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Educational Program on Current Japan Course List for the 3rd & 4th Quarters
2020 for Undergraduate Level
⌧௦᪥ᮏ䝥䝻䜾䝷䝮䠄Ꮫ㒊䠅2020ᖺᗘ➨䠏䠃䠐䜽䜷䞊䝍䞊⛉┠䝸䝇䝖
Date: 11/9/2020
Core Subject䠄䠄䝁䜰⛉┠䠅
䚷 Taught in English entirely or partly, and will aim at giving you a direct understanding of current Japan,
䚷 ⱥㄒ䜎䛯䛿ⱥㄒཬ䜃᪥ᮏㄒ䛷⾜䛖ᤵᴗ䛷᪥ᮏ䞉᪥ᮏᩥ䛻㛵䛩䜛ෆᐜ䠄୍㒊䛷䜒ྍ䠅䛾䜒䛾䚹
Elective Subject䠄䠄㑅ᢥ⛉┠䠅
Category 1: Taught in English (entirely or partly) and include subject elements of Japan as a comparison
䜹䝔䝂䝸䞊1: ⱥㄒཪ䛿ⱥㄒཬ䜃᪥ᮏㄒ䛷⾜䛖ᤵᴗ䛷᪥ᮏ䞉᪥ᮏᩥ䛸䛾ẚ㍑䛾どⅬ䛾ෆᐜ䜢ྵ䜐䜒䛾䚹
Category 2: Taught in Japanese entirely, but open to exchange students with a higher level of proficiency in Japanese, and include subject elements of Japan as a comparison
䜹䝔䝂䝸䞊2: ᪥ᮏㄒ䛷⾜䛖ᤵᴗ䛷᪥ᮏ䞉᪥ᮏᩥ䛾ẚ㍑䛾どⅬ䛾ෆᐜ䜢ྵ䜐䜒䛾䛷䚸┦ᙜ⛬ᗘ䛾᪥ᮏㄒ⬟ຊ䛾䛒䜛␃Ꮫ⏕䛾ᒚಟ䜢ㄆ䜑䜛䜒䛾䚹

CORE SUBJECT (䝁
䝁䜰⛉┠䠅
Course
⛉┠ྡ

Lecturer
ᢸᙜᩍဨ

Faculty
㒊ᒁ

Food, Liquor and Society in Current Japan in
1 Globalization (a)
䜾䝻䞊䝞䝹䛾୰䛾⌧௦᪥ᮏ䛾㣗䚸㓇䚸♫ (a)

YUI Kiyomitsu
Ἔ䚷Ύග

Letters
ᩥ

Food, Liquor and Society in Current Japan in
2 Globalization (b)
䜾䝻䞊䝞䝹䛾୰䛾⌧௦᪥ᮏ䛾㣗䚸㓇䚸♫ (b)

YUI Kiyomitsu
Ἔ䚷Ύග

Letters
ᩥ

Quarter

Code
Credit
/Semester
㛫䡶䡬䢀䢚 ༢
㛤ㅮᮇ

Day
᭙᪥

Remarks
ഛ⪃

4

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Please register this class as a set with
"Food, Liquor and Society in Current Japan
in Globalization (b)" in the 4th Quarter.
➨4䜽䜷䞊䝍䞊䛾"䜾䝻䞊䝞䝹䛾୰䛾⌧௦᪥
ᮏ䛾㣗䚸㓇䚸♫ (b)" 䛸䝉䝑䝖䛷ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥
䛔䚹

Wed
Ỉ

4

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Please register this class as a set with
"Food, Liquor and Society in Current Japan
in Globalization (a)" in the 3rd Quarter.
➨3䜽䜷䞊䝍䞊䛾"䜾䝻䞊䝞䝹䛾୰䛾⌧௦᪥
ᮏ䛾㣗䚸㓇䚸♫ (a)" 䛸䝉䝑䝖䛷ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥
䛔䚹

1

3rd
Quarter

Wed
Ỉ

4L230

1

4th
Quarter

3L230

Period Room / Online
ᩍᐊ ➼
㝈

3

Comparative Modernization Theories (a)
ẚ㍑㏆௦ㄽ(a)

YUI Kiyomitsu
Ἔ䚷Ύග

Letters
ᩥ

3L228

1

3rd
Quarter

Thurs
ᮌ

4

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Please register this class as a set with
"Comparative Modernization Theories (b)" in
the 4th Quarter.
➨4䜽䜷䞊䝍䞊䛾"ẚ㍑㏆௦ㄽ (b)" 䛸䝉䝑䝖䛷
ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

4

Comparative Modernization Theories (b)
ẚ㍑㏆௦ㄽ(b)

YUI Kiyomitsu
Ἔ䚷Ύග

Letters
ᩥ

4L228

1

4th
Quarter

Thurs
ᮌ

4

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Please register this class as a set with
"Comparative Modernization Theories (a)" in
the 3rd Quarter.
➨3䜽䜷䞊䝍䞊䛾"ẚ㍑㏆௦ㄽ (a)" 䛸䝉䝑䝖䛷
ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

Iris Tome Valencia

Letters
ᩥ

3L231

1

3rd
Quarter

Thurs
ᮌ

㻠

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Please register this class as a set with "A
Comparative Study of Modern Japanese
Society and Culture (b)" in the 4th Quarter.
➨4䜽䜷䞊䝍䞊䛾 "ẚ㍑⌧௦᪥ᮏㄽ≉Ṧㅮ⩏
(b)" 䛸䝉䝑䝖䛷ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

Iris Tome Valencia

Letters
ᩥ

1

4th
Quarter

Thurs
ᮌ

㻠

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Please register this class as a set with "A
Comparative Study of Modern Japanese
Society and Culture (a)" in the 4th Quarter.
➨3䜽䜷䞊䝍䞊䛾 "ẚ㍑⌧௦ㄽ≉Ṧㅮ⩏ (a)"
䛸䝉䝑䝖䛷ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Please register this class as a set with
"Study in Sociology (b) 䛆Comparing
Responses to Global TransformationsRegime Changes in the V4 and Japan (b)䛇"
in the 4th Quarter.
➨4䜽䜷䞊䝍䞊䛾"♫Ꮫ≉Ṧㅮ⩏ (b)" 䜢䝉䝑䝖
䛷ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Please register this class as a set with
"Study in Sociology (a) 䛆Comparing
Responses to Global TransformationsRegime Changes in the V4 and Japan (a)䛇"
in the 3rd Quarter.
➨3䜽䜷䞊䝍䞊䛾"♫Ꮫ≉Ṧㅮ⩏ (a)" 䜢䝉䝑䝖
䛷ᒚಟ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

A Comparative Study of Modern Japanese
5 Society and Culture (a)
ẚ㍑⌧௦᪥ᮏㄽ≉Ṧㅮ⩏ (a)

A Comparative Study of Modern Japanese
6 Society and Culture (b)
ẚ㍑⌧௦᪥ᮏㄽ≉Ṧㅮ⩏ (b)

Study in Sociology (a)
䛆Comparing Responses to Global
YUI Kiyomitsu
7 Transformations -Regime Changes in the V4 and
Ἔ䚷Ύග
Japan(a)䛇
♫Ꮫ≉Ṧㅮ⩏(a)

Study in Sociology (b)
䛆Comparing Responses to Global
YUI Kiyomitsu
8 Transformations -Regime Changes in the V4 and
Ἔ䚷Ύග
Japan (b)䛇
♫Ꮫ≉Ṧㅮ⩏(b)

