア
(2019年度以降入学
者),国際・公共シス
テムエリア(2018年度
以前入学者)
FH27031と同一。
対面

国際総合学類

BC11471
Transnational Social
Policy

1 2.0 2 - 4 秋AB 木3,4 1C406
ウラノ エジソン
ヨシアキ

Globalization has brought many changes in
social life, including increasing flows of
financial resources, goods and persons.
Among the new challenges these changes
pose to governments and civil society is
the need to create new social agenda and
to develop social policies. The aim of
this course is to discuss these challenges
for the 21st Century from a transnational
perspective.

Biennial Course
(offered in odd
years)
西暦奇数年度開講。
BB11861, BE22401と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面

△

授業担当教員の判断による 国際総合学類
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BC11501 国際文化論 1 2.0 2 - 4 秋AB 木3,4 3A304 寺内 大左

この講義では、私たちの生活を支える物質文化
を国際的な関係の中から捉えなおし、あるべき
姿を考えます。私たちの身近なモノ（国際商
品）の消費と国際的な環境問題、社会問題がど
のように関係しているのかを具体的に学んでい
きます。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC11511 言語人類学 1 2.0 2 - 4 春AB 火1,2 3A304 井出 里咲子

An introduction to linguistic
anthropology, this course explores the
relationship between language and culture,
especially on how language reflects
culture and how culture creates language.
Through the lectures, required readings,
group discussions, and student projects,
we will learn the roles and functions of
language in creating universal as well as
cultural-specific worldviews.

BE22501と同一。
英語で授業。
対面(オンライン併用
型)
 (旧「人類言語学」)

国際総合学類

BC11551 人類学特講 1 2.0 2 - 4 秋C 集中 早川 公

本科目は、文化人類学の考え方の修得をつうじ
て、「世界をわかりなおす」ための知識や態度
を身につけます。講義では、気候変動、科学技
術、経済問題、働き方・生き方など現代的なト
ピックを考えるにあたって人類学的なものの見
方が「遠い」ものではないことを解説し、受講
者自身が「プチ人類学者」として現代社会の諸
問題をとらえられるようになることを目指しま
す。これからの未来づくりを担うみなさんに
は、これまでの「あたりまえを疑う」ための道
具が必要となります。そのための有用な「武
器」になりうるのが文化人類学です。学修を通
じて、ともに思考のバージョンアップをしてい
きましょう。

対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC11601 政治参加論 1 2.0 2 - 4 秋AB 火1,2 3A402 大倉 沙江

本講義は、投票、選挙活動、地域活動、役職者
との接触など、政治参加の基礎的な概念を紹介
し、受講生が政治現象を理解するための一助と
なることを目標とする。とくに、戦後日本人の
政治参加の特質を国際比較の観点から考察し、
それが日本における統治のあり方にどのような
インパクトを与えてきたのかについて解説を行
う。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC11621 日本政治思想 1 2.0 2 - 4 秋AB 火1,2 1C310 竹中 佳彦

「昭和」期の知識人の言動を題材にして,今日
的問題がいかにして形成されてきたかを考え
る。

西暦奇数年度開講。
BB31321と同一。
対面

国際総合学類

BC11651 政治外交史 1 2.0 1・2 秋AB 木5,6 1H201 南山 淳

本講義では、ヨーロッパにおける30年戦争終結
後のウエストファリア・システムの成立から21
世紀に至るまでの国際政治秩序をめぐる歴史構
造と、その変動過程について、戦争と平和のサ
イクルという巨視的な視点から検討する。

旧科目名「政治外交
史」。「政治外交
史」の単位取得者は
履修不可。
BB31031と同一。
主専攻必修科目. 対
面
「対面形式」を原則
とするが、新型コロ
ナウイルスの感染状
況によっては「オン
デマンド形式」に切
り替える可能性もあ
るので、履修者は、
授業開始前に必ず
manabaの授業掲示板
で確認すること。

国際総合学類

BC11711 憲法I 1 2.0 1・2
春B
春C

月1,2
木3,4

1H101 秋山 肇

日本国憲法の人権に関する規定を総合的、かつ
批判的に学びます。この授業の主たる言語は日
本語です。Students will learn provisions
on human rights in the Japanese
constitutional law critically. This
course's main language of instruction is
Japanese.

社会学類を含め、全
ての学類・専門学
群・学位プログラム
の学生の履修を歓迎
します。This course
welcomes students
of both College of
Social Sciences and
other colleges,
schools and
programmes.
BB22001と同一。
対面

国際総合学類

BC11721 憲法II 1 2.0 1・2 秋AB 木3,4 1D201 秋山 肇

日本国憲法の統治機構に関する規定を総合的、
かつ批判的に学びます。この授業の主たる言語
は日本語です。Students will learn
provisions on the structure of government
in the Japanese constitutional law
critically. This course's main language of
instruction is Japanese.

社会学類を含め、全
ての学類・専門学
群・学位プログラム
の学生の履修を歓迎
します。This course
welcomes students
of both College of
Social Sciences and
other colleges,
schools and
programmes.
BB22031と同一。
対面
事情があれば、授業
の一部をオンライン
（同時双方向）でも
受講することができ
る。

国際総合学類

BC11751 公共経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 月3,4 篠塚 友一

「市場の失敗」と呼ばれる現象の発生原因を解
明し、その解消策を考えるのが公共経済学の基
本的な課題である。具体的には、外部性、公共
財、非凸性、不確実性から生ずる市場の失敗と
その解消法、および集団的意思決定についての
規範的理論について講義する。

西暦奇数年度開講。
BB41271と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型). オンライン
(同時双方向型)

国際総合学類

BC11791 ヨーロッパ社会経済史 1 2.0 2 - 4 秋AB 月3,4 3A416 田中 洋子

世界史上はじめて工業化を通じた近代化を達成
し、二百年間にわたって世界の経済発展をリー
ドしてきたヨーロッパ。歴史的な産業革命がも
たらした影響力は今や世界 の至る所に及び、
私たちの生活を大きく変化させている。この授
業ではドイツを中心にヨーロッパの工業化過程
を具体的に考察することにより、工業化がどの
ように社会、人々の暮らし方、働き方を変えた
かについて考えていく。

西暦奇数年度開講。
BB41371と同一。
対面

国際総合学類

BC11861 ミクロ経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 火3,4 篠塚 友一

一般均衡理論の視点からミクロ経済学を講義す
る。消費者行動の理論,生産者の理論,部分均
衡,交換経済の一般均衡,生産経済の一般均衡,
厚生経済学の基本定理等の話題をカバーする。

