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 1 基礎科目（C）  General Foundation Subjects

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号
Course

No.
Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview

Remarks
Code-sharing No.

01DP001
リサーチ・ワークショップⅠ
Research Workshop I

2.0
秋ABC
FallABC

応談 by
appointment

関係教員全員
Faculty members

指導教員による不断の指導を受けるとともに、1年次最後に修士論文構想発表を行う。その過程に
おいて、2年次生の中間発表会、論文審査口頭試問、優秀論文発表会に出席する。
This course aims to deepen and develop the understanding of the research questions of Master
thesis. Each student need to give "Presentation of the framework for a Master's Thesis" (end of
1st year), and need to attend the "Midterm Presentation", "Oral defense" and "Best Thesis
Presentation" given by 2nd year students.

1年次に履修。修論構想発
表を行う学期に登録するこ
と。

01DP002
リサーチ・ワークショップⅡ
Research Workshop II

2.0
春ABC
SprABC

応談 by
appointment

関係教員全員
Faculty members

指導教員による不断の指導を受けるとともに、1年次最後に修士論文構想発表を行う。その過程に
おいて、2年次生の中間発表会、論文審査口頭試問、優秀論文発表会に出席する。
This course aims to deepen and develop the understanding of the research questions of Master
thesis. Each student need to give "Presentation of the framework for a Master's Thesis" (end of
1st year), and need to attend the "Midterm Presentation", "Oral defense" and "Best Thesis
Presentation" given by 2nd year students.

1年次に履修。修論構想発
表を行う学期に登録するこ
と。

01DP021
プロジェクト演習Ⅰ
Seminar on Special Topics I

3.0
秋ABC

Fall ABC
応談 by

appointment
関係教員全員

Faculty members
3月
修了

指導教員による不断の指導を受け、修士論文を完成させる。なお、その課程において、中間発表及
び修士論文発表会での研究発表を課す。
This class aimes tocomplete Master's Thesis. Each student need to giva "Midterm Presentation".

2年次に履修。修論を提出
する学期に登録すること。

01DP022
プロジェクト演習Ⅱ
Seminar on Special Topics II

3.0
春ABC

Spr ABC
応談 by

appointment
関係教員全員

Faculty members
9月
修了

指導教員による不断の指導を受け、修士論文を完成させる。なお、その課程において、中間発表及
び修士論文発表会での研究発表を課す。
This class aimes tocomplete Master's Thesis. Each student need to giva "Midterm Presentation".

2年次に履修。修論を提出
する学期に登録すること。

 2 専門基礎科目群（専門基礎）(B) Foundation Subjects for Major

科目番号 授　業　科　目 単位
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曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号
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No.
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Remarks
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01DP402
International Relations Ⅱ-A
国際関係論Ⅱ-A

1.0 Fall Intensive 8A409 Timur Dadavaev EN
This class will focus on the analysis of Japanese diplomacy and relations between Japan and
post-Soviet states of Eurasia. 旧ソ連諸国(ロシア、ウクライナ、ベラルーシに加え、コーカサス、中
央アジア諸国)と日本の関係を取り上げ、この地域における日本の外交政策を分析する。

PEPP01DZ575

01DP412
International Relations Ⅱ-B
国際関係論Ⅱ-B

1.0 Fall Intensive 8A409 Timur Dadavaev EN

This class will focus on the analysis of Japanese involvement and recent developments in
Eurasian Community construction in post-Soviet Eurasia. 旧ソ連諸国(ロシア、ウクライナ、ベラ
ルーシに加え、コーカサス、中央アジア諸国)と日本の関係を取り上げ、新しいユーラシア共同体構
築の試みと日本のかかわりを分析する。

PEPP01DZ578

01DP463
International Politics Ⅱ-A
国際政治学Ⅱ-A

1.0 Spr AB Tue 3
共同A604

Takafumi Ohtomo EN
The aim of this course is to introduce students to some of the main theories of international
relations.

国日01DR112
(PEPP01DZ106）

01DP464
International Politics Ⅱ-B
国際政治学Ⅱ-B

1.0 Fall AB Thu 2
8M604
(共研)

Takafumi Ohtomo EN
The aim of this course is to introduce students to some of the main theories of international
relations.

国日01DR113
（PEPP01DZ107）

01DP469
International Politics Ⅴ-A
国際政治学Ⅴ-A

1.0 Spr AB Fri 3 8A107
Leslie Tkach

Kawasaki
EN

The main purpose of this course is to provide students with an overview of issues and topics
related to the information society in the world in general and Japan and south-east Asia in
particular.

(国日01DR488)
(PEPP01DZ572)
(体育01EH041)

01DP470
International Politics Ⅴ-B
国際政治学Ⅴ-B

1.0 Spr AB Fri 4 8A107
Leslie Tkach

Kawasaki
EN

The main purpose of this course is to provide students with an overview of issues and topics
related to the information society in the world in general and Japan and south-east Asia in
particular.

(国日01DR489)
(PEPP01DZ573)
(体育01EH072)

01DP501
地域研究論Ⅰ-A
Area Studies Ⅰ-A

1.0 春AB 木1
総合
A108

村山裕司
地域を分析するフレームワークについて講義します. 実証研究の成果をもとに,地域分析の多様な
手法について概説します.

01DP502
地域研究論Ⅱ
Area Studies Ⅱ

1.0 春AB 火1 8A409 専攻長　他
世界の諸地域の特質とともに地域を解明する枠組み等について,人文・社会科学の視点からアプ
ローチし、地域研究の在り方を探るオムニバス講義。

01DP557
地域調査法Ⅱ-A
Methods of Fieldwork II-A

1.0 春AB 月2 8B201 崔　宰英

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,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、分析データの調査方法と、計量分析ツールを正しく使
うための基礎統計や使い方について講義する。計量分析の概要、基礎集計(度数分布)、記述統計
(代表値、散布度)など統計の基本を理解し、日本社会と計量分析1Bを勉強するための土台作りを
行う。

国日01DR120

01DP567
地域調査法Ⅱ-B
Methods of Fieldwork II-B

1.0 春AB 木2 8B201 崔　宰英

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,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、分析データの調査方法と、計量分析ツールを正しく使
うための基礎統計や使い方について講義する。そのため、日本社会と計量分析1Aで学んだ知識(基
礎集計、記述統計)を土台とし、関連分析(相関分析、回帰分析)を中心とした、計量分析の入門的な
概念を理解し、発展させる。

国日01DR121

01DP553
Methods of Fieldwork III
地域調査法Ⅲ

1.0 Fall AB Mon 3 8A409 Edson Urano EN
The objective of this course is to introduce students to qualitative research methods and
research design. The purpose is to provide students with theoretical and practical skills while
planning and carrying out their own research, through lectures and group discussions.

01DP604
比較文化論Ⅳ
Study of Comparative Culture Ⅳ

1.0 秋ＡＢ 水3
共同研
A601-1

仲田　誠

概要:1.マスメディア研究、情報社会研究の基礎を学ぶ。2.マスメディア研究、情報社会研究の背後
にある価値観・社会観・世界観に焦点をあてる。3.「事実」と「フィクション」の関係に注目し、ニュース
や広告などの意味を読み解く。4.日中のメディア観と背後にある価値観・社会観・世界観の比較をお
こなう。5.(4と関連し、時間の許す限り)戦前戦後の小津安二郎(晩春)の映画や戦中の日本映画(田
坂具隆の『5人の斥候兵』など)、稲垣浩、黒澤明などの映画を見ながら、日本人の価値観について
考える。日本的悲しみの思想や運命感・無常観などと日本的社会のありかたについて考える。映像
の中にこのような価値観、世界観がどのように反映されているか考える。 こうした価値観や身体感
覚・身体図式が日本の社会・技術・科学のありかたにどう関わってきたかについても考える。

国日01DR642

01DP612
比較文化論Ⅰ-B
Study of Comparative Culture Ⅰ-B

1.0 Fall ＡＢ Tue 6 8A409 Takeshi Kimura EN
This course aims at introducing Japanese culture and history, especially, religious cultures and
histories in Kyoto.

01DP638
比較宗教論Ⅲ-A
Comparative Religion Ⅲ-A

1.0 春AB
応談
(火4)

共同研
A601-2

津城　寛文
今日の宗教状況の変動の一側面を考察するために,聖地とツーリズムとの関連をめぐる文献を読む
ことを通じて,この側面からの宗教の現在を考えてみたい.

(国日02DMR04)

01DP649
Comparative Politics IIA
比較政治論ⅡA

2.0 Spr AB Thu 1,2 3K219
Quimpo, Nathan

Gilbert
EN

This course explores theories and methods of analysis in International Political Economy, focusing
on the politics of development in developing and transition economies. Within the context of the
political economy of development, it examines the state and society in developing countries,
including such concepts as strong/weak states and societies, developmental, predatory and
patrimonial states, failed states, etc.,  and it analyzes authoritarianism and democracy, democratic
consolidation as well as regression. Also covered are such subjects as political parties and
elections; civil society and social movements; ethnicity/nationalism, religion; gender; political
culture; civil-military relations; and globalization and global governance; and their relationship to
the politics of development.

