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OSIPP offers a unique program
designed to train students to become global leaders
dedicated to working for the public good.

Contents
Dean’s Message
OSIPP’s Mission
About OSIPP
Curriculum

Supervisors
Degree Requirements
Subjects Offered
Basic Subjects
Internship Projects

Scholarship and Financial Assistance Programs
Support for International Students
Degree Conferment and Career Paths

Number of Degrees Awarded and Thesis Topics
Career Paths Upon Graduation

Student Characteristics
Composition of Students 
Nationalities of International Students 
Student Messages

Admission Information for the 2017 Academic Year 
Faculty Pro�les
Education and Research Activities

Publications and Public Relations
International Conferences, Symposiums and Seminars
Other Activities

Facilities
Campus Information
Access Map

01
03
04
06

10

11

13

15
17
26

29

30

目次
研究科長メッセージ
OSIPP の目指すもの
OSIPP の特徴
カリキュラム

指導教員
学位取得要件
開講科目
基本科目
インターンシップ・プロジェクト

奨学援助制度
Support for International Students
学位の授与と進路

学位取得者数と論文題目
修了者の進路状況

学生の特徴
在学生データ
外国人留学生の出身地域別の割合
Student Messages

2017 年度入学者募集案内
教員プロフィール
教育・研究活動

出版物・広報媒体
国際会議・シンポジウム・研究会
その他の活動

校舎案内・施設紹介
Campus Information
Access Map

01

03

04

06

10

11

13

15

17

26

29

30

研究科長メッセージ｜Dean’s Message

大阪大学大学院国際公共政策研究科長
Dean, Osaka School of International Public Policy,
Osaka University

大久保 邦彦
OKUBO Kunihiko

　「国際公共政策」は、平和・人権・環境といった国際社会全体にとっての
共通の利益について、法と政治と経済の側面から研究する学問です。国際公
共政策研究科（OSIPP）は、国内社会や国際社会で発生する公共的性格をも
つ諸問題（公共政策課題）に対して、法学・政治学・経済学の基礎の上に立
つ学際的視点から教育・研究を行い、高いコミュニケーション能力と優れた
リーダーシップをもつ研究者や高度専門職業人を養成することを目的とし
て、1994年に創設されました。OSIPPの特徴としては、まず「学際性」を挙げ
ることができます。
　わが国では類似の目的を追求する公共政策大学院が、2003年の専門職大
学院制度発足以降、次々に創設されましたが、その中には他の研究科に所属
する教員によって運営されており独立した実体を有しないものが見られま
す。それに対して、OSIPPは独自の教員組織を有し、充実した教育・研究を
行っています。
　また、その名称に「国際」が付いていることからもわかるように、「国際性」
もOSIPPの特徴です。創設当時はまだ「グローバル化」の時代ではありませ
んでしたから、先達による「国際公共政策」という学問の構想には、先見の明
がありました。今では『国際公共政策』というタイトルの書物も現れており、
学問的にも確立されています。OSIPPはまた、海外の多くの大学とも連携し
て、さまざまなプロジェクトを実施しています。最近の重点地域は、東アジア
とヨーロッパです。全学生数に占める留学生の割合も 40％を超えており、
種々の言語が飛び交うキャンパスはまさに国際的です。日本人の学生にも、
さまざまなプログラムによって、海外に行く機会が開かれています。
　OSIPPの創設時は、専門分野に特化した研究者よりも、国際機関やNGO
など実務分野で活躍できる高度専門職業人を育てたいと考えていました。
「実務性」がOSIPPの3つ目の特徴です。しかし、研究者を目指して大学な
どに就職した修了生もたくさんいます。
　あなたは、今の生活に満足していますか？　あなたには、日ごろから気に
なっている社会問題がありませんか？　私たちと一緒にそれを追求してみ
ませんか？　国際性・学際性・実務性を備えたOSIPP で、あなたもキャリ
アアップを図ってみませんか？

   The field of International Public Policy focuses on issues of interest to the 
whole of international society, including peace, human rights, and the 
environment̶viewed from legal, political, and economic perspectives. The 
Osaka School of International Public Policy (OSIPP) was established in 1994 to 
educate researchers and high-level professional specialists with strong 
communication and leadership skills. We build expertise in this field through 
interdisciplinary education and research, based on a foundation of legal, political, 
and economic studies; our students tackle various domestic and international 
policy questions with a public character (public policy issues). One of OSIPP’s 
key strengths is its interdisciplinary approach.
   In Japan, many graduate public policy programs with similar aims have been 
established since the introduction of the specialized graduate school system in 
2003. As some of these schools are administered by academic staff members 
affiliated with other departments, they do not have a fully independent status. By 
contrast, our dedicated faculty members are all experts in this field, enabling 
OSIPP to offer an in-depth program of education and research.
   Furthermore, as the title “international” implies, an important characteristic of 
OSIPP is its truly international character. Established before the age of 
globalization, OSIPP was one of the first institutions in Japan to specialize in the 
newly created field of international public policy. Now that many international 
public policy books have been published, and the academic field is well 
established, OSIPP collaborates with many universities around the world, carrying 
out a wide range of projects. Our current focus is on East Asia and Europe. More 
than 40% of our students are international, and many languages can be heard on 
campus, creating a truly international atmosphere. In addition, Japanese OSIPP 
students are offered many opportunities to study abroad through a range of 
different programs.
   When OSIPP was established, our aim was to nurture high-level professional 
specialists who would actively participate in international organizations and 
NGOs, rather than researchers specializing in specific fields. Real world 
relevance is the third main characteristic of OSIPP. However, many graduates 
have chosen to become researchers and are currently teaching in universities.
   Are you happy with your present life? Is there a social or international issue 
that really interests you? Why not join us and pursue these interests? Why not 
enhance your career through OSIPP’s international focus, and practical, 
interdisciplinary approach?
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研究科長メッセージ｜Dean’s Message

大阪大学大学院国際公共政策研究科長
Dean, Osaka School of International Public Policy,
Osaka University

大久保 邦彦
OKUBO Kunihiko

　「国際公共政策」は、平和・人権・環境といった国際社会全体にとっての
共通の利益について、法と政治と経済の側面から研究する学問です。国際公
共政策研究科（OSIPP）は、国内社会や国際社会で発生する公共的性格をも
つ諸問題（公共政策課題）に対して、法学・政治学・経済学の基礎の上に立
つ学際的視点から教育・研究を行い、高いコミュニケーション能力と優れた
リーダーシップをもつ研究者や高度専門職業人を養成することを目的とし
て、1994年に創設されました。OSIPPの特徴としては、まず「学際性」を挙げ
ることができます。
　わが国では類似の目的を追求する公共政策大学院が、2003年の専門職大
学院制度発足以降、次々に創設されましたが、その中には他の研究科に所属
する教員によって運営されており独立した実体を有しないものが見られま
す。それに対して、OSIPPは独自の教員組織を有し、充実した教育・研究を
行っています。
　また、その名称に「国際」が付いていることからもわかるように、「国際性」
もOSIPPの特徴です。創設当時はまだ「グローバル化」の時代ではありませ
んでしたから、先達による「国際公共政策」という学問の構想には、先見の明
がありました。今では『国際公共政策』というタイトルの書物も現れており、
学問的にも確立されています。OSIPPはまた、海外の多くの大学とも連携し
て、さまざまなプロジェクトを実施しています。最近の重点地域は、東アジア
とヨーロッパです。全学生数に占める留学生の割合も 40％を超えており、
種々の言語が飛び交うキャンパスはまさに国際的です。日本人の学生にも、
さまざまなプログラムによって、海外に行く機会が開かれています。
　OSIPPの創設時は、専門分野に特化した研究者よりも、国際機関やNGO
など実務分野で活躍できる高度専門職業人を育てたいと考えていました。
「実務性」がOSIPPの3つ目の特徴です。しかし、研究者を目指して大学な
どに就職した修了生もたくさんいます。
　あなたは、今の生活に満足していますか？　あなたには、日ごろから気に
なっている社会問題がありませんか？　私たちと一緒にそれを追求してみ
ませんか？　国際性・学際性・実務性を備えたOSIPP で、あなたもキャリ
アアップを図ってみませんか？

   The field of International Public Policy focuses on issues of interest to the 
whole of international society, including peace, human rights, and the 
environment̶viewed from legal, political, and economic perspectives. The 
Osaka School of International Public Policy (OSIPP) was established in 1994 to 
educate researchers and high-level professional specialists with strong 
communication and leadership skills. We build expertise in this field through 
interdisciplinary education and research, based on a foundation of legal, political, 
and economic studies; our students tackle various domestic and international 
policy questions with a public character (public policy issues). One of OSIPP’s 
key strengths is its interdisciplinary approach.
   In Japan, many graduate public policy programs with similar aims have been 
established since the introduction of the specialized graduate school system in 
2003. As some of these schools are administered by academic staff members 
affiliated with other departments, they do not have a fully independent status. By 
contrast, our dedicated faculty members are all experts in this field, enabling 
OSIPP to offer an in-depth program of education and research.
   Furthermore, as the title “international” implies, an important characteristic of 
OSIPP is its truly international character. Established before the age of 
globalization, OSIPP was one of the first institutions in Japan to specialize in the 
newly created field of international public policy. Now that many international 
public policy books have been published, and the academic field is well 
established, OSIPP collaborates with many universities around the world, carrying 
out a wide range of projects. Our current focus is on East Asia and Europe. More 
than 40% of our students are international, and many languages can be heard on 
campus, creating a truly international atmosphere. In addition, Japanese OSIPP 
students are offered many opportunities to study abroad through a range of 
different programs.
   When OSIPP was established, our aim was to nurture high-level professional 
specialists who would actively participate in international organizations and 
NGOs, rather than researchers specializing in specific fields. Real world 
relevance is the third main characteristic of OSIPP. However, many graduates 
have chosen to become researchers and are currently teaching in universities.
   Are you happy with your present life? Is there a social or international issue 
that really interests you? Why not join us and pursue these interests? Why not 
enhance your career through OSIPP’s international focus, and practical, 
interdisciplinary approach?
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OSIPPの特徴
About OSIPP

地球上のいろいろな場所で、率先して問題に取り組むことのできるプロフェッショナルを輩出
するため、OSIPPでは特徴ある教育体制が組まれています。
OSIPP has designed a unique educational program that enables it to graduate professionals capable of taking the initiative 
to address issues worldwide.

2. 多彩でユニークな授業｜Varied and Unique Class Offerings

　国際性、学際性、実践性を重視した、多彩な授業をそろえています。授
業はおよそ4タイプに分かれます。

タイプ2　テーマを絞り込んだ、専門性の高い授業。 Type2　Highly specialized classes that address a single theme.

タイプ3　複眼的なアプローチを要する学際的な授業。 Type3　Interdisciplinary classes that demand a multifaceted approach.

タイプ4　参加型の実践的な授業。ネゴシエーション、ディベート、リー
ダーシップ、インターンシップ等、実用的な能力を身につけます。

Type4　Practical classes of a participatory nature. These 
courses help students develop practical skills such as negotiation, 
debate, leadership, and an ability to participate in an internship.

OSIPP offers an extensive selection of classes with an emphasis 
on an international, interdisciplinary, practical approach. 
Broadly speaking, classes can be divided into four types.

タイプ1　法学・政治学・経済学の基礎を確認するベーシックな授業。
OSIPPに学ぶ学生は出身学部が多様なため、学部レベルの基礎に不安
のある学生向けに用意されています。

Type1　Basic classes that affirm students’ grasp of the foundations 
of law, political science, and economics. OSIPP students come from a 
variety of undergraduate backgrounds, and these courses are designed 
for students who may be unsure of their undergraduate foundation.

1. 柔軟なカリキュラム｜Flexible Curriculum

　さまざまな条件の学生に応えられるよう、カリキュラムが工夫されてい
ます。

■国際機関職員や国際協力専門家等のキャリアを念頭においた科目
「国際行政論」「経済開発論」「公共経済学」「WTOと健康・環境の保護」
「外交論」「国際安全保障論」「平和構築論」等。

■単位互換
　本学の法学研究科・経済学研究科等他研究科をはじめ、京都大学・神

戸大学等の協定校での単位取得も可能。

■開講時間
　集中講義での授業も開講。

■博士後期課程のための10月入学
諸外国では秋に入学するところが多く、またスピード化する現代社会のニー
ズに応えるため、博士後期課程に限り10月入学を実施しています。10月入
学のための入試を秋期に、4月入学のための入試を冬期に行います。

■博士後期課程早期修了制度
　優れた研究業績を上げたと認められた場合、早期（1年以上3年未満）に

修了することもできます。

OSIPP’s curriculum is designed to accommodate the needs 
of a diverse student body.

■Subjects designed to prepare students for careers at 
international organizations, as experts in international 
cooperation, etc.
International Administration, Economic Development, Public Econom-
ics, Healthy Environment, and the WTO, Diplomacy, Theory and Prac-
tice of International Security-Security in the Asia-Pacific, Peacebuild-
ing, etc.

■Credit transfer system
Students can earn credits from other Osaka University graduate schools 
such as Graduate School of Law and Politics and Graduate School of 
Economics as well as other institutions with which OSIPP has 
concluded agreements, including Kyoto University and Kobe University.

■Course hours
Classes are also offered in the form of intensive courses.

■October doctoral course admission
OSIPP offers October admission for the doctoral course in recognition 
that the academic year begins in fall in many countries and to 
accommodate the increasingly hectic pace of contemporary life. 
Entrance examinations for October admission are offered in the fall, 
while entrance examinations for April admission are offered in the 
winter.

■Early doctoral course completion
Students with exceptional research accomplishments can complete 
their degrees within a shorter timeframe (ranging from one year to less 
than three years).

OSIPPの目指すもの
OSIPP’s Mission

　国際社会はいま、新たな秩序を模索しています。21世紀に入り
グローバル化のさらなる深化や情報通信革命の飛躍的な進展は、
われわれに新しい機会と可能性をもたらしました。しかし、その一
方で、国家間の対立はもとより、紛争、人権侵害、テロリズム、大量
破壊兵器の拡散、国家機能の破綻といった国際政治・安全保
障にかかわる脅威は続き、また、気候変動、環境破壊、貧困、国
際的な資本移動による市場の撹乱など、経済・社会分野におけ
る問題は深刻なものとなっています。こうした諸課題に効果的に
対応するため、国際社会は英知を結集し、一丸となってはたらく
必要があります。

　一方、今日の日本の政治システムや経済・社会システムにお
いても、多くの課題が横たわっています。政治におけるアカウンタ
ビリティの確保、長期不況の克服、産業構造の転換、少子高齢化
対策、格差是正、男女共同参画の推進などに斬新な発想とリー
ダーシップが必要です。

　OSIPPは、法学・政治学・経済学の学術的かつ実践的知
識を総合し、現代の日本や国際社会が直面する公共的な政策
課題に取り組んでいます。現実感覚に富み、体系的な分析・評
価能力をそなえた、世界を舞台に活躍する公共政策プロフェッ
ショナルの養成―これがOSIPPのミッションです。

International society is currently groping about for a new world 
order. At the beginning of the 21st century, increasing globalization 
and the dramatic progress of the revolution in information technol-
ogy have given us new opportunities and possibilities. But at the 
same time, threats relating to international politics and security 
remain in the form of confrontations between nations, conflicts, 
infringements of human rights, terrorism, the proliferation of weap-
ons of mass destruction, and the breakdown of national function. 
Economic and social problems such as climate change, environ-
mental destruction, poverty, and the disruption of markets by inter-
national capital flows are also becoming serious concerns. To 
address these issues in an effective manner, international society 
must pool human intelligence and work together.

Japan’s current political, economic and social systems also face 
numerous challenges. Novel approaches and strong leadership are 
needed to assure accountability in politics, overcome the nation’s 
extended economic downturn, transform its industrial structure, 
address difficulties posed by its falling birthrate and aging popula-
tion, rectify inequality, and promote gender equality.

OSIPP is dedicated to addressing the contemporary public policy 
issues faced by Japan and international society by synthesizing 
legal, political and economic learning as well as practical knowl-
edge. Our mission is to train public policy professionals with a 
pronounced sense of realism and an aptitude for systematic analy-
sis and evaluation so that they may pursue careers on the global 
stage.
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OSIPPの特徴
About OSIPP

地球上のいろいろな場所で、率先して問題に取り組むことのできるプロフェッショナルを輩出
するため、OSIPPでは特徴ある教育体制が組まれています。
OSIPP has designed a unique educational program that enables it to graduate professionals capable of taking the initiative 
to address issues worldwide.

2. 多彩でユニークな授業｜Varied and Unique Class Offerings

　国際性、学際性、実践性を重視した、多彩な授業をそろえています。授
業はおよそ4タイプに分かれます。

タイプ2　テーマを絞り込んだ、専門性の高い授業。 Type2　Highly specialized classes that address a single theme.

タイプ3　複眼的なアプローチを要する学際的な授業。 Type3　Interdisciplinary classes that demand a multifaceted approach.

タイプ4　参加型の実践的な授業。ネゴシエーション、ディベート、リー
ダーシップ、インターンシップ等、実用的な能力を身につけます。

Type4　Practical classes of a participatory nature. These 
courses help students develop practical skills such as negotiation, 
debate, leadership, and an ability to participate in an internship.

OSIPP offers an extensive selection of classes with an emphasis 
on an international, interdisciplinary, practical approach. 
Broadly speaking, classes can be divided into four types.

タイプ1　法学・政治学・経済学の基礎を確認するベーシックな授業。
OSIPPに学ぶ学生は出身学部が多様なため、学部レベルの基礎に不安
のある学生向けに用意されています。

Type1　Basic classes that affirm students’ grasp of the foundations 
of law, political science, and economics. OSIPP students come from a 
variety of undergraduate backgrounds, and these courses are designed 
for students who may be unsure of their undergraduate foundation.

1. 柔軟なカリキュラム｜Flexible Curriculum

　さまざまな条件の学生に応えられるよう、カリキュラムが工夫されてい
ます。

■国際機関職員や国際協力専門家等のキャリアを念頭においた科目
「国際行政論」「経済開発論」「公共経済学」「WTOと健康・環境の保護」
「外交論」「国際安全保障論」「平和構築論」等。

■単位互換
　本学の法学研究科・経済学研究科等他研究科をはじめ、京都大学・神

戸大学等の協定校での単位取得も可能。

■開講時間
　集中講義での授業も開講。

■博士後期課程のための10月入学
諸外国では秋に入学するところが多く、またスピード化する現代社会のニー
ズに応えるため、博士後期課程に限り10月入学を実施しています。10月入
学のための入試を秋期に、4月入学のための入試を冬期に行います。

■博士後期課程早期修了制度
　優れた研究業績を上げたと認められた場合、早期（1年以上3年未満）に

修了することもできます。

OSIPP’s curriculum is designed to accommodate the needs 
of a diverse student body.

■Subjects designed to prepare students for careers at 
international organizations, as experts in international 
cooperation, etc.
International Administration, Economic Development, Public Econom-
ics, Healthy Environment, and the WTO, Diplomacy, Theory and Prac-
tice of International Security-Security in the Asia-Pacific, Peacebuild-
ing, etc.

■Credit transfer system
Students can earn credits from other Osaka University graduate schools 
such as Graduate School of Law and Politics and Graduate School of 
Economics as well as other institutions with which OSIPP has 
concluded agreements, including Kyoto University and Kobe University.

■Course hours
Classes are also offered in the form of intensive courses.

■October doctoral course admission
OSIPP offers October admission for the doctoral course in recognition 
that the academic year begins in fall in many countries and to 
accommodate the increasingly hectic pace of contemporary life. 
Entrance examinations for October admission are offered in the fall, 
while entrance examinations for April admission are offered in the 
winter.

■Early doctoral course completion
Students with exceptional research accomplishments can complete 
their degrees within a shorter timeframe (ranging from one year to less 
than three years).

OSIPPの目指すもの
OSIPP’s Mission

　国際社会はいま、新たな秩序を模索しています。21世紀に入り
グローバル化のさらなる深化や情報通信革命の飛躍的な進展は、
われわれに新しい機会と可能性をもたらしました。しかし、その一
方で、国家間の対立はもとより、紛争、人権侵害、テロリズム、大量
破壊兵器の拡散、国家機能の破綻といった国際政治・安全保
障にかかわる脅威は続き、また、気候変動、環境破壊、貧困、国
際的な資本移動による市場の撹乱など、経済・社会分野におけ
る問題は深刻なものとなっています。こうした諸課題に効果的に
対応するため、国際社会は英知を結集し、一丸となってはたらく
必要があります。

　一方、今日の日本の政治システムや経済・社会システムにお
いても、多くの課題が横たわっています。政治におけるアカウンタ
ビリティの確保、長期不況の克服、産業構造の転換、少子高齢化
対策、格差是正、男女共同参画の推進などに斬新な発想とリー
ダーシップが必要です。

　OSIPPは、法学・政治学・経済学の学術的かつ実践的知
識を総合し、現代の日本や国際社会が直面する公共的な政策
課題に取り組んでいます。現実感覚に富み、体系的な分析・評
価能力をそなえた、世界を舞台に活躍する公共政策プロフェッ
ショナルの養成―これがOSIPPのミッションです。

International society is currently groping about for a new world 
order. At the beginning of the 21st century, increasing globalization 
and the dramatic progress of the revolution in information technol-
ogy have given us new opportunities and possibilities. But at the 
same time, threats relating to international politics and security 
remain in the form of confrontations between nations, conflicts, 
infringements of human rights, terrorism, the proliferation of weap-
ons of mass destruction, and the breakdown of national function. 
Economic and social problems such as climate change, environ-
mental destruction, poverty, and the disruption of markets by inter-
national capital flows are also becoming serious concerns. To 
address these issues in an effective manner, international society 
must pool human intelligence and work together.

Japan’s current political, economic and social systems also face 
numerous challenges. Novel approaches and strong leadership are 
needed to assure accountability in politics, overcome the nation’s 
extended economic downturn, transform its industrial structure, 
address difficulties posed by its falling birthrate and aging popula-
tion, rectify inequality, and promote gender equality.

OSIPP is dedicated to addressing the contemporary public policy 
issues faced by Japan and international society by synthesizing 
legal, political and economic learning as well as practical knowl-
edge. Our mission is to train public policy professionals with a 
pronounced sense of realism and an aptitude for systematic analy-
sis and evaluation so that they may pursue careers on the global 
stage.
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4. ダイナミックな学生｜Dynamic Students

　OSIPPに集う学生たちには、次のような特徴があります。
　第一に、分野、経歴、年齢層、研究対象が多様です。留学生や社会人も
多く、多様性が作り出すある種の混沌がOSIPPのエネルギー源になっ
ています。第二に、明確な問題意識と高いモチベーションをもっています。
第三に、フットワークが良く、行動力があります。インターンシップ、留学、
フィールドワーク、NGO/NPO活動などに参加しています。第四に、自ら
の考えを積極的に提示しています。OSIPPはプレゼンテーション能力の
開発に力を入れています。

Students who gather at OSIPP exhibit the following characteristics.
First, they represent a variety of fields, backgrounds, ages and research 
interests. The School has many international and adult students, and 
fertile cross-pollination engendered by diversity serves as the driving 
energy at OSIPP. Second, they exhibit a clear awareness of various 
issues and a high level of motivation. Third, they are agile and 
action-oriented. They participate in internships, study abroad programs, 
fieldwork, NGO/NPO activities, and other opportunities. Fourth, they 
actively express their own thoughts and opinions. OSIPP strives to help 
students develop their presentation skills.

