
科目名/Subject 国際開発学特論 

科目名（英語）
/English Subject

Advanced Lecture on International Development Studies 

単位数/Credit(s) 2 

セメスター/Semester

曜日・講時・教室
/Day/Period/Place

後期 月曜日 ４講時 農学部資源環境経済学コース演習室

開講年度/Year

担当教員/Instructor 冬木　勝仁

対象学年
/Eligible Participants

対象コース・専攻（必修・選択）
/Departments（Obligatory/Elective）

使用言語
/Language Used in Course

２カ国語以上

科目ナンバリング
/Course Numbering

ABR-AGE520B 

授業テーマ
/Class
Subject

国際開発に関わる諸問題の把握とその分析方法の習得　Understanding some issues on international development and also learning
methods of analysis on these issues 

授業の目的
と概要
/Object and
Summary
of Class

本授業では、学生による国際開発学を対象とした発表をもとに質疑応答をおこない、課題や方法論についての整理を行うことにより論文作成の方
法を習得する。　Every student is requested to give a presentation on international development in the class once or twice per semester.
When a student is appointed as a reporter, he or she must prepare a handout of report based on his or her own research topics and their
related papers. Presentation is welcomed to have use of slides written by, for instance, Power-point program. 

キーワード
/Keywords 経済成長、農業、市場経済、資本主義、土地所有、貿易　economic growth, agriculture, market economy, capitalism, land ownership, trade 

学修の
到達目標
/Goal of
Study

国際開発学についてのさまざまな課題について学ぶとともに、論文作成の方法を習得する。　Students are expected to understand some
issues on international development and to learn methods of analysis on these issues. 

授業内容・
方法と
進度予定
/Contents
and
Progress
Schedule
of the Class

1. クラスコード： lphvec3　授業の進め方　Classroom を利用し、ライブ配信で授業を行う。授業内容等は初回に説明する。

2.
Contents and progress schedule will be announced at the first class.
We use Google Classroom. 
Class code for joining Google Classroom: lphvec3 

成績評価
方法
/Record and
Evaluation
Method

報告内容60％、討論内容40％　Presentation 60%, Discussion 40% 

準備学修等
/Preparation

研究発表が中心となるので、研究に関連する文献等のレビューを行い研究の位置づけを明確にするなど、各自の研究を参加者がよく理解できる
ように整理する。　Every students must summarize existing studies on their own reseach topics to clarify importance of them. 

教科書
および
参考書
/Textbook
and
References

オリエンテーションの際に指示する。　It will be announced at the first class. 

授業時間外
学修
/Self Study

自分の研究テーマに関する最近の論文を読む。　Please read recent papers on your own reserch topics. 

実務・
実践的授業
/Practical
Business



2021/10/01 18:35 学務情報システム
※○は、
実務・実践的
授業であるこ
とを示す。
/Note:"○"
Indicates
the practical
business

備考
/Notes

オフィスアワー：　在室中は随時受け付ける　（国際開発学教員研究室　E213）
メールアドレス： katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp

email:　katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp　　　office:　E213

My office is located on the 2nd floor of Multidisciplinary Research Laboratory of Agricultural Science (K01 building) in Aobayama Campus. 

更新日付
/Last
Update

2021/06/11 14:18

１単位の授業科目は、４５時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としています。１単位の修得に必要となる学修時間の目安
は、「講義・演習」については１５～３０時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）３０～１５時間、「実験、実習及び実技」については３
０～４５時間の授業および授業時間外学修（予習・復習など）１５～０時間です。
One-credit courses require 45 hours of study. In lecture and exercise-based classes, one credit consists of 15-30 hours of class time
and 30-15 hours of preparation and review outside of class. In laboratory, practical training, and practical skill classes, one credit consists
of 30-45 hours of class time and 15-0 hours of preparation and review outside of class. 

mailto:katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp
mailto:katsuhito.fuyuki.d2@tohoku.ac.jp