BB41131と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)

国際総合学類

BC11871 マクロ経済学 1 2.0 3・4 秋AB 月3,4
共同利
用棟
A201

福住 多一

一般均衡理論の視点に立ち、ミクロ経済学理論
に基礎付けられた標準的マクロ経済学理論を講
義する。ソローの経済成長モデル、市場均衡と
経済効率性、動学的一般均衡モデル、動学的確
率的一般均衡モデル、世代重複モデルをカバー
する。

BB41141と同一。
対面

国際総合学類
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BC11881
ジャパニーズ・エコノ
ミー

1 2.0 2 - 4 秋AB 月5,6 3A203 黒川 義教

The main purpose of this course is to
understand basic historical facts about
the Japanese Economy. We analyze those
facts both empirically and theoretically
and relate most Japanese issues to those
in the U.S. The goal of this course for
Japanese students is to explain to foreign
people about the Japanese economy in
English, and that for international
students is to be more interested in
Japan. As a prerequisite, this course
requires BC51061 Introductory
Microeconomics and BC51071 International
Economics, or equivalent.

BE22221と同一。
英語で授業。
対面

△

受講者数又は教室等に余裕がある
場合に限る

国際総合学類

BC11911
Japanese Foreign
Policy

1 2.0 2 - 4 秋AB 月3,4 3A203 潘 亮

This course examines the historical
background of modern Japan’s foreign
policymaking from early 1890s till the end
of the Second World War (1945). Main
emphasis of the lectures will be placed on
the interaction between Japanese domestic
politics and foreign affairs.

西暦奇数年度開講。
BE22031と同一。
英語で授業。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC11971 基礎経済数学 1 2.0 1・2 秋AB 木3,4
共同利
用棟
A201

福住 多一

高校数学の復習をしつつ、それらがどのように
経済学に応用されるのかを講義する。内容は、
2次関数と寡占市場、数列と貯蓄、級数と割引
現在価値、ベクトルと予算制約、1変数の微分
と利潤 大化、多変数の微分と効用 大化であ
る。

社会・国際学群およ
び総合学域群の学生
のみ履修可能。
BB41101と同一。
対面

国際総合学類

BC11981 経済数学 1 2.0 1 - 4 春AB 木5,6
共同利
用棟
A201

福住 多一

経済学の学習に必要な線形代数学と確率論の基
本を講義します。

社会・国際学群およ
び総合学域群の学生
のみ履修可能。
BB41301と同一。
対面

国際総合学類

BC16011
Mathematical
Economics

1 2.0 2 - 4 春AB 火1,2 生藤 昌子

This course introduces students to the
most fundamental analytical tools of
mathematics for economics. It provides the
necessary skills and training to use
mathematical approach in economic
analysis. The goal of this course is to
give the students skills to apply the
mathematical methods to solution of
economics problems.

Identical to
BB41561 and
BC16011.
Lectures are
conducted in
English.
Online(Asynchronous
)
BB41561, BE22851と
同一。
英語で授業。
オンライン(オンデマ
ンド型)

△

授業担当教員の判断による 国際総合学類

BC16021
History of Economic
Thought

1 2.0 2 - 4 秋AB 木5,6 1B208
モゲス アブ ギ
ルマ

The course is about the history,
philosophy and evolution of economic ideas
and thoughts. We review critically the
different schools of economic thoughts
from the classical to the modern schools
to provide students with a comprehensive
understanding of the origin, evoultion,
arguments, and philosophy of economics and
the economists behind such powerful ideas.

BE22821と同一。
英語で授業。
対面

△

授業担当教員の判断による 国際総合学類

BC16091 アメリカ政治外交論 1 2.0 2 - 4 秋AB 金5,6 3A308 日高 薫

主として第二次世界大戦以降のアメリカの政治
外交、およびアメリカをめぐる国際関係の動き
を理解するための基礎的な知識・分析枠組みを
提供する。具体的には、外交政策の決定過程や
国内政治との連関、折々の国際関係・政策課題
（伝統的安全保障、民主主義の促進、多国間主
義、内戦・テロリズム、…）への各政権の対応
などを理論的背景の下に考察していくことで、
受講生がアメリカ外交をめぐる諸問題を分析的
に捉えることができるようになることを目指
す。

西暦奇数年度開講。
対面

国際総合学類

BC16101 現代中東政治 1 2.0 2 - 4 春AB 月5,6 3A416 佐藤 麻理絵

中東諸国は20世紀半ばに誕生して以来、革命や
内戦、戦争、イスラーム復興などの変革と再編
の波にさらされてきました。また、アラブ性や
部族、イスラームという既存の国家理論を超越
する要素も横たわり存在しています。本講義で
は、中東地域の政治変動や戦争と平和に関連す
る諸事象について、理論的な考察を加えるとと
もに、主要な事例を取り上げて学びます。中東
地域が震源であることに鑑み、難民事象も一つ
の焦点とします。

西暦奇数年度開講。
対面

国際総合学類

専門科目(国際開発学)

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

科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BC12061 計量経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 火1,2 3A305 ユウ ゼンフェイ

This course is an introduction to
econometrics. We will begin with the
linear regression model and its estimation
and inference. Then we will cover linear
models with endogeneity, linear panel
models, limited dependent variables, and
models used in program evaluations. This
course prerequires Introductory
Statistics.

BE22231と同一。
英語で授業。
対面

国際総合学類

BC12081 国際開発論 1 2.0 2 - 4 春AB
月・火

4
3A209 柏木 健一

本講義では、開発経済学の主要理論とアプロー
チについて説明し、発展途上国の経済発展にお
ける諸課題について概説することを目的とす
る。特に、開発経済学の歴史やパラダイム転換
を踏まえ、人口転換論、二重構造論、経済成長
論、貧困と不平等、教育と開発等のテーマを扱
う。経済発展の諸理論やモデルを学びことで、
学生が開発経済学への理解を深めるとともに、
発展途上国の経済発展に関する分析において、
興味深い問題設定を行えるようになることを目
指す。

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC12091
Economic
Development(経済発展
論)

1 2.0 2 - 4 春AB 水4,5 3A407
モハマド マレク
アブドゥル

In addition to introducing key concepts
and issues of economic development this
course gives practical understanding and
experiences of how pro-poor policies work
in practice in the field of international
development- the focus mostly comes from
the instructors` continued high quality
empirical research including randomized
control trails (RCTs).  The course will
also give exposure about how tools of
macroeconomics, microeconomics,
econometrics, international trade, etc.
are applied to understanding the problems
of development, and how data and empirical
evidence can shed light on conflicting
views and questions about the process of
development.

