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1時限 春～夏 311578 特殊研究(ミクロ経済分析Ⅱ) 室岡　健志 法経３ 春 ☆ 数学補講 マ 春 ☆ Math Supplementary Lectures マ

春～夏 311272 特殊研究（アフリカの政治と紛争） Virgil　Hawkins シ 春～夏 311229 特殊研究（ナショナリズム論） 河村　倫哉 C

春～夏 311592 特殊研究（情報の経済学Ｉ） 石田　潤一郎 A 春 311582 特殊研究(経済数学) 村本　顕理 法経２

夏 311577 特殊研究(ミクロ経済分析Ｉ) 村本　顕理 法経２

春～夏 311411 特殊研究(法政策学） 福井　康太 セミナー室Ｂ 春～夏 311188 特殊研究(アメリカ外交論) 中嶋　啓雄 C 春～夏 311585 特殊研究（労働経済学Ｉ） 佐々木　勝 509

春～夏 311471 特殊研究（ＥＵ法） 西連寺　隆行 B 春～夏 311270 特殊研究（紛争分析） 松野　明久 研

春 311580 特殊研究(Microeconomic Theory) 室岡　健志 マ

夏 311575 特殊研究（Econometric Methods I) 松林　哲也 マ

春～夏 311508 特殊研究（行動経済学） 室岡　健志 C 春～夏 310655 特殊研究(環境法) 松本　充郎 C 春～夏 311457 特殊研究（武力紛争法） 真山　全 B

春～夏 311587 特殊研究（経済学の理論と実証Ｉ） 石瀬　寛和 A 春～夏 311506 特殊研究（アメリカ対外関係研究） 山田　康博 A

春～夏 311594 プロジェクト演習（近代日本経済史Ⅰ） 廣田　誠 B105 春～夏 311598 特殊研究（労働法Ｉ） 地神　亮佑 セミナー室Ｄ

通年 311461 プロジェクト演習（人材配置の経済学） 瀧井　克也 C 第2,4週 春～夏 311181 特殊研究（紛争研究概論） 松野　明久 C 通年 311546 プロジェクト演習（政策研究デザイン） 山内　直人 C 第2,4週
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1時限 春～夏 310908 特殊研究（労働経済学の実証分析） 小原　美紀 C

春～夏 311481 特殊研究（ＥＵ論）〔歴史、制度、政治〕 中内　政貴 C 春～夏 311184 特殊研究（国際公共政策のための法律学） 大久保　邦彦 マ

春 311580 特殊研究(Microeconomic Theory) 室岡　健志 マ

夏 311575 特殊研究（Econometric Methods I) 松林　哲也 マ

通年 310920 プロジェクト演習（公共政策ワークショップI） 石瀬　寛和他 会 第1,4,5週 春～夏 311032 特殊研究（国際行政論） 蓮生　郁代 A 通年 310560 プロジェクト演習(人事の統計分析３) 松繁　寿和 C 第2,4週

通年 310921 プロジェクト演習（公共政策ワークショップII） 石瀬　寛和他 会 第1,4,5週 春～夏 311114 特殊研究（比較憲法論） 髙井　裕之 セミナー室Ｂ

春～夏 311485 特殊研究（日本とアジアの国際政治） 佐藤　治子 マ 春 311550 特殊研究（国際開発政策・評価論） 上須　道徳他 シ

春 311582 特殊研究(経済数学) 村本　顕理 法経２ 春 311550 特殊研究（国際開発政策・評価論） 上須　道徳他 シ

夏 311577 特殊研究(ミクロ経済分析Ｉ) 村本　顕理 法経2

通年 311374 プロジェクト演習（行政組織のガバナンス） 赤井　伸郎 B 隔週

春～夏 311589 プロジェクト演習（グローバル・ガバナンス論Ⅰ） 佐藤　治子 マ

6時限

１時限 【講義室（教室）の略記】

２時限 「Ａ～C」･･･ＯＳＩＰＰ棟 各演習室（３～５Ｆ）

３時限 「マ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習室（３Ｆ）

４時限 「シ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 講義シアター（２Ｆ）

５時限 「研」/「会」･・・ＯＳＩＰＰ棟 各教員研究室/会議室(６Ｆ)

６時限 「プ」  ･･･プロジェクト研究室（６Ｆ）

７時限 「文法経」･･･文・法・経講義棟

「法経」･･･法・経講義棟

「セミナー室Ｄ」・・・法・経研究棟各セミナー室

「L3]・・・豊中総合学館

「SC-D」・・・スチューデントコモンズ２ＦセミナーＤ

「セミナー室Ｂ」・・・文法経本館（１Ｆ）

　19:40～21:10

Ｄ
(春～夏） ２０１９年度　大阪大学大学院国際公共政策研究科博士後期課程授業時間割

　08:50～10:20
　10:30～12:00
　13:00～14:30
　14:40～16：10
　16:20～17:50
　18:00～19:30

木 金 土

水

☆授業ではなく、数学の補講です。火曜日が日本語、水曜日が英語で実施されます。

2時限

3時限

月 火

4時限

5時限

5時限

2時限

3時限

4時限


	
	D春～夏