MIYAO Ryuzo
ᐑᑿ䚷㱟ⶶ

9 Japanese Economy

10 Japanese Legal System I

Letters
ᩥ

4L231

3L229

1

3rd
Quarter

Letters
ᩥ

4L229

1

4th
Quarter

Economics
⤒῭

4E320

2

4th
Quarter

SAITO Akira
㰻⸨䚷ᙲ

Law
ἲ

Tue
ⅆ

4

Tue
ⅆ

4

Tue
ⅆ

3

Fri
㔠

3

2nd
Semester

Thurs
ᮌ

5,6

Quarter
Code
Credit
/Semester
㛫䡶䡬䢀䢚 ༢
㛤ㅮᮇ

Day
᭙᪥

3J067

2

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

ELECTIVE SUBJECT 䠄㑅ᢥ⛉┠䠅
CATEGORY 1 䠄䜹䝔䝂䝸䞊䠍䠅
Course
⛉┠ྡ

1 Advanced Monetary Economics

Lecturer
ᢸᙜᩍဨ

NISHIYAMA Shin'ichi
すᒣ䚷ៅ୍

Faculty
㒊ᒁ

Economics
⤒῭

3E335

2

3rd
Quarter

Period Room / Online
ᩍᐊ ➼
㝈

Tue
ⅆ

2

Fri
㔠

1

Remarks
ഛ⪃

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

ELECTIVE SUBJECT 䠄㑅ᢥ⛉┠䠅
CATEGORY 䠎 䠄䜹䝔䝂䝸䞊䠎䠅 䈜Taught in Japanese 䠄᪥ᮏㄒ㛤ㅮᤵᴗ䠅
Course
⛉┠ྡ

1

2

Japanese Economy
᪥ᮏ⤒῭ㄽ

Modern Economic History of Japan
㏆⌧௦᪥ᮏ⤒῭ྐ

Lecturer
ᢸᙜᩍဨ

SANO Shinpei
బ㔝䚷ᖹ

HASHINO Tomoko
ᶫ㔝䚷▱Ꮚ

Faculty
㒊ᒁ

Economics
⤒῭

Economics
⤒῭

Quarter
Code
Credit
/Semester
㛫䡶䡬䢀䢚 ༢
㛤ㅮᮇ

3E318

3E328

2

2

3rd
Quarter

3rd
Quarter

Day
᭙᪥

Period Room / Online
ᩍᐊ ➼
㝈

Mon
᭶

2

Thurs
ᮌ

1

Tue
ⅆ

4

Fri
㔠

4

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

Remarks
ഛ⪃

ELECTIVE SUBJECT 䠄㑅ᢥ⛉┠䠅
CATEGORY 䠎 䠄䜹䝔䝂䝸䞊䠎䠅 䈜Taught in Japanese 䠄᪥ᮏㄒ㛤ㅮᤵᴗ䠅
Course
⛉┠ྡ

3

Advanced Financial History of Japan
ୖ⣭᪥ᮏ㔠⼥ྐ

Lecturer
ᢸᙜᩍဨ

TAKATSUKI Yasuo
㧘ᵳ䚷Ὀ㑻

Faculty
㒊ᒁ

Economics
⤒῭

Quarter
Code
Credit
/Semester
㛫䡶䡬䢀䢚 ༢
㛤ㅮᮇ

3E354

2

3rd
Quarter

Day
᭙᪥

Period Room / Online
ᩍᐊ ➼
㝈

Mon
᭶

2

Thurs
ᮌ

1

Remarks
ഛ⪃

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

4 㟁Ꮚ≀⌮ᕤᏛᴫㄽ

YAMAGUCHI Kazuaki
ᒣཱྀ䚷୍❶

Engineering
ᕤ

3T008

1

3rd
Quarter

Thurs
ᮌ

5

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

ᑐ㠃ᤵᴗ䛻䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛒䜚䚹
There is a possibility that Online class
change to Face-to-Face class.

5 㟁ᏊሗᕤᏛᴫㄽ

YAMAGUCHI Kazuaki
ᒣཱྀ䚷୍❶

Engineering
ᕤ

3T009

1

3rd
Quarter

Thurs
ᮌ

5

Online
䜸䞁䝷䜲䞁

ᑐ㠃ᤵᴗ䛻䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛒䜚䚹
There is a possibility that Online class
change to Face-to-Face class.

Business
Administration
⤒Ⴀ

2

4th
Quarter

Tue
ⅆ

1

4B103

Fri
㔠

2

6

Introduction to Business History
⤒Ⴀྐධ㛛

HIRANO Kyohei
ᖹ㔝䚷ᜤᖹ

Online
䜸䞁䝷䜲䞁
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⅂℻ ⅎℭ⅐ⅽⅻⅾⅯↀⅯↂⅷↄⅳℭⅠↂↃⅲↇℭⅽⅴℭ⅚ⅽⅲⅳↀⅼℭ⅗ⅯⅾⅯⅼⅳↁⅳℭⅠⅽⅱⅷⅳↂↇℭⅯⅼⅲℭ⅐ↃⅺↂↃↀⅳℭℵⅯℶℭ
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⅃℻ ⅎℭ⅐ⅽⅻⅾⅯↀⅯↂⅷↄⅳℭⅠↂↃⅲↇℭⅽⅴℭ⅚ⅽⅲⅳↀⅼℭ⅗ⅯⅾⅯⅼⅳↁⅳℭⅠⅽⅱⅷⅳↂↇℭⅯⅼⅲℭ⅐ↃⅺↂↃↀⅳℭℵⅰℶℭ
ℭ *୮Υեहૈ౾ේએל܌яℵⅰℶ+ℭ
⅄℻ ⅠↂↃⅲⅷⅳↁℭⅷⅼℭⅠⅽⅱⅷⅽⅺⅽⅵↇℭℵⅯℶℭ
:⅐ⅽⅻⅾⅯↀⅷⅼⅵℭ ⅟ⅳↁⅾⅽⅼↁⅳↁℭ ↂⅽℭ ⅔ⅺⅽⅰⅯⅺℭ ⅡↀⅯⅼↁⅴⅽↀⅻⅯↂⅷⅽⅼↁℭ –⅟ⅳⅵⅷⅻⅳℭ ⅐ⅶⅯⅼⅵⅳↁℭ ⅷⅼℭ
ↂⅶⅳℭⅣ⅁ℭⅯⅼⅲℭ⅗ⅯⅾⅯⅼℭℵⅯℶ;ℭ
*۲ͥΪએל܌яℵⅯℶ+ℭ
ⅅ℻ ⅠↂↃⅲⅷⅳↁℭⅷⅼℭⅠⅽⅱⅷⅽⅺⅽⅵↇℭℵⅰℶℭ
:⅐ⅽⅻⅾⅯↀⅷⅼⅵℭ ⅟ⅳↁⅾⅽⅼↁⅳↁℭ ↂⅽℭ ⅔ⅺⅽⅰⅯⅺℭ ⅡↀⅯⅼↁⅴⅽↀⅻⅯↂⅷⅽⅼↁℭ –⅟ⅳⅵⅷⅻⅳℭ ⅐ⅶⅯⅼⅵⅳↁℭ ⅷⅼℭ
ↂⅶⅳℭⅣ⅁ℭⅯⅼⅲℭ⅗ⅯⅾⅯⅼℭℵⅰℶ;ℭ
*۲ͥΪએל܌яℵⅰℶ+ℭ
ⅆ℻ ⅗ⅯⅾⅯⅼⅳↁⅳℭ⅒ⅱⅽⅼⅽⅻↇℭ
ℾℽ℻⅗ⅯⅾⅯⅼⅳↁⅳℭ⅙ⅳⅵⅯⅺℭⅠↇↁↂⅳⅻℭ⅖ℭ

UG_Core Course ①&②
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Food, Liquor and Society in Current Japan in Globalization (a)&(b)
（グローバル化の中の現代日本の食、酒、社会(a)&(b)）
YUI Kiyomitsu （油井

