
2020年度大学院時間割表　【政治学研究科】国際政治学専攻 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4月7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

X5530 戦略と政策 森聡 春期 BT1103 X5513 Academic Reading （上級） ザヘル・ハスン 秋期 602

2時限
10:40～１2:20

X5501 アメリカ外交史 森聡 春期 山・Y701 X5548 日本政治外交研究１ 高橋和宏 春期 302 X5536 ロシア政治外交研究１ 溝口修平 春期 802 X5515 Thesis Writing （上級） ザヘル・ハスン 秋期 602

X5523 持続可能な開発のための教育（ESD） 弓削昭子 春期 203 X5549 日本政治外交研究２ 高橋和宏 秋期 302 X5537 ロシア政治外交研究２ 溝口修平 秋期 802

X5531 アメリカの対外政策 森聡 秋期 山・Y803

3時限
13:00～14:40

X5546 国際地域研究（ヨーロッパ）（１） 宮下雄一郎 春期 BT0705 X5554 総合講座・国際協力講座 弓削昭子 秋期 S205 X5544 国際地域研究（東南アジア）（１） 浅見靖仁 春期 801 X5517 Presentation & Debate（上級） ザヘル・ハスン 秋期 602

X5552 国際機関講座 弓削昭子 春期 山・Y504 X5545 国際地域研究（東南アジア）（２） 浅見靖仁 秋期 801

X5547 国際地域研究（ヨーロッパ）（２） 宮下雄一郎 秋期 BT0705

4時限
15:00～16:40

X5534 対外政策研究（朝鮮半島）（１） 朴廷鎬 春期 301 X5500 国際政治理論 森聡 春期 山・Y702 X5529 アジア平和軍事研究 朴廷鎬 春期 301

X5535 対外政策研究（朝鮮半島）（２） 朴廷鎬 秋期 301

5時限
16:50～18:30

X5514 Thesis Writing （初級）
アラン・メドウ
ズ

春期 BT0503

X5538 国際地域研究（中国）（１） 菱田雅晴 春期 801

X5532 対外政策研究（中国）（１） 菱田雅晴 秋期 801

6時限
18:35～20:15

X5522 地球環境政治論 横田匡紀 秋期 501 X5511 非伝統的安全保障研究 本多美樹 春期 702 X5516 Presentation & Debate（初級）
アラン・メドウ
ズ

春期 BT0503 X5509 国際協力政策研究１ 武貞稔彦 Ⅲ期 BT1004

X5539 国際地域研究（中国）（２） 菱田雅晴 春期 801

X5542
国際地域研究（ロシア・中央アジア）
（１）

片桐俊浩 春期 303

X5526 地球規模課題政策研究 本多美樹 秋期 702

X5533 対外政策研究（中国）（２） 菱田雅晴 秋期 801

X5543
国際地域研究（ロシア・中央アジア）
（2）

片桐俊浩 秋期 303

X5551 開発援助運営論：JICA講座 弓削昭子 秋期 202

7時限
20:20～22:00

X5512 Academic Reading （初級）
アラン・メドウ
ズ

春期 BT0503 - 国際協力政策研究１ 武貞稔彦 Ⅲ期 BT1004
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X5550
グローバル政治経済特別
セミナー

菱田雅晴 秋期 後日掲示

X5700 修士論文
国際政治学専攻
教員

年間 - 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 - - -

X5800 リサーチ・ペーパー
国際政治学専攻
教員

年間 - 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 - - -

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 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0037 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

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

後日掲示 他大学院で履修する単位互換科目

修士課程２年生は全員登録してください。

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。

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。
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