
※時間割は変更されることがあります。 2022/4/19

曜日

時限
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考

1時限 春 ☆ 統計・数学補講 オ 春～夏 310006 特殊講義（国際関係論） 片桐　梓 A

春～夏 311685 特殊講義（計量経済Ⅰ） 谷﨑　久志 法経１

春 ☆ 統計・数学補講 オ

春～夏 311635 特殊講義（国際問題Ⅰ） 薮中　三十二 シ 第2週 春～夏 311681 演習（International Human Rights Law I) 髙田　陽奈子 マ 春～夏 311220 特殊講義（ナショナリズム論） 河村　倫哉 シ

春～夏 311259 特殊講義（アフリカの政治と紛争） Virgil　Hawkins マ

春～夏 311648 特殊講義（Economics of Crime） 鎌田　拓馬 L1

春～夏 311278 特殊講義（法政策学） 福井　康太 オ 春～夏 310570 外交論 中嶋　啓雄 Ｃ 春～夏 311646 特殊講義（History and Grand Strategy） 南　和志 C・オ

春～夏 311470 特殊講義（ＥＵ法） 西連寺　隆行 Ｂ 春～夏 311075 プロジェクト演習（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ） 木川田　一榮 シ・オ 春～夏 311697 特殊講義（環境経済学） 生藤　昌子 Ａ

春～夏 310412 経済開発論 大槻　恒裕 文法経
２３・オ

夏 311642 Econometric Methods 松林　哲也 オ 春～夏 311162 プロジェクト演習(マスコミと国際公共政策) 臼倉　恒介他 ｼ

春～夏 311693 特殊講義（Behavioral Economic Theory Ⅰ） 室岡　健志 オ 夏 311616 特殊講義（Topics on Economic
Growth and Comparative
Development)

Nguven
Thang Dao

オ

春～夏 311635 特殊講義（国際問題Ⅰ） 薮中　三十二 シ 第2週

春～夏 311161 演習（平和研究） 木戸　衛一 シ ・ オ 隔週 春 311566 経済数学 須永　美穂 文法経
４２・オ

春～夏 310572 国際取引法Ⅰ 吉川　英一郎 ５０１

春～夏 310021 公共経済学 赤井　伸郎 法経２ 夏 311559 ミクロ経済分析Ⅰ 田所　篤 文法経
４２・オ

春～夏 310013 国際連合システム論 蓮生　郁代 オ

春～夏 311677 国際法文献購読Ⅰ 二杉　健斗 Ｂ

春～夏 311161 演習（平和研究） 木戸　衛一 シ ・ オ 隔週

6時限

曜日

時限 開講
区分

時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 備考 開講
区分

時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 備考 開講
区分

時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 備考

1時限 春～夏 311687 特殊講義（計量経済基礎） 谷﨑　久志 法経１ 春 311566 経済数学 須永　美穂 文法経
４２・オ

通年 311626 プロジェクト演習（インターン・キャリア指導） 赤井　伸郎他 オ 隔週 第2,4週 夏 311559 ミクロ経済分析Ⅰ 田所　篤 文法経
４２・オ

春～夏 311564 計量データ分析Ⅰ 鎌田　拓馬 文法経４２ 春～夏 310878 国際公共政策のための法律学 大久保　邦彦 オ

春～夏 311560 ミクロ経済分析II 高橋　秀典 オ

通年 310897 プロジェクト演習（公共政策ワークショップ） 生藤　昌子他　 オ 第1,4,5週 春～夏 311099 特殊講義（比較憲法論） 髙井　裕之 セミナー室Ｄ

春～夏 311130 特殊講義（歴史研究方法論１） 中嶋　啓雄他 文法経１１ 春～夏 310014 国際安全保障論 星野　俊也 シ

春～夏 311484 特殊講義（日本とアジアの国際政治） 佐藤　治子 オ 夏 311642 Econometric Methods 松林　哲也 オ

夏 311616 特殊講義（Topics on Economic
Growth and Comparative
Development)

Nguven
Thang Dao

オ

春～夏 310005 国際法 和仁 健太郎 C

春 311689 特殊講義（経済成長理論１） 堀井　亮 オ

通年 310985 プロジェクト演習（政府組織と行財政改革） 赤井　伸郎 会 隔週 春～夏 311127 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ演習（実践ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ） 野村　美明他 シ・オ

春～夏 311428 プロジェクト演習（グローバル・ガバナンス論Ⅰ） 佐藤　治子 オ 春 311689 特殊講義（経済成長理論１） 堀井　亮 オ

6時限

１時限 【講義室（教室）の略記】

開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 備考 ２時限

春～夏 310983 プロジェクト演習（ネゴシエーションI） 金　美善他 シ・オ ３時限 「Ａ～C」･･･ＯＳＩＰＰ棟 各演習室（３～５Ｆ）

春～夏 311699
プロジェクト演習（Frontier of
sustainability science）

上須　道徳 オ ４時限 「マ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習室（３Ｆ）

夏 311627 特殊講義（Poverty Measurement） 髙松　伸也他 オ ５時限 「シ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 講義シアター（２Ｆ）

６時限 「研」/「会」･・・ＯＳＩＰＰ棟 各教員研究室/会議室(６Ｆ)

☆授業ではなく、数学の補講です。 「プ」  ･･･プロジェクト研究室（６Ｆ）

「文法経」･･･文・法・経講義棟

「法経」･･･法・経講義棟

「B105」「セミナー室Ｄ」「509」・・・法・経研究棟各セミナー室

「L3]「501」・・・豊中総合学館

「L1」・・・法経研究棟（３Ｆ）

「セミナー室Ｂ」・・・文法経本館（１Ｆ）

松繁　寿和他 対面
（未

定）・オ

土曜日 月１回
１日４コマ

M
(春～夏）

２０２２年度　大阪大学大学院国際公共政策研究科博士前期課程授業時間割

月 火 水

「オ」･･･オンライン授業

　13:30～15:00

　08:50～10:20

　10:30～12:00

2時限

土

3時限

4時限

5時限

木 金

2時限

3時限

春～夏 311695 特殊講義（オン・キャンパス・インターン
シップ：未来の「はたらく」を考える

授業は、梅田グランフロントにあるオカ
ムラのbeeというオフィスで、４月９日か
ら行います。
https://bee.workmill.jp/access
詳細は、KOANの【教務】掲示板をご
確認ください。

　18:30～20:00

4時限

5時限

集中講義

　15:10～16:40

　16:50～18:20


	ＭＣ春～夏

