
2020年度大学院時間割表　【公共政策研究科】サステイナビリティ学 他専攻や学部と合同で行う授業があります。詳細は大学院HPまたはWeｂ掲示板（ともに4月より公開予定）の履修案内に掲載している「授業科目担当者一覧」をご覧ください。

更新日：2020年3月16日

専攻 時限
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
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
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

1時限
8:50～10:30 X9535 公共政策論文技法１ 白鳥浩・塚﨑裕子・小磯明 Ⅰ期 202

X9536 公共政策論文技法２ 渕元初姫 Ⅱ期 301

2時限
10:40～１2:20 - 公共政策論文技法１ 白鳥浩・塚﨑裕子・小磯明 Ⅰ期 202

- 公共政策論文技法２ 渕元初姫 Ⅱ期 301

X9538 環境経営論 金藤正直 春期 BT1102

X9806
◆環境経営論D
 ［博士用］

金藤正直 春期 BT1102

3時限
13:00～14:40 X9548 環境工学の基礎 藤倉良 Ⅰ期 BT1006

X9518 立法学研究 神﨑一郎 Ⅰ期 203

X9812 ◆環境工学の基礎D[博士用] 藤倉良 Ⅰ期 BT1006

X9552 サステイナブル地域政策研究 小島聡 Ⅱ期 BT0902

X9517 政策法務論 神﨑一郎 Ⅱ期 203

X9519 政策評価論 南島和久 Ⅱ期 302

X9511 地球環境学基礎 藤倉良 Ⅱ期 BT1006

X9815
◆サステイナブル地域政策研究D
[博士用]

小島聡 Ⅱ期 BT0902

X9801 ◆地球環境学基礎D[博士用] 藤倉良 Ⅱ期 BT1006

X9516 ＳＤＧｓへの招待 武貞稔彦 Ⅲ期 301

X9560 国際環境協力論 藤倉良 Ⅳ期 BT1006

X9820 ◆国際環境協力論D[博士用] 藤倉良 Ⅳ期 BT1006

4時限
15:00～16:40 X9512 国際政治学基礎 森聡 春期 学部 - 環境工学の基礎 藤倉良 Ⅰ期 BT1006

- 立法学研究 神﨑一郎 Ⅰ期 203

- ◆環境工学の基礎D[博士用] 藤倉良 Ⅰ期 BT1006

- サステイナブル地域政策研究 小島聡 Ⅱ期 BT0902

- 政策法務論 神﨑一郎 Ⅱ期 203

- 政策評価論 南島和久 Ⅱ期 302

- 地球環境学基礎 藤倉良 Ⅱ期 BT1006

-
◆サステイナブル地域政策研究D
[博士用]

小島聡 Ⅱ期 BT0902

- ◆地球環境学基礎D[博士用] 藤倉良 Ⅱ期 BT1006

X9506 公共政策の社会理論 池田寛二 Ⅱ期 702

- ＳＤＧｓへの招待 武貞稔彦 Ⅲ期 301

- 国際環境協力論 藤倉良 Ⅳ期 BT1006

- ◆国際環境協力論D[博士用] 藤倉良 Ⅳ期 BT1006

5時限
16:50～18:30 X9533 政策研究概論（外国語）※韓国語 申龍徹 春期 202 - 公共政策の社会理論 池田寛二 Ⅱ期 702

6時限
18:35～20:15 X9502 公共哲学基礎 名和田是彦 Ⅰ期 BT0802 X9503 政策学基礎 渕元初姫 Ⅰ期 803 X9514 サステイナビリティ研究入門Ａ

北川徹哉・藤倉良・杉戸
信彦

春期 BT1004 X9541 サステイナビリティ・レポーティング 八木裕之 春期 BT0701 X9534 政策研究概論（外国語）※中国語 毛桂榮 春期 201

X9504 現代政治分析研究 白鳥浩 Ⅰ期 302 X9554 サステイナブル経営論 長谷川直哉 Ⅰ期 BT0907 X9525 社会調査法６ 中筋直哉 Ⅰ期 301 X9545 地域環境史研究 根崎光男 Ⅰ期 BT1007 X9551 環境経済論 國則守生 Ⅰ期 602