BE22901と同一。
英語で授業。
対面

国際総合学類

BC12121
開発途上国における諸
問題

1 2.0 2 - 4 秋AB 金4,5 3K102 中野 優子

The goal of this course is to understand
contemporary and important economic and
social issues in developing countries. We
also analyze statistical data related to
the topics.

BB41401, BE22871と
同一。
英語で授業。
対面

国際総合学類
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BC12201 開発人類学 1 2.0 2 - 4 春AB 火3,4 関根 久雄

市場の存在を自明とする基本的な経済認識を人
類学的観点から批判的に検討した上で、途上国
開発における中心的概念として扱われている
「持続可能な開発」および持続可能な開発目標
（SDGs）を地域文化や、文化的現象としての人
間の感情の視点から考察し、「開発」「援助」
の向かうべき方向性と、実践的行為者としてそ
れらに関わる人類学の可能性について論じる。

西暦奇数年度開講。
オンライン(オンデマ
ンド型)

国際総合学類

BC12231 教育開発論 1 2.0 2 - 4 秋C 集中 北村 友人

途上国の教育現状を把握し,途上国が抱える
種々の課題を理解する。それを先進国と対比関
連づけて分析する。

実務経験教員. 対面
授業実施の詳細につ
いてはmanabaにて連
絡

国際総合学類

BC12241
International
Education(国際教育
論)

1 2.0 2 - 4 春AB 火3,4 3B204 柴田 政子

This course invites both overseas and
Japanese students.  The major purpose of
the course is to enable students to learn
about issues and current trends in
educational studies in international
perspectives. It deals with themes, such
as development, colonial legacy and global
interaction, in education.

BE22521と同一。
英語で授業。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC12251
日本教育概論(Outline
of Japanese
Education)

1 2.0 2 - 4 秋AB 火3,4 3A410 柴田 政子

This course is offered to students who are
interested in the historical development
of Japanese education. The course looks at
the processes of the foundation of the
Japanese education system and the
formation of a modern state in Japan.
Special reference is made to the past and
present dimensions of patterns of the
cross-national transfer of policy for
education. Thus international and
comparative perspectives are welcome
throughout the course.

BE22551と同一。
英語で授業。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC12291
Social
Anthropology(社会人
類学)

1 2.0 2 - 4 秋ABC 集中 山田 亨

In this course, you will learn the basic
concepts and ideas of anthropology.
Anthropology involves the systematic,
comparative study of groups of people from
all over the world and the knowledge those
groups have that defines their cultures.
We will draw on what we learn about other
cultures to learn something about our own
culture(s) and about ourselves.

英語で授業。
対面(オンライン併用
型)
原則対面実施だが、
オンライン実施の日
程もあり。授業実施
についてはmanabaに
て連絡

国際総合学類

BC12341
途上国の教育と国際協
力

1 2.0 2 - 4 春C 集中 川口 純

本授業では、途上国の教育とそれに対する国際
的な協力について理解を深める。特に、サブサ
ハラアフリカと東南アジアを事例として取り上
げ、域内の教育事情や教育改革の動向を検討し
ていく。多くの途上国では2015年をEFA達成の
目標年と位置づけ、無償化政策などを通して教
育機会の拡大に尽力してきた。結果的に、就学
率は上昇したものの急激な量的拡大に伴う様々
な課題も引き起こしている。このような状況下
において、如何に途上諸国が、教育の質や公平
性を改善しようとしているのか、 新の教育改
革動向を比較、検討していく。また、国際的な
教育協力に係る仕組みと理論も整理していく。
特に日本の教育協力については、ODA大綱の改
定も踏まえながら、JICAの役割なども合わせて
確認していく。

オンライン(同時双方
向型)

国際総合学類

BC12352

International
Financial
Institutions and
Economic Development
in Southeast Asia

2 2.0 2 - 4 秋AB 木3,4 3A416

This course will aim at applying the
macroeconomic knowledge to analyze the
actual economic development and
macroeconomic issues in emerging economies
in Southeast Asia on the basis of reports
by the World Bank and the IMF.
This course will be conducted in English.

Equivalent to
"International
Financial
Institutions and
Economic
Development in
Emerging Economies
in Southeast Asia"
(BE22292).
BE22292と同一。
英語で授業。
実務経験教員. 対面

国際総合学類

BC12361 社会開発論 1 2.0 2 - 4 秋AB 水1,2 3A402 松島 みどり

国際開発の現場において、戦後の経済成長を主
眼においた開発政策から、人々の厚生をより包
括的に考える「社会開発」が次第に重要視され
るようになってきた。本授業では、「社会開
発」の系譜を国際開発の歴史的変遷を踏まえ体
系的に理解し、人間開発論、ソーシャル・キャ
ピタル、住民参加といったキーワードをもとに
社会開発論への理解を深める。そして、貧困、
人的資本、雇用、マイクロファイナンス、社会
保障、人権・人間の安全保障といった社会問題
の現状とその背景にある原因について考えるこ
とを通して、社会開発の意義と重要性を議論す
る。そして、社会開発プロジェクトの例などか
ら、現在の開発プロジェクトを考察し、有効な
開発政策について考える。

西暦奇数年度開講。
対面

国際総合学類

BC12401 応用数学 1 2.0 2 - 4 秋AB 月5,6 3A311 亀山 啓輔

線形代数や解析学の発展として,画像修復など
の逆問題解法として用いられる行列方程式の近
似解法,主成分分析や判別法などのデータ解析
手法,基礎的なパターン認識手法について,講義
と計算機実習により学ぶ.

オンライン(オンデマ
ンド型)

国際総合学類

BC12434 情報科学II 4 3.0 1 - 3 秋ABC 金5,6 3K203 高橋 伸

情報科学Iの継続として、プログラミングの基
礎を復習するとともに、基本的アルゴリズムと
プログラム開発法を応用プログラムの作成を通
して学ぶ。

対面 国際総合学類

BC12454 データ解析 4 2.0 2 - 4 春AB 木5,6 3K203 鈴木 大三

複雑な社会現象、自然現象、技術動向、経済変
動などのデータの変化を定量的に把握し、分
析・予測するための統計的手法を学ぶ。解析手
法の原理を理解し、Excelの統計処理プログラ
ムを使って、演習課題に取り組む。

