
①下記の内容は、2020年1月上旬時点のもので、変更される場合があります。

②登録を希望する科目の選択にあたっては、2019年度のシラバスを参照して参考にしてください。

　 2020年度の講義内容、および最終確定した時間割につきましては、3月以降にシラバスで

　確認してください。

　（本学のシラバスは、早稲田大学ホームページ（以下、URL）にてご覧いただけます）

　　https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php

③すべて１科目２単位です。

④各科目は原則日本語で実施されますが、科目名の前に「E」と記載がある科目は英語のみで行います。

　 また、一部に日本語と英語を併用する講義があります。

⑤１科目のみ秋クオーター学期開講の科目があります（「秋ク」と表示）。これは短期集中科目となります。

　秋ク学期開講期間：2020年9月25日～11月21日（８週間）。

〔地球社会論専攻〕
学期 科目名 使用言語 氏名 曜日 時限

春学期 政治思想史・政治哲学　I 日本語 厚見　恵一郎 水 ４時限
秋学期 政治思想史・政治哲学　II 日本語 厚見　恵一郎 水 ６時限
春学期 現代メディア論　I 日本語 有馬　哲夫 水 ４時限
秋学期 現代メディア論　II 日本語 有馬　哲夫 水 ５時限
春学期 比較政治社会研究　I 日本語 池谷　知明 火 ６時限
秋学期 比較政治社会研究　II 日本語 池谷　知明 火 ６時限
春学期 都市・コミュニティデザイン論　I 日本語 卯月　盛夫 水 ５時限
秋学期 都市・コミュニティデザイン論　II 日本語 卯月　盛夫 水 ６時限
春学期 現代日本政治論　I 日本語 遠藤　晶久 火 ５時限
秋学期 現代日本政治論　IＩ 日本語 遠藤　晶久 水 ４時限
春学期 グローバルガバナンス　I 日・英併用 奥迫　元 火 ６時限
秋学期 グローバルガバナンス　II 日・英併用 奥迫　元 火 ６時限
春学期 農村デザイン論　Ｉ 日本語 落合　基継 月 ６時限
秋学期 農村デザイン論　ＩI 日本語 落合　基継 月 ５時限
春学期 日本歴史論　I 日本語 梶田　明宏 火 ６時限
秋学期 日本歴史論　II 日本語 梶田　明宏 火 ６時限
秋学期 国際金融論 日本語 北村　能寛 月 ３時限
春学期 社会経済の歴史的研究　I 日本語 君塚　弘恭 金 ５時限
秋学期 社会経済の歴史的研究　II 日本語 寺尾　範野 金 ４時限

春学期 戦後日本の歴史意識と公共圏　I 日本語
ゲイル　カーティス
アンダーソン

金 ６時限

秋学期 戦後日本の歴史意識と公共圏　IＩ 日本語
ゲイル　カーティス
アンダーソン

金 ６時限

春学期 世界人口論　I 日本語 小島　宏 水 ６時限
秋学期 世界人口論　II 日本語 小島　宏 水 ５時限
春学期 公共文化理論　I 日本語 小長谷　英代 水 ５時限

2020年度　大学院社会科学研究科開講科目（科目等履修生対象）

【重要：お知らせ】外国人留学生の方へ 

 