X9508 経済学基礎 芦谷典子 Ⅰ期 202 X9817
◆サステイナブル経営論D
[博士用]

長谷川直哉 Ⅰ期 BT0907 X9507 財政学基礎 関口浩 Ⅱ期 501 X9531 地域コンサルティング論 佐谷和江 Ⅰ期 201 X9814 ◆環境経済論D[博士用] 國則守生 Ⅰ期 602

X9510 環境法基礎
永野秀雄・横内恵・中
田達也

Ⅰ期 BT0801 X9539 環境行政法 横内恵 Ⅰ期 BT0906 X9556 環境と知的財産権 中里妃沙子 Ⅱ期 701 X9500 行政学基礎 武藤博己 Ⅰ期 A305 X9520 社会調査法１ 小磯明 Ⅱ期 601

X9800 ◆環境法基礎D[博士用]
永野秀雄・横内恵・中
田達也

Ⅰ期 BT0801 X9807 ◆環境行政法D[博士用] 横内恵 Ⅰ期 BT0906 X9521 社会調査法２ 中筋直哉 Ⅱ期 301 X9527 社会調査法８ 田嶋淳子 Ⅱ期 301 X9501 比較行政研究 申龍徹 Ⅱ期 202

X9567 地球環境政治論 横田匡紀 秋期 501 X9564 ヒューマン・エコロジー 山内愛子 Ⅱ期 BT1102 X9549 環境資源・エネルギー政策論 菊地昌廣 秋期 402B X9544 自然環境共生研究 高田雅之 Ⅲ期 BT1007 X9576 環境ガバナンスⅡ 三好規正 Ⅲ期 A305

X9575 環境ガバナンスⅠ 西城戸誠 Ⅱ期 BT1101 X9822
◆ヒューマン・エコロジーD
[博士用]

山内愛子 Ⅱ期 BT1102 X9555 地域環境計画研究 湯澤規子 Ⅲ期 702 X9809 ◆自然環境共生研究D[博士用] 高田雅之 Ⅲ期 BT1007 X9827 ◆環境ガバナンスDⅡ[博士用] 三好規正 Ⅲ期 A305

X9826 ◆環境ガバナンスDⅠ[博士用] 西城戸誠 Ⅱ期 BT1101 X9569 外交政策論 宮本悟 Ⅱ期 302 X9818
◆地域環境計画研究D
[博士用]

湯澤規子 Ⅲ期 702 X9563 国際ＮＧＯ・ＮＰＯ論 小野行雄 Ⅲ期 701 X9513 国際協力論 武貞稔彦 Ⅲ期 BT1004

X9528 政策分析評価技法 阿部一知 Ⅱ期 703 X9505 公共政策とジャーナリズム
白鳥浩・読売新
聞社講師

Ⅱ期 202 X9523 社会調査法４ 岩間夏樹 Ⅲ期
BT4F
情報実習室E X9509 環境哲学・倫理学 吉永明弘 Ⅳ期 202 X9802 ◆国際協力論D[博士用] 武貞稔彦 Ⅲ期 BT1004

X9823
◆サステイナビリティ学事例研究DⅠ
[博士用]

辻英史 Ⅱ期 801 X9557 サステイナビリティ・コミュニケーション論 川村雅彦 Ⅱ期 603 X9547 大気人間環境論 北川徹哉 Ⅳ期 BT1006 X9524 社会調査法５ 小磯明 Ⅲ期 601

X9572 サステイナビリティ学事例研究Ⅰ 辻英史 Ⅱ期 801 X9565 グローバル環境経営論 白鳥和彦 Ⅲ期 BT1003 X9811 ◆大気人間環境論D[博士用] 北川徹哉 Ⅳ期 BT1006

X9550 自然災害と防災 杉戸信彦 Ⅲ期 BT1204 X9526 社会調査法７ 見田朱子 Ⅲ期
BT4F
情報実習室E X9542 環境政策法務と条例 朝賀広伸 Ⅳ期 A304

