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2018年度大学院時間割表　【公共政策研究科】公共政策学専攻 （２２）
更新日：

専攻
授業
コード

科目 担当
履修
期

教室
授業
コード

科目 担当
履修
期

教室 日程・注意事項など
授業
コード

科目 担当
履修
期

教室 日程・注意事項など
授業
コード

科目 担当
履修
期

教室 日程・注意事項など

X9063 リージョナリズムと非政府組織 大芝亮 春期 後日掲示

X9076 環境自治体政策研究 馬場健司・増原直樹 秋期 703 X9200 論文研究指導１Ａ 杉崎和久 春期 設定なし X9222 論文研究指導１Ａ 長谷部俊治 春期 803 X9266 論文研究指導２Ａ 白鳥浩 春期 703

X9074
シンクタンク論
《合同：政治,連帯》

蒔田純 秋期 後日掲示 X9201 論文研究指導１Ｂ 杉崎和久 秋期 設定なし X9223 論文研究指導１Ｂ 長谷部俊治 秋期 803 X9267 論文研究指導２Ｂ 白鳥浩 秋期 703

X9107
地球環境フィールドスタディ
《合同：サス》
※2015年度以前入学者用

西城戸誠・北川徹哉・
長谷川直哉・高田雅之・
金藤正直

秋期 後日掲示 X9202 論文研究指導１Ａ 名和田是彦 春期 501 X9224 論文研究指導１Ａ 間島正秀 春期 601 X9268 論文研究指導２Ａ 関口浩 春期 603

X9203 論文研究指導１Ｂ 名和田是彦 秋期
804 ※9/22の
み501

X9225 論文研究指導１Ｂ 間島正秀 秋期 601 X9269 論文研究指導２Ｂ 関口浩 秋期 603

X9204 論文研究指導１Ａ 廣瀬克哉 春期 BT1002 X9250 論文研究指導２Ａ 杉崎和久 春期 設定なし X9270 論文研究指導２Ａ 中筋直哉 春期 303

X9000 修士論文 論文指導教員 年間 - X9205 論文研究指導１Ｂ 廣瀬克哉 秋期 BT1002 X9251 論文研究指導２Ｂ 杉崎和久 秋期 設定なし X9271 論文研究指導２Ｂ 中筋直哉 秋期 303

X9001 政策研究論文 論文指導教員 年間 - X9206 論文研究指導１Ａ 渕元初姫 春期 501 X9252 論文研究指導２Ａ 名和田是彦 春期 501 X9272 論文研究指導２Ａ 長谷部俊治 春期 803

X9207 論文研究指導１Ｂ 渕元初姫 秋期
302 ※9/22の
み501

X9253 論文研究指導２Ｂ 名和田是彦 秋期
804 ※9/22
のみ501

X9273 論文研究指導２Ｂ 長谷部俊治 秋期 803

X9210 論文研究指導１Ａ 池田寛二 春期 602 X9254 論文研究指導２Ａ 廣瀬克哉 春期 BT1002 X9274 論文研究指導２Ａ 間島正秀 春期 601

X9211 論文研究指導１Ｂ 池田寛二 秋期 602 X9255 論文研究指導２Ｂ 廣瀬克哉 秋期 BT1002 X9275 論文研究指導２Ｂ 間島正秀 秋期 601

X9212 論文研究指導１Ａ 糸久正人 春期 702 X9256 論文研究指導２Ａ 渕元初姫 春期 501 X9276
論文研究指導２Ａ
  《合同：サス》

金藤正直 春期 BT1001

X9213 論文研究指導１Ｂ 糸久正人 秋期 702 X9257 論文研究指導２Ｂ 渕元初姫 秋期
302 ※9/22
のみ501

X9277
論文研究指導２Ｂ
  《合同：サス》

金藤正直 秋期 BT1001

X9214 論文研究指導１Ａ 加藤寛之 春期 604 X9258 論文研究指導２Ａ 武藤博己 春期 A305 X9278
論文研究指導２Ａ
  《合同：サス》

小島聡 春期 BT・2407研

X9215 論文研究指導１Ｂ 加藤寛之 秋期 604 X9259 論文研究指導２Ｂ 武藤博己 秋期 A305 X9279
論文研究指導２Ｂ
  《合同：サス》

小島聡 秋期 BT・2407研

X9216 論文研究指導１Ａ 白鳥浩 春期 703 X9260 論文研究指導２Ａ 池田寛二 春期 602 X9280
論文研究指導２Ａ
  《合同：サス》

國則守生 春期 BT1103

X0066 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0094 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X9217 論文研究指導１Ｂ 白鳥浩 秋期 703 X9261 論文研究指導２Ｂ 池田寛二 秋期 602 X9281
論文研究指導２Ｂ
  《合同：サス》

