
2019年度 社会科学部開講科目（科目等履修生用）

①下記の内容は、2019年1月25日現在のもので、変更される場合もあります。

②講義内容および最終確定した時間割につきましては、2月末より早稲田大学ホームページ内で公開予定の

「シラバス検索」によりご確認ください。（早稲田大学ホームページの「データ集」のメニュー内のリンク、

または以下のURLにてご覧ください。（https://www.wsl.waseda.jp/syllabus/JAA101.php）

③各科目の単位数については、特に記載が無い科目については、すべて2単位科目です。

④科目欄に赤線が記載されている科目は、募集停止となった科目です。

〔社会科学総合分野〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

地球環境論 春学期 月４時限／水５時限 赤尾 健一

人間行動と進化 春学期 木２時限 秋山 英三

メディア論 １ 春学期 水２時限 有馬 哲夫

メディア論 ２ 秋学期 水２時限 有馬 哲夫

社会科学方法論 Ａ 春学期 木３時限 大賀 祐樹

社会科学方法論 Ｂ 秋学期 木３時限 大賀 祐樹

持続可能な開発のための社会科学 Ａ 春学期 火２時限 大塚 彩美

持続可能な開発のための社会科学 Ｂ 秋学期 火２時限 大塚 彩美

社会調査法 １ 春学期 月２時限 開沼 泰隆

商業史 I 春学期 月３時限 君塚 弘恭

商業史 II 秋学期 月３時限 君塚 弘恭

比較経済史 1 春学期 火３時限 君塚 弘恭

比較経済史 ２ 秋学期 火３時限 君塚 弘恭

現代家族論 １ 春学期 火３時限 小島 宏

現代家族論 ２ 秋学期 火３時限 小島 宏

文化人類学 １ 春学期 火２時限 小長谷 英代

文化人類学 ２ 秋学期 火２時限 小長谷 英代

Social History 1 春学期 金３時限 篠田 徹

Social History 2 秋学期 金３時限 篠田 徹

ソシオダイナミクス １ 春学期 木２時限 篠田 徹

ソシオダイナミクス ２ 秋学期 木２時限 篠田 徹

ポピュラー・カルチャーの社会科学 秋学期 水４時限 篠田 徹

法制文明論 １ 春学期 水３時限 島 善高

法制文明論 ２ 秋学期 水３時限 島 善高

ＥＵ地域研究 １ 春学期 火４時限 鈴木 規子

ＥＵ地域研究 ２ 秋学期 火４時限 鈴木 規子

ヨーロッパ市民社会論 １ 春学期 月３時限 鈴木 規子

ヨーロッパ市民社会論 ２ 秋学期 月３時限 鈴木 規子

観光学 春学期 水３時限 周藤 真也

現代社会学の方法 秋学期 水３時限 周藤 真也

社会意識論 春学期 金１時限 周藤 真也

近代経済社会思想史 １ 春学期 水４時限 寺尾 範野

近代経済社会思想史 ２ 秋学期 水４時限 寺尾 範野

比較近代社会思想 １ 春学期 金３時限 寺尾 範野

比較近代社会思想 ２ 秋学期 金３時限 寺尾 範野

社会問題の社会学 １ 春学期 金２時限 成富 正信

日常生活の社会学 秋学期 土２時限 成富 正信

健康と人権 春学期 水５時限 棟居 徳子

国際人権論 １ 春学期 水３時限 棟居 徳子

国際人権論 ２ 秋学期 水３時限 棟居 徳子

社会保障の法と政策 １ 春学期 火４時限 棟居 徳子

社会保障の法と政策 ２ 秋学期 火４時限 棟居 徳子

バイオエシックス 秋学期 水２時限 横野 恵

中国研究 ２ 秋学期 火３時限 劉 傑
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〔人文科学分野〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