5. 手厚い論文指導｜Generous Thesis Guidance

　OSIPPでは学習の集大成である論文の作成を手厚く指導しています。
例えば修士論文の作成にあたっては、2年次の後半には一次ドラフトを
仕上げ、3名の審査委員による公開口頭報告会を受けることになります。
口頭報告会では論文の内容のみならず、効果的なプレゼンテーションが
できるかどうかも評価されます。学生は報告会でのアドバイスを受けて
論文を修正し、最終審査、教授会の決定を経て、学位が授与されます。

At OSIPP, students receive generous guidance in the writing of their 
thesis, the culmination of their learning experience at the School. For 
example, students preparing their Master’s thesis start by writing a first 
draft during the second half of their second year and deliver a public oral 
presentation to three reviewers. At the presentation, students are 
evaluated on the basis of both their presentation skills and the content of 
their thesis. Students review their thesis based on the advice they receive 
during the presentation, and degrees are conferred following a final review 
and a decision by the Faculty Meeting.

3. 充実した教員スタッフ｜Diverse Academic Staff

　教員は各分野での第一線の人材をそろえています。また、本学法学研
究科、高等司法研究科、経済学研究科、社会経済研究所と連携している
ほか、学外から積極的にスタッフを招くのもOSIPPの特徴です。国際機
関や中央官庁の実務家、外交官、ジャーナリスト、シンクタンク研究員、企
業家等が経験にもとづいて授業を行います。

OSIPP has put together a diverse academic staff consisting of 
professionals who are at the forefront of their fields. In addition to working 
with Graduate School of Law and Politics, Law School, Graduate School 
of Economics and Institute of Social and Economic Research, OSIPP is 
noteworthy for actively inviting outside staff to teach courses. Professional 
staffers from international agencies and ministries of the Japanese 
government, diplomats, journalists, think tank researchers, entrepreneurs, 
and others offer instruction based on their varied experiences.

　OSIPPには専用のライブラリー、ネットワークセンター、院生室、休憩
室「きぼうのへや」があり、学習・研究に専念できる環境がととのってい
ます。学内コンピューター端末からは大阪大学が契約している専門的な
データベース、電子ジャーナルにアクセスでき、効率よく文献を集めるこ
とができます。これらは自宅からも一部アクセス可能です。
　また、学生は、大阪大学国際公共政策学会の紀要『国際公共政策研究』

（年2回発行）、OSIPPディスカッション・ペーパーに研究成果を発表す
ることができます。

OSIPP provides an environment where students can focus on learning and 
research, complete with its own library, network center, graduate student 
study carols, and nursery room (the Hope Room). Students can access 
specialized databases and electronic journals to which Osaka University 
subscribes from the School’s computer terminals, allowing them to gather 
sources efficiently. Some of these resources can also be accessed from 
home.
Students also have the opportunity to present their research findings in 
International Public Policy Studies, the Journal of the Association for 
International Public Policy Studies (published twice annually), and in 
OSIPP Discussion Papers. 

6. 完備した教育・研究環境｜Well-equipped Education and Research Environment

組織図
Organizational Chart

副研究科長
Vice Dean

研究科長
Dean

専攻
Department

教授会
Faculty Meeting

寄附講座
Endowed Program

事務部
Administrative Of�ce

研究科内共通施設
Facilities

国際公共政策専攻　International Public Policy
グローバルな視点で世界の公共的な政策問題を法学・政治学・経済学の手法を用いて分析し、その
解決の道を探るための教育・研究を行います。
Conducts education and research activities to analyze the world’s public policy issues from 
a global perspective using the techniques of the law, political science, and economics and 
to explore potential paths to their resolution.

基幹講座　Core Courses
国際公益システム講座
International Public System
システム統合講座
System Integration

協力講座＊　Cooperative Courses*
国際通商関係講座
International Trade Relations
国際システム形成講座
International System Formation

連携分野　Related Fields
グローバルリーダーシップ
Global Leadership

比較公共政策専攻　Comparative Public Policy
日本の法・政治・経済システムにかかわる現実の政策問題を取り上げ、国際比較研究を行い、現代の
新しい課題に応える教育・研究を行います。
Conducts education and research activities to consider actual policy issues related to 
Japan’s legal, political, and economic systems, compare them to those systems used in 
other countries, and address new contemporary issues.

基幹講座　Core Courses
現代日本法経システム講座
Contemporary Japanese Law and Economy
比較公共政策講座
Comparative Public Policy

協力講座＊　Cooperative Courses*
比較企業行動講座
Comparative Corporate Behaviour
比較経済発展講座
Comparative Economic Development

稲盛財団寄附講座　The Inamori Foundation Endowed Course

各種委員会　Committees
研究科の管理運営を効率的に進めるために設置されています。
Established to facilitate efficient School administration and operations.

＊協力講座（学内他研究科等に所属する兼任教員で構成されています）
*Cooperative courses: Courses that are taught by academic staff belonging to another Osaka University graduate school or other entity.

ＥＵインスティテュート関西　大阪大学オフィス
EU Institute in Japan, Kansai, Osaka University Of�ce

ＮＰＯ研究情報センター Center for Nonprofit Research and Information
人事統計解析センター Center for Personnel Statistics and Analysis
国際安全保障政策研究センター CISSP：Center for International Security Studies and Policy
交渉教育支援センター NECO：Negotiation Educational Center at OSIPP
国際連合政策研究センター CUNPS：Center for United Nations Policy Studies

各種研究センター（2015年5月1日現在）　Research Centers（as of May 1, 2015）

研究科での研究・教育をさらに深めるため、教員のイニシアティブで運営されています。
Operate at the initiative of academic staff in order to further deepen research and study 
opportunities at the School.

教務係　Educational Affairs Section
履修や休学・退学の願い出などの各種手続きの窓口である他、学生生活全般についての相談窓口でもあり
ます。
Processes requests involving coursework, leaves of absence, and withdrawals and provides 
assistance with student life issues.

研究支援室　OSIPP Support Of�ce（OSO）
ライブラリー業務の他、教員の研究支援、プロジェクト支援、研究科の広報等を担当します。
また、ＯＳＩＰＰの国際的な学術・研究交流や学生の国際化の推進に関わる業務についても、担当します。
In addition to general library operations, OSO provides research support for academic staff, as 
well as project support, public relations and services for the graduate ｓchool.
Oversees OSIPP’s international academic and research exchanges and student internationalization. 

ネットワークセンター　Network Center
学生用パソコンとサーバーを配置し、ＯＳＩＰＰ内のＩＴ環境の維持管理を行います。
Administers computers, servers, and IT infrastructure of OSIPP for students and OSIPP members. 
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カリキュラム
Curriculum

指導教員｜Supervisors

　OSIPPの学生は、その研究対象に応じて指導教員を決め、学位論文
の作成や日常の学習、研究活動について指導、助言を受けます。指導教
員は学生の所属する専攻（国際公共政策または比較公共政策）に関わり
なく、OSIPPの専任教員全体の中から選ぶことができます（ただし、特
任教員、客員教員、招へい教員、非常勤講師は指導教員にはできません）。
　博士後期課程の学生と修士論文に本格的に取り組む博士前期課程2
年次の学生に対しては、副指導教員を加え2人指導教員体制で研究指導
の充実を図っています。

Depending on his or her area of research, each student at OSIPP chooses 
a supervisor who will provide guidance and advice concerning thesis 
writing and daily learning and research activities. Students can select any 
full-time member of OSIPP’s academic staff and need not restrict 
themselves to their own department (International Public Policy or 
Comparative Public Policy). (However, specially appointed staff, visiting 
professors, guest professors and part-time lecturers cannot be chosen as 
supervisors.) 

The School also strives to provide extensive research guidance for 
doctoral course students and second-year Master’s course students who 
are working actively on their thesis through a two-person supervisor 
approach that includes an assistant supervisor.

学位取得要件｜Degree Requirements

　博士前期課程の学生は、原則として講義科目、演習、およびプロジェク
ト演習のうちから、合計30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた
上、修士論文を提出しなければなりません。修士論文およびこれに関連
のある学識についての口頭試験を経て、審査に合格すれば修士（国際公
共政策）の学位が授与されます。
　博士後期課程の学生は、原則として特殊研究、プロジェクト演習のうち
から、合計8単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文を
提出しなければなりません。博士論文およびこれに関連のある学識につ
いての口頭試験を経て、審査に合格すれば博士（国際公共政策）の学位
が授与されます。
　後期課程の修業年限は通常3年ですが、優れた業績をあげたと認めら
れた場合は1年以上の在籍で学位を得ることも可能です（早期修了制
度）。これまで1年、2年で博士号を取得した例もあります。

Master’s course students must in principal complete a total of at least 30 
credits in lecture subjects, seminars, and project studies and submit a 
Master’s thesis after receiving the necessary research guidance. The 
student is awarded a Master’s degree (in international public policy) after an 
oral examination covering the thesis and related knowledge and a review. 

Doctoral course students must in principal complete a total of at least 8 
credits in special research and project studies and submit a doctoral 
thesis after receiving the necessary research guidance. The student is 
awarded a doctoral degree (in international public policy) after an oral 
examination covering the thesis and related knowledge and a review.

While the doctoral course normally requires a minimum of three years of 
study, students with exceptional performance may earn their degree after 
at least one year of enrollment (under the School’s early graduation 
program). There are cases of students having earned doctoral degrees in 
one or two years.

開講科目｜Subjects Offered

　各科目は原則として半年単位で開講（セメスター制）されますが、一部は長期休暇中の集中形式、隔週開講の通年形式でも開講されます。開講科目には、
講義科目、報告・討論を中心にしたゼミナール形式の演習、研究プロジェクトを推進するプロジェクト演習があります。単位数は基本的に1科目2単位で、
一部1単位又は4単位の科目もあります。社会人学生の単位修得を容易にするため、長期休暇中に組まれる科目を用意しておりますが、博士前期課程の場
合、2年間で所要単位数を修得するためには、平日の昼間に開講される科目を受講する必要があります。

While most courses last six months (one semester), OSIPP also offers intensive classes during extended vacations and year-round classes that meet every 
other week. Subjects offered take the form of lecture classes, seminars focusing on reports and discussion, and project studies in which students pursue 
research projects. Most subjects are worth two credits, although there are also some one- and four-credit courses. Although the School offers subjects  
during extended vacations to make it easier for adults to earn credits, Master’s course students would need to take subjects offered during the day on 
weekdays in order to earn the required number of credits in two years.

●応用エコノメトリックスⅠ・Ⅱ
Applied Econometrics Ⅰ・Ⅱ

●現代ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
Modern Microeconomics Ⅰ・Ⅱ

●現代マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
Modern Macroeconomics Ⅰ・Ⅱ

●政策データ分析法
Statistical Methods for Policy Analysis

●ディシジョン セオリー（ミクロ経済学入門）
Decision Theory

●公共経済学
Public Economics

●経済開発論
Economic Development

●開発金融
Development Finance

●国際貿易論
International Trade Theory

●国際経済政策1・2
International Economic Policy 1・2

●地域統合
Regional Integration

●人事の経済分析Ⅰ
Economic Analysis of Personnel Ⅰ

●人事マイクロデータ分析1
Micro-data Analysis 1

●国際貿易政策
International Trade Policy: Empirical Analysis 
and Policy Debates

●開発問題の計量分析
Quantitative Analysis of Development Issues

●労働経済学の実証分析
Empirical Analyses on Labor Economics

●公共政策ワークショップ
Public Policy Workshop

●Political Representation
●移民と世界経済

Migration and World Economy
●現代財政システム論

Contemporary Japanese Public System
●産業組織論

Industrial Organization
●開発と環境

Development and Environment
●国際マクロ経済学

International macroeconomics
●人材配置の経済学

Economics of Human Resource Allocation
●政治組織と行財政改革

Structure of Government and Reform of public 
administrative and finance system

●公共政策Ⅰ
Public Policy Ⅰ

●国際関係論
International Relations

●外交論
The Art of Diplomacy

●国際連合システム論
U.N.Reform and a New World Order

●国際関係論の理論と方法
Research Methods for IR Students

●比較政治システム論
Comparison of Political Systems

●国際報道英語論
Studies on English in International Press

●歴史研究方法論1・2
Methodology of Historical Studies1･2

●アフリカの政治と紛争
African politics and conflict

●紛争研究概論
Conflict Studies

●平和構築論
Peacebuilding

●多文化共生論
Multicultural Coexistence

●国際行政論
International Public Administration

●軍備管理・軍縮論
Arms Control and Disarmament （WMD）

●平和研究
Peace Studies

●アメリカ外交論
American Foreign Policy

●核兵器と国際関係
Nuclear Weapons and International Relations

●Agenda-setting
●アメリカ対外関係研究

U.S. Foreign Relations
●ゲーム理論

Game Theory
●ナショナリズム論

Nationalism
●国連安保理とアカウンタビリティー

UN Security Council and Accountability
●比較政治学

Comparative Politics of Developing Countries
●EU論（歴史・制度・政治）

History, Institutions and Politics of the 
European Union

●アジア政治史
Political History of East Asia

●国際法
International Law

●国際公共政策のための法律学
Introduction to Legal Studies for International 
Public Policy Students

●国際人権法
International Human Rights Law

●国際私法
Private International Law

●国際取引法Ⅰ
International Business Transactions

●経営者と語るリーダーシップ
Learning Leadership from Leaders

●国際判例研究
International Case Law

●ヨーロッパ人権保障体制
European System for Protection of Human 
Rights

●ネゴシエーションⅠ・Ⅱ
Negotiation Ⅰ・Ⅱ

●環境法
Environmental Law

●国際環境法
International Environmental Law

●債権法改正
Revision of Japanese contact law

●子供と法
Children’s Rights and Child Protection in the 
21st Century

●ジェンダーと法
Gender and the Law

●ＷＴＯと健康・環境の保護
Health, Environment, and the WTO

●現代私法論
Contemporary Private Law

●WTO・TPPの法的論点
Legal Issues of the WTO and the Trans-Pacific 
Partnership

●武力紛争法
Law of Armed Conflict

●最近の国連国際法委員会報告書の購読
Analysis of the UN International Law 
Commission’s Recent

●EU法
EU Law

●EU域内市場法
EU Internal Market Law

経済学　Economics 政治学　Politics 法学　Law

ダブルディグリー・プログラムについて｜Double degree program

2016年度　開講科目

　OSIPPは2014年度からオランダのグローニンゲン大学と
2015年度からは、フィリピンのデ・ラ・サール大学と協定を結び、
ダブルディグリー・プログラムを開始しています。
　本プログラムに参加する博士前期課程学生は、OSIPP在学中に
それぞれの大学に約1年間留学することにより両大学から修士号を
取得することが可能です。
　グローニンゲン大学では、Research MA programme in 
Modern History and International Relations に約1年間
留学し、それぞれの学位取得要件を満たすことで修士（国際公共政
策）及び MA in Modern History and International Relations 
を取得することができます。
　デ・ラ・サール大学では、リベラルアーツ学部大学院課程に約1
年間留学し、それぞれの学位取得要件を満たすことで修士（国際公
共政策）に加えて、修士（開発政策）または修士（政治学）を取得する
ことができます。

In 2014, OSIPP concluded an agreement with the University of 
Groningen in the Netherlands, and in 2015, with De La Salle University 
in the Philippines, which comprise OSIPP’s double degree program. 
Master’s students at OSIPP who participate in this program with the 
University of Groningen will study at Groningen for a period of one year 
under the Research MA programme in Modern History and International 
Relations, and upon meeting the requirements under both courses, will 
be awarded with  MA in International 
Public Policy, and MA in Modern 
History and International Relations.
For the program with De La Salle 
University, Master’s students will 
spend roughly one year under that 
university’s College of Liberal Arts 
program, and upon completing the 
requirements for OSIPP and De La 
Salle University, will be awarded 
with MA in International Public 
Policy and MA in Development 
Po l i c y ,  Po l i t i ca l  Sc ience ,  o r  
Japanese Studies.
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カリキュラム
Curriculum

指導教員｜Supervisors

　OSIPPの学生は、その研究対象に応じて指導教員を決め、学位論文
の作成や日常の学習、研究活動について指導、助言を受けます。指導教
員は学生の所属する専攻（国際公共政策または比較公共政策）に関わり
なく、OSIPPの専任教員全体の中から選ぶことができます（ただし、特
任教員、客員教員、招へい教員、非常勤講師は指導教員にはできません）。
　博士後期課程の学生と修士論文に本格的に取り組む博士前期課程2
年次の学生に対しては、副指導教員を加え2人指導教員体制で研究指導
の充実を図っています。

Depending on his or her area of research, each student at OSIPP chooses 
a supervisor who will provide guidance and advice concerning thesis 
writing and daily learning and research activities. Students can select any 
full-time member of OSIPP’s academic staff and need not restrict 
themselves to their own department (International Public Policy or 
Comparative Public Policy). (However, specially appointed staff, visiting 
professors, guest professors and part-time lecturers cannot be chosen as 
supervisors.) 

The School also strives to provide extensive research guidance for 
doctoral course students and second-year Master’s course students who 
are working actively on their thesis through a two-person supervisor 
approach that includes an assistant supervisor.

学位取得要件｜Degree Requirements

　博士前期課程の学生は、原則として講義科目、演習、およびプロジェク
ト演習のうちから、合計30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた
上、修士論文を提出しなければなりません。修士論文およびこれに関連
のある学識についての口頭試験を経て、審査に合格すれば修士（国際公
共政策）の学位が授与されます。
　博士後期課程の学生は、原則として特殊研究、プロジェクト演習のうち
から、合計8単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文を
提出しなければなりません。博士論文およびこれに関連のある学識につ
いての口頭試験を経て、審査に合格すれば博士（国際公共政策）の学位
が授与されます。
　後期課程の修業年限は通常3年ですが、優れた業績をあげたと認めら
れた場合は1年以上の在籍で学位を得ることも可能です（早期修了制
度）。これまで1年、2年で博士号を取得した例もあります。

Master’s course students must in principal complete a total of at least 30 
credits in lecture subjects, seminars, and project studies and submit a 
Master’s thesis after receiving the necessary research guidance. The 
student is awarded a Master’s degree (in international public policy) after an 
oral examination covering the thesis and related knowledge and a review. 

Doctoral course students must in principal complete a total of at least 8 
credits in special research and project studies and submit a doctoral 
thesis after receiving the necessary research guidance. The student is 
awarded a doctoral degree (in international public policy) after an oral 
examination covering the thesis and related knowledge and a review.

While the doctoral course normally requires a minimum of three years of 
study, students with exceptional performance may earn their degree after 
at least one year of enrollment (under the School’s early graduation 
program). There are cases of students having earned doctoral degrees in 
one or two years.

開講科目｜Subjects Offered

　各科目は原則として半年単位で開講（セメスター制）されますが、一部は長期休暇中の集中形式、隔週開講の通年形式でも開講されます。開講科目には、
講義科目、報告・討論を中心にしたゼミナール形式の演習、研究プロジェクトを推進するプロジェクト演習があります。単位数は基本的に1科目2単位で、
一部1単位又は4単位の科目もあります。社会人学生の単位修得を容易にするため、長期休暇中に組まれる科目を用意しておりますが、博士前期課程の場
合、2年間で所要単位数を修得するためには、平日の昼間に開講される科目を受講する必要があります。

While most courses last six months (one semester), OSIPP also offers intensive classes during extended vacations and year-round classes that meet every 
other week. Subjects offered take the form of lecture classes, seminars focusing on reports and discussion, and project studies in which students pursue 
research projects. Most subjects are worth two credits, although there are also some one- and four-credit courses. Although the School offers subjects  
during extended vacations to make it easier for adults to earn credits, Master’s course students would need to take subjects offered during the day on 
weekdays in order to earn the required number of credits in two years.