★「留学」ビザの取得/在留期間更新を必要とする外国人留学生は、一週間に合計10時間を

超える授業時間の履修が必要です。当研究科専門科目を、各学期ごと上限14単位（=７科目、

10.5時間。一年間では14科目28単位。）まで履修することをお勧めします。（大学院社会科学

研究科 科目等履修生募集要項 1～2ページ参照） 

★早稲田大学日本語教育教育センターで開設する「日本語科目」の履修を合わせて希望す

る場合は、日本語教育研究センターへの出願が別途必要となります。このため、日本語科目

選考料25,000円の納入が、別途必要となりますので、あらかじめご了承願います。 

★早稲田大学日本語教育研究センターにおける日本語科目履修申込手続の詳細について

は、後日、日本語教育研究センターホームページでご確認ください。 
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秋学期 公共文化理論　II 日本語 小長谷　英代 火 ４時限
春学期 漢字文化圏論　I 日本語 笹原　宏之 木 ６時限
秋学期 漢字文化圏論　II 日本語 笹原　宏之 木 ６時限
春学期 ヴィジュアルリテラシー　I 日本語 佐藤　洋一 月 ４時限
秋学期 ヴィジュアルリテラシー　II 日本語 佐藤　洋一 月 ６時限
春学期 地域計画情報論　I 日本語 佐藤　佳弘 月 ６時限
秋学期 地域計画情報論　II 日本語 佐藤　佳弘 月 ３時限
春学期 ヨーロッパ市民社会研究　I 日本語 鈴木　規子 土 ２時限
秋学期 ヨーロッパ市民社会研究　II 日本語 鈴木　規子 水 ５時限
秋学期 理論社会学　I 日本語 周藤　真也 水 ７時限
春学期 理論社会学　II 日本語 周藤　真也 金 ４時限
春学期 都市居住環境論　I 日本語 早田　宰 金 ６時限
秋学期 都市居住環境論　II 日・英併用 早田　宰 金 ６時限
春学期 ヨーロッパ福祉社会史研究　I 日本語 寺尾　範野 金 ２時限
秋学期 ヨーロッパ福祉社会史研究　IＩ 日本語 寺尾　範野 金 ２時限
春学期 ラテンアメリカ文化論　I 日本語 寺尾　隆吉 水 ５時限
秋学期 ラテンアメリカ文化論　II 日本語 寺尾　隆吉 水 ５時限
秋学期 産業組織論　I 日・英併用 土門　晃二 月 ６時限
春学期 産業組織論　II 日・英併用 土門　晃二 月 ６時限
春学期 日本文化論　I 日本語 内藤　明 火 ３時限
秋学期 日本文化論　II 日本語 内藤　明 水 ６時限
春学期 比較刑法　I 日本語 仲道　祐樹 火 ４時限
秋学期 比較刑法　II 日本語 仲道　祐樹 火 ６時限
春学期 北米研究（経済・社会） 日本語 西川　正郎 火 ５時限
春学期 朝鮮半島研究　I 日本語 朴　正鎮 月 ５時限
秋学期 朝鮮半島研究　II 日本語 李　愛俐娥 月 ４時限
秋学期 国際経営論　I 日本語 長谷川　信次 火 ５時限
秋学期 国際経営論　II 日本語 長谷川　信次 火 ６時限

E 秋学期 Japanese Economy: Current Structural Issues 英語 花田　吉隆 木 １時限
春学期 国際経済法　I 日本語 福永　有夏 月 ６時限
春学期 国際経済法　II 日本語 福永　有夏 火 ４時限
春学期 社会言語学　I 日本語 古川　敏明 金 ４時限
秋学期 社会言語学　II 日本語 古川　敏明 金 ４時限

E 秋学期
Comparative Immigration Studies: Contemporary
Issues and Developments

英語
プロシャン
チェスター

火 ６時限

春学期 国際関係論　I 日本語 堀　芳枝 水 ４時限
秋学期 国際関係論　II 日本語 堀　芳枝 水 ４時限
秋学期 国際保健法 日本語 棟居　徳子 木 ６時限

E 秋学期 International Cooperation and Peacebuilding 英語 山田　満 火 ３時限
春学期 国際協力・平和構築論研究 日本語 山田　満 火 ６時限
春学期 現代社会と法　I 日本語 吉田　和夫 水 ３時限
秋学期 現代社会と法　II 日本語 吉田　和夫 水 ６時限
春学期 日本外交史 日本語 劉　傑 水 ４時限
秋学期 中国地域研究 日本語 劉　傑 水 ４時限

〔政策科学論専攻〕
学期 科目名 使用言語 氏名 曜日 時限

E 秋学期 Theory of Environmental Economics 英語 赤尾　健一 火 ５時限
春学期 森林および再生可能資源経済学 日本語 赤尾　健一 月 ３時限
春学期 政策評価のための計量経済学　I 日本語 荒井　洋一 月 ６時限
秋学期 政策評価のための計量経済学　IＩ 日本語 荒井　洋一 月 ６時限
秋学期 サスティナビリティ学 日本語 家田　修 水 ６時限
春学期 行政過程論　I 日本語 稲生　信男 木 ２時限
秋学期 行政過程論　II 日本語 稲生　信男 木 ２時限
秋学期 企業論　I 日本語 井上　正 水 ６時限
春学期 企業論　II 日本語 井上　正 水 ４時限
春学期 北米研究（政治）　I 日本語 今村　浩 水 ６時限
秋学期 北米研究（政治）　II 日本語 今村　浩 水 ６時限
秋学期 上級マクロ経済学 日本語 及川　浩希 水 ５時限
春学期 ユーラシア研究・食料資源経済学　I 日本語 奥田　英信 火 ３時限
秋学期 ユーラシア研究・食料資源経済学　II 日本語 奥田　英信 火 ４時限
春学期 ゲーム理論研究　I 日本語 笠島　洋一 水 １時限
秋学期 ゲーム理論研究　II 日本語 笠島　洋一 水 １時限
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春学期 企業財務論　I 日本語 葛山　康典 火 ６時限
秋学期 企業財務論　II 日本語 葛山　康典 火 ５時限
秋学期 政策科学　I 日本語 上沼　正明 水 ５時限
春学期 政策科学　II 日本語 上沼　正明 水 ６時限
春学期 企業法制研究　I 日本語 川島　いづみ 火 ６時限
秋学期 科学技術とサスティナビリティ 日本語 菊池　純一 火 ２時限
春学期 環境法政策学 日本語 黒川　哲志 火 ６時限

