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大坪滋・木村宏恒・伊東早苗 編 

『国際開発学入門』 
―開発学の学際的構築― 

 
国際開発研究科（ＧＳＩＤ）設立２０周年、 

国際開発学会設立２０周年に向けて、 

当研究科教員および卒業生が力を合わせて世に問う 

「国際開発学」と主要開発課題への学際的取組み。 
「国際開発学」の中核を成す、開発経済学、開発政治学、開発社会学の視座を丁寧に

紹介し、それらがどのように互いに影響し合い、また農学、教育学、法学、平和構築

学、環境学、国際人口移動論、地域研究等と連携して、現場指向・政策指向の「国際

開発学」を形成するかを示す。また、国際開発の主要課題への対応において、どのよ

うな学際的取組みが形成されるべきかを示す。１９年に渡るＧＳＩＤの教育研究活動

から得られた知見を集約して作り上げた学生・実務家向けのテキスト。 
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