01DZ108

01DP650
Comparative Politics Ⅱ-B
比較政治論Ⅱ-B

3.0 Fall ABC Wed 5,6 3B204
Quimpo, Nathan

Gilbert
EN

This course aims to provide students with a critical understanding of public policy, administration
and management in the developing world within the context of globalization. It examines concepts
of power, government and governance; the major theories, approaches and issues in public policy
and administration/management; development administration/management; and the process of
public policy formulation, implementation and evaluation. The course tackles such aspects of
public administration/management as the bureaucracy; development planning; public financial
management; administrative reform; public enterprise reform; decentralization; and participation.

01DZ674

01DP654
Comparative Politics Ⅳ
比較政治論 Ⅳ

1.0 FallC Tue,Fri 6
Quimpo, Nathan

Gilbert
EN

This course introduces students to the study of migration across borders in the contemporary
era of globalization. Taking an interdisciplinary approach, it mainly examines the political economy
of global/international migration, but it also delves into other aspects: history, geography,
anthropology, sociology, etc. The term global migration here covers not just temporary or
seasonal cross-border migration, but also emigration, immigration, remigration, and forced
migration (as in the case of refugees).



01DP668
比較経済論Ⅱ-A
Comparative Economics Ⅱ-A

1.0 秋AB 水2
図書館

セミナー室
田中　洋子

日本、アジア、ドイツをはじめとするヨーロッパ、アメリカなど各国の働き方の歴史および現状につい
ての分析を行い、国際比較の観点から議論するとともに、対応する労働政策・社会政策のあり方を
考察する。

国日01DR466

01DP669
比較経済論Ⅱ-B
Comparative Economics Ⅱ-B

1.0 秋C 集中
図書館
セミナー

室
田中　洋子

各国の労働システムをはじめとする社会経済体制について、参加者一人一人が報告をし、それを題
材として国際比較の観点から議論を行う。

国日01DR467

01DP672
比較民俗学Ⅱ
Study for Comparative Folklore Ⅱ

1.5 春ABC
応談
(木2)

人社
A717

徳丸　亜木
日本本土および南西諸島における信仰事象について,民俗学研究の立場から論ずる.また,授業の進
捗に応じて,近年の儀礼・信仰研究に関わる研究論文を講読する.

01DP694
比較法学論II-A
Comparative Law II-A

1.0 秋AB 水4
共同
A102

辻　雄一郎 比較憲法について学ぶ。

01DP695
Comparative Law II-B
比較法学論 II-B

1.0 Fall AB Wed 5 8A404-2 Tsuji Yuichiro EN
Study governmental system through Japanese Constitution and other country's constitution.This
course is taught in English.

01DP698
開発法学論II-A
Law and Development II-A

1.0 春AB 水4 共同A102 辻　雄一郎 開発と法の関係性について学ぶ。

01DP699
Law and Development II-B
比較法学論II-B

1.0 Spr AB Wed 5 8A404 Tsuji Yuichiro EN Study law and development. This course is taught in English.

01DP689  公法総合演習I-APublic Law I-A 1.0 春AB 水3 1C305 辻　雄一郎
憲法と行政法について学ぶ。国会、内閣、裁判所といった統治機構と人権、行政法の基本について
学ぶ。

01DP690  公法総合演習I-BPublic Law I-B 1.0 秋AB 水3 1C305 辻　雄一郎
憲法と行政法について学ぶ。国会、内閣、裁判所といった統治機構と人権、行政法の基本について
学ぶ。

01DP685
国際社会と法 I
International Society and Law Ⅰ

1.0 Fall AB 金２ 8A409
守田　智保子

(Chihoko Morita)
国際社会における刑事手続の在り方について考える。 日本の刑事手続概観と問題点、 国際社会
における犯罪、 刑事手続とその問題点等。

01DP704
Cultural AnthropologyⅢ
文化人類学Ⅲ

1.0 Fall A Intensive Toru Yamada EN

This course will introduce students to anthropology of politics and law, stressing ethnography and
cultural comparison, and relationships between law and society in a variety of social and cultural
settings.  The course will critically examine the perspectives, methods, and theories of political
and legal anthropology with the literature from overlapping fields such as jurisprudence and
sociology.

11/5,6実施

01DP728
Public Policy for Social Development Ⅶ-A
公共政策論Ⅶ-A

1.0 Spr AB Thu 3 8A107
Leslie Tkach

Kawasaki
EN

The main goals of this course are to introduce students to the major theoretical streams in public
policy and policymaking, as well as explore practical approaches to public policy.

国公01DF296
国日01DR118
体育01EH
PEPP01DZ543

01DP729
Public Policy for Social Development Ⅶ-B
公共政策論 Ⅶ-B

1.0 Spr AB Thu 4 8A107
Leslie Tkach

Kawasaki
EN

The main goals of this course are to introduce students to the major theoretical streams in public
policy and policymaking, as well as explore practical approaches to public policy.

国公01DF297
国日01DR119
体育01EH
PEPP01DZ544

01DP725
Public Policy for Social Development V
公共政策論Ⅴ

1.0 Spr AB Fri 3 8A409
Ioshiaqui Edson

Urano
EN

The main goal of this course is to introduce one of the most successful social programs put into
practice in developing countries in recent times for the purpose of reducing poverty: the
conditional cash-transfer program(CCT), or the Bolsa-Fam?lia, as it is known in Brazil.  This
family allowance scheme managed to get the attention of the international community due to
factors such as its efficiency, cost performance and its range of coverage, and has been
successfully adopted in other places as well. The effectiveness of this program was one of the
key factors in the emergence of a new middle class in Brazil in recent years.  The combination of
this scheme with a minimum wage and formal job creation policy, as well as economic growth, led
to a change in the social structure and has boosted the internal market, allowing it to serve as an
alternative engine in the face of the drastic cool down of international trade and economic
activity levels caused by the 2008 "Lehman Shock" crisis. As a result, Brazil's economic
recovery was faster and stronger than expected

PEPP01DZ505

01DP731
International Development I
国際開発論Ⅰ

2.0 Spr AB Thu 3,4
総合
A107

Mari Minowa EN

The course is a non-technical survey of economics of development.  We will discuss the debates
over wealth and poverty of nations, and the up-to-date understanding of the process of
economic development based on the insights from economic models, as well as the careful
analysis of facts and data.  Basic knowledge of economics is helpful, but not a pre-requisite for
this course

01DP734
International Development Ⅱ
国際開発論Ⅱ

2.0 Fall AB Thu 3,4
総合
A107

Mari Minowa EN

The course is a non-technical survey of economics of development.  We will discuss the debates
over wealth and poverty of nations, and the up-to-date understanding of the process of
economic development based on the insights from economic models, as well as the careful
analysis of facts and data.  Basic knowledge of economics is helpful, but not a pre-requisite for
this course

01DP733
International Development III
国際開発論III

2.0 Spr AB Wed 1,2 3A212 Moges Abu Girma EN

The purpose of this course is to address contemporary issues of economic development and
public policy issues and to introduce students to the various perspectives and analytical
framework in development economics. The course emphasizes on the state and performance of
economies in developing countries and explores the complex web of economic, social and political
forces that influence the development path of these economies. Theoretical and empirical
framework of economic development is used to locate the central development issues of
contemporary developing countries in reference to the opportunities and challenges of pursuing
economic growth and development.

01DZ656

01DP743
Economics of Development III
経済開発論Ⅲ

1.0 Spr AB Fri 3 3K226 Kenichi Kashiwagi EN

This course aims to introduce and analyze major theories and approaches of development
economics, and is designed to provide students with new challenges and issues for economic
development in developing countries. It explores economic development with a focus on the study
of (i) economic development: overview and concept of development, (ii) economic development
and structural change, (iii) economic growth, (iv) inequality and poverty, and (v) trade and
development. Briefly surveying the various theories and models of economic development, this
course intends for students to deepen their understandings on development economics, so that
they could raise interesting issues on analysis of development aspects of developing economies

PEPP01DZ667

01DP746
Economics of Development Ⅵ
経済開発論Ⅵ

1.0 Fall C Wed 3,4 Jeet B. Sapkota EN

01DP749
Seminar in International Cooperation Ⅲ
国際協力論演習Ⅲ

1.0 Fall C Intensive Michiko　Kuroda EN

This course examines international cooperation and focuses on conflict resolution, negotiation,
and mediation. Based on the instructor’s international experiences including the United Nations,
the course reviews major theories, application of techniques, and practice for this field with
specific focus on skills development. Through practical exercises and role playing, students will
gain basic skills, which can be applied to conflict resolution, negotiation, and mediation in their
future career and daily lives.