X9813 ◆自然災害と防災D[博士用] 杉戸信彦 Ⅲ期 BT1204 X9522 社会調査法３ 見田朱子 Ⅳ期
BT4F
情報実習室E

X9553 公衆衛生研究 宮川路子 Ⅰ期 BT1003

X9816 ◆公衆衛生研究D[博士用] 宮川路子 Ⅰ期 BT1003

X9540 環境私法 永野秀雄 Ⅲ期 BT1002

X9808 ◆環境私法D[博士用] 永野秀雄 Ⅲ期 BT1002

7時限
20:20～22:00 - 公共哲学基礎 名和田是彦 Ⅰ期 BT0802 - 政策学基礎 渕元初姫 Ⅰ期 803 X9515 サステイナビリティ研究入門Ｂ

北川徹哉・藤倉良・杉戸
信彦

春期 BT1004 - 地域環境史研究 根崎光男 Ⅰ期 BT1007 X9570 国際環境政策の社会学 島田昭仁 春期 603

- 現代政治分析研究 白鳥浩 Ⅰ期 302 - サステイナブル経営論 長谷川直哉 Ⅰ期 BT0907 - 社会調査法６ 中筋直哉 Ⅰ期 301 - 地域コンサルティング論 佐谷和江 Ⅰ期 201 - 環境経済論 國則守生 Ⅰ期 602

- 経済学基礎 芦谷典子 Ⅰ期 202 -
◆サステイナブル経営論D
[博士用]

長谷川直哉 Ⅰ期 BT0907 - 財政学基礎 関口浩 Ⅱ期 501 - 行政学基礎 武藤博己 Ⅰ期 A305 - ◆環境経済論D[博士用] 國則守生 Ⅰ期 602

- 環境法基礎
永野秀雄・横内恵・中田
達也

Ⅰ期 BT0801 - 環境行政法 横内恵 Ⅰ期 BT0906 - 環境と知的財産権 中里妃沙子 Ⅱ期 701 - 社会調査法８ 田嶋淳子 Ⅱ期 301 - 社会調査法１ 小磯明 Ⅱ期 601

- ◆環境法基礎D[博士用]
永野秀雄・横内恵・中田
達也

Ⅰ期 BT0801 - ◆環境行政法D[博士用] 横内恵 Ⅰ期 BT0906 - 社会調査法２ 中筋直哉 Ⅱ期 301 - 自然環境共生研究 高田雅之 Ⅲ期 BT1007 - 比較行政研究 申龍徹 Ⅱ期 202

- 環境ガバナンスⅠ 西城戸誠 Ⅱ期 BT1101 - ヒューマン・エコロジー 山内愛子 Ⅱ期 BT1102 - 地域環境計画研究 湯澤規子 Ⅲ期 702 - ◆自然環境共生研究D[博士用] 高田雅之 Ⅲ期 BT1007 - 環境ガバナンスⅡ 三好規正 Ⅲ期 A305

- ◆環境ガバナンスDⅠ[博士用] 西城戸誠 Ⅱ期 BT1101 -
◆ヒューマン・エコロジーD
[博士用]

山内愛子 Ⅱ期 BT1102 -
◆地域環境計画研究D
[博士用]

湯澤規子 Ⅲ期 702 - 国際ＮＧＯ・ＮＰＯ論 小野行雄 Ⅲ期 701 - ◆環境ガバナンスDⅡ[博士用] 三好規正 Ⅲ期 A305

- 政策分析評価技法 阿部一知 Ⅱ期 703 - 外交政策論 宮本悟 Ⅱ期 302 - 社会調査法４ 岩間夏樹 Ⅲ期
BT4F
情報実習室E - 環境哲学・倫理学 吉永明弘 Ⅳ期 202 - 国際協力論 武貞稔彦 Ⅲ期 BT1004

-
◆サステイナビリティ学事例研究DⅠ
[博士用]

辻英史 Ⅱ期 801 - 公共政策とジャーナリズム
白鳥浩・読売新聞
社講師

Ⅱ期 202 - 大気人間環境論 北川徹哉 Ⅳ期 BT1006 - ◆国際協力論D[博士用] 武貞稔彦 Ⅲ期 BT1004

- サステイナビリティ学事例研究Ⅰ 辻英史 Ⅱ期 801 - サステイナビリティ・コミュニケーション論 川村雅彦 Ⅱ期 603 - ◆大気人間環境論D[博士用] 北川徹哉 Ⅳ期 BT1006 - 社会調査法５ 小磯明 Ⅲ期 601