●応用エコノメトリックスⅠ・Ⅱ
Applied Econometrics Ⅰ・Ⅱ

●現代ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
Modern Microeconomics Ⅰ・Ⅱ

●現代マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
Modern Macroeconomics Ⅰ・Ⅱ

●政策データ分析法
Statistical Methods for Policy Analysis

●ディシジョン セオリー（ミクロ経済学入門）
Decision Theory

●公共経済学
Public Economics

●経済開発論
Economic Development

●開発金融
Development Finance

●国際貿易論
International Trade Theory

●国際経済政策1・2
International Economic Policy 1・2

●地域統合
Regional Integration

●人事の経済分析Ⅰ
Economic Analysis of Personnel Ⅰ

●人事マイクロデータ分析1
Micro-data Analysis 1

●国際貿易政策
International Trade Policy: Empirical Analysis 
and Policy Debates

●開発問題の計量分析
Quantitative Analysis of Development Issues

●労働経済学の実証分析
Empirical Analyses on Labor Economics

●公共政策ワークショップ
Public Policy Workshop

●Political Representation
●移民と世界経済

Migration and World Economy
●現代財政システム論

Contemporary Japanese Public System
●産業組織論

Industrial Organization
●開発と環境

Development and Environment
●国際マクロ経済学

International macroeconomics
●人材配置の経済学

Economics of Human Resource Allocation
●政治組織と行財政改革

Structure of Government and Reform of public 
administrative and finance system

●公共政策Ⅰ
Public Policy Ⅰ

●国際関係論
International Relations

●外交論
The Art of Diplomacy

●国際連合システム論
U.N.Reform and a New World Order

●国際関係論の理論と方法
Research Methods for IR Students

●比較政治システム論
Comparison of Political Systems

●国際報道英語論
Studies on English in International Press

●歴史研究方法論1・2
Methodology of Historical Studies1･2

●アフリカの政治と紛争
African politics and conflict

●紛争研究概論
Conflict Studies

●平和構築論
Peacebuilding

●多文化共生論
Multicultural Coexistence

●国際行政論
International Public Administration

●軍備管理・軍縮論
Arms Control and Disarmament （WMD）

●平和研究
Peace Studies

●アメリカ外交論
American Foreign Policy

●核兵器と国際関係
Nuclear Weapons and International Relations

●Agenda-setting
●アメリカ対外関係研究

U.S. Foreign Relations
●ゲーム理論

Game Theory
●ナショナリズム論

Nationalism
●国連安保理とアカウンタビリティー

UN Security Council and Accountability
●比較政治学

Comparative Politics of Developing Countries
●EU論（歴史・制度・政治）

History, Institutions and Politics of the 
European Union

●アジア政治史
Political History of East Asia

●国際法
International Law

●国際公共政策のための法律学
Introduction to Legal Studies for International 
Public Policy Students

●国際人権法
International Human Rights Law

●国際私法
Private International Law

●国際取引法Ⅰ
International Business Transactions

●経営者と語るリーダーシップ
Learning Leadership from Leaders

●国際判例研究
International Case Law

●ヨーロッパ人権保障体制
European System for Protection of Human 
Rights

●ネゴシエーションⅠ・Ⅱ
Negotiation Ⅰ・Ⅱ

●環境法
Environmental Law

●国際環境法
International Environmental Law

●債権法改正
Revision of Japanese contact law

●子供と法
Children’s Rights and Child Protection in the 
21st Century

●ジェンダーと法
Gender and the Law

●ＷＴＯと健康・環境の保護
Health, Environment, and the WTO

●現代私法論
Contemporary Private Law

●WTO・TPPの法的論点
Legal Issues of the WTO and the Trans-Pacific 
Partnership

●武力紛争法
Law of Armed Conflict

●最近の国連国際法委員会報告書の購読
Analysis of the UN International Law 
Commission’s Recent

●EU法
EU Law

●EU域内市場法
EU Internal Market Law

経済学　Economics 政治学　Politics 法学　Law

ダブルディグリー・プログラムについて｜Double degree program

2016年度　開講科目

　OSIPPは2014年度からオランダのグローニンゲン大学と
2015年度からは、フィリピンのデ・ラ・サール大学と協定を結び、
ダブルディグリー・プログラムを開始しています。
　本プログラムに参加する博士前期課程学生は、OSIPP在学中に
それぞれの大学に約1年間留学することにより両大学から修士号を
取得することが可能です。
　グローニンゲン大学では、Research MA programme in 
Modern History and International Relations に約1年間
留学し、それぞれの学位取得要件を満たすことで修士（国際公共政
策）及び MA in Modern History and International Relations 
を取得することができます。
　デ・ラ・サール大学では、リベラルアーツ学部大学院課程に約1
年間留学し、それぞれの学位取得要件を満たすことで修士（国際公
共政策）に加えて、修士（開発政策）または修士（政治学）を取得する
ことができます。

In 2014, OSIPP concluded an agreement with the University of 
Groningen in the Netherlands, and in 2015, with De La Salle University 
in the Philippines, which comprise OSIPP’s double degree program. 
Master’s students at OSIPP who participate in this program with the 
University of Groningen will study at Groningen for a period of one year 
under the Research MA programme in Modern History and International 
Relations, and upon meeting the requirements under both courses, will 
be awarded with  MA in International 
Public Policy, and MA in Modern 
History and International Relations.
For the program with De La Salle 
University, Master’s students will 
spend roughly one year under that 
university’s College of Liberal Arts 
program, and upon completing the 
requirements for OSIPP and De La 
Salle University, will be awarded 
with MA in International Public 
Policy and MA in Development 
Po l i c y ,  Po l i t i ca l  Sc ience ,  o r  
Japanese Studies.

07 |  OSIPP



Since its establishment, OSIPP has recognized the educational effect that 
the internship projects have on the professional career development and 
encouraged graduate students to take an active part in a variety of 
internship activities. The School, in particular since 1998, has offered 
internship programs as regular curriculum and provided students with a 
tremendous internship opportunity in Japan or overseas.

This class is designed to improve student participation in the internship 
programs by providing institutional supports. Internships provide 
participants with a valuable chance to work through issues and problems 
that arise in the field, obtain practical skills and gain a hands-on work 
experience. Internships also offer opportunities to find and develop a 
research topic by integrating practical work experiences with academic 
work and explore potential career paths by experiencing the professional 
world.

基本科目｜Basic Subjects

科目名｜Subject name

【法律・政治系】 Law and Political Science

授業のねらい、重要性｜Class purpose and importance

インターンシップ・プロジェクト｜Internship Projects

　OSIPPでは、初めて法律・政治・経済を学ぶ学生のために、基本科目を開講しています。

　OSIPP offers basic subjects for students who are studying law, politics or economics for the first time.

　OSIPPは日本で初めて、インターンシップの授業を設けた大学院です。 OSIPP was the first graduate school in Japan to offer internship 
classes.

国際法
International Law

国際法の未履修者を対象に国際社会における法と政治を理解することを目的としている。日本が関連し
た事件や紛争を中心に扱う。
This class is designed to help students who have not previously studied international law develop 
an understanding of law and politics in international society. It focuses on events and conflicts 
involving Japan.

国際公共政策のための法律学
Introduction to Legal Studies for 
International Public Policy Students

法学の未履修者に、法の世界では何がどのように問題となっているのか、法的思考にはどのような
特殊性があるのかを伝授する。
This course explores problems in the legal world and the special characteristics of legal thought. It 
is designed for students who have not previously studied law.

公共政策Ⅰ（政治過程の理論と方法）
Public Policy I 
(Theory and Method of Political Processes)

公共政策の形成・実施プロセスを法や政治のダイナミズムのなかに見出し、多様な分野の政策のケー
スを検討しつつ、公共性を有した政策のあり方を考える。
This class explores the processes by which public policy is formed and implemented in the context 
of the dynamism of law and politics, considering the characteristics of policy with a public nature 
while investigating specific policies in a variety of fields.

国際関係論
International Relations

国際公共政策研究を進める上で必要となる国際関係論の基本的な概念や理論、イシューを学ぶ。
Students study the basic concepts, theories, and issues of international relations of which 
knowledge is necessary in order to pursue international public policy research.

これまでの主なインターンシップ先
Principal Internship Organizations

■国際機関（国際連合など）
International organizations （the United Nations, etc.）

■外国政府在日公館・日本政府在外公館
Diplomatic Establishments of foreign governments in Japan
Diplomatic Establishments of the Japanese government 
overseas

■中央官庁（外務省、環境省など）・地方自治体
Ministries and other central bodies of the Japanese government 

（Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Environment, etc.）
Local governments in Japan

■日本政府の援助機関（国際協力機構＝JICAなど）
Japanese government-run aid agencies 

（Japan International Cooperation Agency ［JICA］, etc.）

■シンクタンク・総合研究所・コンサルタント会社
Think tanks and research institutes
Consulting Firms

■経済団体
Economic organizations

■国会議員事務所・地方議会議員事務所
Offices of Diet members
Offices of local assembly members

■弁護士事務所
Attorneys’ offices

■金融機関（銀行、生命保険会社など）・メーカー・外資系企業
Financial institutions （banks, life insurance companies, etc.）
Manufacturers
Foreign-owned companies

■NPO / NGO
NPOs and NGOs

■メディア（新聞社、通信社など）
Media outlets （newspapers, news agencies, etc.）

【経済系】 Economics

応用エコノメトリックスⅠ
Applied Econometrics I

データ解析のための基本理論とその応用方法を学ぶ。データを用いて個人や企業、政府、国などの行動
を分析する技術、政策評価の技術を習得する。
Students study the basic theory of data analysis and the methods by which it is applied in order to learn 
techniques for analyzing the behavior of entities such as individuals, corporations, governments and 
nations and for evaluating policy.

現代ミクロ経済学Ⅰ
Contemporary Microeconomics I

ミクロ経済学の基礎固めをすることがねらいである。本講義で中心に扱う価格理論はミクロ経済学の中
心的役割を担う理論であり特に重要である。
This class is designed to provide a basic grounding in microeconomics. Price theory, on which this 
lecture focuses, plays a central and particularly important role in microeconomics.

現代マクロ経済学Ⅰ
Contemporary Macroeconomics I

マクロ経済学の基本的フレームワークを学ぶ。そのフレームワークを使って、①長期の経済成長や国家
間の所得格差の源泉、さらには②短期の不況への対策の在り方についての議論を整理していく。必要
に応じてデータを提示し、理論の妥当性を問う。
Students study the basic frameworks of macroeconomics and learn to use them to organize discussions 
about (1) long-term economic growth and income disparities between nations and (2) measures to counteract 
short-term recessions. They also learn to present data as needed to question the validity of theories.

大学院高度副プログラムの制度｜Graduate School Advanced Minor Programs

　大阪大学では所属する研究科（専攻）のカリキュラムに加えて、幅
広い分野の素養を身につけるとともに高度な専門性を獲得する機
会を与え、また勉学意欲を喚起することを目的とした教育プログラム
を本学大学院の共通の制度として実施しています（2008年4月か
ら開始）。各プログラム毎の所定単位数を修得することでプログラム
修了認定証を授与します。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/education/fukusenkou

Osaka University’s Graduate School Advanced Minor Programs lets 
students supplement the curriculum of the graduate school 
(department) to which they belong. This joint educational program, 
which was launched in April 2008, is designed to give students an 
opportunity to study a broad range of fields so that they may obtain a 
more advanced level of specialization while awakening an appetite 
for learning. Students can earn a certificate of completion in each 
program by earning the required number of credits.
http://www.osaka-u.ac.jp/en/education/fukusenkou/index.html

　OSIPPでは、創設以来、専門的職業人育成の観点からインターンシッ
プの持つ教育効果を重視し、大学院生がインターンシップに参加するこ
とを奨励してきました。特に1998年度からは、インターンシップを「プロ
ジェクト演習」という正規科目として位置づけて、毎年、多くの学生に国内
外でのインターンシップの機会を提供しています。

　この科目の目的は、インターンシップの送り出しを制度的にサポートし、
促進することにあります。受講者は、インターンシップを通じて、実務上の
スキルや実際の現場の課題を学ぶことができ、社会人・組織人としての
体験ができます。また、研究テーマを見つける、あるいは絞り込む上で、イ
ンターン経験やインターン先で関わったプロジェクトが役に立つ場合も多
く、参加者は、インターン先の組織を内部からじっくり観察でき、就職に結
びつくこともあります。
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Since its establishment, OSIPP has recognized the educational effect that 
the internship projects have on the professional career development and 
encouraged graduate students to take an active part in a variety of 
internship activities. The School, in particular since 1998, has offered 
internship programs as regular curriculum and provided students with a 
tremendous internship opportunity in Japan or overseas.

This class is designed to improve student participation in the internship 
programs by providing institutional supports. Internships provide 
participants with a valuable chance to work through issues and problems 
that arise in the field, obtain practical skills and gain a hands-on work 
experience. Internships also offer opportunities to find and develop a 
research topic by integrating practical work experiences with academic 
work and explore potential career paths by experiencing the professional 
world.

基本科目｜Basic Subjects

科目名｜Subject name

【法律・政治系】 Law and Political Science

授業のねらい、重要性｜Class purpose and importance

インターンシップ・プロジェクト｜Internship Projects

　OSIPPでは、初めて法律・政治・経済を学ぶ学生のために、基本科目を開講しています。

　OSIPP offers basic subjects for students who are studying law, politics or economics for the first time.

　OSIPPは日本で初めて、インターンシップの授業を設けた大学院です。 OSIPP was the first graduate school in Japan to offer internship 
classes.

国際法
International Law

国際法の未履修者を対象に国際社会における法と政治を理解することを目的としている。日本が関連し
た事件や紛争を中心に扱う。
This class is designed to help students who have not previously studied international law develop 
an understanding of law and politics in international society. It focuses on events and conflicts 
involving Japan.

国際公共政策のための法律学
Introduction to Legal Studies for 
International Public Policy Students

法学の未履修者に、法の世界では何がどのように問題となっているのか、法的思考にはどのような
特殊性があるのかを伝授する。
This course explores problems in the legal world and the special characteristics of legal thought. It 
is designed for students who have not previously studied law.

公共政策Ⅰ（政治過程の理論と方法）
Public Policy I 
(Theory and Method of Political Processes)

公共政策の形成・実施プロセスを法や政治のダイナミズムのなかに見出し、多様な分野の政策のケー
スを検討しつつ、公共性を有した政策のあり方を考える。
This class explores the processes by which public policy is formed and implemented in the context 
of the dynamism of law and politics, considering the characteristics of policy with a public nature 
while investigating specific policies in a variety of fields.

国際関係論
International Relations

国際公共政策研究を進める上で必要となる国際関係論の基本的な概念や理論、イシューを学ぶ。
Students study the basic concepts, theories, and issues of international relations of which 
knowledge is necessary in order to pursue international public policy research.

これまでの主なインターンシップ先
Principal Internship Organizations

■国際機関（国際連合など）
International organizations （the United Nations, etc.）

■外国政府在日公館・日本政府在外公館
Diplomatic Establishments of foreign governments in Japan
Diplomatic Establishments of the Japanese government 
overseas

■中央官庁（外務省、環境省など）・地方自治体
Ministries and other central bodies of the Japanese government 

（Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Environment, etc.）
Local governments in Japan

■日本政府の援助機関（国際協力機構＝JICAなど）
Japanese government-run aid agencies 

（Japan International Cooperation Agency ［JICA］, etc.）

■シンクタンク・総合研究所・コンサルタント会社
Think tanks and research institutes
Consulting Firms

■経済団体
Economic organizations

■国会議員事務所・地方議会議員事務所
Offices of Diet members
Offices of local assembly members

■弁護士事務所
Attorneys’ offices

■金融機関（銀行、生命保険会社など）・メーカー・外資系企業
Financial institutions （banks, life insurance companies, etc.）
Manufacturers
Foreign-owned companies

■NPO / NGO
NPOs and NGOs

■メディア（新聞社、通信社など）
Media outlets （newspapers, news agencies, etc.）

【経済系】 Economics

応用エコノメトリックスⅠ
Applied Econometrics I

データ解析のための基本理論とその応用方法を学ぶ。データを用いて個人や企業、政府、国などの行動
を分析する技術、政策評価の技術を習得する。
Students study the basic theory of data analysis and the methods by which it is applied in order to learn 
techniques for analyzing the behavior of entities such as individuals, corporations, governments and 
nations and for evaluating policy.

現代ミクロ経済学Ⅰ
Contemporary Microeconomics I

ミクロ経済学の基礎固めをすることがねらいである。本講義で中心に扱う価格理論はミクロ経済学の中
心的役割を担う理論であり特に重要である。
This class is designed to provide a basic grounding in microeconomics. Price theory, on which this 
lecture focuses, plays a central and particularly important role in microeconomics.

現代マクロ経済学Ⅰ
Contemporary Macroeconomics I

マクロ経済学の基本的フレームワークを学ぶ。そのフレームワークを使って、①長期の経済成長や国家
間の所得格差の源泉、さらには②短期の不況への対策の在り方についての議論を整理していく。必要
に応じてデータを提示し、理論の妥当性を問う。
Students study the basic frameworks of macroeconomics and learn to use them to organize discussions 
about (1) long-term economic growth and income disparities between nations and (2) measures to counteract 
short-term recessions. They also learn to present data as needed to question the validity of theories.

大学院高度副プログラムの制度｜Graduate School Advanced Minor Programs

　大阪大学では所属する研究科（専攻）のカリキュラムに加えて、幅
広い分野の素養を身につけるとともに高度な専門性を獲得する機
会を与え、また勉学意欲を喚起することを目的とした教育プログラム
を本学大学院の共通の制度として実施しています（2008年4月か
ら開始）。各プログラム毎の所定単位数を修得することでプログラム
修了認定証を授与します。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/education/fukusenkou

Osaka University’s Graduate School Advanced Minor Programs lets 
students supplement the curriculum of the graduate school 
(department) to which they belong. This joint educational program, 
which was launched in April 2008, is designed to give students an 
opportunity to study a broad range of fields so that they may obtain a 
more advanced level of specialization while awakening an appetite 
for learning. Students can earn a certificate of completion in each 
program by earning the required number of credits.
http://www.osaka-u.ac.jp/en/education/fukusenkou/index.html

　OSIPPでは、創設以来、専門的職業人育成の観点からインターンシッ
プの持つ教育効果を重視し、大学院生がインターンシップに参加するこ
とを奨励してきました。特に1998年度からは、インターンシップを「プロ
ジェクト演習」という正規科目として位置づけて、毎年、多くの学生に国内
外でのインターンシップの機会を提供しています。

　この科目の目的は、インターンシップの送り出しを制度的にサポートし、
促進することにあります。受講者は、インターンシップを通じて、実務上の
スキルや実際の現場の課題を学ぶことができ、社会人・組織人としての
体験ができます。また、研究テーマを見つける、あるいは絞り込む上で、イ
ンターン経験やインターン先で関わったプロジェクトが役に立つ場合も多
く、参加者は、インターン先の組織を内部からじっくり観察でき、就職に結
びつくこともあります。
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Since its establishment, OSIPP has recognized the educational effect that 
the internship projects have on the professional career development and 
encouraged graduate students to take an active part in a variety of 
internship activities. The School, in particular since 1998, has offered 
internship programs as regular curriculum and provided students with a 
tremendous internship opportunity in Japan or overseas.

This class is designed to improve student participation in the internship 
programs by providing institutional supports. Internships provide 
participants with a valuable chance to work through issues and problems 
that arise in the field, obtain practical skills and gain a hands-on work 
experience. Internships also offer opportunities to find and develop a 
research topic by integrating practical work experiences with academic 
work and explore potential career paths by experiencing the professional 
world.

基本科目｜Basic Subjects

科目名｜Subject name

【法律・政治系】 Law and Political Science

授業のねらい、重要性｜Class purpose and importance

インターンシップ・プロジェクト｜Internship Projects

　OSIPPでは、初めて法律・政治・経済を学ぶ学生のために、基本科目を開講しています。

　OSIPP offers basic subjects for students who are studying law, politics or economics for the first time.

　OSIPPは日本で初めて、インターンシップの授業を設けた大学院です。 OSIPP was the first graduate school in Japan to offer internship 
classes.

国際法
International Law

国際法の未履修者を対象に国際社会における法と政治を理解することを目的としている。日本が関連し
た事件や紛争を中心に扱う。
This class is designed to help students who have not previously studied international law develop 
an understanding of law and politics in international society. It focuses on events and conflicts 
involving Japan.

国際公共政策のための法律学
Introduction to Legal Studies for 
International Public Policy Students

法学の未履修者に、法の世界では何がどのように問題となっているのか、法的思考にはどのような
特殊性があるのかを伝授する。
This course explores problems in the legal world and the special characteristics of legal thought. It 
is designed for students who have not previously studied law.

公共政策Ⅰ（政治過程の理論と方法）
Public Policy I 
(Theory and Method of Political Processes)

公共政策の形成・実施プロセスを法や政治のダイナミズムのなかに見出し、多様な分野の政策のケー
スを検討しつつ、公共性を有した政策のあり方を考える。
This class explores the processes by which public policy is formed and implemented in the context 
of the dynamism of law and politics, considering the characteristics of policy with a public nature 
while investigating specific policies in a variety of fields.

国際関係論
International Relations

国際公共政策研究を進める上で必要となる国際関係論の基本的な概念や理論、イシューを学ぶ。
Students study the basic concepts, theories, and issues of international relations of which 
knowledge is necessary in order to pursue international public policy research.

これまでの主なインターンシップ先
Principal Internship Organizations

■国際機関（国際連合など）
International organizations （the United Nations, etc.）

■外国政府在日公館・日本政府在外公館
Diplomatic Establishments of foreign governments in Japan
Diplomatic Establishments of the Japanese government 
overseas

■中央官庁（外務省、環境省など）・地方自治体
Ministries and other central bodies of the Japanese government 

（Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Environment, etc.）
Local governments in Japan

■日本政府の援助機関（国際協力機構＝JICAなど）
Japanese government-run aid agencies 

（Japan International Cooperation Agency ［JICA］, etc.）

■シンクタンク・総合研究所・コンサルタント会社
Think tanks and research institutes
Consulting Firms

■経済団体
Economic organizations

■国会議員事務所・地方議会議員事務所
Offices of Diet members
Offices of local assembly members

■弁護士事務所
Attorneys’ offices

■金融機関（銀行、生命保険会社など）・メーカー・外資系企業
Financial institutions （banks, life insurance companies, etc.）
Manufacturers
Foreign-owned companies

■NPO / NGO
NPOs and NGOs

■メディア（新聞社、通信社など）
Media outlets （newspapers, news agencies, etc.）

【経済系】 Economics

応用エコノメトリックスⅠ
Applied Econometrics I

データ解析のための基本理論とその応用方法を学ぶ。データを用いて個人や企業、政府、国などの行動
を分析する技術、政策評価の技術を習得する。
Students study the basic theory of data analysis and the methods by which it is applied in order to learn 
techniques for analyzing the behavior of entities such as individuals, corporations, governments and 
nations and for evaluating policy.

現代ミクロ経済学Ⅰ
Contemporary Microeconomics I

ミクロ経済学の基礎固めをすることがねらいである。本講義で中心に扱う価格理論はミクロ経済学の中
心的役割を担う理論であり特に重要である。
This class is designed to provide a basic grounding in microeconomics. Price theory, on which this 
lecture focuses, plays a central and particularly important role in microeconomics.

現代マクロ経済学Ⅰ
Contemporary Macroeconomics I

マクロ経済学の基本的フレームワークを学ぶ。そのフレームワークを使って、①長期の経済成長や国家
間の所得格差の源泉、さらには②短期の不況への対策の在り方についての議論を整理していく。必要
に応じてデータを提示し、理論の妥当性を問う。
Students study the basic frameworks of macroeconomics and learn to use them to organize discussions 
about (1) long-term economic growth and income disparities between nations and (2) measures to counteract 
short-term recessions. They also learn to present data as needed to question the validity of theories.

大学院高度副プログラムの制度｜Graduate School Advanced Minor Programs

　大阪大学では所属する研究科（専攻）のカリキュラムに加えて、幅
広い分野の素養を身につけるとともに高度な専門性を獲得する機
会を与え、また勉学意欲を喚起することを目的とした教育プログラム
を本学大学院の共通の制度として実施しています（2008年4月か
ら開始）。各プログラム毎の所定単位数を修得することでプログラム
修了認定証を授与します。
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/education/fukusenkou

Osaka University’s Graduate School Advanced Minor Programs lets 
students supplement the curriculum of the graduate school 
(department) to which they belong. This joint educational program, 
which was launched in April 2008, is designed to give students an 
opportunity to study a broad range of fields so that they may obtain a 
more advanced level of specialization while awakening an appetite 
for learning. Students can earn a certificate of completion in each 
program by earning the required number of credits.
http://www.osaka-u.ac.jp/en/education/fukusenkou/index.html

　OSIPPでは、創設以来、専門的職業人育成の観点からインターンシッ
プの持つ教育効果を重視し、大学院生がインターンシップに参加するこ
とを奨励してきました。特に1998年度からは、インターンシップを「プロ
ジェクト演習」という正規科目として位置づけて、毎年、多くの学生に国内
外でのインターンシップの機会を提供しています。

　この科目の目的は、インターンシップの送り出しを制度的にサポートし、
促進することにあります。受講者は、インターンシップを通じて、実務上の
スキルや実際の現場の課題を学ぶことができ、社会人・組織人としての
体験ができます。また、研究テーマを見つける、あるいは絞り込む上で、イ
ンターン経験やインターン先で関わったプロジェクトが役に立つ場合も多
く、参加者は、インターン先の組織を内部からじっくり観察でき、就職に結
びつくこともあります。

日本学生支援機構の奨学金のほか、各種地方公共団体、民間団体からの奨学金の募集があり、随時紹介します。
経済的な理由により授業料の納付が困難で、かつ学業優秀と認められる学生に対して、授業料の全額または半額が免除される制度があります。
また、リサーチアシスタント、ティーチングアシスタント、留学生の相談に応じるチューター、学内のアルバイトなどが募集され、報酬が支払われます。

In addition to scholarship from Japan Student Services Organization, OSIPP provides information to students about how to apply for funds from 
various regional public groups and private organizations as they become available. 
OSIPP also offers a program that exempts students with exceptional academic performance who have difficulty paying tuition for economic 
reasons from all or half of their tuition.
Additionally, paid student positions are available, including as research assistants, teaching assistants, and tutors for international students. 
There are also part-time positions at the School.