清光）

3rd & 4th Quarter
(a) 1
単位
Credit(s)
（第3・４Q）
(b) 1
Wednesday, 4th period （水曜４時限）

時間割コード
Timetable slot code

3L230
4L230

TBA
The syllabi of these courses are preparing. The latest information will be given on the following website.
It you are interested in these courses, please find the syllabi from the website.
シラバスは準備中です。
最新の情報は以下のウェブサイトより確認できますので、この授業に関心のある方は、そちらから確認するようにしてください。
日本語(JP)：https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy/campussquare.do?_flowExecutionKey=_cF8EA356D-316F471E-4249-2EC671E59C68_k521C1974-2BD3-171A-34DC-FEAB5A199CEF
英語（EN）：https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy/campussquare.do?_flowExecutionKey=_cCF3B666C464D-38DC-1521-4E67CB0E6026_k2DB25037-150F-0536-D7EF-1A74B5E0E2DB

日本語（JP）

英語（EN)

UG_Core Course ③
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category

Comparative Modernization Theories (a)
（比較近代化論(a)）

曜日・時限 Day・Period

Thursday, 4th period（木曜４時限）

YUI Kiyomitsu（油井

清光）

3rd Quarter（第3Q）

単位
Credit(s)

1

時間割コード
Timetable slot code

3L228

授業テーマ/Lesson Topic
Multiple Modernities in Comparison ; Focusing on the Case of Japan. This is basically taught in English class yet
occasional explanation in Japanese. Both for overseas and Japanese students. What is modernization is now again under
re-examination inside and outside Japan. Multiple modernizations in different countries/areas are subject-matter to
reconsider with re-examination of Japanese historical pass dependency and cultural traits.

授業の到達目標/Lesson Target
Japan is the first country which modernized outside Europe and America. Cllas will consider the features of the process of
Japan's modernization in comparison with other other Asian countries and the 'West.' Clarifying the connection of the
process with features of contemporary Japan, and locate it in the world situation to figure out the meaning of it. Issues
like basic common value orientation with the West and Japan and the relation with developing countries are themes to
discuss.

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
(1) General introduction; including background of Japanese society, culture and history, entire design of the class and the
dialogues with participants
(2) Process and history of Japanese modernization 1
(3) Process and history of Japanese modernization 2
(4) World System (economic globalization and center / peripheral argument), Globalization (and Glocalization), and
Multiple Modernities
(5) Modernity, Second-Modernity, cosmopolitanization, and Multiple Modernities
(6) Japanese modernization in comparison with Europe and Asia 1
(7) Japanese modernization in comparison with Europe and Asia 2
(8) Contemporary Japanese society and culture in multiple modernities ; commonality and distinctiveness 1
(9) Contemporary Japanese society and culture in multiple modernities ; commonality and distinctiveness 2
(10) Position of Japanese modernity and post-modernity in the world 1
(11) Position of Japanese modernity and post-modernity in the world 2
(12) Workshop and discussions with participants

成績評価方法/Evaluation Method
Final essay 75 %, participation 25%. Sometimes we do mini-test yet this is for measuring one's participation.

成績評価基準/Evaluation Baseline
Understanding contents, earning knowledge, and expressing them via final essay with one's own ideas and experiences.

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
This is basically taught in English class and participants should have basic command in (easy) English. This is a course
related to University wide program called 'Educational Program on Current Japan' conducted in English for fostering
global education that accepts registration from every Faculty / Graduate School in Kobe Univ.

事前・事後学修/Review and preparation
Basic knowledge on Japanese history, society and culture is favorable. References showed in the class, participants
should study them before and after the class.

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
Every Thursday, 3rd period. Building C 4th floor. yui@lit.kobe-u.ac.jp

学生へのメッセージ/Message for students
Class welcomes participants who aim to build up foundations for using academic conception and discussion in English (and
Japanese)

今年度の工夫/Improvement in teaching
Reflecting on the experiences of previous terms the class will use more of dialogue-oriented discussions.

教科書/Text
As to the text and references will be announced in the beginning part of the class.

参考書・参考資料等/Reference Materials
As to the text and references will be announced in the beginning part of the class.

授業における使用言語/classroom language
English
English occasionally Japanese

キーワード/Keywords
Japanese Modernization Comparative Modernization the West Asia

UG_Core Course ④
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category

Comparative Modernization Theories (b)
（比較近代化論(b)）

曜日・時限 Day・Period

Thursday, 4th period（木曜４時限）

YUI Kiyomitsu（油井

清光）

4th Quarter（第4Q）

単位
Credit(s)

1

時間割コード
Timetable slot code

4L228

授業テーマ/Lesson Topic
Multiple Modernities in Comparison ; Focusing on the Case of Japan. This is basically taught in English class yet
occasional explanation in Japanese. Both for overseas and Japanese students. What is modernization is now again under
re-examination inside and outside Japan. Multiple modernizations in different countries/areas are subject-matter to
reconsider with re-examination of Japanese historical pass dependency and cultural traits.

授業の到達目標/Lesson Target
Japan is the first country which modernized outside Europe and America. Cllas will consider the features of the process of
Japan's modernization in comparison with other other Asian countries and the 'West.' Clarifying the connection of the
process with features of contemporary Japan, and locate it in the world situation to figure out the meaning of it. Issues
like basic common value orientation with the West and Japan and the relation with developing countries are themes to
discuss.

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
(1) General introduction; including background of Japanese society, culture and history, entire design of the class and the
dialogues with participants
(2) Process and history of Japanese modernization 1
(3) Process and history of Japanese modernization 2
(4) World System (economic globalization and center / peripheral argument), Globalization (and Glocalization), and
Multiple Modernities
(5) Modernity, Second-Modernity, cosmopolitanization, and Multiple Modernities
(6) Japanese modernization in comparison with Europe and Asia 1
(7) Japanese modernization in comparison with Europe and Asia 2
(8) Contemporary Japanese society and culture in multiple modernities ; commonality and distinctiveness 1
(9) Contemporary Japanese society and culture in multiple modernities ; commonality and distinctiveness 2
(10) Position of Japanese modernity and post-modernity in the world 1
(11) Position of Japanese modernity and post-modernity in the world 2
(12) Workshop and discussions with participants

成績評価方法/Evaluation Method
Final essay 75 %, participation 25%. Sometimes we do mini-test yet this is for measuring one's participation.

成績評価基準/Evaluation Baseline
Understanding contents, earning knowledge, and expressing them via final essay with one's own ideas and experiences.

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
This is basically taught in English class and participants should have basic command in (easy) English. This is a course
related to University wide program called 'Educational Program on Current Japan' conducted in English for fostering
global education that accepts registration from every Faculty / Graduate School in Kobe Univ.

事前・事後学修/Review and preparation
Basic knowledge on Japanese history, society and culture is favorable. References showed in the class, participants
should study them before and after the class.

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
Every Thursday, 3rd period. Building C 4th floor. yui@lit.kobe-u.ac.jp

学生へのメッセージ/Message for students
Class welcomes participants who aim to build up foundations for using academic conception and discussion in English (and
Japanese)

今年度の工夫/Improvement in teaching
Reflecting on the experiences of previous terms the class will use more of dialogue-oriented discussions.

教科書/Text
As to the text and references will be announced in the beginning part of the class.

参考書・参考資料等/Reference Materials
As to the text and references will be announced in the beginning part of the class.

