
※時間割は変更されることがあります。 2023/3/17

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 シ 対面・メディア マ

秋～冬 311712 国際法判例研究b 和仁 健太郎 C 秋～冬 311722 演習（Advanced Introduction to International law Ⅱ) 髙田　陽奈子 シ 秋～冬 311260 特殊講義（Agenda-setting） Virgil　Hawkins マ

秋 311562 Microeconomic Theory 山下　拓朗 マ 対面・メディア 秋～冬 311221 演習（多文化共生論） 河村　倫哉 B

冬 311563 Macroeconomic Theory 瀧井　克也 マ 対面・メディア 秋～冬 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

秋～冬 311472 特殊講義（ＥＵ域内市場法） 西連寺　隆行 B 秋～冬 310570 外交論 中嶋　啓雄 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 対面・メディア

秋～冬 310778 特殊講義（開発と環境） 大槻　恒裕 シ 冬 311724 特殊講義（Topics in mechanism design） 山下　拓朗 マ 対面・メディア 秋～冬 311606 特殊講義（International Relations of East Asia） 南　和志 C

秋～冬 311355 国際関係論の理論と方法 前川　和歌子 マ

秋～冬 311561 マクロ経済分析 須永　美穂 文法経４２ ハイフレックス

秋～冬 311723 特殊講義（応用ミクロ経済分析） 山下　拓朗 シ

秋～冬 311739 プロジェクト演習（情報の経済学） 石田　潤一郎 C

秋～冬 311726 国際法文献講読Ⅱb 二杉　健斗 C

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

通年 311626 プロジェクト演習（インターン・キャリア指導） 赤井　伸郎他 オ 隔週 第2,4週 秋～冬 311643 Advanced Econometric Methods 石瀬寛和 シ ハイフレックス

秋～冬 311668 特殊講義（計量経済Ⅱ） 谷﨑　久志 調整中

秋～冬 311569 Data Management & Analysis 鎌田　拓馬 シ 秋～冬 311495 特殊講義(Political Economics ２) 北村　周平 B

秋～冬 311633 プロジェクト演習（ローマ法） 林　智良 調整中 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 A

秋 311562 Microeconomic Theory 山下　拓朗 マ 対面・メディア

冬 311563 Macroeconomic Theory 瀧井　克也 マ 対面・メディア

秋～冬 311131 特殊講義（歴史研究方法論２） 中嶋　啓雄他 文法経１１ 対面・メディア 秋～冬 311099 特殊講義（比較憲法論） 髙井　裕之 調整中

通年 310897 プロジェクト演習（公共政策ワークショップ） 生藤　昌子他　 対面・メディア 第1,4,5週 秋～冬 311733 特殊講義（Microeconomic analysis for economic development） 上須　道徳 調整中

秋～冬 311729 特殊講義（国際報道と総合安全保障） 木下　聡 調整中

冬 311724 特殊講義（Topics in mechanism design） 山下　拓朗 マ 対面・メディア

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

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 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　俊也他 法軽２ ハイフレックス

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 「オ」･･･オンライン授業

秋～冬 310984 プロジェクト演習（ネゴシエーションII） 小野木　尚　他 未定 ３時限 「Ａ～C」･･･ＯＳＩＰＰ棟 各演習室（３～５Ｆ）

秋～冬 311338 特殊講義（Gateway to Europe : Contemporary Dutch Studies） 河村　倫哉他 未定 ４時限 「マ」    ･･･ＯＳＩＰＰ棟 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演習室（３Ｆ）

冬 311348
特別講義（現代日本の社会と国際関
係）

河村　倫哉 未定 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

「豊総」・・・豊中総合学館

M
(秋～冬）

２０２３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

2時限

3時限

4時限

5時限

1時限

土

1時限

2時限

3時限

4時限

木 金

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

松繁　寿和他 未定
土曜日 月１回

１日４コマ

5時限

集中講義 　08:50～10:20

　10:30～12:00

　13:30～15:00

　16:50～18:20

　18:30～20:00

　15:10～16：40
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