奨学金、授業料免除制度など｜Scholarship, tuition (fee) exemption program, and other �nancial assistance

奨学援助制度
Scholarship and Financial Assistance Programs

Osaka University has many programs for housing, financial assistance, and language study for 
international students enrolled in any of Osaka University’s Programs.

Accommodations

Osaka University has some dormitories for international students. Applications for residing at them are usually done after admission. Any such 
application must be submitted through the graduate school. Please ask at the Educational Affairs Section (Kyomu-Kakari) of OSIPP for further 
details. 
If dormitories are not available, international students find housing through their friends and acquaintances already in Japan. Osaka University 
CO-OP also assists students wishing to find housing. 

Scholarships

The number of Japanese Government scholarships granted to students before they come to Japan is limited. For further information on this 
scholarship, please contact the Japanese Embassy or Consulate in your home country.
A number of international students who come to Osaka University also hold scholarships offered by the government of their home countries. 
For further information, please contact the relevant offices or foundations in your home country.
In Japan, there are several international students support organization (local authorities and private scholarship foundations) scholarships 
available to private (self-financed) students who are recognized as having outstanding academic records and who are experiencing financial 
difficulties. In general, scholarships are applied for after entry into the university.
The applications for some scholarships are processed through the Educational Affairs Section (Kyomu-Kakari), while others need to be applied 
for directly with the respective office or foundation. 

Tuition (Fee) Exemption

Private students who are attending school full-time, having difficulty paying the tuition (fee) and possess an outstanding academic record may 
apply for an exemption. Applicants who have passed the screening can receive a partial or full tuition exemption, based on the budget of the 
university. The annoucement is made part-way through the semester.

 Center for International Education and Exchange (CIEE) and Support Office
Center for International Education and Exchange (former International Student Center: ISC) supports international students and 
scholars with teams including Japanese Language Education, Advising, Students Exchange Program, and with Support Office for 
International Students and Scholars. CIEE provides international students with opportunities to study Japanese.  Support Office 
assists new incoming international students and scholars with the residential assistance, application for certificate of eligibility for 
status of residence, providing other various information. The websites are located respectively at:
http://www.isc.osaka-u.ac.jp/english/index.html  (CIEE)
http://iss-intl.osaka-u.ac.jp/supportoffice  (Support Office)

Support for International Students
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修了者の進路状況｜Career Paths Upon Graduation

学位の授与と進路
Degree Conferment and Career Paths

博士前期課程（1995 ～ 2015年度）
Master's Students（Academic years 1995 to 2015）

官公庁/Agencies

11%
その他/Others

23%他大学・
阪大他研究科への進学

Other Ph.D. 
Programs including 

overseas

5%
民間企業/
Private Sector

33%

OSIPP博士後期課程への進学/
Ph.D. Program at OSIPP

23%
博士後期課程（1996 ～ 2015年度）
Ph.D. Students（Academic years 1996 to 2015）

学位取得者数と論文題目｜Number of Degrees Awarded and Thesis Topics

OSIPPでは、博士（国際公共政策）と修士（国際公共政策）の学位を授与します。
OSIPP awards doctoral and Master’s degrees (both in international public policy).

※OSIPP 創設時（1994年）から2015年度までの累計数
　Total numbers from the establishment of OSIPP（1994） to the 2015 academic year

学位取得者数  Degrees Awarded by OSIPP

年度
Academic year

修士（国際公共政策）
Master’s Degree

課程博士
By coursework and thesis

論文博士
By thesis only

合計
Total

39

8

ー

47

97

38

5

ー

43

96

41

10

2

53

98

33

9

3

45

99

36

14

4

54

00

35

11

3

49

01

37

6

6

49

02

35

8

5

48

03

39

11

1

51

04

32

11

0

43

05

29

16

2

47

06

47

8

2

57

07

29

9

1

39

08

47

4

0

51

09

31

10

0

41

10

37

8

0

45

11

41

11

1

53

12

32

9

0

41

13

42

15

1

58

14

44

8

2

54

15

774

191

33

998

計※

博士
（国際公共政策）

Ph.D. Degree 民間企業への就職/
Prirvate Sector

15%

その他/Others

43%

同窓会
Alumni Association

1998年7月にOSIPP同窓会「動心会」が発足し、卒業生相互の交流、学術振興のため活動しています。
Doshinkai OSIPP Alumni Association was launched in July 1998 to facilitate exchange among graduates and promote 
scholarship. 

修了生の就職先
Employers of Graduates

■政府機関・関係機関
中央官庁（外務省、経済産業省、国土交通省、総務省、内閣府、文部科学省、防衛
省、他）、国際協力機構、国際交流基金、日本学術振興会、日本銀行、日本貿易振
興機構、他

■国際機関
国連開発計画、食糧農業機関、世界銀行、世界食糧計画、他

■地方自治体
大阪府、京都府、兵庫県、京都市、神戸市、広島市、他

■大学（研究・教育職）
大阪大学、京都大学、国際基督教大学、中央大学、東京大学、東北大学、名古屋
大学、新潟大学、広島大学、Auckland University、青島大学、国立成功大学、他

■シンクタンク（研究職）
大和総研、人と防災未来センター、日本国際問題研究所、日本総合研究所、三菱
総合研究所、野村総合研究所、みずほ総合研究所、他

■NPO ／ NGO
アジア・コミュニティ・センター 21、アムダ、ADRA Japan、関西NGO協議会、地
球・人間環境フォーラム、他

■メディア
朝日新聞、産経新聞、日本経済新聞、毎日新聞、讀賣新聞、NHK、朝日放送、共同
通信社、時事通信社、他

■経済団体
大阪証券取引所、大阪商工会議所、関西経済同友会、関西経済連合会

■民間企業・経済団体
NTTデータ、大阪ガス、KDDI、シティバンク、シャープ、住友信託銀行、SONY、東芝、
西日本旅客鉄道、日本IBM、日本航空、日本ヒューレット・パッカード、日本政策投資
銀行、野村証券、博報堂、パナソニック、日立製作所、富士通、富士重工業、ブリジス
トン、本田技研工業、三井住友海上火災保険、みずほ総合研究所、三菱商事、三菱
UFJリサーチ＆コンサルティング、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、
他

以上、2000年度以降の就職先の一部　　　　　五十音順　

・Government agencies and related organizations
Ministries and other central bodies of the Japanese government, Japan 
International Cooperation Agency, The Japan Foundation, Bank of Japan, 
Japan External Trade Organization, etc.

・International organizations
United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organiza-
tion, World Bank, United Nations World Food Programme, etc.

・Local governments
Osaka Prefecture, Kyoto Prefecture, Hyogo Prefecture, City of Kobe, etc.

・Universities (research and teaching positions)
Osaka University, Kyoto University, International Christian University, The 
University of Tokyo, Tohoku University, Auckland University, Qingdao 
University, National Cheng Kung University, etc.

・Think tanks (research positions)
Daiwa Institute of Research, Disaster Reduction and Human Renovation 
Institution, The Japan Institute of International Affairs, Mitsubishi 
Research Institute, Nomura Research Institute, Mizuho Research 
Institute, etc.

・NPOs and NGOs
The Association of Medical Doctors of Asia (AMDA), ADRA Japan, 
Global Environmental Forum, etc.

・Media outlets
Asahi Shimbun, Sankei Shimbun, Nippon Keizai Shimbun, Mainichi Shim-
bun, Yomiuri Shimbun, Asahi Broadcasting Corporation, Kyodo News, Jiji 
Press, etc.

・Private-sector businesses and economic organizations
NTT Data, Osaka Securities Exchange, Kansai Association of Corporate 
Executives, KDDI, Citibank, Sharp, The Sumitomo Trust and Banking 
Company, Sony, Toshiba, IBM Japan, Japan Airlines, Hewlett-Packard 
Japan, Nomura Securities, Panasonic, Hitachi, Fujitsu, Bridgestone, 
Honda Motor Company, Mitsui Sumitomo Insurance, Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, etc.

The above is a partial list of employers of graduates since the 2000 
academic year in no particular order.

・中国海洋戦略のロジックとジレンマ
・非営利組織の財務構造と経営に関する実証分析
・複合ガヴァナンスによるグローバルなテロリズムへの対応―ガヴァナンス・ギャップ論の視

座から
・日本の道路事業運営に関する実証分析
・軍拡というパラドックス―米国の兵器開発過程におけるシビリアンの介入とその帰結―

・Towards a New Political Economy of Agricultural Policy in Japan: An 
Ideational Approach

・The Formation of Employee Behavior Through the HRM-System Reforms: 
Empirical Studies Using Intra-Firm Micro Data in Japan

・Killing Two Birds with One Stone? Examining the Diffusion Effect of 
Leadership Decapitation

博士論文タイトル｜Doctoral Thesis Titles

※上記は、2015年度博士後期課程修了生の論文タイトル
*Listed above are thesis titles for students completing the OSIPP 
doctoral course during the 2015 academic years.

・日本の労働市場の潜在構造と雇用区分の分析― Finite Mixture Modelを用いた
Latent Class Analysis―

・義務教育期における課外活動が所得にもたらす影響の実証分析―パス解析を用
いて直接的および間接的な因果を検証する―

・マレーシア労働市場における追加的教育の実証分析
・スポーツ頻度とソーシャル・キャピタルの形成に関する実証分析
・不況と競争選好
・遺言自由の制限についての考察―中国必留分制度と日本遺留分制度からの示唆―
・大学院卒業者賃金プレミアムの実証分析
・移民の子ども教育の中の母語の位置づけ
・日中比較からみる離婚後の財産分与問題―離婚後の扶養と補償の導入に向けて―
・Does trade liberalizaｔion help to reduce gender inequality?
・The Determinants of Chinese Overseas Students’ Return Intention

―An Empirical Study of Brain Drain in China
・The War between Two “Chinese States”: The Classification of Cross-

Strait Armed Conflict under International Law
・Zambian Perceptions of Japanese and Chinese Development Assistance: 

Winning hearts and minds?
・Trade, Markets, and Environmental Regulations: How Japan Can Be a 

Normative Partner of the EU
・A Republican Solution to the Rawlsian Distributive Problem: Public 

Participation under Rousseau’s General Will.
・Remittance Behavior of Brazilian Dekasegi Migrants in Japan
・Assessment of The Effects of Institution on Inward Foreign Direct Invest-

ment: An Empirical Analysis in Asian Developing Countries
・The Determinants of International News Coverage and Agenda-setting in 

China
・Empirical Analysis on Women’s Participation in Household Decision 

Making and their Subjective Well-being in Indonesia
・An Economic Analysis on an Inclination of Youth in Ukraine towards 

Migration

※上記は、2015年度博士前期課程修了生の論文タイトル
*Listed above are thesis titles for students completing the OSIPP 
Master’s course during the 2015 academic year.

・北極の戦略的重要性と中国の北極進出戦略
・日本のメディアが報道する「テロリズム」―2013年の読売新聞報道を事例に―
・EUの地理的表示の拡大戦略と遺伝資源―生物多様性条約とTRIPS協定をめぐる国際

交渉―
・朝鮮半島核問題における多国間制度の不安定化と参加国の拡大―朝鮮半島エネルギー

開発機構（KEDO）を事例として―
・庇護申請を不認定とされた者に対する保護のあり方―イギリスにおける庇護申請者支援

制度を通して
・イラン外交政策に対する国内政治の影響―核交渉における「テヘラン宣言」合意とハータ

ミー政権内政に着目して―
・湾岸君主制国家における体制護持クーデタ―カタルの分析から―
・ユネスコの無形文化遺産マネジメントとアカウンタビリティ―トルコ共和国におけるアレ

ヴィーの儀式「セマー」の遺産登録の事例分析―
・交渉への第三者介入が内戦和平後の沈静化に与える影響―介入主体の動機に着目して―
・シエラレオネにおける治安部門改革―英国及び現地社会のアクター間の関係性に着目して―
・インドにおける海軍拡張と防衛外交の連関―第一次マンモハン・シン政権における「ルック・

イースト」政策―
・天然ガス取引における仕向地制限撤廃への考察
・「慰安婦」と公娼の境界をめぐる論争
・植民地朝鮮における初等教育の拡大と民衆  普通学校の増加と「近代化」の諸相
・日本農産品地理的表示の国際的保護の強化に向けて
・中国河川水質汚染管理政策について
・第二次北朝鮮核危機と中米関係―6カ国協議を中心に―
・移転価格税制による二重課税の救済措置について―租税仲裁措置の検討を中心に―
・埼玉県自治体データを用いた要介護認定率の要因分析
・世代会計による世代間不均衡の研究―公的教育と子ども支援における受益の帰着を考

慮した分析―
・有限天然資源の保存と自由貿易の調和への模索―中国のレアアース等の輸出制限をめ

ぐるWTO紛争を中心に―
・信用保証協会の経営効率性と自治体財政に関する実証分析
・ポスト・コンフリクト国における民主主義:東ティモールにおける土地法案問題を巡る市民

社会、政府、そして議会
・東ティモール独立紛争とインドネシア民主化―「東ティモール人」の言説をめぐる若者たち

の闘争―

修士論文タイトル｜Master's Thesis Titles
※単位修得退学者を含む。

研究職/
Universities and 
Research Institutions

32%

官公庁への就職/
Governments Agencies

10%NPO

5%
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修了者の進路状況｜Career Paths Upon Graduation

学位の授与と進路
Degree Conferment and Career Paths

博士前期課程（1995 ～ 2015年度）
Master's Students（Academic years 1995 to 2015）

官公庁/Agencies

11%
その他/Others

23%他大学・
阪大他研究科への進学

Other Ph.D. 
Programs including 

overseas

5%
民間企業/
Private Sector

33%

OSIPP博士後期課程への進学/
Ph.D. Program at OSIPP

23%
博士後期課程（1996 ～ 2015年度）
Ph.D. Students（Academic years 1996 to 2015）

学位取得者数と論文題目｜Number of Degrees Awarded and Thesis Topics

OSIPPでは、博士（国際公共政策）と修士（国際公共政策）の学位を授与します。
OSIPP awards doctoral and Master’s degrees (both in international public policy).

※OSIPP 創設時（1994年）から2015年度までの累計数
　Total numbers from the establishment of OSIPP（1994） to the 2015 academic year

学位取得者数  Degrees Awarded by OSIPP

年度
Academic year

修士（国際公共政策）
Master’s Degree

課程博士
By coursework and thesis

論文博士
By thesis only

合計
Total

39

8

ー

47

97

38

5

ー

43

96

41

10

2

53

98

33

9

3

45

99

36

14

4

54

00

35

11

3

49

01

37

6

6

49

02

35

8

5

48

03

39

11

1

51

04

32

11

0

43

05

29

16

2

47

06

47

8

2

57

07

29

9

1

39

08

47

4

0

51

09

31

10

0

41

10

37

8

0

45

11

41

11

1

53

12

32

9

0

41

13

42

15

1

58

14

44

8

2

54

15

774

191

33

998

計※

博士
（国際公共政策）

Ph.D. Degree 民間企業への就職/
Prirvate Sector

15%

その他/Others

43%

同窓会
Alumni Association

1998年7月にOSIPP同窓会「動心会」が発足し、卒業生相互の交流、学術振興のため活動しています。
Doshinkai OSIPP Alumni Association was launched in July 1998 to facilitate exchange among graduates and promote 
scholarship. 

修了生の就職先
Employers of Graduates

■政府機関・関係機関
中央官庁（外務省、経済産業省、国土交通省、総務省、内閣府、文部科学省、防衛
省、他）、国際協力機構、国際交流基金、日本学術振興会、日本銀行、日本貿易振
興機構、他

■国際機関
国連開発計画、食糧農業機関、世界銀行、世界食糧計画、他

■地方自治体
大阪府、京都府、兵庫県、京都市、神戸市、広島市、他

■大学（研究・教育職）
大阪大学、京都大学、国際基督教大学、中央大学、東京大学、東北大学、名古屋
大学、新潟大学、広島大学、Auckland University、青島大学、国立成功大学、他

■シンクタンク（研究職）
大和総研、人と防災未来センター、日本国際問題研究所、日本総合研究所、三菱
総合研究所、野村総合研究所、みずほ総合研究所、他

■NPO ／ NGO
アジア・コミュニティ・センター 21、アムダ、ADRA Japan、関西NGO協議会、地
球・人間環境フォーラム、他

■メディア
朝日新聞、産経新聞、日本経済新聞、毎日新聞、讀賣新聞、NHK、朝日放送、共同
通信社、時事通信社、他

■経済団体
大阪証券取引所、大阪商工会議所、関西経済同友会、関西経済連合会

■民間企業・経済団体
NTTデータ、大阪ガス、KDDI、シティバンク、シャープ、住友信託銀行、SONY、東芝、
西日本旅客鉄道、日本IBM、日本航空、日本ヒューレット・パッカード、日本政策投資
銀行、野村証券、博報堂、パナソニック、日立製作所、富士通、富士重工業、ブリジス
トン、本田技研工業、三井住友海上火災保険、みずほ総合研究所、三菱商事、三菱
UFJリサーチ＆コンサルティング、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、
他

以上、2000年度以降の就職先の一部　　　　　五十音順　

・Government agencies and related organizations
Ministries and other central bodies of the Japanese government, Japan 
International Cooperation Agency, The Japan Foundation, Bank of Japan, 
Japan External Trade Organization, etc.

・International organizations
United Nations Development Programme, Food and Agriculture Organiza-
tion, World Bank, United Nations World Food Programme, etc.

・Local governments
Osaka Prefecture, Kyoto Prefecture, Hyogo Prefecture, City of Kobe, etc.

・Universities (research and teaching positions)
Osaka University, Kyoto University, International Christian University, The 
University of Tokyo, Tohoku University, Auckland University, Qingdao 
University, National Cheng Kung University, etc.

・Think tanks (research positions)
Daiwa Institute of Research, Disaster Reduction and Human Renovation 
Institution, The Japan Institute of International Affairs, Mitsubishi 
Research Institute, Nomura Research Institute, Mizuho Research 
Institute, etc.

・NPOs and NGOs
The Association of Medical Doctors of Asia (AMDA), ADRA Japan, 
Global Environmental Forum, etc.

・Media outlets
Asahi Shimbun, Sankei Shimbun, Nippon Keizai Shimbun, Mainichi Shim-
bun, Yomiuri Shimbun, Asahi Broadcasting Corporation, Kyodo News, Jiji 
Press, etc.

・Private-sector businesses and economic organizations
NTT Data, Osaka Securities Exchange, Kansai Association of Corporate 
Executives, KDDI, Citibank, Sharp, The Sumitomo Trust and Banking 
Company, Sony, Toshiba, IBM Japan, Japan Airlines, Hewlett-Packard 
Japan, Nomura Securities, Panasonic, Hitachi, Fujitsu, Bridgestone, 
Honda Motor Company, Mitsui Sumitomo Insurance, Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ, etc.

The above is a partial list of employers of graduates since the 2000 
academic year in no particular order.

・中国海洋戦略のロジックとジレンマ
・非営利組織の財務構造と経営に関する実証分析
・複合ガヴァナンスによるグローバルなテロリズムへの対応―ガヴァナンス・ギャップ論の視

座から
・日本の道路事業運営に関する実証分析
・軍拡というパラドックス―米国の兵器開発過程におけるシビリアンの介入とその帰結―

・Towards a New Political Economy of Agricultural Policy in Japan: An 
Ideational Approach

・The Formation of Employee Behavior Through the HRM-System Reforms: 
Empirical Studies Using Intra-Firm Micro Data in Japan

・Killing Two Birds with One Stone? Examining the Diffusion Effect of 
Leadership Decapitation

博士論文タイトル｜Doctoral Thesis Titles

※上記は、2015年度博士後期課程修了生の論文タイトル
*Listed above are thesis titles for students completing the OSIPP 
doctoral course during the 2015 academic years.

・日本の労働市場の潜在構造と雇用区分の分析― Finite Mixture Modelを用いた
Latent Class Analysis―

・義務教育期における課外活動が所得にもたらす影響の実証分析―パス解析を用
いて直接的および間接的な因果を検証する―

・マレーシア労働市場における追加的教育の実証分析
・スポーツ頻度とソーシャル・キャピタルの形成に関する実証分析
・不況と競争選好
・遺言自由の制限についての考察―中国必留分制度と日本遺留分制度からの示唆―
・大学院卒業者賃金プレミアムの実証分析
・移民の子ども教育の中の母語の位置づけ
・日中比較からみる離婚後の財産分与問題―離婚後の扶養と補償の導入に向けて―
・Does trade liberalizaｔion help to reduce gender inequality?
・The Determinants of Chinese Overseas Students’ Return Intention

―An Empirical Study of Brain Drain in China
・The War between Two “Chinese States”: The Classification of Cross-

Strait Armed Conflict under International Law
・Zambian Perceptions of Japanese and Chinese Development Assistance: 

Winning hearts and minds?
・Trade, Markets, and Environmental Regulations: How Japan Can Be a 

Normative Partner of the EU
・A Republican Solution to the Rawlsian Distributive Problem: Public 

Participation under Rousseau’s General Will.
・Remittance Behavior of Brazilian Dekasegi Migrants in Japan
・Assessment of The Effects of Institution on Inward Foreign Direct Invest-

ment: An Empirical Analysis in Asian Developing Countries
・The Determinants of International News Coverage and Agenda-setting in 

China
・Empirical Analysis on Women’s Participation in Household Decision 

Making and their Subjective Well-being in Indonesia
・An Economic Analysis on an Inclination of Youth in Ukraine towards 

Migration

※上記は、2015年度博士前期課程修了生の論文タイトル
*Listed above are thesis titles for students completing the OSIPP 
Master’s course during the 2015 academic year.