授業における使用言語/classroom language
English
English occasionally Japanese

キーワード/Keywords
Japanese Modernization Comparative Modernization the West Asia

UG_Core Course ⑤ & ⑥
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Comparative Study of Modern Japanese Society and Culture (a) ＆ (b)
（比較現代日本論特殊講義 (a) & (b)）
Iris Tome Valencia
3rd & 4th Quarter 単位
(a) 1
Credit(s)
（第3・４Q）
(b) 1
Thursday, 4th period （木曜４時限）

時間割コード
Timetable slot code

3L231
4L231

TBA
The syllabi of these courses are preparing. The latest information will be given on the following website.
It you are interested in these courses, please find the syllabi from the website.
シラバスは準備中です。
最新の情報は以下のウェブサイトより確認できますので、この授業に関心のある方は、そちらから確認するようにしてください。
日本語(JP)：https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy/campussquare.do?_flowExecutionKey=_cF8EA356D-316F471E-4249-2EC671E59C68_k521C1974-2BD3-171A-34DC-FEAB5A199CEF
英語（EN）：https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy/campussquare.do?_flowExecutionKey=_cCF3B666C464D-38DC-1521-4E67CB0E6026_k2DB25037-150F-0536-D7EF-1A74B5E0E2DB

日本語（JP）

英語（EN)

UG_Core Course ⑦＆⑧
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Studies in Sociology (a)&(b)【Comparing Responses to Global
Transformations -Regime Changes in the V4 and Japan(a)&(b)】
（社会学特殊講義(a)&(b)）
YUI Kiyomitsu （油井

清光）

3rd & 4th Quarter
（第3・４Q）

単位
Credit(s)

(a) 1
(b) 1
Tuesday, 4th period （火曜4時限）

時間割コード
Timetable slot code

3L513
4L513

TBA
The syllabi of these courses are preparing. The latest information will be given on the following website.
It you are interested in these courses, please find the syllabi from the website.
シラバスはまだ公開されていません。最新の情報は以下のウェブサイトより確認できますので、この授業に関心のある方は、そちら
から確認するようにしてください。
日本語(JP)：https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy/campussquare.do?_flowExecutionKey=_cF8EA356D-316F471E-4249-2EC671E59C68_k521C1974-2BD3-171A-34DC-FEAB5A199CEF
英語（EN）：https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy/campussquare.do?_flowExecutionKey=_cCF3B666C464D-38DC-1521-4E67CB0E6026_k2DB25037-150F-0536-D7EF-1A74B5E0E2DB

日本語（JP）

英語（EN)

UG_Core Course ⑨
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Japanese Economy
MIYAO Ryuzo（宮尾

龍蔵）

4th Quarter (第4Ｑ)

単位
Credit(s)

2

時間割コード
Timetable slot code

4E320

Tuesday, 3rd period & Friday, 3rd period （月曜３時限＆金曜３時限）

授業テーマ/Lesson Topic
This lecture offers a comprehensive account of major issues of the postwar Japanese economy from historical,
institutional and global perspectives. After covering historical development before 1980s, it discusses Japan’s “lost
decades” after the burst of the bubble economy.
It also highlights contemporary challenges Japan has been facing, such as Japanese corporate system, labor/employment
conditions, declining population and aging, and the role of fiscal and monetary policies.

授業の到達目標/Lesson Target
The goal is to understand the development of the postwar Japanese economy and contemporary challenges, using
principles of economics.

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
Lecture 1-2. Putting the Japanese economy in the global/international perspectives--- A macroeconomic overview
Lecture 3-5. Historical background --- High growth period of the 1950s and 1960s, two oil crises in the 1970s, and the
rise of the bubble economy in the 1980s.
Lecture 6-8. Japan’s “lost decades” ---The fall of the bubble, prolonged stagnation and deflation, and the role of
economic polices
Lecture 9-11. Topics for the contemporary Japanese economy --- Japanese corporate system, labor/employment
conditions, and declining population and aging
Lecture 12. Public finance and fiscal sustainability
Lecture 13-14. Unconventional monetary policies
Lecture 15-16. Summary and exam

成績評価方法/Evaluation Method
Final exam 90% and reports 10%

成績評価基準/Evaluation Baseline
Students should be able to apply economic logics to account for key issues of the postwar Japanese economy.

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
Students, including exchange students (special auditing students), should be familiar with principles of economics,
especially macroeconomics.

事前・事後学修/Review and preparation
Read handouts uploaded on BEEF before class.

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
Office hours may be arranged by appointment via email.

学生へのメッセージ/Message for students

今年度の工夫/Improvement in teaching

教科書/Text
Handouts uploaded on BEEF

参考書・参考資料等/Reference Materials
Reference materials will be specified in class.

授業における使用言語/classroom language

キーワード/Keywords
Japanese economy, macroeconomics, the rise and fall of the bubble economy, lost decades, economic policy, exchange
students (special auditing students)

UG_Core Course ⑩
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Japanese Legal System I
SAITO Akira（齋藤
2nd Semester (後期)

彰）
単位
Credit(s)

2

時間割コード
Timetable slot code

3J067

Thursday, 5・６th period （木曜５・６時限）

授業テーマ/Lesson Topic
This course is mainly for international students, and will cover the topics that arise in the main fields of the current
Japanese system. The course will be held in English by Japanese faculty members with specialties dealt in the course. The
course is aimed at the goal that the participants will be able to appreciate the current Japanese law system in an
globalized society.

授業の到達目標/Lesson Target
By the end of this course, participants will be able to understand the overview of the various fields of the Japanese law
system, and have a perspective to weigh the Japanese law system against the law systems overseas.

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
1. Introduction to Japanese Legal System
2. Transplant of Western Law in Japan (1) (2)
3. Judicial System and Lawyers in Japan (1) (2)
4. Labor Law in Japan (1) (2)
5. Social Welfare: Law and Institutions in Japan (1) (2)
6. Japanese Constitution and International Security (1) (2)
7. Japanese Legal System: Viewpoint from a common law lawyer
8. Public International Law and Japan (1) (2)

成績評価方法/Evaluation Method
Attendance （minimum 5 days）[30%]
Short Reports after eacn class （about 700 words）[70%]
-To be handed in via LMS BEEF
-By the night of the Sunday just after each class
-Subject: JLS1 Report, [Month][Date] (Surname)
-The issue(s) to be discussed in the report is indicated by each lecturer after each class. If there is no indication by the
lecturer, please pick up one or two of the issues dealt with in each lecture.

成績評価基準/Evaluation Baseline
With the method stated above, grades will be determined in accordance with the degrees of achievement of the objectives.

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
To be advised in the first day of the course.

事前・事後学修/Review and preparation
To be advised in the first day of the course.

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
Contact details will be announced during lectures.

学生へのメッセージ/Message for students
This course is mainly for overseas students who cannot use Japanese. Most of the lectures are provided by the full time
faculty members of the Graduate School of Law.

今年度の工夫/Improvement in teaching
The legal system of Japan is explained in relation to the social culture of Japan.

教科書/Text
All the lectures are delivered with the PowerPoint slides by each lecturer.

参考書・参考資料等/Reference Materials
To be indicated at the beginning of the course.

授業における使用言語/classroom language
English

キーワード/Keywords
Japanese Law, Japanese Legal System, Comparative Law, Global Human Resources

⅒ⅺⅳⅱↂⅷↄⅳℭ⅐ⅽↃↀↁⅳℭ⅙ⅷↁↂ̽ℭ⅐Ⅿↂⅳⅵⅽↀↇℭℾ=ℭ
ࢠॆ̾ʤൕ*įŊĸŮ+ℭ
⅐Ⅿↂⅳⅵⅽↀↇℭℾℭ
ⅡⅯↃⅵⅶↂℭⅷⅼℭ⅒ⅼⅵⅺⅷↁⅶℭℵⅳⅼↂⅷↀⅳⅺↇℭⅽↀℭⅾⅯↀↂⅺↇℶℭⅯⅼⅲℭⅷⅼⅱⅺↃⅲⅳℭↁↃⅰⅸⅳⅱↂℭⅳⅺⅳⅻⅳⅼↂↁℭⅽⅴℭ⅗ⅯⅾⅯⅼℭ
ⅯↁℭⅯℭⅱⅽⅻⅾⅯↀⅷↁⅽⅼ℻ℭ

ℭ
ℾ℻ ⅎⅲↄⅯⅼⅱⅳⅲℭ⅚ⅽⅼⅳↂⅯↀↇℭ⅒ⅱⅽⅼⅽⅻⅷⅱↁℭ
ℭ

UG_Elective Course: Category ①-1
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Advanced Monetary Economics
NISHIYAMA Shin'ichi（西山
3rd Quarter (第3Ｑ)

慎一）

単位
Credit(s)

2

時間割コード
Timetable slot code

3E335

Tuesday, 2nd period & Friday, 1st period (火曜２時限＆金曜１時限）

授業テーマ/Lesson Topic
This course is about master's level Monetary Economics. The main purpose of monetary economics is to understand inflation
in the economy and how monetary policy can affect inflation. Also it is important to understand the relationship between
inflation and GDP. In this sense, monetary economics is very closely related to macroeconomics and monetary policy.