中国哲学 １ 春学期 金５時限 遠藤 純一郎

中国哲学 ２ 秋学期 金５時限 遠藤 純一郎

東洋哲学 １ 春学期 火４時限 王 前

東洋哲学 ２ 秋学期 火４時限 王 前

外国史概論 １ 春学期 月２時限 大橋 里見

外国史概論 ２ 秋学期 月２時限 大橋 里見

科学の歴史と科学技術政策 春学期 水５時限 小山田 和仁

芸術論 １ 春学期 月５時限 笠羽 映子

西洋近現代音楽研究 １ 秋学期 月５時限 笠羽 映子

心理学概論 春学期 火３時限 金築 優

臨床心理学 I 春学期 火２時限 金築 優

臨床心理学 II 秋学期 火２時限 金築 優

臨床哲学 秋学期 火３時限 金築 優

日本研究 １ 春学期 月２時限 ゲイル カーティス アンダーソン

日本研究 ２ 秋学期 月２時限 ゲイル カーティス アンダーソン

公共文化論 ２ 春学期 火４時限 小長谷 英代

漢字文化圏論 １ 春学期 火５時限 笹原 宏之

漢字文化圏論 ２ 秋学期 木２時限 笹原 宏之

言語表現論 １ 春学期 月３時限 笹原 宏之

言語表現論 ２ 秋学期 月３時限 笹原 宏之

歴史学（日本史） １ 春学期 水２時限 島 善高

歴史学（日本史） ２ 秋学期 水２時限 島 善高

西洋哲学 ２ 秋学期 月５時限 下田 和宣

哲学総論 春学期 月５時限 下田 和宣

倫理学 １ 春学期 月５時限 関口 浩

倫理学 ２ 秋学期 月５時限 関口 浩

人文地理学 春学期 火４時限 竹林 和彦

地誌 秋学期 火４時限 竹林 和彦

スペイン語文化圏論 １ 春学期 水１時限 寺尾 隆吉

スペイン語文化圏論 ２ 秋学期 水１時限 寺尾 隆吉

日本文化研究 秋学期 火４時限 内藤 明

日本文化論 春学期 火４時限 内藤 明

日本文学 １〔古典と近代〕 春学期 水３時限 内藤 明

日本文学 ２〔近代と現代〕 秋学期 水３時限 内藤 明

異文化コミュニケーション論 秋学期 金３時限 花光 里香

英語圏の社会と文化 １ 春学期 火２時限 古川 敏明

英語圏の社会と文化 ２ 秋学期 火２時限 古川 敏明

歴史学（ヨーロッパ史） １ 春学期 土１時限 古川 誠之

歴史学（ヨーロッパ史） ２ 秋学期 土１時限 古川 誠之

日本史概論 １ 春学期 月４時限 星原 大輔

日本史概論 ２ 秋学期 月４時限 星原 大輔

歴史学（アジア史） １ 春学期 金１時限 松田 春香

歴史学（アジア史） ２ 秋学期 金１時限 松田 春香

歴史学（日中関係史） １ 春学期 火３時限 劉 傑
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〔自然科学分野〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

生態学 ２ 秋学期 水５時限 赤尾 健一

EU・ドイツの都市づくり 秋学期 水５時限 卯月 盛夫

コミュニティデザイン 春学期 水４時限 卯月 盛夫

公共事業論 秋学期 水４時限 卯月 盛夫

地域計画システム論 I 春学期 月４時限 落合 基継

地域計画システム論 II 秋学期 月４時限 落合 基継

社会言語としての映像 春学期 月５時限 佐々木 友輔

居住環境論 秋学期 水３時限 早田 宰

数学 １ 春学期 月３時限 高橋 一嘉

数学 ２ 秋学期 月３時限 高橋 一嘉

社会、社会科学のなかの自然科学 春学期 火４時限 中橋 渉

理論人類学 １ 春学期 火２時限 中橋 渉

理論人類学 ２ 秋学期 火２時限 中橋 渉

環境科学概論 秋学期 水５時限 松橋 啓介

自然地理学 I 春学期 月２時限 山崎 晴雄

自然地理学 II 秋学期 月２時限 山崎 晴雄

エントロピー概論 秋学期 火５時限 輪湖 博

数理科学概論 春学期 火５時限 輪湖 博

生命科学 １ 春学期 火３時限 輪湖 博

生命科学 ２ 秋学期 火３時限 輪湖 博
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〔政治学分野〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

