
2020年度 政治経済学部 学科目配当表（2014-2018年度入学者） 内容変更・訂正・追加一覧
Information on Updates Regarding the AY2020 Course List of School of Political Science and Economics for Student Entering 2014-2018

■訂正・変更・追加は、政治経済学部ホームページに随時更新されますので、科目登録前に必ず確認してください。 *Please check the SPSE website for further updates before course registration.

■下記ページ番号は「学科目配当表」の番号となります。 *The page number below is of the course list booklet.

■各講義内容はWebシラバスで必ず確認してください。 *Please check the web syllabus for contents of courses.

対象項目
Content

《変更前》
Before

《変更後》
After

2020/3/19 4, 8 Comparative Politics 単位数／Credits 2 4

2020/3/19 4, 6 農村問題 － 廃止/Abolished

2020/4/3 20 統計学 I ０１ 上田 貴子／齊藤 有希子 担当教員 上田 貴子／齊藤 有希子
上田 貴子／齊藤 有希子／

西郷 浩

2020/4/3 20 統計学 II ０１ 上田 貴子／齊藤 有希子 担当教員 上田 貴子／齊藤 有希子
上田 貴子／齊藤 有希子／

西郷 浩

2020/4/3 23 いなば食品株式会社寄附講座 企業経営における独創と挑戦 ０１ 恩藏 直人／河村 耕平 休開講 開講 休講

2020/4/3 31 マクロ経済学A ０１ 金子 昭彦 担当教員 金子 昭彦 金子 昭彦／矢作 健

2020/4/3 31 マクロ経済学A ０２ 笹倉 和幸 担当教員 笹倉 和幸 笹倉 和幸／矢作 健

2020/3/16 38 社会保障論 ０１ 于 洋 時間割 月・４ 月・２

2020/3/18 40 哲学研究I 伊藤 功 / 平野 明彦 時間割 月・２ 月・３

2020/3/18 40 宗教研究I ０１組 鈴木 昇司 時間割 火・４ 水・４

2020/3/18 40 宗教研究I ０２組 鈴木 昇司 時間割 水・４ 木・４

2020/3/18 40 宗教研究II ０２組 阿部 善彦 時間割 木・５ 木・３

2020/4/3 42 基礎演習 ２５ 大道寺 隆也 新設 春学期／水・４／日本語／3単位

2020/4/3 42 基礎演習 ３０ 玉置 健一郎 担当教員 玉置 健一郎 西郷 浩

2020/4/3 42 基礎演習 ５１ 高橋 遼 担当教員 高橋 遼 西郷 浩

2020/4/3 43 アカデミックリテラシー演習（R による数値計算・統計分析入門） ０１ 西郷 浩 新設 春学期／月・１／日本語／2単位

2020/4/3 43 アカデミックリテラシー演習（R による数値計算・統計分析入門） ０２ 西郷 浩 新設 春学期／月・２／日本語／2単位

2020/3/16 45 政治学演習I （日野 愛郎） 日野 愛郎 時間割 火・３ 火・２

2020/3/16 52 Japan in World Politics KUNIYOSHI, Tomoki Timetable Wed. 2 Wed. 5

2020/4/21 53 Local Government I SATO, Manabu Current Offering an intensive course (spring) Not Offered

3. 演習科目・基礎演習

3. 演習科目・アカデミックリテラシー演習

3. 演習科目・専門演習

4. EDP (English-Based Degree Program) Courses [2020.4 - 2021.3]

2. 専門科目・グローバル科目部門

2. 専門科目・政治学科目部門

2. 専門科目・経済学科目部門

2. 専門科目・国際政治経済学科目部門

2. 専門科目・教職用教科科目

2. 専門科目・研究科目（政治学研究・経済学研究・国際政治経済研究）

1. 外国語科目
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