- 自然災害と防災 杉戸信彦 Ⅲ期 BT1204 - グローバル環境経営論 白鳥和彦 Ⅲ期 BT1003 - 環境政策法務と条例 朝賀広伸 Ⅳ期 A304

- ◆自然災害と防災D[博士用] 杉戸信彦 Ⅲ期 BT1204 - 社会調査法７ 見田朱子 Ⅲ期
BT4F
情報実習室E

- 公衆衛生研究 宮川路子 Ⅰ期 BT1003 - 社会調査法３ 見田朱子 Ⅳ期
BT4F
情報実習室E

- ◆公衆衛生研究D[博士用] 宮川路子 Ⅰ期 BT1003

- 環境私法 永野秀雄 Ⅲ期 BT1002

- ◆環境私法D[博士用] 永野秀雄 Ⅲ期 BT1002
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2020年度大学院時間割表　【公共政策研究科】サステイナビリティ学専攻 他専攻や学部と合同で行う授業があります。詳細は大学院HPまたはWeｂ掲示板（ともに4月より公開予定）の履修案内に掲載している「授業科目担当者一覧」をご覧ください。

更新日：
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教室
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科目 担当
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期

教室

X9546 地域環境フィールドスタディ 西城戸誠ほか 秋期 後日掲示 X9602 論文研究指導１Ａ 金藤正直 春期 BT1102 土曜日1限 X9702 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 金藤正直 春期 BT1102

X9562 国際協力フィールドスタディ 武貞稔彦 秋期 後日掲示 X9603 論文研究指導１Ｂ 金藤正直 秋期 BT1102 土曜日1限 X9703 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 金藤正直 秋期 BT1102

X9810 地域環境フィールドスタディD 西城戸誠ほか 秋期 後日掲示 X9604 論文研究指導１Ａ 北川徹哉 春期 BT・2311研 土曜日5限 X9704 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 北川徹哉 春期 BT・2311研

X9821 国際協力フィールドスタディD 武貞稔彦 秋期 後日掲示 X9605 論文研究指導１Ｂ 北川徹哉 秋期 BT・2311研 土曜日5限 X9705 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 北川徹哉 秋期 BT・2311研

X9608 論文研究指導１Ａ 小島聡 春期 BT0902 土曜日5限 X9708 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 小島聡 春期 BT0902

X9897 修士論文 専攻教員 年間 - X9609 論文研究指導１Ｂ 小島聡 秋期 BT0902 土曜日5限 X9709 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 小島聡 秋期 BT0902

X9898 政策研究論文 専攻教員 年間 - X9610 論文研究指導１Ａ 杉戸信彦 春期 BT・2315研 土曜日4限 X9710 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 杉戸信彦 春期 BT・2315研

X9899 博士論文 専攻教員 年間 - X9611 論文研究指導１Ｂ 杉戸信彦 秋期 BT・2315研 土曜日4限 X9711 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 杉戸信彦 秋期 BT・2315研

X9612 論文研究指導１Ａ 高田雅之 春期 BT・1320研 金曜日5限 X9712 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 高田雅之 春期 BT・1320研

X9613 論文研究指導１Ｂ 高田雅之 秋期 BT・1320研 金曜日5限 X9713 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 高田雅之 秋期 BT・1320研

X9614 論文研究指導１Ａ 高橋五月 春期 BT・2401研 木曜日6限 X9714 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 高橋五月 春期 BT・2401研

X9615 論文研究指導１Ｂ 高橋五月 秋期 BT・2401研 木曜日6限 X9715 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 高橋五月 秋期 BT・2401研

X9616 論文研究指導１Ａ 武貞稔彦 春期
BT24F 人間環
境学部資料室

土曜日5限 X9716 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 武貞稔彦 春期
BT24F 人間環境
学部資料室