12/26-28実施

01DP766
国際社会学Ⅵ
Global Sociology Ⅵ

2.0
Spr AB
Fall AB

Mon 5 3K220 Urano EN

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。

国公01DF345
（PEPP01DZ506）

01DP755
国際協力研究インターンシップⅠ
Internship for International Cooperation I

1.0 通年 応談 箕輪　真理

独立行政法人国際協力機構筑波国際センター(以下,JICA筑波)が海外研修員向けに実施している
直営型研修コースに参加し,技術協力活動の現場に接する機会を通して,農村開発分野,国際協力分
野における途上国社会のニーズや問題点,必要とされる協力の姿などに関する理解を深めることを
目的とする.5月初旬に実施する説明会に必ず出席すること.[研修形態] 教室授業,ワークショップ,実
技など(コースパッケージにより異なる.)[研修場所] 独立行政法人国際協力機構筑波国際センター
(JICA筑波)

01DP756

国際協力研究インターンシップⅡ（SEND活動）
Internship for International Cooperation II
(SEND)

1.0 通年 応談 箕輪　真理

履修希望者は登録前に事
前に事務へ相談のこと
Please consult in advance
before registration.

01DP757
国際協力研究インターンシップⅢ-Ａ
Internship for International Cooperation III-A

1.0 通年 応談 箕輪　真理

履修希望者は登録前に事
前に事務へ相談のこと
Please consult in advance
before registration.

01DP758
国際協力研究インターンシップⅢ-Ｂ
Internship for International Cooperation III-B

2.0 通年 応談 箕輪　真理

履修希望者は登録前に事
前に事務へ相談のこと
Please consult in advance
before registration.



01DP750
国際協力研究インターンシップⅢ-C
Internship for International Cooperation III-B

3.0 通年 応談 箕輪　真理

履修希望者は登録前に事
前に事務へ相談のこと
Please consult in advance
before registration.

01DP759
日本企業インターンシップⅠ
Japanese Cooperation Internship I

1.0 春 臼山　利信　他
日本国内の企業等において一定期間インターンシップを行う。このインターンシップにおける実務経
験を通して、将来社会人として活躍するための素養と総合的なコミュニケーション能力を養う。

01DP802

Special Seminar in Area Studies V-B
(Social Science Method)
地域研究特別演習V-B （論文作成演習）

2.0 Fall AB Fri 5,6 3B204
Quimpo, Nathan

Gilbert
EN

This seminar aims to help Master’s/Ph.D. students gain a thorough understanding of research
methods and academic writing, particularly the process of writing a Master’s thesis / Ph.D.
dissertation from planning to production. Among the specific topics to be covered by the course
are: academic writing and social science research; choosing a research topic/focus; problem
formulation; research proposal making; literature review; theoretical framework; methods and
methodologies; formulation of the argument; the main writing phase; and thesis presentation and
defense. Students will be also taught about the style, mechanics,　organization, sourcing, and
formatting of an academic thesis.To sharpen and deepen the students’ understanding of
academic writing, and thesis writing in particular, they will be asked to read journal articles or
book/thesis chapters and to point out and critique: the research problem, the gap in the
literature, the thesis/argument, the theoretical framework; how the writer has backed up the
thesis/argument with evidence and organized the data, etc. Students will be encouraged to
submit research-related papers that they themselves have written – old term papers, draft thesis
proposals or draft thesis chapters – for discussion and analysis by the class.

PEPP01DZ138

01DP805

Special Seminar in Area Studies V-C （Research
Methods and Academic Writing）
地域研究特別演習V-C（論文作成演習）

2.0 Spr AB Wed 5,6 3B204
Quimpo, Nathan

Gilbert
EN

This seminar aims to help Master’s/Ph.D. students in the social sciences gain a thorough
understanding of research methods and academic writing, as preparation for writing their Master’
s theses / Ph.D. dissertations. The course covers such topics as academic writing and social
science research; choosing a research topic/focus; problem formulation; research proposal
making; literature review; theoretical framework; research design; methods and methodologies;
argument formulation; the main writing phase; and thesis presentation and defense. Students will
be also taught about the style, mechanics, organization, sourcing, and formatting of an academic
thesis.

国公01DF578
PEPP01DZ568

2 専門基礎科目群（言語文化研究科目）(B) Foundation Subjects for Major

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号

Course
No.

Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview
Remarks

Code-sharing No.

01DP101
スペイン語文献研究 Ⅰ-A
Study of Research Papers in Spanish Ⅰ-A

1.0 春AB 木2 8A404 宮﨑　和夫 スペイン語で書かれた学術論文を講読する.テキストは初回の授業で参加者と話し合って決める。

01DP103
スペイン語文献研究 Ⅰ-B
Study of Research Papers in Spanish II-B

1.0 秋AB 木2 8A404 宮﨑　和夫
スペイン語で書かれた学術論文を講読する.テキストは初回の授業で参加者と話し合って決める
が、IIAとは異なるテキストを用いる。

01DP111
イタリア語文化研究Ⅰ-A
Study of Italian Language and Culture I-A

1.5 春ABC 応談
人社
A508

秋山　学
イタリア語文献講読.イタリア語ないしラテン語の初等文法既習者対象.この科目の開講曜時限は
「応談」であるので,希望者は事前に教員にメイルで連絡を取られたい.シラバス参照.

01DP113
イタリア語文化研究Ⅰ-B
Study of Italian Language and Culture I-B

1.5 秋ABC 応談
人社
A508

秋山　学
前期の継続.この科目の開講曜時限は「応談」であるので,希望者は事前に教員にメイルで連絡を取
られたい.シラバス参照.

01DP129
Study of English Language and Culture IIII
英語文化研究Ⅲ

1.5 春ABC
応談
（木3）

初回人社
A513

Heselhaus Herrad EN
This seminar will analyze literary publications concerned with the European refugee crisis and
focus on the art and politics of expression. The European Refugee Crisis (literary aspects).

01DP130
Study of English Language and Culture IV
英語文化研究Ⅳ

1.5 秋ABC
応談
（木3）

初回人社
A513

Heselhaus Herrad EN
The European Refugee Crisis (philosophical aspects) Analysis of publications concerned with the
European refugee crisis in philosophy, political, social and cultural sciences and focus on recent
developments.

01DP134
ドイツ語文献研究 Ⅱ
Study of Research Papers in German Ⅱ

1.5 春ABC
応談
（火2）

人社
A610

伊藤　眞
ドイツ語と日本語の語彙ならびに構文をさまざまな観点から比較・対照する。あわせてドイツ語文法
についても知識を深める。

02DT725

01DP142
ロシア語文化研究Ⅱ
Study of Russian Language and Culture II

1.5 秋ABC 木4 8A102 加藤　百合
文化・教養的側面をより重視した高度な講読を中心に行う.教材として,ロシアの新聞,雑誌,著書の中
から取り上げた,文化や社会事情に関わる様々な内容の記事を用いる.(1)を履修した人,対象.

01DP161
ラテン語文化研究Ⅰ
Study of Latin Language and Culture I

1.5 春ABC 応談
人社
A508

秋山　学
ラテン語の初等文法を学ぶ.初等文法の既習者には別の選択肢も用意する.この科目の開講曜時限
は「応談」であるので,希望者は事前に教員にメイルで連絡を取られたい.シラバス参照.

01DP162
ラテン語文化研究Ⅱ
Study of Latin Language and Culture II

1.5 秋ABC 応談
人社
A508

秋山　学
ラテン語初等文法既習者を対象にラテン語の原典購読を行う.この科目の開講曜時限は「応談」で
あるので,希望者は事前に教員にメイルで連絡を取られたい.シラバス参照.

01DP171
古典ギリシャ語文化研究Ⅰ
Study of Research Papers in Classical Greek I

1.5 春ABC 応談
人社
A508

秋山　学
古典ギリシャ語の初等文法を学ぶ.初等文法の既習者には別の選択肢も用意する.この科目の開講
曜時限は「応談」であるので,希望者は事前に教員にメイルで連絡を取られたい.シラバス参照.

01DP172
古典ギリシャ語文化研究Ⅱ
Study of Research Papers in Classical Greek II

1.5 秋ABC 応談
人社
A508

秋山　学
ギリシア語初等文法の既習者を対象に古典ギリシア語の原典講読を行う.この科目の開講曜時限
は「応談」であるので,希望者は事前に教員にメイルで連絡を取られたい.シラバス参照.