授業の到達目標/Lesson Target
The level of this course is set comparable to those taught in master's courses at the U.S. economics graduate schools.
However, I will try to make the course accessible to undergraduate students as well. After taking this course, you should be
able to understand the articles appearing in the academic journals such as Journal of Monetary Economics, Journal of Money,
Credit, and Banking, etc.

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
The topics in this course may include the followings:
- Introduction to Monetary Economics (Lec. 1)
- Stylized facts about inflation and money (Lec. 2)
- Ramsey Model (Lec. 3)
- Money-in-the-Utility Model (Lec. 4)
- Cash-in-Advance Model (Lec. 5, 6)
- Introduction to New Keynesian DSGE Model (Lec. 7)
- Money in the Short-run: Nominal Price and Wage Rigidities (Lec. 8, 9)
- Theory of Optimal Monetary Policy (Lec. 10)
- Discretionary Policy and Time Inconsistency (Lec. 11, 12)
- Optimal Commitment Rule (Lec. 13)
- Monetary Policy and Zero Lower Bound (Lec. 14)
- Summary of the course, Q&A session and Examination (Lec. 15, 16)

成績評価方法/Evaluation Method
Assignments (50%), Final Exam (50%)
Since assignments count 50% of your grade, it is very important to work on the assignments regularly. Submitting the
assignments by the deadline is crucial.

成績評価基準/Evaluation Baseline
Total score of 100 to 90 is 'S', 89 to 80 is 'A', 79 to 70 is 'B', 69 to 60 is 'C', and score below 60 is a failure.
Assignments are evaluated based on punctuality and effort level. Final examination is evaluated based on the accuracy and
adequacy in answering to the questions.

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
Knowledge of microeconomics, macroeconomics, econometrics, and calculus are advantageous. However, there is no formal
prerequisite in taking this course. Both graduate and undergraduate students are welcome to take this course. Also,
students outside of economics major are welcome as well.

事前・事後学修/Review and preparation
You are expected to review the textbook and lecture notes thoroughly after the class. Cooperation among the students is
encouraged during the class, but when solving the assignments, you need to work independently.

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
To be announced in class.

学生へのメッセージ/Message for students
Foreign exchange students are welcome to take this course. It may be a little bit difficult for the undergraduate students, but
I will try to make the contents accessible. Students who aim to become an economist or researcher in the future are very
much welcome.

今年度の工夫/Improvement in teaching

Lecturer of this course has an experience of working at Bank of Japan and Bank of Canada in the past. Thus, I will try to explain th

教科書/Text
Monetary Theory and Policy, 4th edition / Carl E. Walsh : MIT Press ,2017 ,ISBN:
The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Edition / Frederic Mishkin : Pearson Education ,2015

参考書・参考資料等/Reference Materials
Lecture slides will be posted on BEEF.

授業における使用言語/classroom language
This course will be taught in English.

キーワード/Keywords
Foreign exchange students are welcome.
Monetary Economics, Monetary Policy, Dynamic Stochastic General Equilibrium

⅒ⅺⅳⅱↂⅷↄⅳℭ⅐ⅽↃↀↁⅳℭ⅙ⅷↁↂℭ̽ℭ⅐Ⅿↂⅳⅵⅽↀↇℭℿ=ℭ
ࢠॆ̾ʤൕ*įŊĸŮℿ+ⅡⅯↃⅵⅶↂℭⅷⅼℭ⅗ⅯⅾⅯⅼⅳↁⅳℭ
⅐Ⅿↂⅳⅵⅽↀↇℭℿℭ
ⅡⅯↃⅵⅶↂℭⅷⅼℭ⅗ⅯⅾⅯⅼⅳↁⅳℭⅳⅼↂⅷↀⅳⅺↇℹℭⅰↃↂℭⅽⅾⅳⅼℭↂⅽℭⅳↆⅱⅶⅯⅼⅵⅳℭↁↂↃⅲⅳⅼↂↁℭↅⅷↂⅶℭⅯℭⅶⅷⅵⅶⅳↀℭⅺⅳↄⅳⅺℭ
ⅽⅴℭ ⅾↀⅽⅴⅷⅱⅷⅳⅼⅱↇℭ ⅷⅼℭ ⅗ⅯⅾⅯⅼⅳↁⅳℹℭ Ⅿⅼⅲℭ ⅷⅼⅱⅺↃⅲⅳℭ ↁↃⅰⅸⅳⅱↂℭ ⅳⅺⅳⅻⅳⅼↂↁℭ ⅽⅴℭ ⅗ⅯⅾⅯⅼℭ Ⅿↁℭ Ⅿℭ
ⅱⅽⅻⅾⅯↀⅷↁⅽⅼ℻ℭ

ℭ
ℾ℻ ⅗ⅯⅾⅯⅼⅳↁⅳℭ⅒ⅱⅽⅼⅽⅻↇℭ
ℵૈ౾Ԛصේℶℭ
ℿ℻ ⅚ⅽⅲⅳↀⅼℭ⅒ⅱⅽⅼⅽⅻⅷⅱℭ⅕ⅷↁↂⅽↀↇℭⅽⅴℭ⅗ⅯⅾⅯⅼℭ
ℭ *Ӎեहૈ౾Ԛڍص+ℭ
⅀℻ ⅎⅲↄⅯⅼⅱⅳⅲℭ⅓ⅷⅼⅯⅼⅱⅷⅯⅺℭ⅕ⅷↁↂⅽↀↇℭⅽⅴℭ⅗ⅯⅾⅯⅼℭ
ℭ *߁ѷૈ౾ӎങڍ+ℭ
⅁℻ ਲ਼ڔ௮൛֯Ϊ·ේℭ
⅂℻ ਲ਼ߌڔష֯Ϊ·ේℭ
⅃℻ ⅖ⅼↂↀⅽⅲↃⅱↂⅷⅽⅼℭↂⅽℭ⅏Ↄↁⅷⅼⅳↁↁℭ⅕ⅷↁↂⅽↀↇℭ
ℭ *Ԛ˚ڍ೧+ℭ

UG_Elective Course: Category ②－１
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Japanese Economy（日本経済論）
SANO Shinpei（佐野

晋平）

3rd Quarter (第3Ｑ)

単位
Credit(s)

2

時間割コード
Timetable slot code

3E318

Monday, 2nd period & Thursday, 1st period (月曜２時限＆木曜１時限）

授業テーマ/Lesson Topic
日本経済について、経済成長、雇用、貿易、財政、社会保障、人口、教育などのテーマを経済理論に基づき概観する。

授業の到達目標/Lesson Target
日本経済の現状や問題点を正しく理解し、日本経済の問題を統計や制度面に注意しつつ経済理論に基づき考察できるようになること。