・北極の戦略的重要性と中国の北極進出戦略
・日本のメディアが報道する「テロリズム」―2013年の読売新聞報道を事例に―
・EUの地理的表示の拡大戦略と遺伝資源―生物多様性条約とTRIPS協定をめぐる国際

交渉―
・朝鮮半島核問題における多国間制度の不安定化と参加国の拡大―朝鮮半島エネルギー

開発機構（KEDO）を事例として―
・庇護申請を不認定とされた者に対する保護のあり方―イギリスにおける庇護申請者支援

制度を通して
・イラン外交政策に対する国内政治の影響―核交渉における「テヘラン宣言」合意とハータ

ミー政権内政に着目して―
・湾岸君主制国家における体制護持クーデタ―カタルの分析から―
・ユネスコの無形文化遺産マネジメントとアカウンタビリティ―トルコ共和国におけるアレ

ヴィーの儀式「セマー」の遺産登録の事例分析―
・交渉への第三者介入が内戦和平後の沈静化に与える影響―介入主体の動機に着目して―
・シエラレオネにおける治安部門改革―英国及び現地社会のアクター間の関係性に着目して―
・インドにおける海軍拡張と防衛外交の連関―第一次マンモハン・シン政権における「ルック・

イースト」政策―
・天然ガス取引における仕向地制限撤廃への考察
・「慰安婦」と公娼の境界をめぐる論争
・植民地朝鮮における初等教育の拡大と民衆  普通学校の増加と「近代化」の諸相
・日本農産品地理的表示の国際的保護の強化に向けて
・中国河川水質汚染管理政策について
・第二次北朝鮮核危機と中米関係―6カ国協議を中心に―
・移転価格税制による二重課税の救済措置について―租税仲裁措置の検討を中心に―
・埼玉県自治体データを用いた要介護認定率の要因分析
・世代会計による世代間不均衡の研究―公的教育と子ども支援における受益の帰着を考

慮した分析―
・有限天然資源の保存と自由貿易の調和への模索―中国のレアアース等の輸出制限をめ

ぐるWTO紛争を中心に―
・信用保証協会の経営効率性と自治体財政に関する実証分析
・ポスト・コンフリクト国における民主主義:東ティモールにおける土地法案問題を巡る市民

社会、政府、そして議会
・東ティモール独立紛争とインドネシア民主化―「東ティモール人」の言説をめぐる若者たち

の闘争―

修士論文タイトル｜Master's Thesis Titles
※単位修得退学者を含む。

研究職/
Universities and 
Research Institutions

32%

官公庁への就職/
Governments Agencies

10%NPO

5%
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井坂智人さん／博士後期課程在籍 陳幸愔さん／博士前期課程在籍（台湾出身）

　「本当に両立できるのだろうか」と不安の中でスタートした大
学院生活も、あっという間に3年目を迎えました。OSIPP博士前
期課程入学と同時に超域イノベーション博士課程プログラムに
も入学し、専門研究に加え超域プログラムの学際的授業や海
外研修など多様な活動を行ってきました。前期課程では経済学
の基礎や政策評価に用いられる計量分析手法を学び、災害後
の人口移動に関する研究を行いました。後期課程ではより幅広
く災害や紛争後のコミュニティ構築について研究したいと思っ
ています。また、超域プログラムでは、現在ウガンダでのソーシャ
ルビジネスに関する実践型の課題解決プロジェクトに携わって
います。OSIPPと超域プログラムの両方で得た経験と専門知
識を、今後のキャリア構築に活かしていきたいと考えています。

As I was accepted to the Master’s course at OSIPP, I 
was also accepted to the Cross-Boundary Innovation 
(CBI) Program, which is one of the five-year Ph.D. 
programs at Osaka University. During my Master’s 
course, I took classes on economics and learned the 
basics of econometric analyses. I am currently con-
ducting research on reconstruction in post-conflict and 
post-disaster communities. Meanwhile, I take classes 
across a wide range of academic disciplines through 
the CBI Program. I also take part in a social business 
project in Uganda with other CBI students with very 
different academic backgrounds such as engineering. I 
hope that the rich experiences and expertise gained at 
OSIPP and the CBI Program will help me prepare for 
my professional career after graduation. 

橋本奈保さん／博士後期課程在籍

学生の特徴
Student Characteristics

Student Messages

OSIPPの学生は、データが示すようにさまざまなバックグラウンドを持ち、その研究対象、進路も多岐にわたっています。在学
中には、インターンシップや留学を経験する学生が多く、国内にとどまらず海外で積極的に研究活動をおこなっています。
As is shown by the data, OSIPP students are characterized by a rich variety of backgrounds, research interests and career 
paths. Many students participate in internship or study abroad programs during their time at the School, allowing them to 
actively pursue research activities not only in Japan, but also overseas.

在学生データ（2016年5月現在）  Composition of Students (as of May 1, 2016)

外国人留学生の出身地域別の割合（2016年5月1日現在）
Nationalities of International Students (as of May 1, 2016)

博士前期課程
Master’s Students 50名

うち女性26名 /Woman 26

うち留学生27名 /International 27

うち社会人3名 /Employed 3

42名

うち女性23名 /Woman 23

うち留学生20名 /International 20

うち社会人5名 /Employed 5

国際公共政策専攻
International Public Policy

比較公共政策専攻
Comparative Public Policy

博士後期課程
Ph.D. Students 32名

うち女性18名 /Woman 18

うち留学生13名 /International 13

うち社会人8名 /Employed 8

32名

うち女性17名 /Woman 17

うち留学生5名 /International 5

うち社会人13名 /Employed 13

博士前期課程  Master’s Students

アジア/Asia

71%
ヨーロッパ/

Europe

14%

アフリカ/Africa

9%

北米/North America

1.5%中東/
Middle East

3% オセアニア/Oceania

1.5%
Year

2014

2015

2016

50

44

36

Type 一般学生
Regular

3

6

8

社会人
Employed

42

44

48

外国人
International

95

94

92

Total

一般学生
Regular

社会人
Employed

外国人
International

Total

博士後期課程  Ph.D. Students

Year

2014

2015

2016

26

23

22

Type

21

26

21

25

23

22

72

70

64

　私は、大学で政治学を勉強していくなかで、特に国際援助や貧困削
減について興味を持ちました。そこで、国際的な公共政策を中心に法
律・政治・経済分野に取り組んでいるOSIPPなら、学術的に多様な
刺激を受けられると思い、進学しました。一年次には、研究手法を身に
付けるために、計量経済学や統計学に取り組みました。OSIPPは受講
生のレベルに合わせた授業が揃っていて、関連図書・ソフトウェアも
完備されているので、先生の丁寧な指導を受けながら、楽しく学習でき
る環境です。特に、私は友達と勉強会を行い、教科書の内容をまとめ
て教え合うことによって、知識をより深く掘り下げました。現在は、途上
国における子供就学の決定要因に関する実証分析をしています。

When I studied political science as an undergraduate, I was 
especially interested in such topics as ODA and poverty 
reduction. The reason why I entered OSIPP is that it deals 
with international policies from various perspectives includ-
ing law, politics and economics, and I believe I can get a 
richer experience in such a diversified environment. In my 
first year, I had to study econometrics and statistics as my 
study method. Thanks to the complete curriculum and 
related resources in OSIPP, I could learn it step by step 
following the professors’ thorough instruction. Moreover, I 
also formed a study group with friends to study the econo-
metrics textbook. Discussing the problems and learning from 
each other really helped to deepen my knowledge. I am now 
doing my research on school attendance and its determi-
nants in developing countries.

ISAKA Tomohito / Doctoral course CHEN, Singyin / Master course HASHIMOTO Naho / Doctoral course
MAINZA, Maximilianさん／博士後期課程在籍（ザンビア出身）
MAINZA, Maximilian / Doctoral course

　私は、大学卒業後に中東を旅し、そこでパレスチナ問題と出会いま
した。現在は、紛争分析の視点からイスラエル政治について勉強して
います。私は未来共生プログラムという5年一貫のプログラムにも所属
しており、この1年の間に部落差別、在日外国人、東北大震災など共
生にまつわる国内の様々なテーマについて学びました。また国外では、
イギリス、パレスチナ、インドネシアを訪問し、教育、紛争、災害管理と
いった多様な視点から「共生」を考えました。OSIPPでは、紛争につい
て一から学び直し、人間の多様性とそこから生まれた様々な悲劇や人
間ドラマを知ることで、世界各地の問題を自分のものとして捉え考える
視座を学んでいます。

When I was traveling in the Middle East after graduating 
from university, I came across the Israeli-Palestinian conflict. 
Now, I am studying Israeli politics from the perspective of 
conflict analysis. I am also a member of the Doctoral 
program for Multicultural Innovation (the RESPECT program), 
in which I have gained insights into many different topics, 
such as Buraku discrimination, foreigners in Japan, and the 
Tohoku Earthquake. These studies have led me to think 
about how we can live side by side. I also visited the UK, 
Palestine and Indonesia, where I learned about educational 
policies, conflict resolution and disaster management. In 
OSSIP, I am re-studying the subject of conflict and learning 
about the various actors and human dramas behind each 
conflict. Through these experiences, I have gained the 
perspective that there are no conflicts that are irrelevant to 
me and my life.

　私はこれまで経済学について学んできましたが、社会がどうあるべきかを理
解するために、政治学にも興味を持つようになりました。現在、私はアフリカの
地域統合について研究しています。特に、南部アフリカ開発共同体（SADC）
の地域統合の可能性や障害について分析しています。こういった研究プロ
ジェクトでは、状況を包括的に理解するために、国際経済学と国際政治の両
方の知識が求められます。その点においてOSIPPは、私にこの両分野の理解
を深められる環境を与えてくれました。また幸運にも、いくつかの国際会議に参
加する機会も得ました。例えば最近では、南アフリカ共和国のフリーステート大
学で開催された会議で論文を発表しました。この経験を通して、政策決定の過
程や、様々な問題の経済的・政治的要因、またその解決法などについて知
識を深めることができました。OSIPPで身につけたこれらの知識や経験は、今
後自分が社会に貢献していくための助けになると確信しています。

My academic background is in economics, but I am also interested 
in politics in order to understand how society ought to be. My 
research focuses on regional integration in Africa with an aim to 
analyze the obstacles to, and prospects for, regional integration in 
Africa, particularly, the Southern African Development Community 
(SADC). This type of research project requires an appreciation of 
both international economics and politics in order to attain a com-
prehensive understanding of the situation. I am glad OSIPP has 
provided me with an environment in which I have been able to 
further develop my understanding in both fields. I have also been 
fortunately to be able to attend international conferences. I 
recently, for example, presented a paper at a conference at the 
University of the Free State in South Africa. This experience 
enhanced my knowledge of the policy making process, and of the 
economic and political causes of, and solutions to, conflict. I am 
convinced that the knowledge and experience acquired at OSIPP 
will help me contribute positively to society.
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井坂智人さん／博士後期課程在籍 陳幸愔さん／博士前期課程在籍（台湾出身）

　「本当に両立できるのだろうか」と不安の中でスタートした大
学院生活も、あっという間に3年目を迎えました。OSIPP博士前
期課程入学と同時に超域イノベーション博士課程プログラムに
も入学し、専門研究に加え超域プログラムの学際的授業や海
外研修など多様な活動を行ってきました。前期課程では経済学
の基礎や政策評価に用いられる計量分析手法を学び、災害後
の人口移動に関する研究を行いました。後期課程ではより幅広
く災害や紛争後のコミュニティ構築について研究したいと思っ
ています。また、超域プログラムでは、現在ウガンダでのソーシャ
ルビジネスに関する実践型の課題解決プロジェクトに携わって
います。OSIPPと超域プログラムの両方で得た経験と専門知
識を、今後のキャリア構築に活かしていきたいと考えています。

As I was accepted to the Master’s course at OSIPP, I 
was also accepted to the Cross-Boundary Innovation 
(CBI) Program, which is one of the five-year Ph.D. 
programs at Osaka University. During my Master’s 
course, I took classes on economics and learned the 
basics of econometric analyses. I am currently con-
ducting research on reconstruction in post-conflict and 
post-disaster communities. Meanwhile, I take classes 
across a wide range of academic disciplines through 
the CBI Program. I also take part in a social business 
project in Uganda with other CBI students with very 
different academic backgrounds such as engineering. I 
hope that the rich experiences and expertise gained at 
OSIPP and the CBI Program will help me prepare for 
my professional career after graduation. 

橋本奈保さん／博士後期課程在籍

学生の特徴
Student Characteristics

Student Messages

OSIPPの学生は、データが示すようにさまざまなバックグラウンドを持ち、その研究対象、進路も多岐にわたっています。在学
中には、インターンシップや留学を経験する学生が多く、国内にとどまらず海外で積極的に研究活動をおこなっています。
As is shown by the data, OSIPP students are characterized by a rich variety of backgrounds, research interests and career 
paths. Many students participate in internship or study abroad programs during their time at the School, allowing them to 
actively pursue research activities not only in Japan, but also overseas.

在学生データ（2016年5月現在）  Composition of Students (as of May 1, 2016)

外国人留学生の出身地域別の割合（2016年5月1日現在）
Nationalities of International Students (as of May 1, 2016)

博士前期課程
Master’s Students 50名

うち女性26名 /Woman 26

うち留学生27名 /International 27

うち社会人3名 /Employed 3

42名

うち女性23名 /Woman 23

うち留学生20名 /International 20

うち社会人5名 /Employed 5

国際公共政策専攻
International Public Policy

比較公共政策専攻
Comparative Public Policy

博士後期課程
Ph.D. Students 32名

うち女性18名 /Woman 18

うち留学生13名 /International 13

うち社会人8名 /Employed 8

32名

うち女性17名 /Woman 17

うち留学生5名 /International 5

うち社会人13名 /Employed 13

博士前期課程  Master’s Students

アジア/Asia

71%
ヨーロッパ/

Europe

14%

アフリカ/Africa

9%

北米/North America

1.5%中東/
Middle East

3% オセアニア/Oceania

1.5%
Year

2014

2015

2016

50

44

36

Type 一般学生
Regular

3

6

8

社会人
Employed

42

44

48

外国人
International

95

94

92

Total

一般学生
Regular

社会人
Employed

外国人
International

Total

博士後期課程  Ph.D. Students

Year

2014

2015

2016

26

23

22

Type

21

26

21

25

23

22

72

70

64

　私は、大学で政治学を勉強していくなかで、特に国際援助や貧困削
減について興味を持ちました。そこで、国際的な公共政策を中心に法
律・政治・経済分野に取り組んでいるOSIPPなら、学術的に多様な
刺激を受けられると思い、進学しました。一年次には、研究手法を身に
付けるために、計量経済学や統計学に取り組みました。OSIPPは受講
生のレベルに合わせた授業が揃っていて、関連図書・ソフトウェアも
完備されているので、先生の丁寧な指導を受けながら、楽しく学習でき
る環境です。特に、私は友達と勉強会を行い、教科書の内容をまとめ
て教え合うことによって、知識をより深く掘り下げました。現在は、途上
国における子供就学の決定要因に関する実証分析をしています。

When I studied political science as an undergraduate, I was 
especially interested in such topics as ODA and poverty 
reduction. The reason why I entered OSIPP is that it deals 
with international policies from various perspectives includ-
ing law, politics and economics, and I believe I can get a 
richer experience in such a diversified environment. In my 
first year, I had to study econometrics and statistics as my 
study method. Thanks to the complete curriculum and 
related resources in OSIPP, I could learn it step by step 
following the professors’ thorough instruction. Moreover, I 
also formed a study group with friends to study the econo-
metrics textbook. Discussing the problems and learning from 
each other really helped to deepen my knowledge. I am now 
doing my research on school attendance and its determi-
nants in developing countries.

ISAKA Tomohito / Doctoral course CHEN, Singyin / Master course HASHIMOTO Naho / Doctoral course
MAINZA, Maximilianさん／博士後期課程在籍（ザンビア出身）
MAINZA, Maximilian / Doctoral course

　私は、大学卒業後に中東を旅し、そこでパレスチナ問題と出会いま
した。現在は、紛争分析の視点からイスラエル政治について勉強して
います。私は未来共生プログラムという5年一貫のプログラムにも所属
しており、この1年の間に部落差別、在日外国人、東北大震災など共
生にまつわる国内の様々なテーマについて学びました。また国外では、
イギリス、パレスチナ、インドネシアを訪問し、教育、紛争、災害管理と
いった多様な視点から「共生」を考えました。OSIPPでは、紛争につい
て一から学び直し、人間の多様性とそこから生まれた様々な悲劇や人
間ドラマを知ることで、世界各地の問題を自分のものとして捉え考える
視座を学んでいます。

When I was traveling in the Middle East after graduating 
from university, I came across the Israeli-Palestinian conflict. 
Now, I am studying Israeli politics from the perspective of 
conflict analysis. I am also a member of the Doctoral 
program for Multicultural Innovation (the RESPECT program), 
in which I have gained insights into many different topics, 
such as Buraku discrimination, foreigners in Japan, and the 
Tohoku Earthquake. These studies have led me to think 
about how we can live side by side. I also visited the UK, 
Palestine and Indonesia, where I learned about educational 
policies, conflict resolution and disaster management. In 
OSSIP, I am re-studying the subject of conflict and learning 
about the various actors and human dramas behind each 
conflict. Through these experiences, I have gained the 
perspective that there are no conflicts that are irrelevant to 
me and my life.

　私はこれまで経済学について学んできましたが、社会がどうあるべきかを理
解するために、政治学にも興味を持つようになりました。現在、私はアフリカの
地域統合について研究しています。特に、南部アフリカ開発共同体（SADC）
の地域統合の可能性や障害について分析しています。こういった研究プロ
ジェクトでは、状況を包括的に理解するために、国際経済学と国際政治の両
方の知識が求められます。その点においてOSIPPは、私にこの両分野の理解
を深められる環境を与えてくれました。また幸運にも、いくつかの国際会議に参
加する機会も得ました。例えば最近では、南アフリカ共和国のフリーステート大
学で開催された会議で論文を発表しました。この経験を通して、政策決定の過
程や、様々な問題の経済的・政治的要因、またその解決法などについて知
識を深めることができました。OSIPPで身につけたこれらの知識や経験は、今
後自分が社会に貢献していくための助けになると確信しています。

My academic background is in economics, but I am also interested 
in politics in order to understand how society ought to be. My 
research focuses on regional integration in Africa with an aim to 
analyze the obstacles to, and prospects for, regional integration in 
Africa, particularly, the Southern African Development Community 
(SADC). This type of research project requires an appreciation of 
both international economics and politics in order to attain a com-
prehensive understanding of the situation. I am glad OSIPP has 
provided me with an environment in which I have been able to 
further develop my understanding in both fields. I have also been 
fortunately to be able to attend international conferences. I 
recently, for example, presented a paper at a conference at the 
University of the Free State in South Africa. This experience 
enhanced my knowledge of the policy making process, and of the 
economic and political causes of, and solutions to, conflict. I am 
convinced that the knowledge and experience acquired at OSIPP 
will help me contribute positively to society.

新入生歓迎会
Welcome Party for New Students
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2017年度入学者募集案内
Admission Information for the 2017 Academic Year

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

   大阪大学のアドミッション・ポリシーのもとに、国際公共政策研究科は、教育目標に定めた人材を育成するために、次のような者を選抜する。

１　公共政策課題、たとえば、平和や安全保障、環境問題、経済発展・開発、人権の保障などの諸課題に関心を有する者
２　これらの公共政策課題を種々の観点から解明することを望む者
３　学習によって得た知識やものの考え方などを用いて、他者と積極的に議論をすることを希望する者
４　公共政策課題の解決に向けて指導性を発揮したいと考える者
５　外国語、特に英語に関心を有し、さらにこれに磨きをかけ、国際社会で自らの主張を積極的に発信したいと望んでいる者

　以上のような人材を得るため、本研究科では、博士前期課程への入学のためには、英語能力試験、研究計画書に基づいた口述試験を課している。
博士後期課程への入学のためには、さらに修士論文などの論文の提出を要求している。

１　英語の能力については、TOEFLやTOEIC、IELTSなどの評価の定まった試験で一定のスコアを得ていることを要求する。
２　研究計画書では、入学後に研究することを希望するテーマ、当該テーマを研究する背景にある問題意識、研究の方法論な

どが論理的・説得的に論じられていなければならない。
３　口述試験では、研究計画書に記された諸事項に関する能力が試されるとともに、自らの主張を説得的に伝達し、審査委員

との質疑応答に的確に回答することなどのコミュニケーション能力も試される。
４　修士論文などの論文については、複数の教員が専門的観点から評価を行う。

Admission Policy

Based on Osaka University Admission Policies, in order to nurture personnel matching its education objectives, the Osaka 
School of International Public Policy selects persons with the following qualities.

1. Individuals interested in public policy issues such as peace and security, environmental issues, 
economic development, and the protection of human rights

2. Individuals aspiring to unravel and clarify such issues from a variety of perspectives
3. Individuals wishing to actively discuss with others, making use of their knowledge and points 
of view

4. Individuals wishing to take initiative in solving public policy issues
5. Individuals who are interested in languages, especially English, wish to improve their profi-
ciency, and actively share their ideas with the world

In order to select such individuals for entry into its Master’s course, the Osaka School of International Public Policy requires appli-
cants to take an examination to measure English proficiency, and conducts an oral examination based on a submitted research 
proposal. For entry into the Doctoral course, applicants must also submit a master’s thesis or other equivalent document.

1. Regarding English proficiency, applicants are required to have achieved a certain level in repu-
table tests, such as TOEFL, TOEIC, and IELTS.

2. The research plan must contain logical and persuasive explanation regarding the topic the ap-
plicant plans to conduct research on after admission, as well as their awareness of the issues 
associated with the topic, and intended methodology.

3. The oral examination tests the applicant’s ability in terms of what is contained in their 
research proposal, as well as their communication skills in persuasively conveying their asser-
tions and accurately answering questions from the examiners.

4. The Master’s thesis (or equivalent document) is assessed by faculty members based on their 
professional perspectives.
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2017年度入学者募集案内
Admission Information for the 2017 Academic Year

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

   大阪大学のアドミッション・ポリシーのもとに、国際公共政策研究科は、教育目標に定めた人材を育成するために、次のような者を選抜する。

１　公共政策課題、たとえば、平和や安全保障、環境問題、経済発展・開発、人権の保障などの諸課題に関心を有する者
２　これらの公共政策課題を種々の観点から解明することを望む者
３　学習によって得た知識やものの考え方などを用いて、他者と積極的に議論をすることを希望する者
４　公共政策課題の解決に向けて指導性を発揮したいと考える者
５　外国語、特に英語に関心を有し、さらにこれに磨きをかけ、国際社会で自らの主張を積極的に発信したいと望んでいる者

　以上のような人材を得るため、本研究科では、博士前期課程への入学のためには、英語能力試験、研究計画書に基づいた口述試験を課している。
博士後期課程への入学のためには、さらに修士論文などの論文の提出を要求している。

１　英語の能力については、TOEFLやTOEIC、IELTSなどの評価の定まった試験で一定のスコアを得ていることを要求する。
２　研究計画書では、入学後に研究することを希望するテーマ、当該テーマを研究する背景にある問題意識、研究の方法論な

どが論理的・説得的に論じられていなければならない。
３　口述試験では、研究計画書に記された諸事項に関する能力が試されるとともに、自らの主張を説得的に伝達し、審査委員

との質疑応答に的確に回答することなどのコミュニケーション能力も試される。
４　修士論文などの論文については、複数の教員が専門的観点から評価を行う。

Admission Policy

Based on Osaka University Admission Policies, in order to nurture personnel matching its education objectives, the Osaka 
School of International Public Policy selects persons with the following qualities.