01DP202
中国語文化研究 Ⅱ
Study of Chinese Language and Culture Ⅱ

1.0 秋AB 水5 8A107 隋　藝

01DP203
中国語文献研究 I-A
Study of Research Papers in Chinese I-A

1.5 春ABC 木6
人社
A717

上田　裕之
清朝の档案史料を講読し、档案史料を利用して歴史叙述を行うための基礎的能力を養う。漢文(古
典漢語)の読解能力を既に一定程度有している者のみ受講を認める。

01DP204
中国語文献研究I-B
Study of Research Papers in Chinese II-B

1.5 秋ABC 木6
人社
A717

上田　裕之
清朝の档案史料を講読し、档案史料を利用して歴史叙述を行うための基礎的能力を養う。漢文(古
典漢語)の読解能力を既に一定程度有している者のみ受講を認める。

01DP257
アラビア語文化研究 I
Study of Arabic Language and Culture I

1.0 春AB 水5 8A101 山口　元樹

01DP258
アラビア語文化研究II
Study of Arabic Language and Culture II

1.0 秋AB 水5 8A101 山口　元樹

01DP273
トルコ語文化研究II-Ａ
Study of Turkish Language and Culture II-A

1.0 春AB 木7 8A409 チャクル・ムラット

達成目標は、外国語の文化的背景を学びながら、その基本文法・構文を理解し、基本的なコミュニ
ケーションをとることができるようにする。春学期は、初めてトルコ語を学ぶ学生を対象に、トルコ語
の文法や読み書きを中心に学習を進めていく。また、トルコの文化や歴史などについて知る時間も
設け、トルコについて総合的に学ぶとともに、ネイティブスピーカーとの交流会やトルコでの学習プロ
グラムへの推薦など、国内外でトルコ語に触れる機会についても随時紹介していく

01DP274
トルコ語文化研究II-Ｂ
Study of Turkish Language and Culture II-B

1.0 秋AB 木7 8A409 チャクル・ムラット

秋学期は、トルコ語の基礎的な学習を行った学生を対象としていく。トルコ語の文法と会話を中心に
総合的に練習を重ね、トルコ語のレベルアップを目指す。特に、トルコ語において重要な動詞の活
用については、現在進行形、過去形の構造を身につけ、会話の中でも使えるように取り組む。あわ
せて、トルコの文化や歴史などについて知る時間を設けるとともに、ネイティブスピーカーとの交流
会やトルコでの学習プログラムへの推薦など、国内外でトルコ語に触れる機会についても随時紹介
していく。



 3 専門科目（地域研究科目）(A) Area Studies Subjects　東アジア研究コース/East Asian

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号

Course
No.

Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview
Remarks

Code-sharing No.

01DQ302
東アジア研究概論 II-A
Introduction to East Asian Studies II-A

1.0 春AB 火3 8A101
山本真、徳丸亜
木、毛利亜樹

各受講者の修士論文に対する指導を行う.

01DQ304
東アジア研究概論 II-B
Introduction to East Asian Studies II-B

1.0 秋B Intensive 趙　宏偉

中国・朝鮮半島・日本によって構成される東アジア地域は、「中華文明圏」としての共通性を基礎と
して、人々の直接的往来を通じた深い文化的交流を行なってきました。そこで歴史を積み重ねてき
た漢族及びその他の諸民族の文化について、主にエスニシティの視点から理解することを本講義
の目的とします。

12/1,2実施

01DQ311
東アジア研究演習I-A
Seminar on East Asian Studies I-A

1.5 春ABC 火2 8A101
東アジアコース

指導教員
各受講者の修士論文に対する指導を行う.
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

01DQ315
東アジア研究演習I-B
Seminar on East Asian Studies I-B

1.5 秋ABC 火2 8A101
東アジアコース

指導教員
各受講者の修士論文に対する指導を行う.
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

01DQ313
東アジア研究演習III-A
Seminar on East Asian Studies III-A

1.5 春ABC 応談
東アジアコース

指導教員

01DQ317
東アジア研究演習III-B
Seminar on East Asian Studies III-B

1.5 秋ABC 応談
東アジアコース

指導教員

01DQ354
東アジア政治研究 Ⅳ
East Asian Politics Ⅳ

2.0 秋AB 金4・5 3K126 毛利　亜樹
21世紀初頭の東アジアは経済相互依存が進展する一方で、力の分布が変化しているといわれてい
ます。この国際環境における中国の台頭と関係国の反応について、英語及び中国語の文献を読み
ながら分析します。

国公01DF416

01DQ361
東アジア社会経済研究Ⅰ-A
East Asian Society and Economics I-A

1.5 春ABC 金3 8A101 山本真
中国近現代社会・経済史、華僑史、台湾現代史に関わるテキストを受講者と講読し、内容について
議論する。 歴人02DC359

01DQ363
東アジア社会経済研究Ⅰ-B
East Asian Society and Economics I-B

1.5 秋ABC 金3 8A101 山本真
中国近現代社会・経済史、華僑史、台湾現代史に関わるテキストを受講者と講読し、内容について
議論する。 歴人02DC360

01DQ370
東アジア文化社会研究Ⅰ
East Asian Culture and Society Ⅰ

2.0 春AB 火4.5 2G404 朴宣美
受講者は、東アジア社会文化史・ジェンダー史関係の研究書を講読し, テキスト批判トレーニングを
行う。近現代の東アジアの歴史、文化、社会に関連する個人ワークを中心として、関連研究書の調
査から、研究動向の分析、先行研究のリスト作成、テキストの批判、先行研究史の作成までを行う。

01DQ347
東アジア民俗学研究 III-A
East Asian Folklore III-A

1.5 春ABC 金2
人社
A717

武井　基晃 人びとの生活に密接に関わる制度、法令について共に考える。 歴人02DC659

01DQ348
東アジア民俗学研究 III-B
East Asian Folklore III-B

1.5 秋ABC 金2
人社
A717

武井　基晃
現地調査によって得られた事例についてA(過去)→B(現状)という事例の変容にとどまらず、A’(過去
にあり得た事例)、B’(いずれあり得る事例)など、その過去・現在・将来まで検討する。 歴人02DC660

01DQ357
東アジア民俗学研究 V-A
East Asian Folklore V-A

1.5 春ABC
火5, 6

(授業は隔
週)

人社
A817

中野 泰
「漁業」の民俗を対象に、古典的研究の批判的検討を通じて、民俗学的視角と方法を展望すること
を目的とする。 歴人02DC661

01DQ358
東アジア民俗学研究 V-B
East Asian Folklore V-B

1.5 秋ABC
火5, 6

(授業は隔
週)

人社
A817

中野 泰
「漁業」をとりまくサブシステンスの動態を対象に、民俗学的研究視角と方法について領域横断的に
展望することを目的とする。 歴人02DC662

01DQ384
東アジア研究特講Ⅳ-A
Topics in East Asian Studies Ⅳ-A

1.5 春ABC 金6
人社
A717

丸山　宏
前近代中国の民族基層社会における儀礼言説の政治性について、民間写本の解読を通じて、多面
的に考察する。ヤオ族の道教の朝謁、誦経、賜食などを取り上げ、政治性と宗教性の異同を検討す
る。

歴人02DC351

01DQ388
東アジア研究特講Ⅳ-B
Topics in East Asian Studies Ⅳ-B

1.5 秋ABC 金6
人社
A717

丸山　宏
前近代中国の民族基層社会における儀礼言説の政治性について、民間写本の解読を通じて、多面
的に考察する。ヤオ族の道教の朝謁、誦経、賜食などを取り上げ、政治性と宗教性の異同を検討す
る。

歴人02DC352

3 専門科目（地域研究科目）(A) Area Studies Subjects　東南アジア・オセアニア研究コース/Southeast Asian

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号

Course
No.

Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview
Remarks

Code-sharing No.

01DQ504
Introduction to Southeast Asian and Oceanian Studies I
東南アジア・オセアニア研究概論Ⅰ

1.0 Spr AB Tue 3 8A409
Jun Tsusumi,

Nemoto Tatsushi,
Jeet

EN
This course provides basic knowledge and understandings of political, socio-cultural dimensions
and International Relations in  contemporary Southeast Asia and Oceania.

01DQ505
Seminar on Southeast Asian and Oceanian Studies I-A
東南アジア・オセアニア研究演習I-A

1.0 Spr AB Tue 5 8A409
all instructors in

the studies course
EN

This seminar aims to deepen and develop the understanding of the research questions of Master
thesis. Each student is requested to give a presentation on his/her thesis outline and literature
review regularly.

01DQ507
Seminar on Southeast Asian and Oceanian Studies I-B
東南アジア・オセアニア研究演習 I-B

1.0 Fall AB Tue 5 8A409
all instructors in

the studies course
EN

This seminar aims to deepen and develop the understanding of the research questions of Master
thesis. Each student is requested to give a presentation on his/her thesis outline and literature
review regularly.