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
以下のテーマを取り上げる。
第1-3回. 統計による日本経済の現状把握
第4-6回. 日本の労働市場（日本的雇用システム、男女間賃金格差、長時間労働）
第7回.金融市場
第8回.国際経済
第9-10回.日本の財政問題
第11回.所得格差
第12-13回.教育
第14回.地域経済
第15回.少子高齢化
第16回.まとめ・期末試験
進度、受講生の興味に応じて順序を変更する場合がある。

成績評価方法/Evaluation Method
授業中に課す課題（10%）、期末試験（90%）により評価する。

成績評価基準/Evaluation Baseline
「授業の到達⽬標」に照らして、その到達度に応じた評価を⾏う。

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
ミクロ経済学・マクロ経済学の基礎知識を前提とする。
国際比較の観点から、ヨーロッパ経済論、中国経済論、アジア経済論等の受講が望ましい。
財政学、労働経済学など応用科目とも関連がある。

事前・事後学修/Review and preparation
授業の資料の確認、与えられた論題に即した授業内容のまとめ

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
授業の初回で案内する。

学生へのメッセージ/Message for students
経済理論を通してデータをみることを心がけてください。

今年度の工夫/Improvement in teaching
資料の掲載タイミングをあらかじめ設定する予定です。詳細は初回の授業で案内します。

教科書/Text
BEEFを通じて資料を配布する。

参考書・参考資料等/Reference Materials
『最新 日本経済入門 第5版』 / 小峰隆夫・村田啓子 : 日本評論社
『日本経済のマクロ分析 低温経済のパズルを解く』 / 鶴光太郎・前田佐恵子・村田啓子 : 日本経済新聞出版社

授業における使用言語/classroom language
日本語

キーワード/Keywords
日本経済

労働市場

財政

教育

少子高齢化

UG_Elective Course: Category ②－２
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Modern Economic History of Japan（近現代日本経済史）
HASHINO Tomoko（橋野
3rd Quarter (第3Ｑ)

知子）

単位
Credit(s)

時間割コード
Timetable slot code

2

3E328

Tuesday, 4th period & Friday, 4th period（火曜４時限＆金曜４時限）

授業テーマ/Lesson Topic
19-20世紀日本の経済発展をグローバルな観点から考察する。日本がどのようにして途上国から先進国へと変化したのかという問いを、
経済学的視点から考察する。

授業の到達目標/Lesson Target
日本の経済発展のプロセスを十分に理解するのみならず、現代の日本経済をよりよく理解する視点を養う。

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
１．日本経済史研究へのいざない
２．日本経済の長期的概観
３．近世から近代への遺産
４．幕末の開港による経済変化と明治維新
５．日本における近代経済成長
６．近代産業と制度の移植 殖産興業政策の再検討
７．産業集積の発展と在来産業の近代化
８．＜特別講演１＞ 工業化の国際比較（一橋大学名誉教授 斎藤修先生）
９．戦争と経済 日清・日露戦争と第一次大戦による構造変化
１０．戦間期における産業構造の変化と企業
１１．戦前期日本の農業
１２、戦時経済統制の展開と遺産
１３．高度成長とその帰結
１４．＜特別講演２＞ 近代日本の金融システムの形成と展開（早稲田大学教授
１５．安定成長とバブル経済
１６．まとめと試験

鎮目雅人先生）

成績評価方法/Evaluation Method
期末試験（60%）
講義中のリアクションペーパー（40%）

成績評価基準/Evaluation Baseline
＊各重要項目について、説明できるとともに、論述問題については、論理的に解答しているものを高く評価する。
＊講義中のリアクションペーパーも、重要な評価基準である。洞察力のある優れた内容については、加点する。

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
1年次の経済史を履修済みであることが望ましい。毎回の講義の最初の10-15分間に関連教材（DVD）を観るので、遅刻しないようにす
ること。

事前・事後学修/Review and preparation
講義中に紹介する参考文献（毎回BEEFにupする資料に記載）を積極的に読んでみることを勧める。

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
特にしない。必要な場合は、下記にメールの上アポイントメントをとること。hashino@econ.kobe-u.ac.jp

学生へのメッセージ/Message for students
経済史を考えよう。

今年度の工夫/Improvement in teaching
2名の外部講師に、関連する重要なのトピックに関する特別講演をお願いし、近代日本経済史に関する受講生の理解を深める（なお、特
別講演のスケジュールが変更になる可能性もある）。

教科書/Text
特に指定しない。毎回の講義資料を参照のこと。

参考書・参考資料等/Reference Materials
各トピックについて、BEEFの資料において毎回紹介する。
日本経済史：近世－近代 / 杉山伸也 : 岩波書店 ,2012 ,ISBN:978-4-00-024282-0
改訂新版 日本経済史 / 宮本又郎編著 : 放送大学教育振興会 ,2012 ,ISBN:978-4595313639
岩波講座 日本経済の歴史 ３ 近代１ / 深尾京司・中村尚史・中林真幸編 : 岩波書店 ,2017 ,ISBN:978-4-00-011403-5

授業における使用言語/classroom language
日本語

キーワード/Keywords
経済発展、工業化、近代化、市場組織、制度、グローバリゼーション、交換留学生聴講可

UG_Elective Course: Category ②－３
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Advanced Financial History of Japan（上級日本金融史）
TAKATSUKI Yasuo（髙槻
3rd Quarter (第３Ｑ)

泰郎）

単位
Credit(s)

2

時間割コード
Timetable slot code

3E354

木曜５時限（Thursday, 5th period)

授業テーマ/Lesson Topic
古代から近代にわたって日本の金融市場がたどってきた変遷を講義する。特に注目するのは、各時代環境の下、金融市場がどのような秩序
によって維持されていたのかという点である。たとえば室町幕府は債権を否定する徳政令を濫発した。またたとえば江戸幕府は債権を否定
はしなかったものの、全面的に保護する姿勢はとらなかった。こうした環境下でも金融市場は一定の機能を果たしていた。債権が法的に保
障されている現代社会とは異なる秩序がそこにあったのである。それを「劣った社会における劣った秩序」と見なすのではなく、各時代環
境の下での合理性を経済学的に理解することが本講義の主眼である。

授業の到達目標/Lesson Target
我が国金融市場を支えてきた秩序とは何であったのか、またその経済合理性はどこにあるのかを（1）聞いて理解すること、（2）関連する
文献を読んで理解すること、（3）（1）・（2）の理解を第三者にクリアに説明すること、の3点を習得することを目標に掲げる。

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
講義形式に基づいて以下の内容を講義する。
第1回 金融史概論ー金融市場を支える「制度」ー
＜第1回時に小論文の執筆ガイダンスを実施>
第2回 古代・中世の貨幣・金融
＜第1回小論文出題＞
第3回 室町・戦国期の債権・債務関係(1)―徳政令の発令―
第4回 室町・戦国期の債権・債務関係(2)―「第三者」の登場―
＜第2回小論文出題＞
第5回 中世の商秩序から幕藩制的商秩序へ
第6回 幕藩制的金融市場の展開（1）―貨幣制度・米市場の形成―
＜第3回小論文出題＞
第7回 幕藩制的金融市場の展開（2）―先物市場誕生―
第8回 幕藩制的金融市場の展開（3）―公的秩序と私的秩序―
＜第4回小論文出題＞
第9回 幕藩制的金融市場の展開（4）―（続）公的秩序と私的秩序―
第10回 幕藩制的金融市場の展開（5）―重層的商秩序―
＜第5回小論文出題＞
第11回 幕藩制的金融市場の展開（6）―江戸時代の通信革命―
第12回 幕藩制的金融市場の展開（7）―長期相対融資慣行の成立―
＜第6回小論文出題＞
第13回 幕藩制的金融市場の終焉ー明治政府による藩債処分ー
第14回 円の誕生
＜第7回小論文出題＞
第15回 予備回（総復習 or 近現代金融史に関するトピック解説）