X9617 論文研究指導１Ｂ 武貞稔彦 秋期
BT24F 人間環
境学部資料室

土曜日5限 X9717 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 武貞稔彦 秋期
BT24F 人間環境
学部資料室

X9618 論文研究指導１Ａ 辻英史 春期 BT・2215研 木曜日6限 X9718 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 辻英史 春期 BT・2215研

X9619 論文研究指導１Ｂ 辻英史 秋期 BT・2215研 木曜日6限 X9719 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 辻英史 秋期 BT・2215研

X9620 論文研究指導１Ａ 永野秀雄 春期
BT24F人間環境
学部資料室

土曜日5限 X9720 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 永野秀雄 春期
BT24F 人間環境
学部資料室

X9621 論文研究指導１Ｂ 永野秀雄 秋期
BT24F人間環境
学部資料室

土曜日5限 X9721 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 永野秀雄 秋期
BT24F 人間環境
学部資料室

X9622 論文研究指導１Ａ 西城戸誠 春期 BT・2408研 土曜日5限 X9722 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 西城戸誠 春期 BT・2408研

X9623 論文研究指導１Ｂ 西城戸誠 秋期 BT・2408研 土曜日5限 X9723 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 西城戸誠 秋期 BT・2408研

X9624 論文研究指導１Ａ 長谷川直哉 春期 BT・1301研 月曜日6限 X9724 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 長谷川直哉 春期 BT・1301研

X9625 論文研究指導１Ｂ 長谷川直哉 秋期 BT・1301研 月曜日6限 X9725 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 長谷川直哉 秋期 BT・1301研

X9626 論文研究指導１Ａ 藤倉良 春期 BT1006 土曜日2限 X9726 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 藤倉良 春期 BT1006

X9627 論文研究指導１Ｂ 藤倉良 秋期 BT1006 土曜日2限 X9727 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 藤倉良 秋期 BT1006

X9628 論文研究指導１Ａ 松本倫明 春期 BT1005 土曜日2限 X9728 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 松本倫明 春期 BT1005

X9629 論文研究指導１Ｂ 松本倫明 秋期 BT1005 土曜日2限 X9729 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 松本倫明 秋期 BT1005

X9630 論文研究指導１Ａ 宮川路子 春期 BT・2412研 土曜日4限 X9730 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 宮川路子 春期 BT・2412研

X9631 論文研究指導１Ｂ 宮川路子 秋期 BT・2412研 土曜日4限 X9731 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 宮川路子 秋期 BT・2412研

X9632 論文研究指導１Ａ 湯澤規子 春期 801 土曜日2限 X9732 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 湯澤規子 春期 801

X9633 論文研究指導１Ｂ 湯澤規子 秋期 801 土曜日2限 X9733 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 湯澤規子 秋期 801

X9634 論文研究指導１Ａ 吉永明弘 春期 BT2202研 土曜日1限 X9734 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 吉永明弘 春期 BT2202研究室

X9635 論文研究指導１Ｂ 吉永明弘 秋期 BT2202研 土曜日1限 X9735 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 吉永明弘 秋期 BT2202研究室

X9636 論文研究指導１Ａ 横内恵 春期 BT1002 水曜日6限 X9736 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 横内恵 春期 BT1002

X9637 論文研究指導１Ｂ 横内恵 秋期 BT1002 水曜日6限 X9737 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 横内恵 秋期 BT1002

X9638 論文研究指導１Ａ 渡邊誠 春期 BT1003 土曜日4限 X9738 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ａ [博士用] 渡邊誠 春期 BT1003

X9639 論文研究指導１Ｂ 渡邊誠 秋期 BT1003 土曜日4限 X9739 ◆サステイナビリティ特殊研究１Ｂ [博士用] 渡邊誠 秋期 BT1003

X9650 論文研究指導２Ａ 金藤正直 春期 BT1102 土曜日4限 X9750 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ａ [博士用] 杉戸信彦 春期 BT・2315研

X9651 論文研究指導２Ｂ 金藤正直 秋期 BT1102 土曜日4限 X9751 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ｂ [博士用] 杉戸信彦 秋期 BT・2315研