01DQ509
Seminar on Southeast Asian and Oceanian Studies III-
A
東南アジア・オセアニア研究演習 III-A

1.0 Spr AB
by

appointment
all instructors in

the studies course
EN

研究演習IあるいはIIを
履修済みに限る

01DQ510
Seminar on Southeast Asian and Oceanian Studies III-
B
東南アジア・オセアニア研究演習 III-B

1.0 Fall AB
by

appointment
all instructors in

the studies course
EN

研究演習IあるいはIIを
履修済みに限る

01DQ525
東南アジア・オセアニア人文地理学研究 I-A
Southeast Asian and Oceanian Geographical Features
I-A

1.0 春ＡＢ 火4
総合
A111

堤純

日本とオーストラリアはお互いに良き貿易パートナーである。この授業では,オーストラリアの自然,歴
史,文化的背景を認識し,地誌学的な視点からオーストラリアの特徴を理解する。具体的には,1970年
代以降,急速にアジアとの接近を進めるオーストラリア社会をとりあげ,多文化社会に特有の諸問題
を考察する。

01DQ527
東南アジア・オセアニア人文地理学研究 I-B
Southeast Asian and Oceanian Geographical Features
I-B

1.0 秋ＡＢ 火4
総合
A111

堤純

1970年代以降,急速にアジアとの接近を進めるオーストラリア社会をとりあげ,多文化社会に特有の
諸問題を考察する。秋学期は,1970年代初頭に相次いで起きた脱イギリスか,アジア太平洋国家へ
の変貌をテーマとし,このような劇的な変化を引き起こしたメカニズムを世界地誌的な立場から解説
する。秋学期で扱うオーストラリアのイメージは,「多文化・ミドルパワー外交を主とし,アジア太平洋地
域の中核」である。

01DQ571
東南アジア・オセアニア社会文化研究 I-A
Southeast Asian and Oceanian Culture and SocietyI-A

1.0 春ＡＢ 金3
総合
A107

根本達
現在の人類学における議論に目を向けながら、東南アジア・南アジア・オセアニ アを調査地とする
民族誌を取り上げ、これらの地域の社会や文化、宗教について 人類学の視点から学ぶ。

01DQ572
東南アジア・オセアニア社会文化研究 I-B
Southeast Asian and Oceanian Culture and SocietyI-B

1.0 秋ＡＢ 金3
総合
A107

根本達
現在の人類学における議論に目を向けながら、東南アジア・南アジア・オセアニ アを調査地とする
民族誌を取り上げ、これらの地域の社会や文化、宗教について 人類学の視点から学ぶ。

01DQ557
Politics in Southeast Asia and Oceanian II
東南アジア・オセアニア政治研究 II

1.0 Fall AB EN

01DQ563
Southeast Asian and Oceanian Economics II
東南アジア・オセアニア経済研究 II

2.0 Spr AB Wed 3,4 8A107 Jeet B. Sapkota EN

The purpose of this course is to introduce and examine the South East Asian Economics. As Asia
encompasses a great diversity of many low-income countries and several well-developed
economies, two issues figure prominently on the economic front; development challenges and
regional integration. Therefore, “Southeast Asian Economics I” focused on economic
development experiences and issues of the countries in the region in the previous academic year.

PEPP01DZ666



3 専門科目（地域研究科目）(A) Area Studies Subjects　中央ユーラシアコース/Central Eurasian

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号

Course
No.

Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview
Remarks

Code-sharing No.

01DQ906
中央ユーラシア研究概論Ⅰ
Introduction to Central Eurasian Studies I

1.0 Spr AB Intensive Timur Dadavaev

01DQ908
中央ユーラシア研究概論Ⅲ
Introduction to Central Eurasian Studies III

1.0 Fall AB
By

apppointmen
t

8A101 Akifumi Shioya
中央アジアの歴史的展開と現代社会の動態を読み解く上で重要ないくつかのトピックを取り上げ、
解説を行っていく。とくに18世紀から現代に至るまでの中央アジア社会の変容を、帝政ロシア、ソ連
による支配、民族問題、イスラム教、水資源問題などを切り口として考察する。

01DQ917
Seminar on Central Eurasian Studies II-A
中央ユーラシア研究演習 II-A

1.5 春ＡＢ
応談
(水1)

8A107
all instructors in

the studies course

各受講者の修士論文に対する指導を行う.
This course will start with introduction of academic writing for various disciplines. It will then
move on to the discussion of student's Master thesis themes, ways to define research questions
and methodology and analysis of their research subjects.

01DQ918
Seminar on Central Eurasian Studies II-B
中央ユーラシア研究演習 II-B

1.5 秋ＡＢ
応談
(水1)

8A107
all instructors in

the studies course

各受講者の修士論文に対する指導を行う.
This course will start with introduction of academic writing for various disciplines. It will then
move on to the discussion of student's Master thesis themes, ways to define research questions
and methodology and analysis of their research subjects.

01DQ919
中央ユーラシア研究演習Ⅲ-A
Seminar on Central Eurasian Studies III-A

2.0 春AB 応談
all instructors in

the studies course
各受講者の修士論文に対する指導を行う.研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る
Only for students who have taken classes, Seminar I or II.

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ920
中央ユーラシア研究演習Ⅲ-B
Seminar on Central Eurasian Studies III-B

2.0 秋AB 応談
all instructors in

the studies course
各受講者の修士論文に対する指導を行う.研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る
Only for students who have taken classes, Seminar I or II.

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ923

Seminar on Central Eurasian Studies (SPJES) II-
A
中央ユーラシア研究演習（ＳＰＪＥＳ）Ⅱ-A

2.0 Spr AB Mon 3,4
総合
A110

SPJES Members EN
This course will start with introduction of academic writing for various disciplines. It will then
move on to the discussion of student's Master thesis themes, ways to define research questions
and methodology and analysis of their research subjects.

From April 10th
for ＳＰＪＥＳ students

01DQ924

Seminar on Central Eurasian Studies (SPJES) II-
B
中央ユーラシア研究演習（ＳＰＪＥＳ）Ⅱ-B

2.0 Fall AB Mon 3.4
総合
A110

SPJES Members EN
This course will start with introduction of academic writing for various disciplines. It will then
move on to the discussion of student's Master thesis themes, ways to define research questions
and methodology and analysis of their research subjects.

From April 10th
for ＳＰＪＥＳ students

01DQ973
中央ユーラシア文化社会研究 II-A
Central Eurasian Culture and Society II-A

1.0 Spr AB Mon 6 8A107 Akifumi Shioya EN
This lecture covers modern history of Central Asian oases area, with special focus on the
correlations between the political and social upheavals and the environmental changes
in the  19th and the 20th centuries.

01DQ974
中央ユーラシア文化社会研究 II-B
Central Eurasian Culture and Society II-B

1.0 Fall AB Mon 6 8A107 Akifumi Shioya EN

This course examines the establishment and development of the Soviet nationalities policy, and
the nation-building process in Central Eurasia in 1920s and 1930s. The instructor will help
students to develop an understanding of the new research trends of Modern Central Eurasian
history, cultural anthropology and environmental studies.

01DQ981
中央ユーラシア研究特講Ⅰ-A
Topics in Central Eurasian Studies I-A

1.0 Fall
by

appointment
Leslie Tkach

Kawasaki
EN This course is offered on a request basis. (国日01DR393）

01DQ985
中央ユーラシア研究特講III
Topics in Central Eurasian Studies III

1.0 秋Ｃ 応談 Akifumi Shioya

01DQ990
中央ユーラシア特別研究I
Special Seminar on Central Eurasian Studies I

1.0 Fall C
by

appointment
Akifumi Shioya EN

01DQ988
中央ユーラシア研究特講Ⅵ
Topics in Central Eurasian Studies Ⅵ

1.0 Fall C Intensive Bukh Alexander EN

This course aims to provide a theoretically grounded review of Japan’s post-WWII domestic
politics and foreign policy. We will start by examining the relationship between the domestic
factors and states’ foreign policies as construed by International Relations and Foreign Policy
Analysis theories.

2/1,2,3実施

 3 専門科目（地域研究科目）(A) Area Studies Subjects　中東・北アフリカコース/Middle Eastern and North African

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号
Course

No.
Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview

Remarks
Code-sharing No.

01DQ406
中東・北アフリカ研究概論Ⅰ
Introduction to Middle East and North African Studies I

1.0 Spring C Intensive 8A409 Shigeo Yamada エルサレムの歴史を通して、古代から現代にいたる中東地域の歴史・文化・政治の諸相を考察する.

01DQ407
中東・北アフリカ研究概論Ⅱ
Introduction to Middle East and North African Studies II

1.0 Spring AB
by

appointment
Kenichi Kashiwagi

中東・北アフリカ地域の持続的発展のためのメカニズムを導くことを目的として、開発経済学の視角
から同地域の経済発展と社会の安定に関する主要論点、分析枠組、課題等を講義する。特に、オ
スマントルコ帝国末期や列強植民地からの独立後に焦点をあて、中東・北アフリカ諸国のグローバ
ル化における諸問題を学び、同諸国の経済を分析する新たな枠組を拓くことを主眼とする。

01DQ493
中東・北アフリカ研究演習 II-A
Seminar on Middle East and North African Studies II-A

1.5 Spr ABC
by

appointment
(Wed 1)

all instructors in
the studies course

修士論文執筆のための指導

01DQ494
中東・北アフリカ研究演習 II-B
Seminar on Middle East and North African Studies II-B

1.5 Fall ABC
by

appointment
(Wed 1)

all instructors in
the studies course

修士論文執筆のための指導

01DQ495
中東・北アフリカ研究演習Ⅲ-A
Seminar on Middle East and North African Studies III-A

1.5 Spr ABC
by

appointment
all instructors in

the studies course
修士論文に対する指導を行う。
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ496
中東・北アフリカ研究演習Ⅲ-B
Seminar on Middle East and North African Studies III-B

1.5 Fall ABC
by

appointment
all instructors in

the studies course
修士論文に対する指導を行う。
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ438
中東・北アフリカ思想宗教研究 II-A
Thought and Religion in Middle East and North Africa II-
A

1.5 春ABC 応談
人社
A508

秋山　学
ユダヤ教思想研究.アレクサンドリアのフィロンの著作をギリシア語原典で読む.ギリシア語既修者対
象.