1. Individuals interested in public policy issues such as peace and security, environmental issues, 
economic development, and the protection of human rights

2. Individuals aspiring to unravel and clarify such issues from a variety of perspectives
3. Individuals wishing to actively discuss with others, making use of their knowledge and points 
of view

4. Individuals wishing to take initiative in solving public policy issues
5. Individuals who are interested in languages, especially English, wish to improve their profi-
ciency, and actively share their ideas with the world

In order to select such individuals for entry into its Master’s course, the Osaka School of International Public Policy requires appli-
cants to take an examination to measure English proficiency, and conducts an oral examination based on a submitted research 
proposal. For entry into the Doctoral course, applicants must also submit a master’s thesis or other equivalent document.

1. Regarding English proficiency, applicants are required to have achieved a certain level in repu-
table tests, such as TOEFL, TOEIC, and IELTS.

2. The research plan must contain logical and persuasive explanation regarding the topic the ap-
plicant plans to conduct research on after admission, as well as their awareness of the issues 
associated with the topic, and intended methodology.

3. The oral examination tests the applicant’s ability in terms of what is contained in their 
research proposal, as well as their communication skills in persuasively conveying their asser-
tions and accurately answering questions from the examiners.

4. The Master’s thesis (or equivalent document) is assessed by faculty members based on their 
professional perspectives.

問い合わせ先｜For more information

大阪大学大学院国際公共政策研究科　教務係
住所：〒 560-0043　大阪府豊中市待兼山町 1 番 31 号
電話：06-6850-5612（直通）
ファックス：06-6850-5600
e-mail：kyomu@osipp.osaka-u.ac.jp
OSIPP ホームページ：http://www.osipp.osaka-u.ac.jp

Educational Affairs Section (Kyomu-Kakari)
Osaka School of International Public Policy, Osaka University
1-31 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka 560-0043 Japan
Phone: +81-6-6850-5612 
Fax: +81-6-6850-5600
Email: kyomu@osipp.osaka-u.ac.jp
OSIPP website: http://www.osipp.osaka-u.ac.jp

募集要項および募集人員｜Departments and Openings

博士前期課程
Master's course

博士後期課程
Doctoral course

10月入学（博士後期課程のみ）

October admission (doctoral course only)

国際公共政策専攻
International Public Policy

19人
19

11人
11

若干名
Several

比較公共政策専攻
Comparative Public Policy

16人
16

10人
10

若干名
Several

選抜方法｜Selection Method

　目的意識、基礎知識、論理的思考力およびプレゼ
ンテーション能力などをみるため、TOEIC、TOEFL、
IELTSのスコア、研究計画書とそれに基づく口述試験
を実施し、総合的に評価します。

The School makes a comprehensive evaluation based on each applicant’s research proposal, a 
related oral examination, English language examination (TOEIC, TOEFL, IELTS) score(s), and other 
materials in order to assess the applicant’s sense of purpose, basic knowledge, ability to think 
theoretically, presentation skills, and other factors. 
For more information about application requirements, examination methods, and other details, see 
the Student Application Guidelines.

試験日程｜Examination Dates

出願期間
Application period

試験日
Examination date

博士後期課程
2016年10月入学

Admission in October 2016 for the doctoral course

2016年7月26日（火）～ 7月28日（木）
Tuesday, July 26, to Thursday, July 28, 2016

2016年9月4日（日）
Sunday, September 4, 2016

博士前期課程
2017年4月入学（秋期日程）

Fall (admission in April 2017 for the master’s course)

2016年7月26日（火）～ 7月28日（木）
Tuesday, July 26, to Thursday, July 28, 2016

2016年9月4日（日）
Sunday, September 4, 2016

博士前期課程及び博士後期課程
2017年4月入学（冬期日程）

Fall (admission in April 2017 for the master’s and 
doctoral courses)

2017年1月4日（水）～ 1月6日（金）
Wednesday, January 4, to Friday, January 6, 2017

2017年2月4日（土）
Saturday, February 4, 2017

※オープンキャンパス及び大学説明会は、7 月上旬と11 月下旬に予定しております。
*Campus open houses and university information meetings are planned for early July and late November.

検定料｜Examination Fee

30,000円　　30,000 yen

入学時の必要経費（H28年5月1日現在）｜Matriculation Fees (as of May 1, 2016)

入学料 282,000円 Enrollment fee: 282,000 yen
授業料前期分 267,900円（年額 535,800円） First semester’s tuition:  267,900 yen
   (annual tuition: 535,800 yen)
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教員プロフィール

基幹講座｜Core Courses

国際公共政策専攻　国際公益システム講座｜International Public Policy / International Public System

学位／国際公共政策博士（大阪大学）
Degree／Ph.D. in  International Public Policy （Osaka University）

専門分野／国際法、国際人権法
Research interests/expertise／International Law, International Human Rights Law

主な業績｜Major publications／『人種差別撤廃条約と日本』日本評論社、2005年。「社会権規約と自由権規約の平等条項の裁判規範性」『Jurist 平成18年度　重要判例解
説』　No.1332、2007年。『入門・人種差別撤廃条約』解放出版社、2009年。

村上　正直／教授
MURAKAMI Masanao／Professor

詳しい情報は、大阪大学研究者総覧（http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/）をご覧ください。
For more information, see Osaka University Researcher Directory （http://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/list.html）.

Faculty Profiles

利　博友／教授
LEE Hiro／Professor

学位／Ph.D. in Economics（カリフォルニア大学バークリー校）
Degree／Ph.D. in Economics （University of California, Berkeley）

専門分野／国際貿易論、開発経済学、アジアにおける地域統合
Research interests/expertise／International Trade, Development Economics, Regional Integration 
in Asia

主な業績｜Major publications／“Assessing the Impacts of Deeper Trade Reform in Vietnam in a General Equilibrium Framework.”Journal of Southeast Asian 
Economies, 2015 （co-authored）. “Welfare Changes and Sectoral Adjustments of Asia-Pacifi c Countries under Alternative Sequencings of Free Trade Agree-
ments.” Global Journal of Economics, 2012 （co-authored）.“Regional Integration in Asia and Its Eff ects on the EU and North America”, Journal of Asian Eco-
nomics, 2009 （co-authored）.

その他職歴／経済協力開発機構（OECD） エコノミスト
Other Careers／Economist, Organisation for Economic Co-operation and Development （OECD）

野村　茂治／教授
NOMURA Shigeharu／Professor

学位／経済学修士（名古屋大学）
Degree／Master of Economics （Nagoya University）

専門分野／国際マクロ経済学、国際金融、家族の経済学
Research interests/expertise／International Macroeconomics, International Finance, Economics 
of Family

主な業績｜Major publications／“Is ‘Brain Drain’ a Waste or a Driving Force behind the Improvement of Human Capital?” International Public Policy Studies（『国
際公共政策研究』）No.16, 2011. 「貿易理論の新展開」竹内俊隆編『ガイドブック国際関係論』大阪大学出版会、2008年。『夫婦間の協調と家族の和』勁草書房、2010年。

真山　全／教授
MAYAMA Akira／Professor

学位／法学修士（京都大学）
Degree／LL.M. （Kyoto University）

専門分野／国際法；武力紛争法、国際刑事法
Research interests/expertise／International Law; Law of Armed Confl ict, International Criminal 
Law

主な業績｜Major publications／『武力紛争の国際法』東信堂、2004年（共編）。「戦争犯罪－犯罪構成要件文書を中心に－」村瀬信也他編『国際刑事裁判所　最も重大な国
際犯罪を裁く』東信堂、2008年。「テロ行為・対テロ作戦と武力紛争法」初川満編『テロリズムの法的規制』信山社、2009年。

その他職歴／国際刑事裁判所設立外交会議・同規程改正会議日本政府法律顧問
Other Careers ／ Legal Adviser to Japanese Delegation to the Diplomatic Conference for the Establishment of the International Criminal Court in Rome and to 
the Review Conference of its Statute in Kampala

蓮生　郁代／教授
HASUO Ikuyo／Professor

学位／博士（法学）（一橋大学）
Degree／Doctor of Laws （Hitotsubashi University）

専門分野／国際行政論（国連行政）、グローバル・ガバナンス論（公的アカウンタビリティーの研究）
Research interests/expertise／International Public Administration with particular stress on the 
United Nations, Global Governance and Public Accountability

主な業績｜Major publications／『国連行政とアカウンタビリティーの概念―国連再生への道標』東信堂、2012年。“A Ladder of Accountability: Analysis of Subcon-
cepts of Managerial Accountability in the United Nations”, Envisioning Reform: Enhancing UN Accountability in the Twenty-fi rst Century, edited by Sumihiro 
Kuyama and Michael Ross Fowler, United Nations University Press, 2009. 「国際連合とアメリカ－アメリカの単独行動主義の挑戦を受けた多国間主義の未来－」『国
際政治』144巻、2006年。

その他職歴／国連教育科学文化専門機関（ユネスコ）国際公務員
Other Careers／Management Auditor, United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization （UNESCO）
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和仁　健太郎／准教授
WANI Kentaro／Associate Professor

学位／博士（学術）（東京大学）
Degree／Ph.D. （The University of Tokyo）

専門分野／国際法；武力紛争法（国際人道法）、中立法など
Research interests/expertise／International Law; Law of Armed Conflict （International 
Humanitarian Law）, Law of Neutrality

主な業績｜Major publications／『伝統的中立制度の法的性格：戦争に巻き込まれない権利とその条件』東京大学出版会、2010年。「海上捕獲法の正当化根拠―ロンドン宣言
（1909年）以前の学説・国家実行の検討―」『国際法外交雑誌』113巻4号、2015年。「武力紛争時における国際海峡の法的地位－通過通航権制度と海戦法規・中立法規
との関係」坂元茂樹編『国際海峡』東信堂、2015年。

楊　嘉晨／助教
YANG Jiachen／Assistant Professor

学位／博士（情報科学）（大阪大学）
Degree／Ph.D. in Information Science and Technology （Osaka University）

専門分野／ソフトウェア工学；コードクローン、プログラム分析、リファクタリング
Research interests/expertise／Software Engineering; Code Clone, Program Analysis, Refactoring

主な業績｜Major publications／“Classification Model for Code Clones Based on Machine Learning,”Empirical Software Engineering, 2015 (co-authored). “To-
wards Purity-Guided Refactoring in Java,”31st International Conference on Software Maintenance and Evolution, 2015 (co-authored). 「機械学習を用いた類似
度に基づく有用なコードクローンの自動特定手法」『情報処理学会論文誌』2013年（共著）。

山田　康博／教授
YAMADA Yasuhiro／Professor

学位／国際公共政策博士（大阪大学）
Degree／Ph.D. in  International Public Policy （Osaka University）

専門分野／現代アメリカ対外関係史
Research interests/expertise／Contemporary History of U.S. Foreign Relations

主な業績｜Major publications／「東アジア地域秩序の変容」田中仁・三好恵真子編『共進化する現代中国研究』大阪大学出版会、2012年。「確立されなかった対日原爆使用
をめぐる定説」『広島平和科学』第37号、2016年。「異曲同工―アメリカはなぜ異なった2種類の原爆を日本に対して使用したのか」『アジア太平洋論叢』第20号、2014年。

国際公共政策専攻　システム統合講座｜International Public Policy / System Integration

竹内　俊隆／教授
TAKEUCHI Toshitaka／Professor

学位／AM （MA） in East Asian Studies（スタンフォード大学）
Degree／AM （MA） in East Asian Studies （Stanford University）

専門分野／国際関係論、核軍縮（CTBT）、決め方の研究（意思決定論、ゲーム理論）
Research interests/expertise／International Relations, Nuclear Disarmament （CTBT）, Rational 
Choice and Game Theory

主な業績｜Major publications／『政策研究のためのゲームの理論』ミネルヴァ書房、2011年。『日米同盟論』ミネルヴァ書房、2011年（編著）。Understanding International 
Relations: The World and Japan, University Education Press, 2013 (ed.).

その他職歴／軍縮会議日本政府代表部専門調査員
Other Careers／Legal Advisor, Delegation of Japan to the Conference on Disarmament

大槻　恒裕／教授
OTSUKI Tsunehiro／Professor

学位／農業資源経済学博士（メリーランド大学）
Degree／Ph.D. in Agricultural and Resource Economics （University of Maryland）

専門分野／開発経済学；環境と開発
Research interests/expertise／Development Economics; Environment and Development

主な業績｜Major publications／“Do Foreign Product Standards Matter? Impacts on Costs for Developing Country Exporters.” Asia Pacific Journal of Account-
ing and Economics, 2013(co-authored).  “Trade Facilitation in South Asia.”, South Asian Journal of Global Business Research, 2013 (co-authored). “Non-
parametric Measurement of the Overall Shift in the Technology Frontier: An Application to Multiple-output Agricultural Production Data in the Brazilian Ama-
zon”, Empirical Economics, 2013.

その他職歴／世界銀行リサーチアナリスト
Other Careers／Research analyst, the World Bank
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詳しい情報は、大阪大学研究者総覧（http://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/list.html）をご覧ください。
For more information, see Osaka University Researcher Directory （http://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/list.html）.

木戸　衛一／准教授
KIDO Eiichi／Associate Professor

学位／学術博士（ベルリン自由大学）
Degree／Ph.D. （Freie Universität Berlin）

専門分野／ドイツ現代政治、平和研究
Research interests/expertise／Contemporary German Politics; Peace Studies

主な業績｜Major publications／Die Remilitarisierung Japans nach 1945: Rückkehr zu einem militanten Nationalismus?, Pahl-Rugenstein, 2009. 『平和研究入門』
大阪大学出版会、2014年（編著）。『変容するドイツ政治社会と左翼党』耕文社、2015年。

その他職歴／ライプツィヒ大学客員教授
Other Careers／DAAD-guest professor at the Universität Leipzig

ホーキンス・ヴァージル／准教授
HAWKINS Virgil／Associate Professor

学位／国際公共政策博士（大阪大学）
Degree／Ph.D. in International Public Policy （Osaka University）

専門分野／国際政治：紛争（特にアフリカ）、マスメディア、アジェンダ・セッティング
Research interests/expertise／International politics: conflict （particularly in Africa）, mass media, 
agenda-setting

主な業績｜Major publications／The silence of the UN Security Council: conflict and peace enforcement in the 1990s, European Press Academic Publishing, 
2004. Stealth conflicts: how the world’s worst violence is ignored, Ashgate, 2008. Communication and peace: mapping an emerging field（edited with Julia 
Hoffmann）, Routledge, 2015.

その他職歴／特定非営利活動法人AMDA、アドバイザー・駐在代表（カンボジア、ザンビア）
Other Careers／Association of Medical Doctors of Asia （AMDA）, adviser, country representative （Cambodia, Zambia）

その他職歴／California大学Berkeley校School of Law客員研究員
Other Careers／Other Careers/ Visiting Scholar at University of California, Berkeley, School of Law

松本　充郎／准教授
MATSUMOTO Mitsuo／
Associate Professor

学位／修士（法学）（東京大学）
Degree／Master of Law （The University of Tokyo）

専門分野／行政法・環境法、日米水法・エネルギー法の比較研究
Research interests/expertise／Administrative Law, Environmental Law, Water Law, Energy Law

主な業績｜Major publications／「日本における持続可能な水ガバナンスのための法制度改革に向けて」『行政法研究』12号、2016年。「原子力リスク規制の現状と課題」『阪
大法学』、第63巻第5号、2014年。『変容するコモンズ』ナカニシヤ出版、2012年（共編著）。

その他職歴／外務省専門調査員（在オーストリア日本大使館バルカン班）
Other Careers／Special Assistant to the Embassy of Japan in Austria, Balkan Division

中内　政貴／准教授
NAKAUCHI Masataka／
Associate Professor

学位／国際公共政策博士（大阪大学）
Degree／Ph.D. in International Public Policy （Osaka University）

専門分野／国際政治学、特に平和構築論、民族間紛争問題、国際機構論
Research interests/expertise／International Politics, Especially focusing on Peacebuilding, 
Inter-ethnic Conflicts, International Organizations

主な業績｜Major publications／「ローカル・オーナーシップと国際社会による関与の正当性―マケドニアにおける国家建設を事例として」『国際政治』第174号、2013年。
「OSCEの役割の変遷―欧州における階層的安全保障共同体の中で」神余隆博、星野俊也、戸崎 洋史、佐渡紀子編『安全保障論－平和で公正な国際社会の構築に向けて』
（信山社）、2015年。「少数民族保護規範の受容とその影響―旧ユーゴスラヴィア諸国における履行と内面化の過程を例として」『グローバル・ガバナンス』2号、2015年。

西連寺　隆行／准教授
SAIRENJI Takayuki／
Associate Professor

学位／修士（法学）（上智大学）
Degree／Master of Laws （Sophia University）

専門分野／EU法；EU法と国内法の関係
Research interests/expertise／EU Law; Relationship between EU law and national law

主な業績｜Major publications／「各国憲法裁判所による欧州司法裁判所への先決問題付託―フランス憲法院の付託事例を中心に―」『EU法研究』創刊第1号、2016年。
「EUにおける公正な裁判を受ける権利の発展」『比較法研究』74号、2012年。「EC法上の国家賠償責任における『十分に重大な違反』概念（一）（二・完）」『上智法学論集』
47巻2号・3号、2003年・2004年。
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比較公共政策専攻　現代日本法経システム講座｜Comparative Public Policy / Contemporary Japanese Law and Economy

山内　直人／教授
YAMAUCHI Naoto／Professor

学位／国際公共政策博士（大阪大学）
Degree／Ph.D. in International Public Policy （Osaka University）

専門分野／公共経済学、政策研究、政策評価、NPO/NGO研究
Research interests/expertise／Public Economics, Policy Studies, Policy Evaluation, Nonprofit 
Studies

主な業績｜Major publications／『ノンプロフィット・エコノミー』日本評論社 、1997年。The Economics of the Japanese Nonprofit Sector, Shoukadoh, 2003.  “Is the 
government failure theory still relevant? a panel analysis using US state level data”, Annals of Public and Cooperative Economics, vol.75, 2004（co-authored）.

その他職歴／内閣府経済社会総合研究所客員主任研究官
Other Careers／Visiting Research Fellow, ESRI, Cabinet Office of Japan

大久保　邦彦／教授
OKUBO Kunihiko／Professor

学位／法学修士（京都大学）
Degree／M.A. in Law （Kyoto University）

専門分野／民法；財産法
Research interests/expertise／Civil Law; Contract, Tort, Restitution

主な業績｜Major publications／『LEGAL QUEST 民法V 事務管理・不当利得・不法行為』有斐閣、2011年（共著）。『ドーナツを穴だけ残して食べる方法』大阪大学出版会、2014
年（共著）。「動的体系論と原理理論の関係に関する一考察」『神戸学院法学』2001年。“Der Ersatz reiner Vermögensschäden nach japanischem Recht”, ZfRV, 2002.

赤井　伸郎／教授
AKAI Nobuo／Professor

学位／博士（経済学）（大阪大学）
Degree／Ph.D. in Economics （Osaka University）

専門分野／公共経済学、財政学、新公共経営、パブリック・ガバナンス
Research interests/expertise／Public Economics, Public Finance, New Public Management, 
Public Governance

主な業績｜Major publications／『地方交付税の経済学』有斐閣、2003年（佐藤主光氏・山下耕治氏との共著）。（第47回日経・経済図書文化賞、第5回NIRA大来政策研究
賞、第13回租税資料館賞） 『行政組織とガバナンスの経済学』有斐閣、2006年。（第48回エコノミスト賞）。『交通インフラとガバナンスの経済学一空港・港湾・地方有料道路の
財政分析』有斐閣、2010年。

その他職歴／財務省財政制度審議会委員
Other Careers／Fiscal Budget Council Committee, Ministry of Finance

中嶋　啓雄／教授
NAKAJIMA Hiroo／Professor

学位／博士（法学）（一橋大学）
Degree／Doctor of Law （Hitotsubashi University）

専門分野／国際関係史；アメリカ政治外交史
Research interests/expertise／International History; History of American Foreign Relations

主な業績｜Major publications／『モンロー・ドクトリンとアメリカ外交の基盤』ミネルヴァ書房、2002年。“The Monroe Doctrine and Russia: American Views of Czar Alexan-
der I and Their Influence upon Early Russian-American Relations”, Diplomatic History, vol.31, 2007. 『グローバルヒストリーと戦争』大阪大学出版会、2016年（共著）。

その他職歴／日本銀行金融研究所エコノミスト
Other Careers／Economist, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan

石瀬　寛和／講師
ISHISE, Hirokazu／
Associate Professor

学位／Ph.D. in Economics （ボストン大学）
Degree／Ph.D. in Economics （Boston University）

専門分野／マクロ経済学、国際経済学 （金融政策、景気循環、国際貿易、国際景気循環）
Research interests/expertise／Macroeconomics, International Economics (Monetary Policy, 
Business Cycles, International Trade, International Business Cycles)

主な業績｜Major publications／“Capital Heterogeneity as a Source of Comparative Advantage: Putty-Clay Technology in a Ricardian Model,” Journal of 
International Economics, 2016. “Trade in Polarized America: the Border Effect between Red States and Blue States,” Economic Inquiry, 2015, (with Miwa 
Matsuo).  “Inventory-Theoretic Money Demand and Relative Price Dynamics,” Journal of Money, Credit, and Banking, 2013, (with Nao Sudo).
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詳しい情報は、大阪大学研究者総覧（http://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/list.html）をご覧ください。
For more information, see Osaka University Researcher Directory （http://www.osaka-u.ac.jp/ja/research/list.html）.

松繁　寿和／教授
MATSUSHIGE Hisakazu／Professor

学位／Ph.D. in Economics（オーストラリア国立大学）
Degree／Ph.D. in Economics （The Australian National University）

専門分野／労働経済学、教育経済学、人的資源管理
Research interests/expertise／Labor Economics, Educational Economics, Human Resource 
Management

主な業績｜Major publications／『人事の統計分析－人事マイクロデータを用いた人材マネジメントの検証』ミネルヴァ書房、2013年（編著）。『教育効果の実証―キャリア形成に
おける有効性』日本評論社、2013年（編著）。 Laggards and Leaders in Labour Market Reform: Comparing Japan and Australia（Routledge Studies in the Growth 
Economies of Asia）, Routledge, 2009（ed.）.