X9652 論文研究指導２Ａ 國則守生 春期 BT0801 土曜日5限 X9752 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ａ [博士用] 武貞稔彦 春期
BT24F 人間環境
学部資料室

X9653 論文研究指導２Ｂ 國則守生 秋期 BT0801 土曜日5限 X9753 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ｂ [博士用] 武貞稔彦 秋期
BT24F 人間環境
学部資料室

X9654 論文研究指導２Ａ 小島聡 春期 BT0902 土曜日5限 X9754 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ａ [博士用] 西城戸誠 春期 BT・2408研

X9655 論文研究指導２Ｂ 小島聡 秋期 BT0902 土曜日5限 X9755 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ｂ [博士用] 西城戸誠 秋期 BT・2408研

X9656 論文研究指導２Ａ 高田雅之 春期 BT・1320研 金曜日6限 X9756 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ａ [博士用] 藤倉良 春期 BT1006

X9657 論文研究指導２Ｂ 高田雅之 秋期 BT・1320研 金曜日6限 X9757 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ｂ [博士用] 藤倉良 秋期 BT1006

X9658 論文研究指導２Ａ 武貞稔彦 春期
BT24F 人間環
境学部資料室

土曜日5限 X9758 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ａ [博士用] 宮川路子 春期 BT・2412研

X9659 論文研究指導２Ｂ 武貞稔彦 秋期
BT24F 人間環
境学部資料室

土曜日5限 X9759 ◆サステイナビリティ特殊研究２Ｂ [博士用] 宮川路子 秋期 BT・2412研

X9660 論文研究指導２Ａ 西城戸誠 春期 BT・2408研 土曜日5限 X9780 ◆サステイナビリティ特殊研究３Ａ [博士用] 金藤正直 春期 BT1102

X9661 論文研究指導２Ｂ 西城戸誠 秋期 BT・2408研 土曜日5限 X9781 ◆サステイナビリティ特殊研究３Ｂ [博士用] 金藤正直 秋期 BT1102

X9662 論文研究指導２Ａ 長谷川直哉 春期 BT・1301研 月曜日6限 X9782 ◆サステイナビリティ特殊研究３Ａ [博士用] 長谷川直哉 春期 BT・1301研

X9663 論文研究指導２Ｂ 長谷川直哉 秋期 BT・1301研 月曜日6限 X9783 ◆サステイナビリティ特殊研究３Ｂ [博士用] 長谷川直哉 秋期 BT・1301研

X0006 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0025 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X9664 論文研究指導２Ａ 藤倉良 春期 BT1006 土曜日2限 X9784 ◆サステイナビリティ特殊研究３Ａ [博士用] 藤倉良 春期 BT1006

X0007 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0026 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X9665 論文研究指導２Ｂ 藤倉良 春期 BT1006 土曜日2限 X9785 ◆サステイナビリティ特殊研究３Ｂ [博士用] 藤倉良 秋期 BT1006

X0022 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X0027 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0023 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0036 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0024 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0037 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

2020年3月20日

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 日程・注意事項など
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担当教員が各自指示します。 土曜日5限

担当教員が各自指示します。 土曜日5限

修士課程２年生は全員登録してください。 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

博士後期課程3年生は全員登録してください。 土曜日5限

担当教員が各自指示します。 土曜日6限

担当教員が各自指示します。 土曜日6限

土曜日6限

木曜日5限

土曜日6限

土曜日6限

土曜日2限

土曜日2限

木曜日5限

土曜日4限

土曜日4限

土曜日4限

木曜日7限

木曜日7限

土曜日4限

土曜日2限

土曜日2限

土曜日2限

土曜日5限

土曜日5限

土曜日2限

土曜日3限

土曜日2限

土曜日2限

水曜日7限

水曜日7限

土曜日2限

土曜日2限

土曜日3限

土曜日5限

土曜日6限

土曜日6限

土曜日5限

土曜日5限

土曜日5限

土曜日4限

土曜日4限

土曜日2限

土曜日5限

土曜日5限

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5限

土曜日2限

土曜日2限

土曜日2限

土曜日2限

土曜日2限

土曜日5限