01DQ439
中東・北アフリカ思想宗教研究 II-B
Thought and Religion in Middle East and North Africa II-
B

1.5 秋ABC 応談
人社
A508

秋山　学 アレクサンドリアのフィロンの著作をギリシア語原典で読む.ギリシア語既修者対象.前期の継続.

01DQ448
中東・北アフリカ文学研究 II-A
Literature in Middle East and North Africa I-A

1.5 春ABC 応談
人社
A508

秋山　学 ヨセフス研究.原典によるギリシア語テキスト講読.

01DQ449
中東・北アフリカ文学研究 II-B
Literature in Middle East and North Africa I-B

1.5 秋ABC 応談
人社
A508

秋山　学 前期の継続.ヨセフス・ギリシア語原典研究.

01DQ467
中東・北アフリカ経済研究 II
Economics in Middle East and North Africa II

1.0 Fall AB Fri 3 3K226 Kenichi Kashiwagi

01DQ469
Economics in Middle East and North Africa Ⅳ
中東・北アフリカ経済研究Ⅳ

2.0 Fall AB
by

appointment
（Fri 3,4）

3B405 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.

（国際総合学類
BC12121）

01DQ487
中東・北アフリカ研究特講 II
Topics in Middle East and North African  Studies I

1.0 春B 集中 松原康介
中東・北アフリカ地域の都市空間は、複雑でありながら、独自の原理に基づき歴史的に構成されて
いる。本講義では、特講Iで受講した内容を前提に応用的な学習を行う。具体的には、座学だけでな
く博物館などでの実地調査と、学生自身によるその報告から構成される。

01DQ490
中東・北アフリカ研究特講Ⅴ
Topics in Middle East and North African  Studies Ⅴ

1.0 春AB
応談
（木6）

山田　重郎 シリア・イラク地域の歴史、文化、政治、社会の諸相を学ぶ。



 3 専門科目（地域研究科目）(A) Area Studies Subjects　ヨーロッパ研究コース　/Eurepean

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号

Course
No.

Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview
Remarks

Code-sharing No.

01DQ204
ヨーロッパ研究概論 II-B
Introduction to European Studies II-B

1.0 春AB 金4 8A404-2 村上　宏昭

01DQ217
ヨーロッパ研究演習 II-A
Seminar on European Studies II-A

1.5 春ABC 応談
ヨーロッパコース

指導教員
修士論文に対する指導を行う

01DQ218
ヨーロッパ研究演習 II-B
Seminar on European Studies II-B

1.5 秋ABC 応談
ヨーロッパコース

指導教員
修士論文に対する指導を行う

01DQ219
ヨーロッパ研究演習Ⅲ-A
Seminar on European Studies III-A

1.5 春ABC 応談
ヨーロッパコース

指導教員
修士論文に対する指導を行う。
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ220
ヨーロッパ研究演習Ⅲ-B
Seminar on European Studies III-A

1.5 秋ABC 応談
ヨーロッパコース

指導教員
修士論文に対する指導を行う。
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ221
ヨーロッパ人文地理学研究Ⅰ
European Geographical Features I

1.5 秋ABC 火3 8A404-2 呉羽　正昭
ヨーロッパにおける人口、文化、ツーリズム空間などを素材にしながら、ヨーロッパの地域性と風土
について解説する.

01DQ238
ヨーロッパ思想宗教研究 II-A
European Thought and Religion II-A

1.5 春ABC 応談
人社
A508

秋山　学 Augustinus, De civitate Dei をラテン語原典で講読する.ラテン語既修者対象.

01DQ239
ヨーロッパ思想宗教研究 II-B
European Thought and Religion II-B

1.5 秋ABC 応談
人社
A508

秋山　学 Augustinus, De civitate Dei のラテン語原典による講読.前期の継続.

01DQ267
ヨーロッパ経済研究 II-A
European Economics II-A

1.0 秋ＡＢ 水3
図書館
セミナー

室
田中　洋子

グローバル経済の展開を歴史的にみる観点から、日本、アジア、ドイツをはじめとするヨーロッパ、ア
メリカなど各国の経済発展とそれを支える社会経済的基盤の形成と変容について学ぶ。 国日01DR203

01DQ268
ヨーロッパ経済研究 II-B
European Economics II-B

1.0 秋C 集中
図書館
セミナー

室
田中　洋子

各国の経済発展とそれを支える社会経済的基盤の形成と変容について、参加者一人一人が報告
をし、それを題材として国際比較の観点から議論を行う。 国日01DR204

01DQ280
ヨーロッパ文化社会研究I-A
Seminar on European Culture and Society I-A

1.5 春ＡＢＣ 木5
図書館
セミナー

室
村上　宏昭 ヨーロッパ歴史学の理論に関する文献を講読し、それにもとづいて報告とディスカッションを行う。 歴人02DC467

01DQ281
ヨーロッパ文化社会研究I-B
Seminar on European Culture and Society I-B

1.5 秋ＡＢＣ 木5
図書館
セミナー

室
村上　宏昭 ヨーロッパ歴史学の理論に関する文献を講読し、それにもとづいて報告とディスカッションを行う。 歴人02DC468

01DQ295
ヨーロッパ研究特講 II-A
Topics in European Studies II-A

1.5 春ABC
応談
（月3）

8A409 臼山 利信

01DQ296
ヨーロッパ研究特講 II-B
Topics in European Studies II-B

1.5 秋ABC
応談
（月3）

8A101 臼山 利信

01DQ284
ヨーロッパ研究特講Ⅳ
Topics in European Studies IV

1.0 春AB 応談 宮﨑　和夫
帝国時代のスペイン王権の統治構造を、複合王政論の観点に立って、カタルーニャなどのイベリア
半島東部諸国、南イタリア諸国、アメリカ植民地に対する支配のあり方を比較しながら分析する。15
世紀初頭から16世紀前半までを扱う。

01DQ285
ヨーロッパ研究特講Ⅴ
Topics in European Studies V

1.0 秋AB 応談 宮﨑　和夫
帝国時代のスペイン王権の統治構造を、複合王政論の観点に立って、カタルーニャなどのイベリア
半島東部諸国、南イタリア諸国、アメリカ植民地に対する支配のあり方を比較しながら分析する。16
世紀後半から17世紀末までを扱う。

01DQ206
ヨーロッパ研究特別演習　I-A
Special Seminar on European Studies I-A

1.5 春ABC 水2
人社
A704

畔上　泰治
ドイツ語圏を中心に、ヨーロッパ地域における20世紀以降の社会・文化を対象に考察し、その現代
的意義を探ります。2016年度においては、20世紀前半のドイツの「人種」政策を支えた諸科学を対
象に考察する予定です。

現現01DE337

01DQ207
ヨーロッパ研究特別演習 I-B
Special Seminar on European Studies I-B

1.5 秋ABC 水2
人社
A704

畔上　泰治
ドイツ語圏を中心に、ヨーロッパ地域における20世紀以降の社会・文化を対象に考察し、その現代
的意義を探ります。2016年度においては、現代のドイツ社会における移民受け入れや環境問題な
どを対象に考察する予定です。

現現01DE348

 3 専門科目（地域研究科目）(A) Area Studies Subjects　北アメリカ研究コース/North American

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号

Course
No.

Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview
Remarks

Code-sharing No.

01DQ002
Introduction to North American Studies I-A
北アメリカ研究概論 II-A

1.5 Spr ABC Wed 2 8A404-2 Takeshi Kimura EN
植民地時代を含むアメリカ「合衆国」,諸文化の総体としての「アメリカ」を対象とする研究としての方
法と実践について学ぶ.(英語)

01DQ004
Introduction to North American Studies I-B
北アメリカ研究概論 II-B

1.5 Fall ABC Wed 2 8A404-2 Yuichiro Tsuji EN アメリカ法を学習する。

01DQ012
北アメリカ研究演習 II-A
Seminar on North American Studies II-A

1.5 春ABC Wed 6 8A409
all instructors in

the studies course
修士論文に対する指導を行う

01DQ014
北アメリカ研究演習 II-B
Seminar on North American Studies II-B

1.5 秋ABC Wed 6 8A409
all instructors in

the studies course
修士論文に対する指導を行う

01DQ019
北アメリカ研究演習Ⅲ-A
Seminar on North American Studies III-A

1.5 春ABC 応談
all instructors in

the studies course
修士論文に対する指導を行う。
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る。

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ020
北アメリカ研究演習Ⅲ-B
Seminar on North American Studies III-B

1.5 秋ABC 応談
all instructors in

the studies course
修士論文に対する指導を行う
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ031
北アメリカ思想宗教研究 I-A
North American Thought and Religion I-A