松野　明久／教授
MATSUNO Akihisa／Professor

学位／文学修士（東京外国語大学）
Degree／M.A. in Foreign Studies （Tokyo University of Foreign Studies）

専門分野／国際政治学、紛争研究
Research interests/expertise／International Politics, Conflict Studies

主な業績｜Major publications／『東ティモール独立史』早稲田大学出版部、2002年。“The UN Transitional Administration and Democracy Building in Timor-Leste”, 
in David Mearns. ed. Democratic Governance in Timor-Leste, Charles Darwin University Press, 2008.  “West-Papua and the changing nature of self-determi-
nation”, in Peter King, et al. eds. Comprehending West Papua, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 2011.

その他職歴／東ティモール受容真実和解委員会歴史調査アドバイザー
Other Careers／Historical Research Advisor to the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor （CAVR）

比較公共政策専攻　比較公共政策講座｜Comparative Public Policy / Comparative Public Policy

床谷　文雄／教授
TOKOTANI Fumio／Professor

学位／法学修士（大阪大学）
Degree／M.A. in Law （Osaka University）

専門分野／民法、家族法；夫婦・親子の法律問題
Research interests/expertise／Civil Law, Family Law; Law on the family and children

主な業績｜Major publications／『生命科学の発展と法－生命倫理法試案－』有斐閣、2001年（共著）。『民法7 親族・相続（第四版）』有斐閣、2014年（共著）。 “Japanisches 
Adoptionsrecht und Vorschlaege zur Reform”, Lebendiges Familienrecht, 2008.

小原　美紀／准教授
KOHARA Miki／Associate Professor

学位／博士（経済学）（大阪大学）
Degree／Ph.D. in Economics （Osaka University）

専門分野／労働経済学、応用計量経済学、家計行動
Research interests/expertise／Labor Economics, Applied Econometrics, Economics of the 
Household

主な業績｜Major publications／M.Kohara and F.Ohtake (2014) “Rising Inequality in Japan : a Challenge Caused by Population Ageing and Drastic Changes in 
Employment,” in B.Nolan et al.(ed.) Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries, Oxford Univ. Press; M.Kohara and Y. Kamiya (2016) “Ma-
ternal employment and food produced at home : evidence from Japanese data,” Review of Economics of the Household; M. Kohara (2010) “The Response of 
Japanese Wives’ Labor Supply to Husbands’ Job Loss,” Journal of Population Economics.

Other Careers／Research Fellow at European University Institute （Florence, Italy）

松林　哲也／准教授
MATSUBAYASHI Tetsuya／
Associate Professor

学位／Ph.D. in Political Science（テキサスA&M大学）
Degree／Ph.D. in Political Science （Texas A&M University）

専門分野／政治学（政治行動、政治代表、アメリカ政治）、公衆衛生学（自殺予防対策）
Research interests/expertise／Political Science (political behavior, political representation, 
American politics), Public Health (suicide prevention)

主な業績｜Major publications／“Civic Engagement and Mass-Elite Policy Agenda Agreement in American Communities”, American Political Science Review, 99(2), 
2005 (with Kim Quaile Hill). “Do Politicians Shape Mass Opinion?”, British Journal of Political Science, 43(2), 2013. “The Effects of Media Reports of Suicides 
by Well-Known Figures between 1989 and 2010 in Japan”, International Journal of Epidemiology: Online first, 2014 (with Michiko Ueda and Kota Mori.).
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湯川　拓／准教授
YUKAWA Taku／Associate Professor

学位／学術博士（東京大学）
Degree／Ph.D. （Advanced Social & International Studies） （The University of Tokyo）

専門分野／国際政治理論、東南アジア国際関係、マルチエージェント・シミュレーション
Research interests/expertise／International Relations Theory, International Relations in 
Southeast Asia, Multi-Agent Simulation

主な業績｜Major publications／“International Policy Diffusion at the Systemic Level: Linking Micro Patterns to Macro Dynamism”, Journal of Theoretical Poli-
tics, 26(2), 2014 (co-authored). 「国内政治体制と国際関係‐動態的な理論枠組みの構築に向けて」『レヴァイアサン』54号、2014年。「国際社会における規範としての勢力
均衡とその存立基盤」『国際政治』176号、2014年。

田中　慎吾／助教
TANAKA Shingo／Assistant Professor

学位／国際公共政策博士（大阪大学）
Degree／Ph.D. in International Public Policy（Osaka University）

専門分野／国際政治、外交史、安全保障；日米同盟における核の平和利用協力
Research interests/expertise／International Politics, Diplomatic History, Security Studies; 
Peaceful use of nuclear energy in the U.S.-Japan Alliance

主な業績｜Major publications／「『日米原子力研究協定』への道程―米国における核兵器使用の記憶と冷戦戦略」『同志社アメリカ研究』第52号、2016年。「原子力・核問
題における特殊な日米関係の萌芽－トルーマン政権の対日原子力研究規制と緩和 1945-47」『国際公共政策研究』第17巻第2号、2013年。「対日講和における核エネルギー
規制条項の変遷―日本に与えられた自由とその限界」神余隆博・星野俊也・戸崎洋史・佐渡紀子編『安全保障論―平和で公正な国際社会の構築に向けて』信山社、2015年（共
著）。

内記　香子／准教授
NAIKI Yoshiko／Associate Professor

学位／国際公共政策博士（大阪大学）
Degree／Ph.D. in International Public Policy （Osaka University）

専門分野／国際経済法；WTO法、貿易と環境問題
Research interests/expertise／International trade law; WTO law, “trade and the environment” 
debate.

主な業績｜Major publications／“Trade and Bioenergy: Explaining and Assessing the Regime Complex for Sustainable Bioenergy,” European Journal of inter-
national Law, Vol.27, No.1（2016）.  “Labour Migration under the Japan-Philippines and Japan-Indonesia Economic Partnership Agreements” in M.Panizzon 
et al. eds, The Palgrave Handbook on International Labour Migration, Palgrave Publishing, 2015. “The Dynamics of Private Food Safety Standards: A Case 
Study on the Regulatory Diffusion of GLOBALG.A.P.”, International & Comparative Law Quarterly, Vo.63, No.1 （2014）. 

その他職歴／経済産業省通商機構部参事官補佐
Other Careers／Deputy director at the WTO dispute settlement section in the Ministry of Economy, Trade and Industry, Government of Japan

瀧井　克也／教授
TAKII Katsuya／Professor

学位／Ph.D. in Economics（ペンシルバニア大学）
Degree／Ph.D. in Economics （University of Pennsylvania）

専門分野／人材配置の経済学、日本におけるリーダーのマーケット、社会の階層化と生産性
Research interests/expertise／Economics of Human Resource Allocation, The Market for 
Japanese Leaders, Social Stratification and Aggregate Productivity

主な業績｜Major publications／“Does the Diversity of Human Capital Increase GDP? A Comparison of Education Systems” with Ryuichi Tanaka, Journal of 
Public Economics, 2009.  “Limited Attention, Interaction and the Gradual Adjustment of a Firm’s Decisions”, Journal of Economic Dynamics and Control, 
2009.  “Prediction Ability”, Review of Economic Dynamics, 2003.

河村　倫哉／准教授
KAWAMURA Michiya／Associate Professor

学位／社会学修士（東京大学）
Degree／Master of Sociology （The University of Tokyo）

専門分野／社会学；自由主義思想、多文化共生論
Research interests/expertise／Sociology; Liberalism, Multicultural Coexistence.

主な業績｜Major publications／「欧州移民政策におけるデニズン・モデルの現状と課題」『国際公共政策研究』15-1、2010年。“Fluctuation between Civic and Ethnic 
Nationalism”,『国際公共政策研究』16-2、2012年。「アファーマティヴ・アクションと社会資本」『国際公共政策研究』19-1、2014年。
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国際公共政策専攻　国際システム形成講座｜International Public Policy / International System Formation

松島　法明／社会経済研究所教授
MATSUSHIMA Noriaki／
Institute of Social and Economic Research 
Professor

学位／博士（工学）（東京工業大学）
Degree／Ph.D. in Engineering （Tokyo Institute of Technology）

専門分野／産業組織の理論（特に垂直取引関係）
Research interests/expertise／Theory of Industrial Organization （especially, vertical relations）

主な業績｜Major publications／“The eff ects of resale-below-cost laws in the presence of a strategic manufacturer,” Quantitative Marketing and Economics, 
2015, （co-authored with Akira Miyaoka）.“Market competition, R&D and fi rm profi ts in asymmetric oligopoly,” Journal of Industrial Economics, 2011, （co-
authored with Junichiro Ishida, Toshihiro Matsumura）.“Vertical mergers and product diff erentiation,” Journal of Industrial Economics, 2009.

菊地　信義／社会経済研究所講師
KIKUCHI Nobuyoshi／
Institute of Social and Economic Research 
Associate Professor

学位／博士（経済学）（東京大学）
Degree／Ph.D. in Economics （The University of Tokyo）

専門分野／応用ミクロ計量経済学、教育経済学、労働経済学
Research interests/expertise／Applied Microeconometrics, Economics of Education, Labor 
Economics

主な業績｜Major publications／“The eff ect of instructional time reduction on educational attainment: Evidence from the Japanese curriculum standards revi-
sion,” Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 32, June 2014.

田中　寛侑／助教
TANAKA Hiroyuki／
Assistant Professor

学位／経済学修士（京都大学）
Degree／Master of Economics （Kyoto University）

専門分野／ミクロ経済学；非期待効用モデルによる証券市場分析
Research interests/expertise／Microeconomics; Application of Non-expected utility models to 
security markets

主な業績｜Major publications／“Comparative Impatience under Random Discounting” （joint with Youichiro Higashi, Kazuya Hyogo, and Norio Takeoka）, Eco-
nomic Theory, forthcoming.

協力講座｜Cooperative Courses

国際公共政策専攻　国際通商関係講座｜International Public Policy / International Trade Relations

福井　康太／法学研究科教授
FUKUI Kota／
Graduate School of Law and Politics 
Professor

学位／博士（法学）（九州大学）
Degree／Ph.D. in Law （Kyushu University）

専門分野／法社会学；比較法曹制度研究、司法アクセス支援制度の比較法的研究、裁判外紛争解決
の研究
Research interests/expertise／Socio-Legal Studies; Comparative Studies on Legal Profession, 
Comparative Legal Studies on Access to Justice and Studies on Alternative Dispute 
Resolution

主な業績｜Major publications／『法理論のルーマン』勁草書房、2002年。「企業の弁護士役割観は変わりつつあるのか－弁護士業務に関する３つのアンケート調査から－」『阪
大法学』59巻6号、2010年（共著）。“On the Coupling between Confl ict Management and Realization of General Rules of Law - In Relation to Justice System 
Reform in Japan”, Rechtstheorie, Beiheft 21: Values Rights and Duties in Legal and Philosophical Discourse, 2005.

長田　真里／法学研究科教授
NAGATA Mari／
Graduate School of Law and Politics 
Professor

学位／博士（法学）（大阪大学）
Degree／Ph.D. in Law （Osaka University）

専門分野／国際私法・国際民事訴訟法：国際取引における法的諸問題の解決、国際家事事件の現状
と課題
Research interests/expertise／Private International Law, International Civil Procedure

主な業績｜Major publications／Juergen Basedow, Toshiyuki Kono, Axel Metzger eds. Intellectual Property in the Global Arena, Mohr Siebeck, 2010. 松岡博編
『国際関係私法入門　第3版』有斐閣、2012年。野村美明編『ケースで学ぶ国際私法　第2版』法律文化社、2014年。
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比較公共政策専攻　比較企業行動講座｜Comparative Public Policy / Comparative Corporate Behaviour

髙井　裕之／法学研究科教授
TAKAI Hiroyuki／
Graduate School of Law and Politics Professor

学位／法学修士（京都大学）
Degree／M.A. in Law （Kyoto University）

専門分野／憲法；医療と法、ジェンダーと法、日米比較憲法
Research interests/expertise／Constitutional Law: Medical Law, Gender and Law, Comparative 
Study of Japanese and American Constitutional Law

主な業績｜Major publications／『目で見る憲法（第４版）』有斐閣、2011年（共著）。『憲法Cases and Materials 憲法訴訟』有斐閣、2007年（共著）。

田中　仁／法学研究科教授
TANAKA Hitoshi／
Graduate School of Law and Politics Professor 

学位／博士（国際学）（大阪外国語大学）
Degree／Ph.D. in International Studies （Osaka University of Foreign Studies）

専門分野／中国政治史、20世紀中国政治
Research interests/expertise／Chinese Political History, Chinese Politics in the 20th Century

主な業績｜Major publications／『1930年代中国政治史研究：中国共産党の危機と再生』勁草書房、2002年。『共進化する現代中国研究：地域研究の新たなプラットフォーム』
共編著、大阪大学出版会、2012年。『現代中国変動與東亜新格局：第1輯』共編著、中国・社会科学文献出版社、2012年。

椎葉　淳／経済学研究科教授

SHIIBA Atsushi／
Graduate School of Economics Professor

学位／博士（経済学）（大阪大学）
Degree／Ph.D. in Economics （Osaka University）

専門分野／会計学
Research interests/expertise／Accounting

主な業績｜Major publications／“An Evaluation of the Relative Importance of Parent-only and Subsidiary Earnings in Japan: A Variance Decomposition 
Approach,” Journal of International Accounting Research 9(1), 2010 (joint with S. Okuda). “Value Relevance of Profit Available for Dividend,” Asia-Pacific 
Journal of Accounting & Economics 17(1), 2010 (joint with M. Sakaue, and S. Okuda). 『会計ディスクロージャーの経済分析』同文舘出版、2010年。（高尾裕二・上
枝正幸との共著）

比較公共政策専攻　比較経済発展講座｜Comparative Public Policy / Comparative Economic Development

祝迫　達郎／経済学研究科教授
IWAISAKO Tatsuro／
Graduate School of Economics Professor

学位／博士（経済学）（大阪大学）
Degree／Ph.D in Economics （Osaka University）

専門分野／マクロ経済学・経済成長論
Research interests/expertise／Macroeconomics, Economic growth

主な業績｜Major publications／“Intellectual property rights and foreign direct investment: A welfare analysis” （joint with Hitoshi Tanaka）, European Economic 
Review, 2014.“Welfare effects of patent protection and productive public services: Why do developing countries prefer weaker patent protection? ”Economics 
Letters, 2013.“Product Cycles, Endogenous Skill Acquisition, and Wage Inequality” （joint with Hitoshi Tanaka）, Canadian Journal of Economics, 2009.
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連携分野｜Related Fields

国際公共政策専攻　グローバルリーダーシップ｜ International Public Policy / Global Leadership

特任教授 ｜ Specially Appointed Professor

野村　美明
NOMURA Yoshiaki

大阪大学名誉教授
Emeritus Professor, Osaka University

客員教授 ｜ Visiting Professor

神余　隆博
SHINYO Takahiro

関西学院大学副学長
Vice President, Kwansei｠Gakuin University

木川田　一榮
KIKAWADA Kazue

招へい教授 ｜ Guest Professor

大澤　恒夫
OSAWA Tsuneo

弁護士
Lawyer

上斗米　明
KAMITOMAI Akira

株式会社パソナグループ取締役常務執行役員
Pasona Group Inc. Managing Director

高尾　剛正
TAKAO Yoshimasa

住友化学株式会社 顧問
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Director & Exec-
tive Deputy Chairman

南部　靖之
NAMBU Yasuyuki

株式会社パソナグループ代表取締役グループ代表
Pasona Group Inc. Group CEO

特任教授 ｜ Endowed Chair Professor

薮中　三十二
YABUNAKA Mitoji

外務省顧問
Adviser to the Minister for Foreign Aff airs 
立命館大学特別招聘教授
Professor of Ritsumeikan University

特任准教授 ｜ Specially Appointed Associate Professor

篠原　雅武
SHINOHARA Masatake

寄附講座助教｜Assistant Professor

佐伯　康考
SAEKI Yasutaka

グローバルな公共倫理と
ソーシャル･イノベーション （稲盛財団寄附講座）

The Inamori Foundation Endowed Course “Global 
Public Ethics and Social Innovation”

久保田　ゆかり
KUBOTA Yukari

大阪大学全学教育推進機構／日本語日本文化教育センター非常勤講師
Part-time lecturer, Center for Education in Liberal Arts and Sciences / Center for Japanese Language and Culture, Osaka University

客員准教授 ｜ Visiting Associate Professor

秋元　千明
AKIMOTO Chiaki

英国王立防衛安全保障研究所アジア本部 所長
Director, Royal United Services Institute（RUSI）
Japan

日高　健一郎
HIDAKA Kenichiro

筑波大学名誉教授
Professor Emeritus of Tsukuba University

星野　和実
HOSHINO Kazumi

元カリフォルニア大学バークレイ校レジデンシャル・ファ
カルティ・フェロー、客員研究員
Former Residential Faculty Fellow and Visiting 
Scholar at the University of California at Berkeley

姫野　勉
HIMENO Tsutomu

在ボストン日本国総領事
Consul General of Japan in Boston

招へい教授 ｜Guest Professor

安藤　由香里
ANDO Yukari

招へい准教授 ｜Guest Associate Professor

2016年5月1日現在
as of May 1. 2016

その他､客員･招へい教員｜Other visiting and guest faculty members

松浦　晃一郎
MATSUURA Koïchiro

国連教育科学文化専門機関（ユネスコ）前事務局長
United Nations Educational, Scientifi c and Cul-
tural Organization, Former Director-General

千　玄室
SEN Genshitsu

裏千家第15代家元
Grand Master XV, Urasenke Tradition of Tea
外務省　日本・国連親善大使
Japan-UN Goodwill Ambassador, Japanese 
Ministry of Foreign Aff airs
ユネスコ親善大使
UNESCO Goodwill Ambassador

客員教授 ｜ Visiting Professor
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教育・研究活動
Education and Research Activities

　OSIPP Discussion Paperは、研究科の教員及び学生による基礎的およ
び最先端の研究成果をとりまとめたもので、これを迅速に公表することにより
研究者等の方々から幅広くコメントを頂戴し、学術雑誌や書籍等の形での刊
行に結びつけていくことを意図しています。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/archives/index.html

OSIPP Discussion Paper

OSIPP Discussion Paper summarize basic and cutting-edge research 
findings by academic staff and enrolled students at OSIPP. This vehicle 
for announcing findings quickly is designed to elicit comments from a 
broad range of researchers and others and to facilitate ultimate publica-
tion in the form of an academic journal article or monograph. 
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/archives/index.html

出版物・広報媒体｜Publications and Public Relations

『国際公共政策研究』は、法学・政治学・経済学の分野における政策課題
に関する研究を掲載する学術雑誌です。依頼論文を除き、論文はすべて匿名
レフェリーによる査読付き論文となります。

本誌の編集は、『国際公共政策研究』編集委員会で行います。年に2号を発
行し、掲載が決定した論文は大阪大学国際公共政策学会ホームページ及び
大阪大学機関リポジトリのサーバ上で公開されます。

『国際公共政策研究』｜International Public Policy Studies

This journal is an academic journal that publishes research concerning 
policy issues in the fields of law, politics, and economics. With the excep-
tion of solicited articles, the articles shall be those which are reviewed by 
an anonymous referee.
Articles in this journal shall be made public on the website of the Asso-
ciation of International Public Policy Studies, Osaka University or the 
Osaka University institutional repository server.  

OSIPP Official site
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/index.html

OSIPP News
http://news.osipp.osaka-u.ac.jp/

OSIPP News Facebook
https://www.facebook.com/osipp.nl/
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　国内外の研究者との交流、研究成果の普及啓蒙、社会貢献などを目的として、外部機関とも連携しながら国際会議やシンポジウムを開催しています。 
OSIPP holds international conferences and symposiums, sometimes in collaboration with outside organizations, in order to facilitate exchanges with domes-
tic and overseas researchers, raise awareness of research findings, and contribute to the social good. 

国際会議・シンポジウム｜International Conferences and Symposiums

国際会議・シンポジウム・研究会｜International Conferences, Symposiums and Seminars

　公共政策の立案・実施に直接携わる政府、国際機関等のハイレベルの
政策当局者や実務経験者と最先端の政策討議、意見交換を行う場として

「OSIPP政策フォーラム」を開催しています。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/p_forum/index.html

The OSIPP Policy Forum provides an opportunity to discuss cutting-edge 
policy and share views with high-level policymakers and staffers from 
government agencies, international organizations, and other entities that 
are directly involved in the planning and implementation of public policy. 
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/p_forum/index.html

0SIPP政策フォーラム｜OSIPP Policy Forum

　待兼山セミナーは、経済学研究科（理論政策系）と国際公共政策研究科
（経済系）が合同で開催するファカルティセミナーです。基礎理論から経済政
策まで、最先端の研究成果を発表し議論します。あるべき国際公共政策を模
索するための基礎学力育成を目指します。大阪大学の教員および学生なら誰
でも参加できます。
http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/moku-semi/index.html

The Machikaneyama seminar is held jointly by Graduate School of 
Economics (theoretical policy) and Osaka School of International Public 
Policy (economics). Participants present and discuss cutting-edge 
research findings ranging from basic theory to economic policy. The series 
seeks to cultivate basic academic ability in the service of discovering 
what form international public policy should ideally take. Participation is 
open to all Osaka University academic staff and students.
http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/moku-semi/index.html

大阪大学経済学研究会（待兼山セミナー）｜GSE-OSIPP Joint Seminar in Economics （Machikaneyama Seminar）

　IPP（International Public Policy）研究会は、学内外との研究交流に役
立っています。公共政策に関心を持つ研究者・実務家・学生が研究成果
を発表し議論しながら、よりよい政策形成・実行に貢献することを目指します。
大阪大学の教員および学生なら誰でも参加できます。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/ipp/index.html

International Public Policy (IPP) Seminar Series is a useful facilitator of 
research exchange both inside and outside OSIPP. The conference seeks 
to contribute to better policy formation and implementation by allowing 
researchers, staffers and students with an interest in public policy to 
present and discuss research findings. Participation is open to all Osaka 
University academic staff and students.
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/ipp/index.html

IPP研究会｜IPP Seminar Series

エドワード・モーティマー氏（元国連事務総長官房コミュニケーション部長）講演会
Seminar by Mr.Edward Mortimer, Former Director of Communication for Kofi 
Annan at the UN

国際会議「アフリカの紛争解決 ―現場から、そして国際社会からの取り組み―」
International Conference “African Conflict Resolution ― Finding a balance 
between Local and International-led Initiatives ―”

地域活性化インフラ・フォーラム2015「都市社会学と都市人口」

その他の活動｜Other Activities

　稲盛財団寄附講座では、当研究科が取り組んできたグローバルな視点か
らの国際公共政策に、「倫理」の視点を組み込み、社会変革のあり方につい
て考えています。
　講座の中心となるのが、高度副プログラムとして提供される「国際協力活
動における倫理とソーシャル・イノベーション」と「科学技術文明における公
共倫理とソーシャル・イノベーション」という二つの柱です。今日の世界にとっ
て喫緊の課題である国際協力活動（紛争解決や人道・復興支援）、また３.１
１東日本大震災を経験した私たちにとって強く意識されるようになった科学技
術文明（テクノロジーやアート、持続的開発）について、深く考究しています。
　授業には、元外務省事務次官の薮中三十二特任教授や、哲学、思想史、
都市空間論、国際的な人の移動、労働経済学、教育経済学など多様なバッ
クグランドを持つ2人の特任教員が加わっています。パワーアップしたスタッフ
によって、講義だけでなく、ディスカッションやケーススタディを通じ、より良い文
明・世界・社会を構築するためのイノベーション（革新）のあり方を探り、これ
からのイノベーター（革新をリードする人）を育てていきます。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/inamori/index.html

「グローバルな公共倫理とソーシャル・イノベーション
（稲盛財団寄附講座）」

Inamori Foundation Endowed Course "Global Public
Ethics and Social Innovation"

The Inamori Endowed Course sets up two pillars: “Public Ethics 
and Social Innovation in International Cooperation Activities” and 

“Public Ethics and Social Innovation in Science Technology Civili-
zation”.
Incorporating a view of “ethics” into the international public policy 
on which OSIPP has long worked from a global perspective, we 
will deliberate the nature of social change. In particular, we will 
ponder over pressing challenges for today’s world in “international 
cooperation activities” such as conflict resolution, humanitarian 
and reconstruction assistance, and in “science and technology”, 
for instance, technology, art and sustainable development, issues 
brought to the fore since the Great East Japan Earthquake of 3.11.
The classes are composed of lectures, discussions and case stud-
ies organized by OSIPP staff brought on board for this course: 
Endowed Chair Professor Mitoji Yabunaka, former Vice-Minister for 
Foreign Affairs, as well as two specially appointed teaching staff 
with various backgrounds. To find ways of innovation for construct-
ing a better civilization, world and society and to train social inno-
vators are the primary objectives of the course.