対面 国際総合学類

BC12521 水環境論 1 2.0 2 - 4 春AB 水1,2 3A204 白川 直樹

河川を中心とした水環境について、自然の特
性、人間の働きかけ、そして両者の関係という
三つの面から学ぶ。

FG46801と同一。
対面

国際総合学類

BC12541 都市文化共生計画 1 2.0 1 - 3 秋AB 火1,2 3A403 松原 康介

現代は多文化共生の時代である。今後の都市空
間は、日本文化、欧米文化だけでなく、中国、
韓国、インド、イスラームといった、アジアの
諸文化との共生が求められる。本講義の前半で
は、一見複雑で無秩序に見えるアジア諸国の都
市空間の構成を、歴史と現地映像から読み解い
ていく。後半では、現代におけるアジア的空間
の非アジア都市への伝播の実態を踏まえて、多
文化共生の都市計画に必要なアイディアや方法
とは何かを考えていく。

FH46061と同一。
対面(オンライン併用
型)
履修者上限90名 1~3
年次生のみ受講可

国際総合学類
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BC12551 住環境計画概論 1 2.0 2 - 4 春AB 木3,4 3A403
雨宮 護,山本 幸
子

も身近な建築である住まいは、建築の基本で
あると同時に、都市をつくる重要な構成要素で
もある。本講義では、日本における住まいの歴
史、戦後の社会状況・ライフスタイルの変化が
都市・農村の住宅や居住環境に与えた影響と今
日的課題について解説する。さらに少子高齢・
人口減少の進行とグローバル化の進展、ストッ
ク活用型社会におけるこれからの住まいづく
り、まちづくりについて考える。

環境とまちづくりエ
リア。
FH46021と同一。
対面(オンライン併用
型)
オンライン(オンデマ
ンド型)。期末試験は
対面実施予定。
2018年度までの「住
まいと居住環境の計
画」に相当。

国際総合学類

BC12561 宇宙開発 1 1.0 2 - 4 春AB 木2 3A308 蔡 東生

ソ連の人工衛星スプトニークの打ち上げ以来50
年.世界各国は宇宙開発にしのぎを削ってきた.
現在,国際宇宙ステーションの建設が進み,
「LIVING WITH STAR」のコンセプトのもと,宇
宙で生活をするための技術開発を進めている.
スペースシャトル建設の経緯をたどり、米国宇
宙プログラムの問題点、現在進めている商用宇
宙輸送システムCOTS, 商用有人打ち上げシステ
ムCCDevについて概観する.

西暦奇数年度開講。
対面(オンライン併用
型)
対面・オンライン
（同時双方向型）を
組み合わせて実施す
る。

国際総合学類

BC12571 環境政策論 1 2.0 2 - 4 秋AB 火3,4 3A203 奥島 真一郎

本科目では、主に経済学的な観点から、環境保
全のための政策手段やその評価手法について考
察する。加えて、様々な価値観、ディシプリン
と政策インプリケーションとの関係について考
察し、「環境問題」や「環境政策」に対する多
様な視点を涵養する。また、地球温暖化問題や
廃棄物問題など具体的な環境問題についての理
解を深める。

国際総合学類開講、
社会工学類共通科
目。
FH48061と同一。
対面
国際開発学主専攻専
門科目。社会工学類
学生の取り扱い:地域
科学エリア。

国際総合学類

BC12601 音声聴覚情報処理 1 1.0 3・4 春C 金3,4 山田 武志

音声入出力の基本となる音声処理について概説
する。人間の音声器官・聴覚器官の構造や機能
について述べ,音声分析,特徴抽出,音声認識な
どの方法について学ぶ。

GB41511と同一。
オンライン(オンデマ
ンド型)
BC12601と同一。2019
年度までに開設され
た「音声聴覚情報処
理」(GB41501)の単位
を修得した者の履修
は認めない。

国際総合学類

BC12621 信号処理 1 2.0 3・4 春AB 金3,4 3A416
亀山 啓輔,鈴木
大三

前半は連続信号の解析方法とその応用について
講述し,演習によりそれらを使いこなす能力を
身につける.フーリエ解析,線形システム,ラプ
ラス変換,フィルタ設計などを扱う.後半はディ
ジタル通信・マルチメディア処理で重要な役割
を果す信号処理の基礎について概説する.周波
数分析の概念を紹介して標本化定理にふれ,
ディジタルフィルタの考え方と設計法,適応信
号処理の基礎等について学ぶ.

主専攻共通科目
GB40411と同一。
対面
2020年度までに開設
された「信号処理概
論」(GB40101)または
2020年度までに開設
された「ディジタル
信号処理」(GB40401)
または2019年度まで
に開設された「ディ
ジタル信号処理」
(GB41401)の単位を修
得した者の履修は認
めない。

国際総合学類

BC12624
コンピュータグラ
フィックス基礎

4 2.0 3・4 秋AB
火3
火4

3A202
三谷 純,金森 由
博,遠藤 結城

コンピュータグラフィックスに関する座標変
換,形状モデリング,レンダリングなどの基礎的
な理論を学ぶ.また,C言語とOpenGLライブラリ
を用いたプログラミング演習を通して学習内容
の理解を深めるとともに,自ら新たなCGアプリ
ケーションを開発できるようになることを目指
す.

GB13704, GC23304と
同一。
対面

国際総合学類

BC12631 インタラクティブCG 1 2.0 3・4 秋AB 火5,6 3A410 蔡 東生

CG基礎でカバーできなかった,インターフェー
スとCGをつかったインタラクティブなグラ
フィックシステムについて学ぶ。画像処理,色
彩と視覚,階層的モデリング,再帰的レイトレー
シング,隠面消去,レイトレのアンチエイリアシ
ング,分散レイトレ,パーティクル,アニメー
ション原理について学ぶ。実習では,Visual
C++をつかいCGインターフェースの実装を学
ぶ。

GB22401と同一。
対面. オンライン(同
時双方向型)
対面とオンライン
（同時双方向型）を
組み合わせて実施す
る。

国際総合学類

BC12651 情報セキュリティ 1 2.0 3・4 春AB 金1,2 3A402
西出 隆志,國廣
昇,髙橋 大成

電子社会の進展にともなってセキュリティ対策
の重要性が増している。そこで、情報セキュリ
ティに関する基礎理論を習得し、それが実際に
どう使われているかを学ぶ。基礎理論では暗号
を中心とし、応用ではインターネット上に展開
されるシステムのセキュリティ対策を中心に講
義する。

主専攻共通科目
GB40111と同一。
対面
2019年度までに開設
された「情報セキュ
リティ」(GB42101)の
単位を修得した者の
履修は認めない。

国際総合学類

BC12671
ヒューマンインタ
フェース

1 2.0 3・4 春AB 木5,6 3A402 高橋 伸,古川 宏

ユーザの側に立ったヒューマンインタフェース
の考え方について説明する。身近な道具や日用
品におけるヒューマンインタフェース,ヒュー
マンインタフェースの原理,インタフェース設
計などについて学ぶ。GUIや視覚的インタ
フェース技術について学習し,これらの考え方
にもとづき簡単なインタフェース設計ができる
ようになることを目指す。