1.5 Spr ABC 木4 8A409 Takeshi Kimura
北米先住民の宗教を取り上げる.文化・社会・芸術・経済・ジェンダー等との関連の中で多様な神話,
儀礼等の宗教的意味の世界について考える.

01DQ033
北アメリカ思想宗教研究I-B
North American Thought and Religion I-B

1.5 Fall ABC 木4 8A409 Takeshi Kimura
北米先住民の宗教を取り上げる.文化・社会・芸術・経済・ジェンダー等との関連の中で多様な神話,
儀礼等の宗教的意味の世界について考える.

01DQ057
北アメリカ文学研究 I-A
North American Literature and Culture I-A

1.5 春ABC 金3
人社
A721

竹谷　悦子 国家の枠組みを超えたトランスナショナルなネットワークをフェミニズムの座標軸から読み解く。 (現言01DE321)

01DQ058
北アメリカ文学研究 I-B
North American Literature and Culture I-B

1.5 秋ABC 金3
人社
A721

竹谷　悦子 国家の枠組みを超えたトランスナショナルなネットワークをフェミニズムの座標軸から読み解く。 (現言01DE322)

01DQ051
North American Politics I
北アメリカ政治研究 I

2.0 Fall C Intensive
Robins Roger

Glenn
EN

Our course will survey the nature and practice of government in the United States, beginning with
its historical and philosophical foundations and continuing to its present form and functions. 2/7,8,11-13

01DQ080
北アメリカ研究特講 I-A
Topics in North American Studies I-A

1.0 春AB 木3
共同

A601-2
井出　里咲子 国日01DR736

01DQ083
北アメリカ研究特講 I-B
Topics in North American Studies I-B

1.0 秋AB 木3
共同

A601-2
井出　里咲子 国日01DR737

01DQ082
北アメリカ研究特講II-A
Topics in North American Studies II-A

1.0 春AB
応談
(木4)

共同
A601-2

井出　里咲子 (国日02DMW41)

01DQ084
北アメリカ研究特講 II-B
Topics in North American Studies II-B 1.0 秋ＡＢ

応談
(木4)

共同
A601-2

井出　里咲子 (国日02DMW42)

01DQ087
北アメリカ研究特講ⅣI-A
Topics in North American Studies Ⅳ-A

1.0 春ＡＢ 木2
人社
B307

辻　雄一郎 アメリカ法を学習する。

01DQ088
北アメリカ研究特講ⅣI-A
Topics in North American Studies Ⅳ-A

1.0 春ＡＢ 木2
人社
B307

辻　雄一郎 アメリカ法を学習する。



 3 専門科目（地域研究科目）(A) Area Studies Subjects　ラテンアメリカ研究コース/Latin American

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号

Course
No.

Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview
Remarks

Code-sharing No.

01DQ101
Introduction to Latin American Studies I
ラテン・アメリカ研究概論Ⅰ

1.0 Spr AB Tue 2 8A102 Mari Minowa EN
The course is a survey of important contemporary issues of economic development in Latin
America.  Students will learn both historical legacies of development experiences and present-day
challenges facing the countries in the region.

01DQ111
Seminar on Latin American Studies I-A
ラテン・アメリカ研究演習 I-A

1.5 春ABC Mon 4 8A409
all instructors in

the studies course
EN

This seminar will provide the students with the opportunities to present their ongoing research
the   fellow students and faculty, so they can benefit from in-depth discussion on their respective
research   topics. Outside speakers may also be invited for particular topics on Latin American
Studies.

01DQ115
Seminar on Latin American Studies I-A
ラテン・アメリカ研究演習 I-B

1.5 秋ABC Mon 4 8A409
all instructors in

the studies course
EN

This seminar will provide the students with the opportunities to present their ongoing research
the   fellow students and faculty, so they can benefit from in-depth discussion on their respective
research   topics. Outside speakers may also be invited for particular topics on Latin American
Studies.

01DQ118
Seminar on Latin American Studies III-A
ラテン・アメリカ研究演習Ⅲ-A

1.5 春ABC 応談
all instructors in

the studies course
EN

修士論文に対する指導を行う
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ119
Seminar on Latin American Studies III-B
ラテン・アメリカ研究演習Ⅲ-B

1.5 秋ABC 応談
all instructors in

the studies course
EN

修士論文に対する指導を行う
研究演習IまたはIIを履修済みのものに限る

研究演習ⅠあるいはⅡ
を履修済みに限る

01DQ161
Economics of Latin America I
ラテン・アメリカ経済研究 I

2.0 Fall AB Tue 2・3 8A102 Mari Minowa EN

This year, the course will focus on the issue of inequality and social exclusion among Latin
American economies.  Particularly, our attention will be on labor market and challenges of
employment generation.  Unemployment, under-employment, poverty, and informality remain
major concerns of many of the countries in Latin America.  The course will discuss recent
studies on the relationships between macroeconomic policy, trade liberalization, and foreign direct
investment and employment in the region.

01DQ173
ラテン・アメリカ文化社会研究III
Latin American Culture and Society III

1.0 春ＡＢ 月6 8A101 磯田沙織
ラテンアメリカは、先植民期、植民期、独立期を経る中で形成された多様な文化 と社会構造によっ
て特徴づけられます。そこで本講義では、ラテンアメリカの文 化と社会に関する論文を輪読しなが
ら、現代ラテンアメリカに関する考察を深め ます

01DQ174
ラテン・アメリカ文化社会研究Ⅳ
Latin American Culture and Society Ⅳ

1.0 秋AB 月6 8A101 磯田沙織
ラテンアメリカは、先植民期、植民期、独立期を経る中で形成された多様な文化 と社会構造によっ
て特徴づけられます。そこで本講義では、ラテンアメリカの文 化と社会に関する論文を輪読しなが
ら、現代ラテンアメリカに関する考察を深め ます

3 Area Studies Subjects (A) ＪＤＳ／ABE

科目番号 授　業　科　目 単位
開講
学期

曜時限 教 室 担当教員 授業概要
備考

コードシェア番号

Course
No.

Course Name Credits Term Period Classroom Instructor Course Overview
Remarks

Code-sharing No.

01DQ901
Special Seminar in Area Studies I　（JDS/ABE
Seminar）
地域研究特別演習Ⅰ　（JDS/ABEセミナー）

1.0 Fall AB Thu 1 8A409
all instructors

JDS/ABE
EN

This seminar seeks to help students improve their skills in conducting
research and in academic writing, especially in working on their theses
and dissertations. This seminar, specially offered for the students of
one-year masters program in international relations (JDS program),
offers the students opportunities to present and discuss their respective
research projects for a wider discussion and feedback from fellow
students and professors.  Participants are expected to learn requisites
of academic research, as well as a wide range of topics in public policy
and international relations through students' research presentations.

01DQ902
Special Seminar in Area Studies II　（JDS/ABE
Seminar）
地域研究特別演Ⅱ（JDS/ABEセミナー）

1.0 Spr AB Thu 1 8A409
all instructors

JDS/ABE
EN

This seminar seeks to help students improve their skills in conducting
research and in academic writing, especially in working on their theses
and dissertations. This seminar, specially offered for the students of
one-year masters program in international relations (JDS program),
offers the students opportunities to present and discuss their respective
research projects for a wider discussion and feedback from fellow
students and professors.  Participants are expected to learn requisites
of academic research, as well as a wide range of topics in public policy
and international relations through students' research presentations.

01DQ904
Special Seminar in Area Studies III　（JDS/ABE
Seminar）
地域研究特別演習Ⅲ　（JDS/ABEセミナー）

1.0 Fall AB
by

appointment
8A409

all instructors
JDS/ABE

EN

This seminar seeks to help students improve their skills in conducting
research and in academic writing, especially in working on their theses
and dissertations. This seminar, specially offered for the students of
one-year masters program in international relations (JDS program),
offers the students opportunities to present and discuss their respective
research projects for a wider discussion and feedback from fellow
students and professors.  Participants are expected to learn requisites
of academic research, as well as a wide range of topics in public policy
and international relations through students' research presentations.

01DQ905
Special Seminar in Area Studies Ⅳ　（JDS/ABE
Seminar）
地域研究特別演習Ⅳ　（JDS/ABEセミナー）

1.0 Fall AB
by

appointment
all instructors

JDS/ABE
EN 長崎スタディーツアー

01DQ909
Special Seminar in Area Studies Ⅴ　（JDS/ABE
Seminar）
地域研究特別演習Ⅴ　（JDS/ABEセミナー）

1.0 Fall AB
by

appointment
all instructors

JDS/ABE
EN 沖縄スタディーツアー

 3 専門科目（地域研究科目）(A) Area Studies Subject　(for Regular, JDS, ABE and SPCA students)

Course No. Course Name
Credit

s
Course

Offering Term
Weekday and

Period
Classroom Instructor Course Overview Remarks

01DZ123 Japanese Economy 2.0 FallAB

by
appointmen

t
3B203

Yoshinori
Kurokawa

Lectures are
conducted in
English

01DZ526 International Relations in Europe I 2.0
SprAB,
FallAB

Thu2 3K426 Atsuko Higashino
In this course, International Relations in Europe will be
analysed. In order to join this course, prior knowledge of
the EU and NATO is required.

Open in an odd
number year.
Identical to
01DF414.