E 春学期 Environmental Law in Japan 英語 黒川　哲志 月 ６時限
E 秋学期 Global Food and Resource Issues 英語 弦間　正彦 火 ５時限

春学期 ソーシャル・ガバナンス　I 日・英併用 篠田　徹 木 ７時限
秋学期 ソーシャル・ガバナンス　II 日・英併用 篠田　徹 木 ７時限
春学期 社会史　I 日・英併用 篠田　徹 金 ７時限
秋学期 社会史　II 日・英併用 篠田　徹 金 ７時限
春学期 連帯社会論　I 日・英併用 篠田　徹 木 ６時限
秋学期 連帯社会論　II 日・英併用 篠田　徹 木 ６時限

E 秋学期 Politics and Government of Contemporary Japan I 英語 篠田　徹 水 ６時限
E 春学期 Politics and Government of Contemporary Japan IＩ 英語 篠田　徹 水 ６時限

春学期 社会協働研究　I 日本語 篠田　徹 水 ７時限
秋学期 社会協働研究　II 日本語 篠田　徹 水 ７時限
春学期 比較政治・社会問題論　I 日・英併用 篠田　徹 金 ６時限
秋学期 比較政治・社会問題論　II 日・英併用 篠田　徹 金 ６時限
春学期 経営科学研究　I 日本語 須子　統太 月 ６時限
秋学期 経営科学研究　II 日本語 須子　統太 月 ４時限
春学期 雇用社会の法と政策　I 日本語 鈴木　俊晴 月 ３時限
秋学期 雇用社会の法と政策　II 日本語 鈴木　俊晴 月 ３時限
春学期 近現代形而上学・認識論　I 日本語 千葉　清史 火 ４時限
秋ク 近現代形而上学・認識論　II 日本語 千葉　清史 火

４時限・５
時限

秋学期 現代思想論 日本語 角田　史幸 金 ５時限
春学期 市場経済論　I 日本語 戸田　学 土 ２時限
秋学期 市場経済論　II 日本語 戸田　学 土 ２時限
春学期 人的資源管理論　I 日本語 飛田　正之 土 ２時限
秋学期 人的資源管理論　II 日本語 飛田　正之 金 ３時限
春学期 情報科学　I 日本語 中島　健一 火 ６時限
秋学期 情報科学　IＩ 日本語 中島　健一 火 ６時限
春学期 流通科学　I 日本語 野口　智雄 土 ３時限
秋学期 流通科学　II 日本語 野口　智雄 土 ３時限
春学期 環境社会学 日本語 浜本　篤史 水 ６時限
春学期 統計的方法論　I 日本語 山下　洋史 木 ４時限
秋学期 統計的方法論　II 日本語 山下　洋史 木 ４時限
秋学期 経営戦略 日本語 山田　幸三 水 ５時限
春学期 先端科学技術と法・倫理　I 日本語 横野　恵 火 ５時限
秋学期 先端科学技術と法・倫理　II 日本語 横野　恵 水 ４時限
春学期 社会科学の哲学　I 日・英併用 吉田　敬 水 ６時限
秋学期 社会科学の哲学　II 日・英併用 吉田　敬 水 ６時限
春学期 生命科学　I 日本語 輪湖　博 金 ６時限
秋学期 生命科学　II 日本語 輪湖　博 金 ３時限
秋学期 スマート社会の実証経済分析 日本語 鷲津　明由 月 ３時限
春学期 産業連関分析論 日本語 鷲津　明由 月 ３時限

以　　上
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