成績評価方法/Evaluation Method
計7回出題する小論文の評価（70%）と定期試験の成績（30%）に基づいて評価する。
小論文は1000字程度とし（英語の場合は1000 words前後）、講義内容および講義中に示した参考文献に基づいて、自分の所見を述べるも
のとする。提出はWordファイルないしPDFファイルのメール添付によって行う。
言語を問わず、文法的に破綻をきたしている小論文には加点を認めない。日本語での執筆能力に自信のない学生（含・日本語ネイティブの
学生）は、友人に文法や表現をチェックしてもらうなどの自助努力を求める。
定期試験は、講義中に取り扱った主要な概念について、その理解を問う論述試験とする（設問1問～2問）。回答は日本語と英語の両方を認
めるが、文法的に破綻をきたした論述は評価対象から除外する。

成績評価基準/Evaluation Baseline
（小論文（計7題）について）
（1）講義内容を理解できているか、（2）関連する文献を読んで理解できているか、（3）自分の考えを第三者に淀みなく説明できている
かの3点から評価する。
最高点を10点とし、秀逸な小論文については、執筆した学生の名と共に受講者全員で共有する（それが相互学習に繋がるからである）。ま
た全ての小論文に対して寸評を加える（レベルが高い文章と判断した場合は、踏み込んだ添削を行う）。
文法的に破綻をきたしている小論文には加点を認めない。誤字脱字が目立つものもしかりである。
（定期試験について）
講義内容を理解できているか、その内容を淀みなく説明できているかを問うものとする。文法的に破綻をきたしている論述には加点を認め
ない。

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
日本史に関する前提知識は全く求めないが、金融取引に関する基礎的な知識、および学部レベルのミクロ経済学を習得している必要があ
る。留学生（交換留学生等）も受講可であり、小論文・定期試験の解答は英語で行うこともできるが、毎回の講義は原則として日本語で行
われ、かつ指定する参考文献も多くが日本語で執筆されたものとなるため、一定以上の日本語能力が必要である。

事前・事後学修/Review and preparation
金融取引を事前に学習する上では、参考文献にも挙げている内田浩史先生の教科書『金融』を強く薦める。小論文の執筆のために、毎回の
講義において掲げる参考文献を読むことが必然的に求められる（参考文献は全てを購入する必要はなく、経済的負担がかからないように配
慮する）

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
事前にアポイントメントをとること。教員のメールアドレスは教務係で確認すること。

学生へのメッセージ/Message for students
「歴史の授業」というイメージから、日本の金融市場の変遷を座って聞いている授業と思う学生も多いかも知れません。実は昨年度までは
「座学」で終わってしまっていました。しかし、今年度から大きく変えます。本講義の座学で学んだことに加えて、自ら進んで読み進めた
文献から得た知見を、淀みなく第三者にアウトプットするまでを射程に含めることにします。大学では卒業論文・修士論文の執筆指導以外
に「書く力」を鍛える場は多くありません。しかし、実社会では1000字程度（相手が苦痛なく読める分量）で主張を的確にまとめる文章
力が問われます。本講義では1000字程度の小論文の執筆と教員による添削によって、それを強化します。受講者にはかなりの時間と労力
を投下してもらうことになりますが、「書く力」を本気で身につけたい方は、ぜひこの講義を活用してください。学部生の受講も大歓迎で
す。

今年度の工夫/Improvement in teaching
過去の講義では教員の講義を理解する力を問うてきましたが、今年度は、それに加えて読む力・書く力をつけることを意識して講義しま
す。

教科書/Text
教科書は特に指定しない。毎回の講義資料は、講義前日までにBEEFにアップデートするので各自でダウンロードすること（初回のみ紙で
配布）。

参考書・参考資料等/Reference Materials
金融に関する知識を欠く学生にとっては講義内容を理解するのは難しいとアンケートに書く学生が実際にいた。下記に示す金融論のテキス
トには目を通しておくことを勧める。
金融 / 内田浩史 : 有斐閣 ,2016年 ,ISBN:4641164932
日本金融システム進化論 / 星岳雄、アニル カシャップ : 日本経済新聞社 ,2006年 ,ISBN:4532133173
大坂堂島米市場 / 高槻泰郎 : 講談社 ,2018年 ,ISBN:4065124980

授業における使用言語/classroom language
日本語
日本語を母語としない学生からの質問は英語で受け付ける。小論文と定期試験は英語での執筆も認める。

キーワード/Keywords
金融史

経済史

証券

銀行

デリバティブ

テクニカルライティング

交換留学生可

UG_Elective Course: Category ②－４
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

電子物理工学概論
YAMAGUCHI Kazuaki（山口
3rd Quarter (第3Ｑ)

一章）

単位
Credit(s)

1

時間割コード
Timetable slot code

3T008

Thursday, 5th period（木曜５時限）

授業テーマ/Lesson Topic
電子物理工学の分野では、電子・光子現象の工学的応用の基礎となる基礎物性の解明、光エレクトロニクスデバイス、ナノ材料・ナノデバ
イス等の材料およびデバイスの物理と設計・製作、電気エネルギーシステムの高効率化や安定化のための制御、プラズマエネルギー応用機
器や超電導電力システムの設計・制御等に関連した研究を行っています。この講義では、それらの研究が社会でどのように役立っているの
かを分かりやすく講述します。

授業の到達目標/Lesson Target
電子物理工学における以下の研究分野について概要を学び、それらがどのように社会と結びついているのか理解することを目標とする。
・メゾスコピック材料学
・フォトニック材料学
・量子機能工学
・ナノ構造エレクトロニクス
・電磁エネルギー物理学

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
第１回 竹野教授「電磁エネルギー物理学とは」
電気エネルギーについて、エネルギー問題と環境問題との関わりおよびそれらの解決への取り組みについて、物理学に基礎をおいた研究例
を紹介します。
第２回 藤井教授 「メゾスコピック材料学とは」
物質のサイズを数ナノメートル程度まで小さくすると、量子力学的な効果が顕著に発現し物性が大きく変化する。そのような効果を利用し
た電子デバイス材料、光デバイス材料について講義する。
第３回 喜多教授 「フォトニック材料学とは（A）」
ナノ構造を利用することによって創出される新しい物性や、新しい原理で動作するデバイスについて講述する。
第４回 小島准教授 「フォトニック材料学とは（B）」
光とエレクトロニクスを融合した次世代のデバイスについて講述する。
第５回 北村教授 「量子機能工学とは」
量子機能工学として，半導体としての性質を示す無機材料および有機材料について，その基礎物性について説明します。主に薄膜トランジ
スタについて学びます。
第６回 相馬准教授 「ナノ構造エレクトロニクスとは（A）」
トランジスタなどの電子デバイスのナノスケールへの微細化による性能向上と現在の課題、脳型コンピュータ開発の重要性、量子コン
ピュータの現在と未来などついて学ぶ。
第７回 小野教授 「ナノ構造エレクトロニクスとは（B）」
ナノデバイス界面の電子状態をシミュレーションにより予測する方法と、界面の電子状態が結晶の電子状態と異なること、およびその差異
がデバイス動作に重要な役割を果たすことについて講述する。
第８回

まとめ

成績評価方法/Evaluation Method
７回の講義で出題されるレポートの平均点により評価する。
レポートの記述では学びへの積極性も重要な評価対象となる。

成績評価基準/Evaluation Baseline
90点以上で秀、80点以上で優、70点以上で良、60点以上で可、60点未満は不可とする。

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
電気電子工学科の各研究室が公開しているホームページを良く調べておくこと。