主専攻共通科目
GB40301, GE71101と
同一。
対面
基本は対面にて実施
する。

国際総合学類

BC12681 人工生命概論 1 1.0 2 - 4 秋AB 木4 3A402 岡 瑞起

　人工生命は、あらゆる生命にヒントを得て、
生命的なシステム作る。あるいは作ることを通
して生命を理解することを目的とした研究分野
です。
　本講義では、生命の中心的な性質のひとつで
ある、「創発」を生み出すアルゴリズムについ
て学びます。身体性を使う、集団を使う、進化
を使う、という３つの異なるアプローチを通し
て、創発や適応を実装できる知識を身につける
ことを目指します。
　必要に応じて、Pythonで書かれたコードを走
らせながら体感的に学びます。

GB32301と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC12701 都市経済学 1 2.0 2 - 4 秋AB 木1,2 3A204
太田 充,牛島 光
一

都市経済学と立地論の分析手法の基礎を習得
し、都市・地域・国際交易に関する政策につい
ての知識を学ぶ。

地域科学エリア。
BB41441, FH48021と
同一。
G科目. 対面(オンラ
イン併用型)
期末試験は対面実施
予定。

国際総合学類

BC12721 都市計画原論 1 2.0 1・2 春AB 月1,2 3A204 谷口 守

我々が暮らす都市はどのように形成されたのだ
ろうか。また、そこに存在する様々な問題はど
のように解決していけばよいのだろうか。本講
義は都市のなりたちとその課題、都市を構成す
るインフラや建築物、およびその計画の方法や
将来展開について、国内外の多様な事例をひも
とく事を通じ、本分野の入門として幅広い知識
と知恵を身につけることを目的とする。

都市計画共通。
FH45201と同一。
対面
2年次履修推奨科目
(都市計画主専攻)。
2019年度までに
FH63071を修得したも
のの履修不可。
2018年度以前入学者
はFH63071の履修に代
えることができる。

国際総合学類

13 20230214



科目番号 科目名 授業方法 単位数
標準履修

年次
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申請条件 開設

BC12731 開発経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 水4,5
共同利
用棟
A103

箕輪 真理

This course is an introduction to
development economics, covering both
theoretical and empirical research related
to development. The course will cover many
of the key topics in development: poverty
and inequality, industrialization,rural
sector development,human
capital,governance and institution,among
others.

BB41421, BE22261と
同一。
英語で授業。
対面. 対面(オンライ
ン併用型)

国際総合学類

BC12751 都市計画の思想史 1 2.0 1 - 3 秋C
火・木
5,6

3A204 松原 康介

都市計画を学ぶこととは、一義的には都市を制
御するための技術を習得し職能として身に着け
ることを意味するが、その成立の背景で積み重
ねられてきた多くの試行錯誤の歴史を知ること
は、都市計画と人間の関わりのあり方を客観的
にとらえ、技術と倫理の関わり方を考える力を
養うことにつながる。本講義では、都市計画の
基礎的なトピックを対象に、その成立に関わっ
た人々の考え方や言葉を「しつこく丁寧に掘り
下げて」議論する。テキストや写真、図面な
ど、できるだけ多くの生資料に触れて頂く。
  国際の学生にとっては、世界史もふまえた広
い切り口からの都市計画への入門講座として位
置付けられる。また、社工生にとっては、普段
学んでいる技術としての都市計画の成立の背景
に、どんな人々のどのような考え方が潜んでい
たのかを再認識する機会として頂きたい(もち
ろん、他学類の学生も歓迎します)。

FH45081と同一。
対面(オンライン併用
型)

国際総合学類

BC12831 都市計画の歴史 1 2.0 1・2 春AB 木1,2 2H201 藤川 昌樹

古代から現代に至る都市・建築の歴史を概説
し,各時代の空間の特色と政治・経済・社会・
技術的背景との関連について考察を進める。ま
た、現代に残された歴史的環境を保存するため
の制度・事例についても論述する。

都市計画共通。
FH45211と同一。
対面
2年次履修推奨科目
(都市計画主専攻)。
2019年度までに
FH63081を修得したも
のの履修不可。
2018年度以前入学者
はFH63081の履修に代
えることができる。

国際総合学類

BC12851 世界経済史 1 2.0 2 - 4 秋AB 月5,6 3A403 田中 洋子

世界経済の発展とグローバル化・工業化の歴史
を長期的な世界史の視点から概観する。人類史
における経済と交易の意味からはじまり、18世
紀末の産業革命以降の工業化・資本主義の展開
がもたらした社会へのインパクトを学び、それ
が現在デジタル経済化という形で私たちの生活
に深く影響を及ぼしていることまで学ぶ。世界
経済の歴史的変容を理解する中で、現在の自分
たちが置かれている社会経済システムがどのよ
うな位置にあるのか、国際的・歴史的に相対化
して理解できるようにすることを目標とする。

授業に続いて関連映
画を行うので、可能
な場合は6限以降も一
時間程度あけておく
ことが望ましい。
BB41501と同一。
対面

国際総合学類

BC12871
コンピュータネット
ワーク

1 2.0 3・4 春AB 木5,6 3A202
佐藤 聡,木村 成
伴,津川 翔

データ通信における伝送と交換の基礎および
LAN,WAN,インターネットなどのコンピュータ
ネットワークを構築するための基礎となるアー
キテクチャについて解説する。

主専攻共通科目
GB30101, GC25301と
同一。
対面. オンライン(同
時双方向型)
情報メディア創成学
類の「情報通信概
論」(GC25101)の単位
を修得した者の履修
は認めない。2018年
度以前の入学の情報
科学類生の受講は認
めない。オンライン
（同時双方向）と対
面を同時に実施しま
す．学生がどちらか
を選択できる形にし
ます．大学の対策方
針により対面ができ
ない状況になった場
合にはオンライン
（同時双方向）のみ
で実施します．

国際総合学類

BC12881 機械学習 1 2.0 3・4 春AB 火1,2 3A209 秋本 洋平

人間による判断や認識と同等の機能をコン
ピュータを用いて実現する機械学習や人工知能
の理論と方法を、教師付き学習、教師なし学習
を中心に理解する。

主専攻共通科目
GB40501と同一。
対面(オンライン併用
型)
オンライン(オンデマ
ンド型)。期末試験の
み対面で実施する。
2020年度までに開設
された「機械学習」
(GB42404)の単位を修
得した者の履修は認
めない。

国際総合学類

BC12921 Health Economics 1 2.0 2 - 4 春AB 木5,6 1B208
モゲス アブ ギ
ルマ

Health Economics is an applied economics
course that analyzes issues in health,
medical care and health finance. The
demand for health and medical care
services and the economic behavior of
health service providers and the operation
of health insurance markets are analyzed
with economic tools of analysis and
perspectives. The role of the government
sector in the provision, regulation and
financing of health care services are
addressed within the context of health
sector policies both in developed and
developing countries.