現代政治制度論（イギリス） 春学期 木４時限 秋本 富雄

現代政治分析（イギリス） 秋学期 木４時限 秋本 富雄

比較議会論 秋学期 木５時限 秋本 富雄

政治行動論 I 春学期 火５時限 浅野 正彦

政治行動論 II 秋学期 火５時限 浅野 正彦

政治分析 Ａ 春学期 火４時限 浅野 正彦

現代市民権理論 春学期 火２時限 厚見 恵一郎

政治学史 I 春学期 水５時限 厚見 恵一郎

政治学史 II 秋学期 水５時限 厚見 恵一郎

現代政治制度論（イタリア） 秋学期 水３時限 池谷 知明

現代政治分析（イタリア） 春学期 水３時限 池谷 知明

比較政治制度論 １ 春学期 火４時限 池谷 知明

比較政治制度論 ２ 秋学期 火４時限 池谷 知明

行政学 I 春学期 金３時限 稲生 信男

行政学 II 秋学期 金３時限 稲生 信男

地域自治論 １ 春学期 火２時限 稲生 信男

地域自治論 ２ 秋学期 火２時限 稲生 信男

現代政治制度論（アメリカ合衆国） 春学期 月５時限 今村 浩

現代政治分析（アメリカ合衆国） 秋学期 月５時限 今村 浩

政治過程論 １ 秋学期 金４時限 今村 浩

政治過程論 ２ 秋学期 金５時限 今村 浩

政治学原論 I 春学期 水３時限 今村 浩

政治学原論 II 秋学期 水３時限 今村 浩

選挙制度論 秋学期 木６時限 今村 浩

現代選挙論 １ 春学期 水２時限 遠藤 晶久

現代選挙論 ２ 秋学期 水２時限 遠藤 晶久

政治分析 Ｂ 春学期 火２時限 遠藤 晶久

日本政治史 I 春学期 金３時限 大西 比呂志

日本政治史 II 秋学期 金３時限 大西 比呂志

国際関係論 秋学期 火２時限 奥迫 元

国際政治理論 春学期 水４時限 奥迫 元

太平洋地域海洋国家研究 秋学期 水５時限 奥迫 元

現代政治制度論（フランス） 秋学期 月４時限 久邇 良子

現代政治制度論（ドイツ） 秋学期 土３時限 高見 仁

現代政治分析（ドイツ） 春学期 土３時限 高見 仁

国際開発制度論 秋学期 火４時限 利根川 佳子

国際教育協力論 春学期 火４時限 利根川 佳子

人間の安全保障論 秋学期 火２時限 利根川 佳子

現代政治制度論（スペイン） 春学期 金４時限 野上 和裕

現代政治分析（スペイン） 秋学期 金４時限 野上 和裕

情報政治論 秋学期 水１時限 細貝 亮

国会論 春学期 土３時限 向大野 新治

立法過程論 秋学期 土３時限 向大野 新治

国際ＮＧＯ協力論 春学期 火３時限 山田 満

平和構築論 秋学期 火３時限 山田 満
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〔法学分野〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

