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曜日

時限
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考

秋 311558 Econometric Methods ＩＩ 石瀬　寛和 マ 秋～冬 311561 マクロ経済分析 石瀬　寛和 文法経４２ 秋 311564 計量データ分析I 小原　美紀 法経３

冬 311563 Macroeconomic Theory 瀧井　克也 文法経２３ 冬 311565 計量データ分析II 北村　周平 法経３

秋～冬 311260 特殊講義（Agenda-setting） Virgil　Hawkins C 秋～冬 311499 特殊講義（国際問題II） 薮中　三十二他 シ 隔週 秋～冬 311221 演習（多文化共生論） 河村　倫哉 C

秋～冬 311584 特殊講義（情報の経済学Ⅱ） 石田　潤一郎 A 秋～冬 311355 国際関係論の理論と方法 菊田　恭輔 C

秋 311564 計量データ分析I 小原　美紀 法経３

冬 311565 計量データ分析II 北村　周平 法経３

秋～冬 311279 特殊講義（法社会学） 福井　康太 セミナー室Ｄ 秋～冬 311499 特殊講義（国際問題II） 薮中　三十二他 シ 隔週 秋～冬 311555 特殊講義（労働経済学ＩＩ） 佐々木　勝 509

秋～冬 311472 特殊講義（ＥＵ域内市場法） 西連寺　隆行 B 秋 311602 特殊講義（Topics in Environmental Economics） Klarizze Puzon B 秋～冬 311606 特殊講義(International Relations of East Asia) 南　和志 C

冬 311603 特殊講義（Natural Resources and Development） Klarizze Puzon B

秋～冬 310518 演習(総合安全保障) 中嶋　啓雄他 シ 隔週 秋～冬 311591 プロジェクト演習（近代日本経済史Ⅱ） 廣田　誠 B105 秋～冬 311494 特殊講義（海洋法・航空宇宙法） 真山　全 B

秋～冬 311167 演習（核兵器と国際関係） 山田　康博 A 秋 311602 特殊講義（Topics in Environmental Economics） Klarizze Puzon B 秋～冬 311597 特殊講義（雇用関係法） 地神　亮佑 総合セミナー室１

冬 311603 特殊講義（Natural Resources and Development） Klarizze Puzon B

秋～冬 310518 演習(総合安全保障) 中嶋　啓雄他 シ 隔週 秋～冬 311165 特殊講義（平和構築論） 松野　明久 C 通年 311543 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

通年 311460 演習（人材配置の経済学） 瀧井　克也 C

6時限 秋～冬 311468 特殊講義（アジア政治史） 田中　仁 Ｌ２ 秋～冬 310119 プロジェクト演習（リーダーシップを考える） 西嶋　聡他 シ

曜日

時限
開講
区分
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時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 備考

秋～冬 311569 Data Management & Analysis 北村　周平 法経２ 冬 311495 特殊講義(Political Economics 2) 松林　哲也 マ

310006 国際関係論 菊田　恭輔 大講義室

秋～冬 311482 特殊講義（民主化論） 中内　政貴 B 秋～冬 310037 現代私法論 大久保　邦彦 B

秋 311558 Econometric Methods ＩＩ 石瀬　寛和 マ 秋～冬 311356 プロジェクト演習（国連安保理研究ワークショップ） Virgil　Hawkins他 C

冬 311563 Macroeconomic Theory 瀧井　克也 文法経２３ 秋～冬 311525 特殊講義（日韓関係論） 多胡　圭一 A

冬 311495 特殊講義(Political Economics 2) 松林　哲也 マ

通年 310897 プロジェクト演習（公共政策ワークショップ） 石瀬　寛和他 会 第1,4,5週 秋～冬 310570 外交論 中嶋　啓雄 C 通年 310581 特殊講義(人事の統計分析１) 松繁　寿和 C 第2,4週

通年 311117 プロジェクト演習(インターンシップ) 山内　直人 C 第2,4週 秋～冬 310808 演習（ヨーロッパ人権保障体制） 村上　正直 A

秋～冬 311131 特殊講義（歴史研究方法論２） 中嶋　啓雄他 未定

秋～冬 311392 特殊講義（アイデンティティー・ポリティクスと国際政治） 佐藤　治子 マ

秋～冬 311444 特殊講義（経営者と語るリーダーシップ） 野村　美明 シ 秋～冬 311250 特殊講義（国際判例研究） 和仁 健太郎 C

秋～冬 311277 特殊講義（国連政策エキスパート・キャリア形成論） 蓮生　郁代 マ

通年 311363 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

秋～冬 311429 プロジェクト演習（グローバル・ガバナンス論ＩＩ） 佐藤　治子 マ

6時限

１時限 【講義室（教室）の略記】

開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 備考 ２時限 「Ａ～C」･･･ＯＳＩＰＰ棟 各演習室（３～５Ｆ）

秋～冬 310984 プロジェクト演習（ネゴシエーションII） 久保　大作他 未定 ３時限 「マ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習室（３Ｆ）

秋～冬 311338 特殊講義（Gateway to Europe - Contemporary Dutch Studies） 松野　明久他 未定 ４時限 「シ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 講義シアター（２Ｆ）

冬 311348 特別講義（現代日本の社会と国際関係） 山田　康博他 未定 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

「Ｂ１０５」「セミナー室Ｄ」「509」・・・法・経研究棟各セミナー室

「L2」「総合セミナー室１」・・・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Ｄ」・・・法経研究棟本館（４Ｆ）

「大講義室」・・・共通教育講義棟（１Ｆ）

1時限

1時限

　08:50～10:20集中講義

2時限

3時限

4時限

5時限

2時限

木 金 土

　16:20～17:50

　18:00～19:30
　19:40～21:10

3時限

4時限

5時限

M
(秋～冬）

２０１９年度　大阪大学大学院国際公共政策研究科博士前期課程授業時間割

　10:30～12:00

　13:00～14:30

　14:40～16：10

月 火 水


	ＭＣ秋～冬