BE22861と同一。
英語で授業。
対面

△

授業担当教員の判断による 国際総合学類

BC12951 地理情報システム概論 1 2.0 2 - 4 秋AB 木3,4 3A305 RAMDANI Fatwa

This course provides basic understanding
of the fundamental concepts, principles,
functions, and applications of Geographic
Information Systems (GIS) in the domain of
social science. A special focus of the
course will be to illustrate the utility
of GIS in applied studies such as data
acquiring, inputting, storing, managing,
analysing, and mapping geospatial data. We
will cover widely used database such as
Landsat-8 and Sentinel-2, nighttime
imagery, global impervious surface area,
and world land cover. We will learn using
free and open-source GIS software like
QGIS and GeoDa for case-based focus on
real-world applications. There is no
prerequires course to take this course,
however basic understanding of statistic
is an advantage. This course will be
conducted in English.

英語で授業。
対面

国際総合学類

14 20230214



社会国際学教育プログラム(社会・国際学群)
専門基礎科目(選択):社会国際学教育プログラム

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
科目等履修
生申請可否

申請条件 開設

BE21131
Introduction to
Programming

1 2.0 1・2 春AB 火1,2 1C206
ヴァシラケ シモ
ナ

This course is focused on helping students
acquire fundamental programming notions.
Some of the topics that will be covered
include starting programming from
"pen&paper", pseudocode, algorithms, data
types, basic control structures etc.

英語で授業。
G科目. 対面
The number of
students is limited
to 30.

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE21171
Law and Society in
Japan

1 1.0 2 - 4 秋C 水5,6 1C306 宮坂 渉

This course is to provide an introduction
to law and to the Japanese legal system.
The topics covered by this course include
the development of Japanese law, the basic
structure of Japanese law, criminal and
civil law of Japan and future prospects of
Japanese law and legal system.

This course is
available only for
students who
acquired the credit
of Introduction to
Law. The number of
students is limited
to 20-25.
BB28081と同一。
英語で授業。
G科目. 対面

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE21181
Sociology of
Contemporary Japan

1 2.0 1・2 春AB 木4,5 1C306
ウラノ エジソン
ヨシアキ

The aim of this course is to analyze the
social and economic changes in Japan, with
particular focus on changes in the nature
of work in society and its implications in
Contemporary Japanese society, including
complex issues such as migration, foreign
workers, ageing society, job hunting,
working poor and inequality.

Limited to 35
students.
西暦奇数年度開講。
BB11871と同一。
英語で授業。
G科目. 対面
Equivalent to
"Social Issues in
Contemporary Japan
(BE21181)"

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE21201
International
Economics

1 2.0 2 春AB 水3,4 3A202 黒川 義教

This course will introduce students to
basic international economic theories and
their applications to real world data
mainly about Japan's international trade
and finance. I will emphasize the
usefulness of basic international economic
theories in understanding international
economic issues. This course does NOT
require BC51061 Introductory
Microeconomics or BC51081 Intro-
Intermediate Macroeconomics as a
prerequisite. In class, I will explain all
necessary background to understand this
course.

社会・国際学群の学
生に限る。
BC51071と同一。
英語で授業。
対面

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

社会・国際学群

BE21231 マクロ経済学概論 1 2.0 2 秋AB 木1,2 3B202 内藤 久裕

This course covers the basic concepts in
macroeconomics. Topics include the IS-LM
model, aggregate demand, aggregate supply
and the Phillips curve, monetary and
fiscal policy, rational expectations, real
business cycle models, micro foundations,
and long-run economic growth.

BC51081と同一。
英語で授業。
対面
Only those who are
able to participate
in face-to-face
classes are
eligible.

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

社会・国際学群

BE21241 Media Politics 1 2.0 1 - 3 秋AB 水3,4 3A308
川﨑 レスリー
タック

From “traditional” media, such as
newspapers and television, to new media
formats including websites, blogs and
social media channels, in this course,
students will examine the intersection
between media and politics from historical
and theoretical perspectives. Special
emphasis is placed on the use of the
internet and “new media” by political
actors for the purpose of effecting
political outcomes.

BC51161と同一。
英語で授業。
対面

△

学類の基礎科目であるので受講者
が多すぎる時には受講を制限する
ことがある

社会・国際学群

BE21371 Introduction to Law 1 2.0 1・2
春C夏季
休業中

集中 宮坂 渉

This course aims to make students get
comprehensive introduction to
Jurisprudence or legal studies. It
addresses the character and contents of
each field in Jurisprudence through
practical and case examples.

The number of
students is limited
to 30-35.
英語で授業。
対面

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE21381
Introduction to
Political Science

1 2.0 1・2 秋AB 月1,2 1C310 関 能徳

This course introduces students to the
fundamental of political science. The goal
of this course is to become familiar with
major concepts and theories that we often
use in empirical political science
research. To this end, this course covers
a wide range of topics including modern
states, political regime, political
institutions, political violence, and
identity politics. 

Another goal of this course is to improve
your critical thinking skill. I encourage
you to move from memorizing factual
knowledge to evaluating explanations and
interpretations of a variety of political
phenomena you observe. Of course, having
accurate factual knowledge is important,
but it is only the basis with which you
start a journey of looking for rigorous
explanations of what is happening in the
world today.

Equivalent to
"Politics and
Society (BE21381)"
英語で授業。
G科目. 対面

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE21391
Introduction to
Sociology

1 2.0 1・2 秋AB 木5,6 1C403
ウラノ エジソン
ヨシアキ

この授業は社会学における基礎概念を紹介する
とともに、代表的な社会学者についても解説す
る。授業では、グロバリゼーション、国際人口
移動、多様性、家族及び社会格差など、現代社
会を理解するためにキーとなるテーマを議論す
る。

Bruce, Steve(2018)
Sociology: A Very
Short Introduction,
Oxford University
Press. 
Giddens,A. and
Sutton,P.W.(2017)
Sociology 8th
Edition, Polity.  