國則守生 秋期 BT1103

X0067 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0095 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X9218 論文研究指導１Ａ 関口浩 春期 603 X9262 論文研究指導２Ａ 糸久正人 春期 702

X0068 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X0096 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X9219 論文研究指導１Ｂ 関口浩 秋期 603 X9263 論文研究指導２Ｂ 糸久正人 秋期 702

X0069 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0097 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X9220 論文研究指導１Ａ 中筋直哉 春期 303 X9264 論文研究指導２Ａ 加藤寛之 春期 604

X0070 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0098 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X9221 論文研究指導１Ｂ 中筋直哉 秋期 303 X9265 論文研究指導２Ｂ 加藤寛之 秋期 604
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X9002 博士論文 論文指導教員 年間 - X9312
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

糸久正人 春期 702 X9364
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

加藤寛之 春期 604 X9416
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

白鳥浩 春期 703

X9313
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

糸久正人 秋期 702 X9365
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

加藤寛之 秋期 604 X9417
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

白鳥浩 秋期 703

X9450
◆公共政策ワークショップ（公共）１Ａ
 [博士用]

名和田是彦
渕元初姫

春期 A305 X9314
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

加藤寛之 春期 604 X9366
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

白鳥浩 春期 703 X9418
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

関口浩 春期 603

X9451
◆公共政策ワークショップ（公共）１Ｂ
 [博士用]

名和田是彦
渕元初姫

秋期 A305 X9315
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

加藤寛之 秋期 604 X9367
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

白鳥浩 秋期 703 X9419
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

関口浩 秋期 603

X9452
◆公共政策ワークショップ（公共）２Ａ
[博士用]

名和田是彦
渕元初姫

春期 A305 X9316
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

白鳥浩 春期 703 X9368
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

関口浩 春期 603 X9420
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

中筋直哉 春期 303

X9453
◆公共政策ワークショップ（公共）２Ｂ
[博士用]

名和田是彦
渕元初姫

秋期 A305 X9317
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

白鳥浩 秋期 703 X9369
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

関口浩 秋期 603 X9421
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

中筋直哉 秋期 303

X9454
◆公共政策ワークショップ（公共）３Ａ
[博士用]

名和田是彦
渕元初姫

春期 A305 X9318
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

関口浩 春期 603 X9370
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

中筋直哉 春期 303 X9422
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

長谷部俊治 春期 803

X9455
◆公共政策ワークショップ（公共）３Ｂ
 [博士用]

名和田是彦
渕元初姫

秋期 A305 X9319
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

関口浩 秋期 603 X9371
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

中筋直哉 秋期 303 X9423
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

長谷部俊治 秋期 803

X9456
◆公共政策ワークショップ（市民社会）１Ａ
 [博士用]

関口浩
糸久正人

春期 A305 X9320
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

中筋直哉 春期 303 X9372
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

長谷部俊治 春期 803 X9424
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

間島正秀 春期 601

X9457
◆公共政策ワークショップ（市民社会）１Ｂ
[博士用]

関口浩
糸久正人

秋期 A305 X9321
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

中筋直哉 秋期 303 X9373
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

長谷部俊治 秋期 803 X9425
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

間島正秀 秋期 601

X9458
◆公共政策ワークショップ（市民社会）２Ａ
 [博士用]

関口浩
糸久正人

春期 A305 X9322
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

長谷部俊治 春期 803 X9400
◆公共政策学特殊研究３Ａ
[博士用]

杉崎和久 春期 設定なし X9426
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用] 《合同：サス》

藤倉良 春期 BT1005

X9459
◆公共政策ワークショップ（市民社会）２Ｂ
 [博士用]