知的財産権法（著作権法） 春学期 土３時限 今村 哲也

知的財産権法（特許法、商標法、不正競争防止法） 秋学期 水４時限 今村 哲也

民法概論 Ｂ 春学期 火３時限 大野 武

法社会学 I 春学期 月３時限 大橋 憲広

法社会学 II 秋学期 月３時限 大橋 憲広

会社法 １〔会社のガバナンス〕 春学期 月３時限 川島 いづみ

会社法 ２〔会社のファイナンス〕 秋学期 月３時限 川島 いづみ

金融商品取引法 １〔総論・流通市場規制等〕 春学期 火３時限 川島 いづみ

金融商品取引法 ２〔発行市場規制・業者規制等〕 秋学期 火３時限 川島 いづみ

民法 ５〔親族〕 春学期 金２時限 金 亮完

民法 ６〔相続〕 秋学期 金２時限 金 亮完

環境法 １〔公害規制法〕 春学期 水３時限 黒川 哲志

環境法 ２〔自然保護法〕 秋学期 水３時限 黒川 哲志

行政法 春学期 火２時限 黒川 哲志

現代雇用社会の法と政策 秋学期 金５時限 鈴木 俊晴

雇用関係法 I 春学期 金４時限 鈴木 俊晴

雇用関係法 II 秋学期 金４時限 鈴木 俊晴

労使関係法 春学期 火３時限 鈴木 俊晴

労働市場法 秋学期 火３時限 鈴木 俊晴

刑法各論 1 春学期 火２時限 仲道 祐樹

刑法各論 2 春学期 火４時限 仲道 祐樹

刑法総論 秋学期 火２時限／金２時限 仲道 祐樹

国際経済法 1 秋学期 水１時限 平見 健太

国際法 1 春学期 水１時限 平見 健太

国際経済法 2 秋学期 水３時限 福永 有夏

国際法 2 春学期 水３時限 福永 有夏

憲法 I Ａ 春学期 火２時限 藤井 康博

憲法 I Ｂ 秋学期 月３時限 藤井 康博

憲法 II Ａ 秋学期 月４時限 藤井 康博

刑事政策 秋学期 火２時限 守山 正

犯罪学 春学期 火２時限 守山 正

医事法 春学期 水２時限 横野 恵

生命倫理と法 １〔生命の始期に関わる諸問題〕 春学期 木２時限 横野 恵

生命倫理と法 ２〔生命の終期に関わる諸問題〕 秋学期 木２時限 横野 恵

法情報学 １〔インターネットと法〕 春学期 水５時限 吉田 和夫

民法 ３〔債権総論〕 春学期 火３時限 吉田 和夫

民法 ４〔債権各論〕 秋学期 火５時限 吉田 和夫

民法概論 Ａ 秋学期 火４時限 吉田 和夫
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〔経済学分野〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

西洋経済史 春学期 月４時限 内田 日出海

実証経済学 春学期 金３時限 王 在吉

金融経済論 I 春学期 月１時限 大野 裕之

金融経済論 II 秋学期 月１時限 大野 裕之

Mechanism Design 秋学期 木１時限 笠島 洋一

公共経済論 I 春学期 金１時限 笠島 洋一

公共経済論 II 秋学期 金１時限 笠島 洋一

制度設計の経済学 I 春学期 水２時限 笠島 洋一

制度設計の経済学 II 秋学期 水２時限 笠島 洋一

国際金融論 I 春学期 月４時限 北村 能寛

国際金融論 II 秋学期 月４時限 北村 能寛

食料と農業の経済学 １ 〔食料需給の決定要因と食料問題・農業調整問題〕 春学期 火３時限 弦間 正彦

食料と農業の経済学 ２ 〔日本の経験と教訓〕 秋学期 火３時限 弦間 正彦

応用ミクロ経済学 １ 春学期 金３時限 篠塚 友一

応用ミクロ経済学 ２ 秋学期 金３時限 篠塚 友一

マクロ経済学 春学期 火３時限／火４時限 鈴木 慶春

応用マクロ経済学 秋学期 火３時限／火４時限 鈴木 慶春

ミクロ経済学 I 春学期 火１時限 戸田 学

ミクロ経済学 II 秋学期 火１時限 戸田 学

経済数学 １ 春学期 火３時限 戸田 学

経済数学 ２ 秋学期 火３時限 戸田 学

産業組織論 秋学期 月５時限／水５時限 土門 晃二

法と経済学 I 秋学期 月４時限 土門 晃二

法と経済学 II 春学期 月４時限 土門 晃二

移行経済論 I 春学期 月４時限 トラン ヴァン トゥ

移行経済論 II 秋学期 月４時限 トラン ヴァン トゥ

環境の産業連関分析 秋学期 水２時限 鷲津 明由

産業構造論 春学期 木２時限 鷲津 明由
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〔商学分野〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

