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国際開発専攻／Department of International Development
以下の４問（１,２,３,４）のうち１つを選び、別紙の解答欄に英語または日本語で回答
しなさい。
Choose one of the following four questions (1, 2, 3, 4) and write your answer on the
answer sheets either in English or Japanese.
１．経済がグローバル化する中、経済発展には、貿易自由化、外国直接投資に関す制緩
和、資本自由化が必要と考えられている。安定的な経済発展のためには、どのよう
な順序でこれらの政策を導入するのが適切か？また、これらの政策の良い効果を最
大化するための国内経済条件は何か？
Trade liberalization, deregulation on FDI, and capital liberalization are
considered to be necessary for economic development in the globalization period.
What will be the appropriate sequence for introducing these policies? Also, what
will be the required domestic economic conditions to maximize the positive effect
these policies?
２．農村開発プロジェクトにおいて住民参加型の開発手法が必要な理由を述べよ。また
事例を示してどのような参加型の方法があるか述べよ。
Explain why it is necessary for rural people to participate in rural development
programs. And also discuss different types of participation methods using
examples from some concrete projects.
３．「アーキテクチャ」と「モジュール化」という２つのキーワードを利用して、自動車
生産内で起きている競争優位の変化パターンを議論しなさい。
Discuss the changing patterns of competitive advantage in the auto industry by
using the concepts of ‘architecture’ and ‘modularization’.
４．２０００年４月にセネガルのダカールで開催された世界教育フォーラムにおいて、２
００５年までに初等・中等教育における男女格差を解消し、２０１５年までに教育に
おけるジェンダーの平等を達成することが、すべての参加国の目標として合意された。

しかしながら、とりわけ女子・女性たちにとって、これらの目標を実現するうえでさ
まざまな障壁があると思われる。多くの開発途上国において、女子・女性への教育が
どのように重要であり、女子・女性への教育を推進することがなぜ難しいのか、さま
ざまな観点から論じなさい。
At the World Education Forum (Dakar, Senegal, April 2000), all participating
countries committed themselves to eliminate gender disparities in primary and
secondary education by 2005 and to achieve gender equality in education by 2015.
However, there seem to be various obstacles in realizing these goals, particularly
for girls/women. Discuss how important education for girls/women is and why the
promotion of education among them is difficult in many developing countries.

国際協力専攻／Department of International Cooperation Studies
以下の３問のうち１問を選び、別紙の解答欄に英語または日本語で記述しなさい。
Choose one of the three questions below and write a short essay on the answer sheet
either in English or in Japanese.
１．グローバリゼーションが進行している中、アジア諸国で展開されている法改革運動
と法の移植（西欧法の継受）論の関係について論じなさい。
Discuss the relationship between on-going Law Reform Movement and debates
concerning Legal Transplants (Reception) of Western Law in Asian countries
under the current Globalization.
２．開発途上国で発生する紛争や災害において、先進国が果たすべき国際協力のあり方
について論じなさい。
Discuss the roles the developed countries should fulfill through development
assistance in violent conflicts and disasters that happen in developing countries.
３．国際労働力移動の傾向を概観し、それが途上国と先進国に与える影響について、具
体例をあげながら論じなさい。
Review the major trends of international labor migration, and discuss their
impacts on both developing and developed countries by providing concrete
examples.