英語で授業。
対面

社会・国際学群

15 20230214
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BE21511
Academic Discussion
Seminar

1 2.0 1・2 秋AB 木3,4 3A212
ヴァシラケ シモ
ナ

The goal of this course is to engage
students in active discussions on various
contemporary topics, ranging from
politics, economics, science to culture,
entertainment etc. The students will be
encouraged to express and defend their
opinions openly and actively, as well as
propose issues to be debated.

英語で授業。
G科目. 対面.
interdepartmental
course
The number of
students is limited
to 30. Students who
received the
credits from
Academic Discussion
Seminar II in
AY2018 and earlier
cannot register.

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE21831
Quantitative Methods
for Social Sciences

1 2.0 1・2 秋AB 火3,4 関 能徳

This course introduces students to the
fundamental of causal inference that
constitutes the core of quantitative
social sciences today. The course is
divided into three parts: (1) conceptual
discussion of causal inference, (2)
elementary statistical theory, and (3)
programming with statistical software. We
are using a free software, R, which has
been widely used by both scientists and
major multinational corporations including
Google.

英語で授業。
G科目. 対面
The number of
students is limited
to 20. Priorities
are given to
students from the
College of Social
Sciences and the
College of
International
Studies.

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE21871 Monetary Economics 1 2.0 3・4 秋AB 火5,6 1C403
モゲス アブ ギ
ルマ

This course deals with the monetary theory
and policy in the context of modern
economies. It addresses the role and
definition of money in the economy, the
microeconomic and macroeconomic aspects of
money, the demand for money, the supply of
money and interest rates, monetary policy
making and instruments of monetary policy,
and central banking at theoretical and
practical levels. The course equips
students with the skills to understand the
operation of modern economies and the main
monetary aggregates of an economy over
time and across countries and its
implications on economic welfare
indicators.

Reading materials
are uploaded on
manaba system.
英語で授業。
G科目. 対面

社会・国際学群

専門科目(選択):社会国際学教育プログラム

科目番号 科目名
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科目等履修
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BE22031
Japanese Foreign
Policy

1 2.0 2 - 4 秋AB 月3,4 3A203 潘 亮

This course examines the historical
background of modern Japan’s foreign
policymaking from early 1890s till the end
of the Second World War (1945). Main
emphasis of the lectures will be placed on
the interaction between Japanese domestic
politics and foreign affairs.

西暦奇数年度開講。
BC11911と同一。
英語で授業。
対面(オンライン併用
型)

社会・国際学群

BE22071
International
Politics

1 2.0 2 - 4 秋AB 火5,6 3A202 大友 貴史

This course examines various theories and
cases to understand the dynamics of
international politics.

BC11121と同一。
英語で授業。
対面

社会・国際学群

BE22151 Democratization 1 2.0 2 - 4 春AB 火3,4 1B203 関 能徳

The objective of this course is to help
students better understand democratization
using the tools and theories of political
science. The target of this course is
advanced undergraduate students (1) who
would like to study questions related to
democracy and dictatorship and (2) who
would like to write the graduation thesis
in this area of research. To this end,
this course covers a variety of topics
including the concept and typology of
political regime, regime change, democracy
and development, support for democracy,
crisis of democracy, nondemocratic regime,
elections in nondemocratic settings, and
foreign aid and democracy assistance.
Moreover, students are expected to
understand and critically evaluate the
various theories that are used to explain
democratization.

Open in an odd
number year.
Students who
completed
"Democratization
(BE22131)" in
AY2019 cannot
register.
西暦奇数年度開講。
英語で授業。
対面

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE22221 Japanese Economy 1 2.0 2 - 4 秋AB 月5,6 3A203 黒川 義教

The main purpose of this course is to
understand basic historical facts about
the Japanese Economy. We analyze those
facts both empirically and theoretically
and relate most Japanese issues to those
in the U.S. The goal of this course for
Japanese students is to explain to foreign
people about the Japanese economy in
English, and that for international
students is to be more interested in
Japan. As a prerequisite, this course
requires BC51061 Introductory
Microeconomics and BC51071 International
Economics, or equivalent.

BC11881と同一。
英語で授業。
対面

△

受講者数又は教室等に余裕がある
場合に限る

社会・国際学群

BE22231 計量経済学 1 2.0 2 - 4 春AB 火1,2 3A305 ユウ ゼンフェイ

This course is an introduction to
econometrics. We will begin with the
linear regression model and its estimation
and inference. Then we will cover linear
models with endogeneity, linear panel
models, limited dependent variables, and
models used in program evaluations. This
course prerequires Introductory
Statistics.

BC12061と同一。
英語で授業。
対面

社会・国際学群

BE22241 Economic History 1 2.0 2 - 4 秋AB 月3,4 1B402 高橋 秀直

This course will provide an overview of
history of international finance from the
late 19th century to the interwar period.

Online lecture
This class will be
lectured in
English.
BB41541と同一。
英語で授業。
対面

社会・国際学群

BE22261
Development
Economics

1 2.0 2 - 4 春AB 水4,5
共同利
用棟
A103

箕輪 真理

This course is an introduction to
development economics, covering both
theoretical and empirical research related
to development. The course will cover many
of the key topics in development: poverty
and inequality, industrialization,rural
sector development,human
capital,governance and institution,among
others.

BB41421, BC12731と
同一。
英語で授業。
対面. 対面(オンライ
ン併用型)

社会・国際学群

16 20230214
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BE22271 International Trade 1 2.0 2 - 4 春AB 木1,2 3A416 内藤 久裕

As the economy becomes more globalized, it
is becoming necessary to study the basic
mechanism of international trade and its
impact on welfare. In this course, we
first study the concept of comparative
advantage and study why countries will be
engaged in international trade. Then, we
study the impact on welfare by using
several models. (The Ricardian, Heckscher-
Ohlin and Specific Factor Model). Then, we
study the monopoly model and its
implication for international trade
theory.  In addition, we discuss the
impact of international factor movement
such as immigration and foreign direct
investment.

西暦奇数年度開講。
BB41601, BC11411,
FH25051と同一。
英語で授業。
対面

社会・国際学群

BE22321 統計科学 1 2.0 2 秋AB 火1,2 3A409 ユウ ゼンフェイ

This course is a formal introduction to
Statistics. No prior knowledge of
probability and statistics is required as
all concepts will be developed from the
ground up. We will cover a range of topics
including descriptive statistics, basics
of probability, random variables,
distribution and density functions,
sampling distributions, point estimation,
confidence intervals, and hypothesis
testing. If time allows, a preview of the
regression analysis will be provided. The
details of regression analysis will be
covered in Introductory Econometrics,
which is a continuation of this course.

