
※時間割は変更されることがあります。 2022/4/7 更新

曜日

時限
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考
開講
区分

時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 教室 備考

1時限 春～夏 310006 国際関係論 片桐　梓 A

春～夏 311220 特殊講義（ナショナリズム論） 河村　倫哉 シ

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

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

春～夏 311470 特殊講義（ＥＵ法） 西連寺　隆行 Ｂ 春～夏 310570 外交論 中嶋　啓雄 Ｃ 春～夏 311646 特殊講義（History and Grand Strategy） 南　和志 マ・オ

春～夏 310412 経済開発論 大槻　恒裕 法23・オ 春～夏 311075 プロジェクト演習（ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾝ） 木川田　一榮 シ・オ

春～夏 新規 特殊講義（Behavioral Economic Theory Ⅰ） 室岡　健志 オ 夏 311642 Econometric Methods 松林　哲也 オ

春～夏 311161 演習（平和研究） 木戸　衛一 シ ・ オ 隔週 春 311566 経済数学 須永　美穂 法42・オ 春～夏 310013 国際連合システム論 蓮生　郁代 オ

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

春～夏 新規 国際法文献購読Ⅰ 二杉　健斗 マ

春～夏 311161 演習（平和研究） 木戸　衛一 シ ・ オ 隔週

6時限

曜日

時限
開講
区分

時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 備考
開講
区分

時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 備考
開講
区分

時間割ｺｰﾄﾞ 科目名 教員 教室 備考

1時限 春 311566 経済数学 須永　美穂 法42・オ

夏 311559 ミクロ経済分析Ⅰ 田所　篤 法42・オ

春～夏 311564 計量データ分析Ⅰ 鎌田　拓馬 法42 曜日・時限変更 春～夏 310878 国際公共政策のための法律学 大久保　邦彦 オ

春～夏 311560 ミクロ経済分析II 高橋　秀典 対面（未定）

夏 311642 Econometric Methods 松林　哲也 オ 曜日・時限変更

春～夏 310014 国際安全保障論 星野　俊也 マ

春～夏 310005 国際法 和仁 健太郎 C

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

6時限

１時限 【講義室（教室）の略記】

２時限

３時限 「Ａ～C」･･･ＯＳＩＰＰ棟 各演習室（３～５Ｆ）

４時限 「マ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習室（３Ｆ）

５時限 「シ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 講義シアター（２Ｆ）

６時限 「研」/「会」･・・ＯＳＩＰＰ棟 各教員研究室/会議室(６Ｆ)

「プ」  ･･･プロジェクト研究室（６Ｆ）

「文法経」･･･文・法・経講義棟

「法経」･･･法・経講義棟

「B105」「セミナー室Ｄ」「509」・・・法・経研究棟各セミナー

「L3]・・・豊中総合学館

「セミナー室Ｂ」・・・文法経本館（１Ｆ）

M
(春～夏）

２０２２年度　大阪大学大学院国際公共政策研究科博士前期課程授業時間割

月 火 水

「オ」･･･オンライン授業

　13:30～15:00

　08:50～10:20

　10:30～12:00

2時限

土

3時限

4時限

5時限

木 金

2時限

3時限

　15:10～16:40

　16:50～18:20

　18:30～20:00

4時限

5時限



※時間割は変更されることがあります。 2022/4/7 更新

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～冬 311565 計量データ分析II 小原　美紀 法2・オ 特殊講義（実証産業組織論） 不開講 冬 311567 国際経済学Ⅰ 石瀬　寛和 対面（未定）

冬 311572 特殊講義（経済学の理論と実証Ⅰ） 石瀬　寛和
対面（未
定）・オ 秋～冬 311355 国際関係論の理論と方法 片桐　梓 マ・オ

特殊講義（実証産業組織論） 不開講 冬 311563 Macroeconomic Theory 瀧井　克也 オ 秋～冬 311260 特殊講義（Agenda-setting） Virgil　Hawkins マ

冬 311572 特殊講義（経済学の理論と実証Ⅰ） 石瀬　寛和
対面（未
定）・オ

秋～冬 311221 演習（多文化共生論） 河村　倫哉 シ

冬 311567 国際経済学Ⅰ 石瀬　寛和 対面（未定）

秋～冬 311472 特殊講義（ＥＵ域内市場法） 西連寺　隆行 Ｂ 秋～冬 311169 演習(アメリカ外交論) 中嶋　啓雄 Ｃ 秋～冬 311606 特殊講義（International Relations of East Asia） 南　和志 マ・オ

秋～冬 310778 特殊講義（開発と環境） 大槻　恒裕 対面（未定） 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 オ

秋～冬 311624 特殊講義（Social Science Research Methods） 松林　哲也 オ

秋～冬 310045 比較政治システム論 木戸　衛一 シ・オ 隔週

秋～冬 新規 国際法文献購読Ⅱ 二杉　健斗 マ

秋～冬 310045 比較政治システム論 木戸　衛一 シ・オ 隔週

6時限 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・オ

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～冬 311643 Advanced Econometric Methods 高橋　秀典 オ 曜日変更

秋～冬 311569 Data Management & Analysis 鎌田　拓馬 対面（未定） 秋～冬 310037 現代私法論 大久保　邦彦 オ

冬 311563 Macroeconomic Theory 瀧井　克也 オ

秋～冬 311649 特殊講義（人間の安全保障論） 星野　俊也 マ

秋～冬 311561 マクロ経済分析 須永　美穂 法3・オ 秋～冬 311660 特殊講義（北東アジアの国際関係） 星野　俊也 マ

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

通年 310985 プロジェクト演習（政府組織と行財政改革） 赤井　伸郎 会 隔週

6時限 秋～冬 311672 特殊講義（ESGインテグレーションの理論と実践） 星野　俊也 法2

１時限 【講義室（教室）の略記】

２時限 「オ」･･･オンライン授業

３時限 「Ａ～C」･･･ＯＳＩＰＰ棟 各演習室（３～５Ｆ）

４時限 「マ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習室（３Ｆ）

５時限 「シ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 講義シアター（２Ｆ）

６時限 「研」/「会」･・・ＯＳＩＰＰ棟 各教員研究室/会議室(６Ｆ)

「プ」  ･･･プロジェクト研究室（６Ｆ）

「文法経」･･･文・法・経講義棟

「法経」･･･法・経講義棟

「Ｂ１０５」「セミナー室Ｄ」「509」・・・法・経研究棟各セミナー室

「L4」「L5」「301」「総合セミナー室２」・・・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）

　08:50～10:20

　10:30～12:00

　13:30～15:00

　16:50～18:20

　18:30～20:00

　15:10～16：40

5時限

3時限

4時限

5時限

土

1時限

2時限

3時限

4時限

木 金

2時限

1時限

M
(秋～冬） ２０２２年度　大阪大学大学院国際公共政策研究科博士前期課程授業時間割

月 火 水
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