経営学 春学期 金３時限／金４時限 井上 正

経営組織論 秋学期 金３時限／金４時限 井上 正

生産システム論 秋学期 月１時限 伊呂原 隆

リスクマネジメントと保険 I 春学期 水５時限 上田 和勇

リスクマネジメントと保険 II 秋学期 水５時限 上田 和勇

企業財務論 秋学期 火３時限／水３時限 葛山 康典

証券論 春学期 火４時限／水４時限 葛山 康典

簿記 Ａ 春学期 月２時限／木２時限 金子 良太

会計学 春学期 火３時限／火４時限 菅野 浩勢

外部報告会計論 秋学期 火３時限／火４時限 菅野 浩勢

簿記 B 秋学期 金３時限／金４時限 菅野 浩勢

管理会計 春学期 木３時限／木４時限 齋藤 正章

品質管理 秋学期 金１時限 佐野 雅隆

経営管理論 春学期 火１時限／火２時限 篠崎 香織

経営のための経済学 春学期 月５時限／水５時限 土門 晃二

国際貿易論 １ 春学期 火４時限 トラン ヴァン トゥ

国際貿易論 ２ 秋学期 火４時限 トラン ヴァン トゥ

グローバル・サプライチェーン・マネジメント 秋学期 火４時限／火５時限 中島 健一

原価計算 秋学期 木３時限／木４時限 成岡 浩一

流通論 I 春学期 月３時限 野口 智雄

流通論 II 秋学期 月３時限 野口 智雄

経営戦略 １ 春学期 水３時限 長谷川 信次

経営戦略 ２ 春学期 水２時限 長谷川 信次

国際経営論 １ 春学期 火３時限 長谷川 信次

国際経営論 ２ 春学期 火４時限 長谷川 信次

ビジネス・イングリッシュ I 春学期 木４時限 福澤 善文

ビジネス・イングリッシュ II 秋学期 木４時限 福澤 善文

経営分析 春学期 金３時限 矢内 一利

会計監査論 春学期 月１時限／水１時限 山崎 秀彦

人的資源管理論 I 春学期 木５時限 山下 洋史

人的資源管理論 II 秋学期 木５時限 山下 洋史
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〔社会科学特講〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

社会科学特講（地域計画情報論）Ａ 春学期 水５時限 藤原 整

社会科学特講（地域計画情報論）Ｂ 秋学期 水５時限 藤原 整

社会科学特講（近代日本の中国認識） Ａ 春学期 木４時限 島田 大輔

社会科学特講（近代日本の中国認識） Ｂ 秋学期 木４時限 島田 大輔

社会科学特講（近代日本と社会思想家たち） Ａ 春学期 水５時限 新美 貴英

社会科学特講（近代日本と社会思想家たち） Ｂ 秋学期 水５時限 新美 貴英

〔社会科学総合研究〕
科目名 学期 曜日時限 教員氏名

社会科学総合研究（女性と政治） 春学期 木５時限 今村 浩 他

社会科学総合研究（ロシア東欧現代経済） 1 春学期 水４時限 弦間 正彦 他

社会科学総合研究（ロシア東欧現代経済） 2 秋学期 水４時限 弦間 正彦 他

社会科学総合研究（食の社会科学） 春学期 月５時限 小島 宏 他

社会科学総合研究（ソーシャル・キャピタル論） 秋学期 月４時限 渡辺 深
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