関口浩
糸久正人

秋期 A305 X9323
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

長谷部俊治 秋期 803 X9401
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
[博士用]

杉崎和久 秋期 設定なし X9427
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用] 《合同：サス》

藤倉良 秋期 BT1005

X9460
◆公共政策ワークショップ（市民社会）３Ａ
 [博士用]

関口浩
糸久正人

春期 A305 X9350
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

杉崎和久 春期 設定なし X9402
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

名和田是彦 春期 501 X9428
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用] 《合同：サス》

長谷川直哉 春期 BT・1301研

X9461
◆公共政策ワークショップ（市民社会）３Ｂ
[博士用]

関口浩
糸久正人

秋期 A305 X9351
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

杉崎和久 秋期 設定なし X9403
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

名和田是彦 秋期
804 ※9/22
のみ501

X9429
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用] 《合同：サス》

長谷川直哉 秋期 BT・1301研

X9352
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

名和田是彦 春期 501 X9404
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

廣瀬克哉 春期 BT1002 X9430
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用] 《合同：サス》

永野秀雄 春期
BT24F人間環
境学部資料室

X9353
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

名和田是彦 秋期
804 ※9/22の
み501

X9405
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

廣瀬克哉 秋期 BT1002 X9431
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用] 《合同：サス》

永野秀雄 秋期
BT24F人間環
境学部資料室

X9300
◆公共政策学特殊研究１Ａ
[博士用]

杉崎和久 春期 設定なし X9354
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

廣瀬克哉 春期 BT1002 X9406
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

渕元初姫 春期 501 X9432
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用] 《合同：サス》

渡邊誠 春期 802

X9301
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
[博士用]

杉崎和久 秋期 設定なし X9355
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

廣瀬克哉 秋期 BT1002 X9407
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

渕元初姫 秋期
302 ※9/22
のみ501

X9433
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用] 《合同：サス》

渡邊誠 秋期 802

X9302
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

名和田是彦 春期 501 X9356
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

渕元初姫 春期 501 X9408
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

武藤博己 春期 A305 X9434
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用] 《合同：サス》

武貞稔彦 春期 BT1003

X9303
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

名和田是彦 秋期
804※9/22
のみ501

X9357
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

渕元初姫 秋期
302 ※9/22の
み501

X9409
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

武藤博己 秋期 A305 X9435
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用] 《合同：サス》

武貞稔彦 秋期 BT1003

X9304
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

廣瀬克哉 春期 BT1002 X9358
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

武藤博己 春期 A305 X9410
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

池田寛二 春期 602

X9305
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

廣瀬克哉 秋期 BT1002 X9359
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

武藤博己 秋期 A305 X9411
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

池田寛二 秋期 602

X9306
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

渕元初姫 春期 501 X9360
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

池田寛二 春期 602 X9412
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

糸久正人 春期 702

X9307
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

渕元初姫 秋期
302※9/22
のみ501

X9361
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

池田寛二 秋期 602 X9413
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

糸久正人 秋期 702

X9310
◆公共政策学特殊研究１Ａ
 [博士用]

池田寛二 春期 602 X9362
◆公共政策学特殊研究２Ａ
 [博士用]

糸久正人 春期 702 X9414
◆公共政策学特殊研究３Ａ
 [博士用]

加藤寛之 春期 604

X9311
◆公共政策学特殊研究１Ｂ
 [博士用]

池田寛二 秋期 602 X9363
◆公共政策学特殊研究２Ｂ
 [博士用]

糸久正人 秋期 702 X9415
◆公共政策学特殊研究３Ｂ
 [博士用]