2016年度までの
BC12031「統計科学」
の単位を取得した者
は履修不可.
BC51181と同一。
英語で授業。
対面

社会・国際学群

BE22351
Introduction to
International Law

1 1.0 1 - 4 秋AB 月3 1C306 秋山 肇

This course introduces the basics of
international law. Students learn history
and traditional topics as well as recent
issues in international law.

This course
welcomes non-native
English speaking
students of both
School of Social
and International
Studies and other
schools and
programmes.
英語で授業。
対面

社会・国際学群

BE22391
International Human
Rights Law

1 2.0 2 - 4 秋C
火1,2,
木3,4

1C305 秋山 肇

This course is composed of three parts.
Part I “Invitation to International Human
Rights Law” covers the basics of
humanity, international society and
international law. Part II “Basics of
International Human Rights Law” discusses
the basics of international human rights
law such as the Universal Declaration of
Human Rights and International Covenants
on Human Rights. Part III “Issues” deals
with issues in international human rights
law such as women, children, refugees and
stateless persons. In the third part,
students may be required to make an oral
presentation depends on the number of
students.

This course
welcomes native and
non-native English
speakers of both
Undergraduate
Program of
International
Social Studies
(TISS) of the
School of Social
and International
Studies and other
colleges and
programmes.
BB28071と同一。
英語で授業。
対面

社会・国際学群

BE22401
Transnational Social
Policy

1 2.0 2 - 4 秋AB 木3,4 1C406
ウラノ エジソン
ヨシアキ

Globalization has brought many changes in
social life, including increasing flows of
financial resources, goods and persons.
Among the new challenges these changes
pose to governments and civil society is
the need to create new social agenda and
to develop social policies. The aim of
this course is to discuss these challenges
for the 21st Century from a transnational
perspective.

Biennial Course
(offered in odd
years)
西暦奇数年度開講。
BB11861, BC11471と
同一。
英語で授業。
G科目. 対面

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE22471
Globalization and
Development

1 2.0 2 - 4 春AB 金5,6 1C406
キンポ ネイサン
ギルバート

This course examines the politics of
development in the era of globalization,
exploring major issues and problems being
encountered and confronted by the
developing countries in the contemporary
period.  The aims of the course are:
• To broaden students’ knowledge of major
development issues and the impact of
globalization on developing countries.

• To provide students with a good
introduction to globalization theory and
to the politics of development.

BC11351と同一。
英語で授業。
G科目. 対面

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE22501 言語人類学 1 2.0 2 - 4 春AB 火1,2 3A304 井出 里咲子

An introduction to linguistic
anthropology, this course explores the
relationship between language and culture,
especially on how language reflects
culture and how culture creates language.
Through the lectures, required readings,
group discussions, and student projects,
we will learn the roles and functions of
language in creating universal as well as
cultural-specific worldviews.

BC11511と同一。
英語で授業。
対面(オンライン併用
型)
 (旧「人類言語学」)

社会・国際学群

BE22521
International
Education

1 2.0 2 - 4 春AB 火3,4 3B204 柴田 政子

This course invites both overseas and
Japanese students.  The major purpose of
the course is to enable students to learn
about issues and current trends in
educational studies in international
perspectives. It deals with themes, such
as development, colonial legacy and global
interaction, in education.

BC12241と同一。
英語で授業。
対面(オンライン併用
型)

社会・国際学群

BE22551
Outline of Japanese
Education

1 2.0 2 - 4 秋AB 火3,4 3A410 柴田 政子

This course is offered to students who are
interested in the historical development
of Japanese education. The course looks at
the processes of the foundation of the
Japanese education system and the
formation of a modern state in Japan.
Special reference is made to the past and
present dimensions of patterns of the
cross-national transfer of policy for
education. Thus international and
comparative perspectives are welcome
throughout the course.

BC12251と同一。
英語で授業。
対面(オンライン併用
型)

社会・国際学群

17 20230214
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BE22821
History of Economic
Thought

1 2.0 2 - 4 秋AB 木5,6 1B208
モゲス アブ ギ
ルマ

The course is about the history,
philosophy and evolution of economic ideas
and thoughts. We review critically the
different schools of economic thoughts
from the classical to the modern schools
to provide students with a comprehensive
understanding of the origin, evoultion,
arguments, and philosophy of economics and
the economists behind such powerful ideas.

BC16021と同一。
英語で授業。
対面

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE22851
Mathematical
Economics

1 2.0 2 - 4 春AB 火1,2 生藤 昌子

This course introduces students to the
most fundamental analytical tools of
mathematics for economics. It provides the
necessary skills and training to use
mathematical approach in economic
analysis. The goal of this course is to
give the students skills to apply the
mathematical methods to solution of
economics problems.

Identical to
BB41561 and
BC16011.
Lectures are
conducted in
English.
Online(Asynchronous
)
BB41561, BC16011と
同一。
英語で授業。
オンライン(オンデマ
ンド型)

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE22861 Health Economics 1 2.0 2 - 4 春AB 木5,6 1B208
モゲス アブ ギ
ルマ

Health Economics is an applied economics
course that analyzes issues in health,
medical care and health finance. The
demand for health and medical care
services and the economic behavior of
health service providers and the operation
of health insurance markets are analyzed
with economic tools of analysis and
perspectives. The role of the government
sector in the provision, regulation and
financing of health care services are
addressed within the context of health
sector policies both in developed and
developing countries.

BC12921と同一。
英語で授業。
対面

△

授業担当教員の判断による 社会・国際学群

BE22871
開発途上国における諸
問題

1 2.0 2 - 4 秋AB 金4,5 3K102 中野 優子

The goal of this course is to understand
contemporary and important economic and
social issues in developing countries. We
also analyze statistical data related to
the topics.

BB41401, BC12121と
同一。
英語で授業。
対面

社会・国際学群

BE22901
Economic
Development(経済発展
論)

1 2.0 2 - 4 春AB 水4,5 3A407
モハマド マレク
アブドゥル

In addition to introducing key concepts
and issues of economic development this
course gives practical understanding and
experiences of how pro-poor policies work
in practice in the field of international
development- the focus mostly comes from
the instructors` continued high quality
empirical research including randomized
control trails (RCTs).  The course will
also give exposure about how tools of
macroeconomics, microeconomics,
econometrics, international trade, etc.
are applied to understanding the problems
of development, and how data and empirical
evidence can shed light on conflicting
views and questions about the process of
development.

BC12091と同一。
英語で授業。
対面

社会・国際学群

18 20230214
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