藪中三十二特任教授　Open 教室
「今後の日本外交ー課題と展望ー」

　神戸大学、関西学院大学、大阪大学の3大学は、EU（欧州連合）や加盟
国に関する教育・研究推進のため、大学コンソーシアム「EUインスティテュー
ト関西」を設立しました。OSIPPはその大阪大学事務局を担っています。
　上記3大学の学生は、所定のEU科目を履修することで、EUIJ関西が発行
する「EU研究修了証（Certificate）」を取得することができます。また、EUIJ関
西はセミナーや講演会を開催したり、EUについて集中的に学びたい学生の
ための合宿を行っています。

EUインスティテュート関西（EUIJ関西）
EU Institute in Japan, Kansai (EUIJ-Kansai)

　グローバルリーダーシップ連携分野は、大学と企業が協力して、公共的な課
題を解決するための地球的なリーダーシップを備えた人材を教育するために
設立されました。現在、パートナー企業として株式会社パソナグループ、住友
化学株式会社、住友林業株式会社、株式会社DG TAKANO、NPO法人グ
ローバルリーダーシップ・アソシエーション、アソシエート企業としてレンゴー株
式会社、住友金属鉱山株式会社、三井住友海上火災保険株式会社からの
協力を得て、大阪大学グローバルリーダーシップ・プログラム（略称GLP）を
運営し、よりよいリーダーシップの育成のための魅力的な取り組みを実施して
います。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/leader/index.html

The Global Leadership Program (GLP) was established to train 
professionals with global leadership skills for resolving public 
issues through cooperation between universities and corporations. 
Currently, OSIPP operates the Program, which is involved in com-
pelling initiatives to foster the development of better leadership 
skills, with the cooperation of Pasona Group Inc., Sumitomo Chemi-
cal Co., Ltd, Sumitomo Forestry Co., Ltd, DG TAKANO Co., Ltd., 
Rengo Co., Ltd, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Mitsui Sumitomo 
Insurance Company Limited and Nonprofit Corporation Global Lead-
ership Association.
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/leader/index.html

グローバルリーダーシップ連携分野
Global Leadership Program

Kobe University, Kwansei Gakuin University and Osaka University 
have established a university consortium, The EU Institute in 
Japan, Kansai, to promote education and research related to the 
European Union (EU). OSIPP hosts its Osaka University Office. 
Students of the above three universities can earn the institute’s 
Certificate in European Union Studies by completing designated 
EU-related subjects. The institute also holds seminars and lectures, 
and organizes short programs for those students who want to study 
the EU intensively.
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　国内外の研究者との交流、研究成果の普及啓蒙、社会貢献などを目的として、外部機関とも連携しながら国際会議やシンポジウムを開催しています。 
OSIPP holds international conferences and symposiums, sometimes in collaboration with outside organizations, in order to facilitate exchanges with domes-
tic and overseas researchers, raise awareness of research findings, and contribute to the social good. 

国際会議・シンポジウム｜International Conferences and Symposiums

国際会議・シンポジウム・研究会｜International Conferences, Symposiums and Seminars

　公共政策の立案・実施に直接携わる政府、国際機関等のハイレベルの
政策当局者や実務経験者と最先端の政策討議、意見交換を行う場として

「OSIPP政策フォーラム」を開催しています。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/p_forum/index.html

The OSIPP Policy Forum provides an opportunity to discuss cutting-edge 
policy and share views with high-level policymakers and staffers from 
government agencies, international organizations, and other entities that 
are directly involved in the planning and implementation of public policy. 
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/p_forum/index.html

0SIPP政策フォーラム｜OSIPP Policy Forum

　待兼山セミナーは、経済学研究科（理論政策系）と国際公共政策研究科
（経済系）が合同で開催するファカルティセミナーです。基礎理論から経済政
策まで、最先端の研究成果を発表し議論します。あるべき国際公共政策を模
索するための基礎学力育成を目指します。大阪大学の教員および学生なら誰
でも参加できます。
http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/moku-semi/index.html

The Machikaneyama seminar is held jointly by Graduate School of 
Economics (theoretical policy) and Osaka School of International Public 
Policy (economics). Participants present and discuss cutting-edge 
research findings ranging from basic theory to economic policy. The series 
seeks to cultivate basic academic ability in the service of discovering 
what form international public policy should ideally take. Participation is 
open to all Osaka University academic staff and students.
http://www2.econ.osaka-u.ac.jp/moku-semi/index.html

大阪大学経済学研究会（待兼山セミナー）｜GSE-OSIPP Joint Seminar in Economics （Machikaneyama Seminar）

　IPP（International Public Policy）研究会は、学内外との研究交流に役
立っています。公共政策に関心を持つ研究者・実務家・学生が研究成果
を発表し議論しながら、よりよい政策形成・実行に貢献することを目指します。
大阪大学の教員および学生なら誰でも参加できます。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/ipp/index.html

International Public Policy (IPP) Seminar Series is a useful facilitator of 
research exchange both inside and outside OSIPP. The conference seeks 
to contribute to better policy formation and implementation by allowing 
researchers, staffers and students with an interest in public policy to 
present and discuss research findings. Participation is open to all Osaka 
University academic staff and students.
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/ipp/index.html

IPP研究会｜IPP Seminar Series

エドワード・モーティマー氏（元国連事務総長官房コミュニケーション部長）講演会
Seminar by Mr.Edward Mortimer, Former Director of Communication for Kofi 
Annan at the UN

国際会議「アフリカの紛争解決 ―現場から、そして国際社会からの取り組み―」
International Conference “African Conflict Resolution ― Finding a balance 
between Local and International-led Initiatives ―”

地域活性化インフラ・フォーラム2015「都市社会学と都市人口」

その他の活動｜Other Activities

　稲盛財団寄附講座では、当研究科が取り組んできたグローバルな視点か
らの国際公共政策に、「倫理」の視点を組み込み、社会変革のあり方につい
て考えています。
　講座の中心となるのが、高度副プログラムとして提供される「国際協力活
動における倫理とソーシャル・イノベーション」と「科学技術文明における公
共倫理とソーシャル・イノベーション」という二つの柱です。今日の世界にとっ
て喫緊の課題である国際協力活動（紛争解決や人道・復興支援）、また３.１
１東日本大震災を経験した私たちにとって強く意識されるようになった科学技
術文明（テクノロジーやアート、持続的開発）について、深く考究しています。
　授業には、元外務省事務次官の薮中三十二特任教授や、哲学、思想史、
都市空間論、国際的な人の移動、労働経済学、教育経済学など多様なバッ
クグランドを持つ2人の特任教員が加わっています。パワーアップしたスタッフ
によって、講義だけでなく、ディスカッションやケーススタディを通じ、より良い文
明・世界・社会を構築するためのイノベーション（革新）のあり方を探り、これ
からのイノベーター（革新をリードする人）を育てていきます。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/inamori/index.html

「グローバルな公共倫理とソーシャル・イノベーション
（稲盛財団寄附講座）」

Inamori Foundation Endowed Course "Global Public
Ethics and Social Innovation"

The Inamori Endowed Course sets up two pillars: “Public Ethics 
and Social Innovation in International Cooperation Activities” and 

“Public Ethics and Social Innovation in Science Technology Civili-
zation”.
Incorporating a view of “ethics” into the international public policy 
on which OSIPP has long worked from a global perspective, we 
will deliberate the nature of social change. In particular, we will 
ponder over pressing challenges for today’s world in “international 
cooperation activities” such as conflict resolution, humanitarian 
and reconstruction assistance, and in “science and technology”, 
for instance, technology, art and sustainable development, issues 
brought to the fore since the Great East Japan Earthquake of 3.11.
The classes are composed of lectures, discussions and case stud-
ies organized by OSIPP staff brought on board for this course: 
Endowed Chair Professor Mitoji Yabunaka, former Vice-Minister for 
Foreign Affairs, as well as two specially appointed teaching staff 
with various backgrounds. To find ways of innovation for construct-
ing a better civilization, world and society and to train social inno-
vators are the primary objectives of the course.

藪中三十二特任教授　Open 教室
「今後の日本外交ー課題と展望ー」

　神戸大学、関西学院大学、大阪大学の3大学は、EU（欧州連合）や加盟
国に関する教育・研究推進のため、大学コンソーシアム「EUインスティテュー
ト関西」を設立しました。OSIPPはその大阪大学事務局を担っています。
　上記3大学の学生は、所定のEU科目を履修することで、EUIJ関西が発行
する「EU研究修了証（Certificate）」を取得することができます。また、EUIJ関
西はセミナーや講演会を開催したり、EUについて集中的に学びたい学生の
ための合宿を行っています。

EUインスティテュート関西（EUIJ関西）
EU Institute in Japan, Kansai (EUIJ-Kansai)

　グローバルリーダーシップ連携分野は、大学と企業が協力して、公共的な課
題を解決するための地球的なリーダーシップを備えた人材を教育するために
設立されました。現在、パートナー企業として株式会社パソナグループ、住友
化学株式会社、住友林業株式会社、株式会社DG TAKANO、NPO法人グ
ローバルリーダーシップ・アソシエーション、アソシエート企業としてレンゴー株
式会社、住友金属鉱山株式会社、三井住友海上火災保険株式会社からの
協力を得て、大阪大学グローバルリーダーシップ・プログラム（略称GLP）を
運営し、よりよいリーダーシップの育成のための魅力的な取り組みを実施して
います。
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/leader/index.html

The Global Leadership Program (GLP) was established to train 
professionals with global leadership skills for resolving public 
issues through cooperation between universities and corporations. 
Currently, OSIPP operates the Program, which is involved in com-
pelling initiatives to foster the development of better leadership 
skills, with the cooperation of Pasona Group Inc., Sumitomo Chemi-
cal Co., Ltd, Sumitomo Forestry Co., Ltd, DG TAKANO Co., Ltd., 
Rengo Co., Ltd, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Mitsui Sumitomo 
Insurance Company Limited and Nonprofit Corporation Global Lead-
ership Association.
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/leader/index.html

グローバルリーダーシップ連携分野
Global Leadership Program

Kobe University, Kwansei Gakuin University and Osaka University 
have established a university consortium, The EU Institute in 
Japan, Kansai, to promote education and research related to the 
European Union (EU). OSIPP hosts its Osaka University Office. 
Students of the above three universities can earn the institute’s 
Certificate in European Union Studies by completing designated 
EU-related subjects. The institute also holds seminars and lectures, 
and organizes short programs for those students who want to study 
the EU intensively.
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校舎案内・施設紹介
Facilities

ネットワークセンター｜Network Center
　ネットワークセンターは、24時間利用可能な学生専用PCを30台以上設置し、複数台のプリンタ、スキャナ等
周辺機器も完備しています。インターネットやメールをはじめ、LexisNexis等の各種データベースが利用できます。
　また、統計解析用のソフトウエア（Stata等）も導入されており、これらのソフトについては初心者を対象とした
講習会も定期的に行われています。トラブル発生時には専任のスタッフが迅速に対応する体制が整っています。

OSIPP’s Network Center, available 24 hours a day, is equipped with 30+ computers for students as 
well as online printers, image scanners, and other peripherals. Students have access to the Internet, 
email and databases such as LexisNexis. The computers contain statistical analysis software such as 
Stata, and periodic lectures are held on how to use the software for beginners. Support staff are 
available to help students with any problems they may have.

国際公共政策研究科ライブラリー（OSIPPライブラリー）｜OSIPP Library

In addition to a collection of scholarly and government publications related to law, political 
science, and economics, the OSIPP Library provides access to electronic journals and databases 
and offers a Staff Section with works by OSIPP academic staff and other research information.

　OSIPPライブラリーでは、法学・政治学・経済学関係の各種学術書・政府刊行物などを所蔵し、
電子ジャーナルや各種データベースも利用できます。また、教員の著書をはじめとする研究情報を集め
た「スタッフコーナー」を設置しています。

　OSIPP棟には、演習室が4部屋とマルチメディア演習室、講義シアターと呼ばれる教室があります。

The OSIPP Building houses four seminar rooms, a multimedia seminar room, and a classroom 
known as the Lecture Theater.

国際公共政策研究科棟｜OSIPP Building

　高いパーティションで区切られた70人分のスペースと150名分のロッ
カーがあります。院生室の横には、リフレッシュ・コーナーを設置しています。

院生室
OSIPP provides study carols separated by high partitions for 70 
students as well as lockers for 150 students. A break area is 
located next to the study carols.

Graduate Student Study Carols

❶

14

13

11

12

19
15

❷
❺❸❹

❻❼

1718
10

16

❾

❽

阪急石橋駅阪急石橋駅

阪大下交差点阪大下交差点
国道石橋国道石橋

駐輪場駐輪場

阪大坂阪大坂

待兼山待兼山

石橋門石橋門

中山池中山池

●文化の森●文化の森

●思案の森●思案の森

乳母谷池乳母谷池

学内連絡バス・バス停学内連絡バス・バス停

内

大高の森大高の森

正門正門

中国自動車道中国自動車道

大阪モノレール柴原駅大阪モノレール柴原駅

Campus Information

❶ 言語文化棟
Graduate School of Language and 
Culture
❷ 文学部/文学研究科
School of Letters / Graduate School of 
Letters
❸ 法学部/法学研究科
School of Law / Graduate School of Law 
and Politics
❹ 高等司法研究科
Osaka University Law School
❺ 経済学部/経済学研究科
School of Economics / Graduate School 
of Economics
❻ 国際公共政策科
Osaka School of International Public 
Policy
❼ 法経研究棟
Graduate School of Law and Graduate 
School of Economics Buildings
❽ 豊中総合学館
Common Hall for Humanities ＆ Social 
Sciences
❾ 理学棟
School of Science Main School House
Graduate School of Science Main School 
House
10 基礎工学棟
School of Engineering Science Main 
School House
Graduate School of Engineering Science 
Main School House

11 全学教育推進機構
Center for Education in Liberal Arts and 
Sciences
12 コミュニケーションデザイン・センター（CSCD）
The Center of the Study of 
Communication-Design (CSCD)
13 大阪大学会館（旧イ号館）
Osaka University Hall
14 総合学術博物館（待兼山修学館）
Museum of Osaka University 
(Machikaneyama Shugakkan)
15 総合図書館
Main Library
16 サイバーメディアセンター豊中教育研究棟
Cybermedia Center, Main Hall of 
Toyonaka
17 保健センター
Health Care Center
18 学生相談室
Counseling Room
19 学生会館
Student Union

OSIPP is located at Building No.6.

大阪大学豊中キャンパス｜
Osaka University’s Toyonaka Campus
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校舎案内・施設紹介
Facilities

ネットワークセンター｜Network Center
　ネットワークセンターは、24時間利用可能な学生専用PCを30台以上設置し、複数台のプリンタ、スキャナ等
周辺機器も完備しています。インターネットやメールをはじめ、LexisNexis等の各種データベースが利用できます。
　また、統計解析用のソフトウエア（Stata等）も導入されており、これらのソフトについては初心者を対象とした
講習会も定期的に行われています。トラブル発生時には専任のスタッフが迅速に対応する体制が整っています。

OSIPP’s Network Center, available 24 hours a day, is equipped with 30+ computers for students as 
well as online printers, image scanners, and other peripherals. Students have access to the Internet, 
email and databases such as LexisNexis. The computers contain statistical analysis software such as 
Stata, and periodic lectures are held on how to use the software for beginners. Support staff are 
available to help students with any problems they may have.

国際公共政策研究科ライブラリー（OSIPPライブラリー）｜OSIPP Library

In addition to a collection of scholarly and government publications related to law, political 
science, and economics, the OSIPP Library provides access to electronic journals and databases 
and offers a Staff Section with works by OSIPP academic staff and other research information.

　OSIPPライブラリーでは、法学・政治学・経済学関係の各種学術書・政府刊行物などを所蔵し、
電子ジャーナルや各種データベースも利用できます。また、教員の著書をはじめとする研究情報を集め
た「スタッフコーナー」を設置しています。

　OSIPP棟には、演習室が4部屋とマルチメディア演習室、講義シアターと呼ばれる教室があります。

The OSIPP Building houses four seminar rooms, a multimedia seminar room, and a classroom 
known as the Lecture Theater.

国際公共政策研究科棟｜OSIPP Building

　高いパーティションで区切られた70人分のスペースと150名分のロッ
カーがあります。院生室の横には、リフレッシュ・コーナーを設置しています。

院生室
OSIPP provides study carols separated by high partitions for 70 
students as well as lockers for 150 students. A break area is 
located next to the study carols.

Graduate Student Study Carols

阪急梅田、JR大阪駅より（約40分）

　― 阪急電車宝塚線｢石橋｣駅下車、東へ徒歩約20分

JR新大阪駅より（約1時間）

　― 地下鉄御堂筋線で｢千里中央｣下車、大阪モノレールで大阪空港方
面｢柴原｣下車、柴原駅より徒歩10分

大阪伊丹空港より（約30分）

　― 大阪モノレールで門真市方面｢柴原｣下車、柴原駅より徒歩10分

関西国際空港より（約2時間）

　― 南海電車で｢難波｣下車、地下鉄御堂筋線で｢千里中央｣駅下車、大
阪モノレールで大阪空港方面｢柴原｣下車、柴原駅より徒歩10分

From Hankyu Umeda Station and JR Osaka Station (approx. 40 min.)
・Take the Hankyu Takarazuka Line and get off at Ishibashi Station. OSIPP is 

about 20 minutes on foot to the east.

From JR Shin-Osaka Station (approx. 1 hr.)
・Take the Subway Midosuji Line and get off at Senri-Chuo Station. Then 

take the Osaka Monorail toward Osaka Airport and get off at Shibahara 
Station. OSIPP is about 10 minutes on foot.

From Osaka International Airport (Itami Airport) (approx. 30 min.)
・Take the Osaka Monorail toward Kadoma-shi and get off at Shibahara 

Station. OSIPP is about 10 minutes on foot.

From Kansai International Airport (approx. 2 hr.)
・Take a Nankai Electric Railway train and get off at Namba Station. Then 

take the Subway Midosuji Line and get off at Senri-Chuo Station. Finally, 
take the Osaka Monorail toward Osaka Airport and get off at Shibahara 
Station. OSIPP is about 10 minutes on foot.

OSIPPへのアクセス｜Directions to OSIPP

Access Map

for Takarazuka

Ishibashi

Shibahara

Senri-Chuo

Ｙａｍａｄａ

Ｓｈｉｎ-
Ｏｓａｋａ

Kitasenri

Ｏｓａｋａ International Ａｉｒｐｏｒｔ

TOYONAKA Campus ＳＵＩＴＡ Campus

Ｓａｉｔｏ-Ｎｉｓｈｉ

Ｈａｎｄａｉ-Ｂｙｏｉｎmａｅ

Bampaku-Kinenkoen

Ｉｂａｒａｋｉ

Ｉｂａｒａｋｉ-Ｓｈｉ

Ａｗａｊｉ

Ｏｓａｋａ
(Ｕｍｅｄａ)

Ｙｏｄａｙａbａｓhｉ
Kyobａｓhｉ

Kadomashi

Ｎａｍｂａ

Ｔｅｎｇａcｈａｙａ

ｆｏｒ Ｗａｋａｙａｍａ

Ｔｅｎｎｏｊｉ

Ｋｅｉｈａｎ Ｌｉｎｅ

Ｋｉｎｔｅｔｓｕ Ｌｉｎｅ

ｆｏｒ Ｋｙｏｔｏ

ｆｏｒ Ｎａｒａ

ＪＲ Ｌｉｎｅ

ＪＲ Ｓｈｉｎｋａｎｓｅｎ

Ｓｕｂｗａｙ (Ｍｉｄｏｓｕｊｉ Ｌｉｎｅ)

Ｍｏｎｏｒａｉｌ

Ｈａｎｋｙｕ Ｌｉｎｅｓ

Ｏｔｈｅｒ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｎｅｓ

Ｋａｎｓａｉ Iｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｉｒｐｏｒｔ

Ｎａ
ｎｋ

ａｉ
 Ｌｉ

ｎｅ

Ｓｈｉｎ-Ｉｍａｍｉｙａ
(Ｄｏｂｕｔｓｕｅｎ Ｍａｅ)

ＪｕｓｏＨａｎｓhｉｎ

ｆｏｒ Ｋｏｂｅ

ｆｏｒ Ｋｙｏｔｏ

Ｍｉｎａｍｉ-
Ｉｂａｒａｋｉ

ＭＩＮＯＨ Campus

OSIPPは、豊中キャンパス内にあります。
OSIPP is located in the Toyonaka campus.

For more information, see http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access.

京橋

大阪国際空港

門真市

詳しくは、http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access をご覧下さい。
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