加藤寛之 秋期 604土曜日6限 土曜日6限 土曜日6限

土曜日7限 土曜日6限 土曜日6限

土曜日6限 土曜日6限 土曜日6限

土曜日6限 土曜日7限 土曜日6限

金曜日6・7限（隔週）※初回授業は9/28(金)です。 土曜日6限 土曜日7限 土曜日4限

土曜日7限 土曜日7限 土曜日7限 土曜日4限

土曜日7限 土曜日7限 土曜日7限

土曜日4限

金曜日6・7限（隔週）※初回授業は4/13(金)です。 土曜日6限 土曜日7限 土曜日4限

土曜日4限

土曜日4限 土曜日5限

土曜日1・2限（隔週）※初回授業は4/14(土)です。

土曜日1・2限（隔週）※初回授業は9/29(土)です。
金曜日6・7限（隔週）
※初回授業は9/28(金)です。

土曜日7限 土曜日5限

土曜日7限 土曜日6限 土曜日4限

公
共
政
策
学

（
博
士
後
期
課
程

）

博士後期課程(博士論文・ワークショップ・研究指導科目）　※履修登録は「集中・その他」で行ってください。

博士後期課程３年生は全員登録してください。 土曜日6限 土曜日6限 土曜日5限

土曜日6限

土曜日4限
金曜日6・7限（隔週）
※初回授業は4/13(金)です。

土曜日2限

土曜日5限

土曜日3・4限（隔週）※初回授業は9/29(土)です。 土曜日5限 土曜日5限 土曜日5限

土曜日3・4限（隔週）※初回授業は4/14(土)です。 土曜日5限

土曜日2限

土曜日1・2限（隔週）※初回授業は4/14(土)です。
金曜日6・7限（隔週）
※初回授業は4/13(金)です。

土曜日7限 土曜日5限

土曜日1・2限（隔週）※初回授業は9/29(土)です。

集中・その他
（一部、通常科目も記載）

日程・注意事項など 日程・注意事項など

土曜日3・4限（隔週）※初回授業は4/14(土)です。 土曜日6限

土曜日3・4限（隔週）※初回授業は4/14(土)です。 土曜日5限 土曜日5限 土曜日5限

土曜日3・4限（隔週）※初回授業は9/29(土)です。 土曜日5限 土曜日5限 土曜日4限

土曜日6限 土曜日5限

土曜日5限

土曜日3・4限（隔週）※初回授業は9/29(土)です。 土曜日6限 土曜日5限 土曜日5限

土曜日5限

土曜日5限 土曜日4限

土曜日5限

土曜日5限

土曜日6限 土曜日5限

土曜日6限 土曜日5限

土曜日6限 土曜日7限 土曜日6限

土曜日7限 土曜日6限 土曜日6限

土曜日5限 土曜日4限

土曜日1・2限（隔週）※初回授業は9/29(土)です。 土曜日4限
金曜日6・7限（隔週）
※初回授業は9/28(金)です。

土曜日7限 土曜日6限

土曜日1・2限（隔週）※初回授業は4/14(土)です。

土曜日7限 土曜日5限

土曜日7限 土曜日5限

土曜日5限

土曜日5限 土曜日6限 土曜日4限

土曜日5限 土曜日6限 土曜日5限

土曜日5限 土曜日6限 土曜日5限

2018年9月6日

集中・その他
（一部、通常科目も記載）

日程・注意事項など

修士課程２年生は全員登録してください。 土曜日5限
水曜日6・7限（隔週）
※初回授業は10/3(水)です。

土曜日5限
水曜日6・7限（隔週）
※初回授業は4/18(水)です。

他大学院で履修する単位互換科目
他大学院で履修する単位互換科目（２科目履修する場合）
※３科目以上履修する場合は大学院課にご相談ください。

土曜日6限 土曜日5限

土曜日5限

土曜日6限 土曜日5限
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共
政
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）

詳細スケジュールはは後日掲示します。 論文研究指導１A・B／論文研究指導２A・B　※履修登録は「集中・その他」で行ってください。

9/12（水）1～4限、9/19（水）1～5限、9/20（木）1～5限
水曜日6・7限（隔週）
※初回授業は4/11(水)です。

土曜日6限 土曜日7限

12/25（火）1～5限、12/26（水）1～5限、12/27（木）1～4限
水曜日6・7限（隔週）
※初回授業は9/26(水)です。

土曜日6限

土曜日6限

土曜日5限 土曜日5限 土曜日7限

土曜日6限 土曜日5限

土曜日5限

土曜日6限

予め提出が決まっている方は修士論文の代わりに登録してください。 土曜日5限 土曜日6限

土曜日7限

詳細スケジュールは後日掲示します。 土曜日5限 土曜日6限 土曜日7限

土曜日5限 土曜日6限 土曜日4限

土曜日5限

土曜日5限

土曜日5限 土曜日6限 土曜日7限

土曜日7限