01DZ562 The Politics of Japan IA 1.0 SprAB Tue3 Liang Pan

This course examines the historical background of modern
Japanese foreign relations with an emphasis on the political
and security spheres. Active participation in class
discussions is strongly encouraged.

Open in an odd
number year.
Identical to
01DF596, 01DR106,
01DR315, and
01DR472.

01DZ563 The Politics of Japan IB 1.0 SprAB Tue4 Liang Pan

This course examines Japanese foreign relations during and
after the Cold War era with an emphasis on the political and
security spheres. Active participation in class discussions
is strongly encouraged.

Open in an odd
number year.
Identical to
01DF597, 01DR107,
01DR316, and
01DR473.

Listed below are courses (01DZ) open to the PEPP students, conducted in English.

Regular, JDS, ABE and SPCA students will need permission to take courses from instructor.



 2 専門基礎科目群（専門基礎）(B) Foundation Subjects for Major (for Regular, JDS, ABE and SPCA students)

Course Numbe Course Name
Credit

s
Course

Offering Term
Weekday and

Period
Classroom Instructor Course Overview Remarks

01DZ121 Introductory Statistics 2.0 FallAB

by
appointmen

t
3K404 ZHENGFEI YU EN

Lectures are conducted
in English.

01DZ122 Introductory Macroeconomics 2.0 FallAB

by
appointmen

t
3A207 Hisahiro Naito EN

Lectures are conducted
in English.

01DZ134 Data Management 1.0 Fall insentive EN

This course is an introduction to design, management, and use of data management
system for the collection and analysis of research data. In this course, we
emphasize the statistical software “Stata”. The main goal of this course is to
develop a practical knowledge and skill for data processing and data management
by using Stata.

Lectures are conducted
in English.
For PEPP 14th cohort
scholars only.

01DZ137
Contemporary Issues in Developing
Countries

2.0 FallAB
by

appointmen
t

3K102 Yuko Nakano EN
Lectures are conducted
in English.

01DZ510 Introduction to Health Services Research 1.0 SpriAB Thu4 総合D740 Nanako Tamiya EN

保健・医療・福祉関連のサービスの質を科学的に評価・分析し、学術論文に発展させうる
方法の初歩を取得することを目的とする。

【公必修】
Identical to 01EQ511.
Lectures are conducted
in English.

01DZ516 Comparative Policy Norm I 2.0 FallAB Mon5,6 3K325
Charles Edward
Covell

EN

This course focuses on normative dimension of  public policy issues with
specific reference to issues in the area of government and public
administration.

Open in an even number
year.
Identical to 01DF211
Lectures are conducted
in English.

01DZ530 Politics of Development II 1.0 SpriB
Mon1
Fri1

3K219
ラウラ アンカ パ
レパ

EN

This course explores conceptual linkages between economic development and
various types of political regimes by referring to specific empirical cases. A
particular priority is given to political dynamics affecting development
process, such as civil-military relations, the role of political institutions
and interests groups, as well as the distribution of economic and political
power within a society. Selected case studies cover authoritarian and hybrid
regimes from Asia, Africa and Europe, as well as new-established democracies
from South-Eastern Europe.

Lectures are conducted
in English.

01DZ551 Seminar on Political Philosophy II 3.0
SpriAB
FallAB

Fri6
Fri5,6

3K325
Charles Edward
Covell

EN

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.

Open every 2 years
since 2018.
Identical to
01DF263,02DJ114.
Lectures are conducted
in English

01DZ574 Special Lecture on Disability Sciences 1.0 SpriB insentive 人間A101

Hisae
Miyauchi,Ee Rea
Hong,Kamal
Lamichhane

EN

This lecture intends to introduce various topics relating to disability sciences
in Japan and around the world.

Identical to 01EL521.
Lectures are conducted
in English.
Details will be

01DZ591 Inclusive Growth and Public Policy 2.0 SpriB
Fri5,6
Sat5,6

3K219 Kyou Naka EN

This course aims to provide a deeper understanding of the mechanisms for drawing
out policy implications, to see how policy objectives such as poverty
alleviation can be accomplished along with rapid economic growth. The course
also critically analyzes the historical trends, the current global changes
including the MDGs and SDGs. It examines the past and present practices of
development assistance and public policies to see what worked and what did not
work for poverty reduction. It also reviews the different ways to redistribute
growth.

Lectures are conducted
in English.

01DZ595 Health Care Policy and Management 2.0 FallAB Thu3,4 4F204 EN

1 保健医療政策学の基礎理論を学ぶ。
2 世界と我が国の保健システムの現状や課題を学ぶ。
3 保健サービスのマネジメントの特徴を学ぶ。

Code share with Faculty
of Humanities and
Social Sciences.
Identical to 01EQ507
and 01ER235.

01DZ596 Selected Topics in International Health 1.0 FallAB Thu2

Mizuho
Fukusige,Yukiko
Wagatsuma,Msahid
e Kondo

EN

発展途上国の保健医療問題を分析し、それを解決する為の方法を研究する国際保健学の基
本を理解する。また、国際協力や国際援助によって取り組まれている途上国における保健
医療対策の具体例について、その現状や今後の課題を学習する。

電子・物理工学専攻「医
工学コース」,国際地域
研究専攻
Identical to 01EQ006.
Lectures are conducted
in English.

01DZ597 International Sport Policy Studies 1.0 SpriC insentive
Satoshi
Shimizu,Fumihiro
Kaneko

EN

国際スポーツ政策の理論と実践の概要を提供する。英国やヨーロッパの例を用いながら、
国際スポーツ政策の現状と課題そして今後の可能性について学ぶ。

Identical to 01EH024.
Lectures are conducted
in English.

01DZ598 Management and Organization 1.0 SpriC insentive Taku Yamaguchi EN

スポーツ国際開発学の理論と実践を概観し、国際的・社会的・文化的な課題解決に向けた
スポーツによる取り組みを学ぶ。
本講義では、特に開発課題に焦点化して、諸課題の特性と持続可能な平和的社会の実現に
向けたスポーツの役割に関して討論形式で学ぶ。

Identical to 01EH026.
Lectures are conducted
in English.

01DZ600 Microeconomics 2.0 SpriAB
Mon4
Tue5

3K220 Yuko Nakano EN

This course provides students with a deep understanding of graduate-level
microeconomics for policy analysis. The topics to be covered include consumer
theory, producer theory, game theory, and other related topics in
Microeconomics.

For PEPP 13th cohort
only.
Lectures are conducted
in English.

01DZ602 Econometrics I 1.0 FallC Tue5,6 3A305 ZHENGFEI YU EN

This course is the first half of an introduction to Econometrics. We will begin
with the linear regression model and its estimation and inference. Then we will
introduce linear models with endogeneity. In addition to analytical exercises,
students will receive practical questions requiring analyzing data using
statistical software package Stata.

Identical to 01DF599.
Lectures are conducted
in English.

01DZ603 Econometrics II 1.0 SpriA
Tue6
Thu2

3B406 ZHENGFEI YU EN

This course is the second half of Econometrics. It covers instrumental variable
regressions, linear panel models, limited dependent variables, and popular
methods in program evaluations.

Identical to 01DF600.
Lectures are conducted
in English.

01DZ650 Macroeconomics 2.0 Fall insentive EN

This course provides the basic framework of macroeconomics, macroeconomic aspect
of monetary economics, and international finance.  This course focuses on a
neoclassical growth model and its applications to empirical studies.

Lectures are conducted
in English.

01DZ651 Public Economics 2.0 SpriAB Tue3,4 3K226 Hisahiro Naito EN

This course will cover advanced issues in theoretical, empirical, and potential
issues in public economics.

Lectures are conducted
in English.

01DZ654 International Trade 2.0 SpriAB Mon5,6 3B202
Yoshinori
Kurokawa

EN

This course will study traditional and new trade theories and their evidence and
will also study selected topics in international trade, such as trade and wage
inequality, by applying the traditional and new trade theories.

Lectures are conducted
in English.

01DZ657 Applied Time Series Analysis 2.0 SpriA insentive 3K219 永易 淳 EN

The lectures will cover a wide range of statistical (time-series) theories and
models that are often used in contemporary academic research, and include topics
such as the vector auto-regression (VAR) and impulse response analyses. After
explanation of these theories, several applications will be demonstrated using
examples from macroeconomic studies. If time permits, a very simple general
stochastic equilibrium model will also be discussed as an extension of the VAR.
Furthermore, in order to be able to use the theories in master’s theses, this
class will provide students with hands-on experience using actual data and
computer software.

Lectures are conducted
in English.
4/28-30, 5/3-5

01DZ668 Applied Microeconomics 2.0 SpriAB Thu5,6 人社A201 福住 多一 EN

This course covers some topics in intermediate microeconomics. The topics
include price-discrimination, decision theory under risk, game theory (strategic
interaction), oligopoly market, and asymmetric information (moral hazard and
adverse selection). Apart from the basic competitive market model, we will study
other aspects of markets such as monopolies , duopolies. Introductory calculus
is used in this course but the required skill is rudimentary.

Lectures are conducted
in English.