事前・事後学修/Review and preparation
［予習・復習のポイント］
電気電子工学科の各研究室が公開しているホームページを良く調べておくこと。

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
山口 : ky@kobe-u.ac.jp

学生へのメッセージ/Message for students
電気電子工学科の各研究分野における研究内容の理解を通して高度な教養を身につけて欲しい。

今年度の工夫/Improvement in teaching
他学科の学生でも理解できるように丁寧に解説する。

教科書/Text

参考書・参考資料等/Reference Materials
必要な資料は適宜配布する。

授業における使用言語/classroom language
日本語
英語カテゴリーC

キーワード/Keywords
電子、光、電磁波、ナノテクノロジー、半導体、トランジスタ、電磁エネルギー

UG_Elective Course: Category ②－５
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

電子情報工学概論
YAMAGUCHI Kazuaki（山口
3rd Quarter (第3Ｑ)

一章）

単位
Credit(s)

1

時間割コード
Timetable slot code

3T009

Thursday, 5th period（木曜５時限）

授業テーマ/Lesson Topic
電子情報工学の分野では、IT 技術・電子情報通信システムの基本要素となる回路技術およびアルゴリズム、計算機援用システム設計
(CAD)、情報の伝送・処理・変換に関する技術・理論としての計算機ハードウェア、ユビキタスネットワーク、ウェアラブルコンピュー
タ、パターン認識、システム最適化の理論と応用等、幅広い研究を行っています。この講義では、それらの研究が社会でどのように役立っ
ているのかを分かりやすく講述します。

授業の到達目標/Lesson Target
電子情報工学における以下の5の研究分野について概要を学び、それらがどのように社会と結びついているのか理解することを目標とす
る。
・集積回路情報
・計算機工学
・情報通信
・アルゴリズム
・知的学習論

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
第１回 白石准教授「情報通信とセキュリティ」
情報通信技術が支える現代社会におけるセキュリティ技術の応用事例を通じて、情報通信とセキュリティについて講述する。
第２回 塚本教授「計算機工学とウェアラブルコンピューティング」
計算機の利用形態である、コンピュータを常時装着するウェアラブルコンピューティングについて解説する。
第３回 大森准教授 「機械学習とは」
人工知能(AI)技術や数理・データサイエンス技術の基盤技術である機械学習について，その数理基盤から近年の研究動向まで講述する．
第４回 為井准教授 「電子情報工学と、ヒトを知る／助ける科学」
電子情報工学の技術や知識が、神経科学や人間医工学といった分野にどのように関わるのか、応用事例を交えて紹介する。
第５回 黒木准教授 「ディジタル信号処理とは」
1980年頃から音楽や映像はディジタル記録に変わり始め、さらに、それらの編集・加工作業までもが計算によって行われるようになっ
た。本講ではディジタル信号処理の基礎について講述する。
第６回 寺田教授 「ウェアラブルとは」
ウェアラブル・ユビキタスコンピューティングの基礎からデータ処理、実践的な応用までを紹介する。
第７回 小澤教授 「ＡＩとは」
人工知能(AI)技術のこれまでの歩みから最新技術の動向をわかりやすく講述し、AI×セキュリティとAI×農業に関する応用事例について紹
介する。
第８回

まとめ

成績評価方法/Evaluation Method
毎回の講義で出題されるレポートにより評価する。レポートの記述では学びへの積極性も重要な評価対象となる。

成績評価基準/Evaluation Baseline
90点以上で秀、80点以上で優、70点以上で良、60点以上で可、60点未満は不可とする。

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
電気電子工学科の各研究室が公開しているホームページを良く調べておくこと。

事前・事後学修/Review and preparation
［予習・復習のポイント］
電気電子工学科の各研究室が公開しているホームページを良く調べておくこと。

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
山口 : ky@kobe-u.ac.jp

学生へのメッセージ/Message for students
電気電子工学科の各研究分野における研究内容の理解を通して高度な教養を身につけて欲しい。

今年度の工夫/Improvement in teaching
他学科の学生でも理解できるように丁寧に解説する。

教科書/Text
なし

参考書・参考資料等/Reference Materials
必要な資料は適宜配布する。

授業における使用言語/classroom language
日本語
英語カテゴリーC

キーワード/Keywords
コンピュータ、インターネット、人工知能(AI)、集積回路、アルゴリズム、ディジタル信号処理

UG_Elective Course: Category ②－６
開講科目名
Course Title
担当教員
Main Instructor
開講区分
Lecture Category
曜日・時限 Day・Period

Introduction to Business History（経営史入門）
HIRANO Kyohei（平野
4th Quarter (第4Ｑ)

恭平）
単位
Credit(s)

2

時間割コード
Timetable slot code

4B103

Tuesday, 1st period & Friday, 2nd period （火曜１時限＆金曜２時限）

授業テーマ/Lesson Topic
近代以降，経済活動の重要性は増すばかりであり，その担い手である企業をみると，経営者・管理者・技術者たちによって経営上・管理上
の様々な挑戦と工夫が繰り広げられました。これらを明らかにすることが，経営史の役割となります。この講義では，日本経営史にみられ
た経営上・管理上の代表的な取り組みについて学んでいきます。

授業の到達目標/Lesson Target
この講義では，日本経営史の基本的なトピックスについて，いつ何が起きたのかということよりも，何故どのように起きたのかということ
を，時代背景とともに理解することを目標とします。

授業の概要と計画/Syllabus and Plan
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

経営史とは？
明治の企業家
近代産業の成立と技術・経営
産業遺産
財閥の多角化と組織
日本企業の海外進出と現地経営
技術経営の誕生
日本的人事管理とサラリーマンの誕生
都市型ビジネスの成立
重化学工業化と新興財閥
経済民主化と企業変革
日本的生産システムの形成
大衆消費社会の到来と家電メーカーの発展
流通のイノベーション
到達度確認・まとめ

成績評価方法/Evaluation Method
第4回の講義時に指示する課題についてのレポートの内容（40%）と第15回の講義時に実施する到達度確認の結果（60%）に基づいて評価
します。

成績評価基準/Evaluation Baseline
日本経営史の基本的なトピックスを正しく理解しているかどうか，経営学の知識を踏まえて理解しているかどうか，現在と過去を結びつけ
て考えているかどうかを成績評価の基準とします。

履修上の注意（関連科目情報）/Notice (Include info. on related class)
特にない。
交換留学生受講可：【留学生に求める能力】経営学の基礎的な知識を有するとともに，日本経営史の基本的な用語を日本語で理解できるこ
と。

事前・事後学修/Review and preparation
事前学習：各回の講義で取り上げる内容について，教科書ないし参考書の該当部分を読んでおくこと。
事後学習：教科書や講義で取り上げた事例以外について，自分で調べてみること。

オフィスアワー・連絡先/Office hour・Contact Information
講義終了後に質問を受け付ける他，メールで対応します。メールアドレスについては，第1回の講義時にお知らせします。

学生へのメッセージ/Message for students
この講義では，自分で調べてみる，考えてみるという主体的な姿勢をもって歴史を学ぶことを心がけて下さい。

今年度の工夫/Improvement in teaching
特にない。

教科書/Text
1からの経営史 / 宮本又郎・岡部桂史・平野恭平（編） : 碩学舎 ,2014年 ,ISBN:9784502089008

参考書・参考資料等/Reference Materials
基本的な文献として，下記の3点があります。
日本経営史 江戸時代から21世紀へ ［新版］ / 宮本又郎・阿部武司・宇田川勝・沢井実・橘川武郎 : 有斐閣 ,2007年
,ISBN:9784641163003
日本経営史の基礎知識 / 経営史学会（編） : 有斐閣 ,2004年 ,ISBN:9784641183100
外国経営史の基礎知識 / 経営史学会（編） : 有斐閣 ,2005年 ,ISBN:9784641183032

授業における使用言語/classroom language
日本語

キーワード/Keywords
経営史
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