
 ２０２０年度　法政大学大学院政策創造研究科＜修士＞時間割表

授業コード 科目 担当 教室 授業コード 科目 担当 教室 授業コード 科目 担当 教室 授業コード 科目 担当 教室

月
６・７限
18：35
～22：00

XW016 CSR論 小方　信幸 302 XW119 コンテンツツーリズム論 増淵　敏之 301 XW011 文化地理学 増淵　敏之 301 XW108 地域コミュニティ論 中島　由紀 303

XW115 都市文化論 増淵　敏之 301 XW140 企業活動と社会Ⅰ 小方　信幸 302 XW130 非営利組織特論 今瀬　政司 302 XW113 文化基盤形成論 増淵　敏之 301

XW118 地域ブランド論 金子　和夫 303 XW133 財務戦略論 赤岩　茂 304

火
６・７限
18：35
～22：00

XW012 都市空間論 上山　肇 302 XW005 研究法 上山　肇 302 XW124 イベント・フェスティバル論 山中　聡 101 XW101 少子高齢化と社会保障 高尾　真紀子 101

XW014 地域産業論 真壁　昭夫 301 XW110 生活政策論 高尾　真紀子 303 XW126 行動経済学 真壁　昭夫 301 XW127 応用行動経済学 真壁　昭夫 301

XW128 地域経営戦略論 真壁　昭夫 304 XW138 ダイバーシティ経営 斎藤　悦子 501 XW139 コーポレートガバナンス 林　順一 303

水
６・７限
18：35
～22：00

XW141 経済学 梅溪　健児 301 XW102 実証分析入門 梅溪　健児 302 XW008 日本経済論 梅溪　健児 302 XW129 ソーシャルキャピタル論 黒田　英一 304

XW142 社会学 黒田　英一 303 XW104 雇用政策研究（ミクロ） 山田　亮 301 XW010 地域活性化システム論 高尾　真紀子 301 XW144 英語論文文献講読 梅溪　健児 305

XW136 ESG投資と企業経営 小方　信幸 501

木
６・７限
18：35
～22：00

XW004 研究法 上山　肇 302 XW007 質的研究法 齊藤　弘通 302 XW009 人的資源管理論 石山　恒貴 501 XW013 観光社会学 須藤　廣 302

XW006 研究法（中国語） 鳥丸　知子 304 XW107 人材育成論 石山　恒貴 301 XW105 キャリア政策研究 小山　浩一 304 XW106 地域雇用政策事例研究 石山　恒貴 101

XW103 雇用政策研究（マクロ） 石山　恒貴 101 XW134 事業承継論 磯竹　克人 304 XW117 文化社会学 宮入　恭平 301 XW114 コミュニティーメディア論 北郷　裕美 301

金
６・７限
18：35
～22：00

XW121 フィールドワーク論 須藤　廣 302 XW131 商店街活性化論 井上　善海 301 XW015 中小企業論 井上　善海 301 XW120 観光開発論 須藤　廣 301

XW135 経営戦略論 井上　善海 301 XW143 レポートライティング 菅野　雅子 302 XW116 ニューツーリズム論 須藤　廣 302 XW132 新産業創出論 井上　善海 101

土
１・２限
8：50
～12：20

XW002 政策ワークショップ 小方　信幸 302 XW001 政策分析の基礎

石山、高尾、梅
溪、増淵、須藤、
真壁、小方、井
上

301 XW109 消費者政策・競争政策 田口　義明 304 XW137 SDGｓと企業経営 小方　信幸 301

XW112 比較都市事例研究 上山　肇 302 XW111 地域社会論 上山　肇 303

３限
13：00
～14：40

XW123 メディア産業論 増田　弘道 XW003 調査法 高尾　真紀子

XW201 プログラム演習(1・2年次） 梅溪　健児 XW202 プログラム演習(1・2年次） 梅溪　健児

XW203 プログラム演習(1・2年次） 石山　恒貴 XW204 プログラム演習(1・2年次） 石山　恒貴

XW205 プログラム演習(1・2年次） 高尾　真紀子 XW206 プログラム演習(1・2年次） 高尾　真紀子

XW207 プログラム演習(1・2年次） 増淵　敏之 XW208 プログラム演習(1・2年次） 増淵　敏之

XW209 プログラム演習(1・2年次） 上山　肇 XW210 プログラム演習(1・2年次） 上山　肇

XW211 プログラム演習(1・2年次） 須藤　廣 XW212 プログラム演習(1・2年次） 須藤　廣

XW213 プログラム演習(1・2年次） 真壁　昭夫 XW214 プログラム演習(1・2年次） 真壁　昭夫

XW215 プログラム演習(1・2年次） 井上　善海 XW216 プログラム演習(1・2年次） 井上　善海

XW217 プログラム演習(1・2年次） 小方　信幸 XW218 プログラム演習(1・2年次） 小方　信幸

授業コード 科目 担当 教室

XW125 観光マーケティング論 青木　洋高 501

XW122 フィールドワーク演習
上山、須藤、
増淵

302
（7/25（土））

授業コード

XW401

XW402

301
BT4階

情報実習室D

2020/3/17　現在

修士

春　学　期　　（４月７日～７月１７日） 秋　学　期　　（９月２０日～１月１４日）
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期

４月７日～５月２９日 ５月３０日～７月１７日 ９月１８日～１１月８日 １１月９日～１月１４日

403 403

BT0606 BT0606

BT0705

４・５限
15：00
～18：30

305 305

301 301

BT0705

303 303

304 304

BT0601 BT0601

BT0706 BT0706

修士
集　中　授　業

期間

春学期集中
7月25日（土）2～6時限、7月30日（木）6～7時限、
7月31日（金）6～7時限、8月1日（土）2～6時限

政策研究論文 M2のうち、「政策研究論文」を提出する場合、全員履修登録してください。

年間集中
7月25日（土）3～4時限、

8月1日（土）、8月2日（日）、8月3日（月）、
秋学期数日（日程は決まり次第周知します。）

論文 備考：「その他・集中」科目より選択

修士論文 M2のうち「修士論文」を提出する場合、全員履修登録してください。

■時間割は変更になる場合があります。校舎内の掲示板等で変更状況をご確認ください。

■教室の表記について、「数字のみ」は新一口坂校舎、「BT～」はボアソナードタワ－
の教室であることを示します。

■教室欄に「研究室」と記載のあるものは、各教員の研究室にて授業を行います。

■科目名称が変更となっている科目は、新名称のみ記載しています。
シラバスの新旧科目対応表を参照下さい。

■休講科目については、研究科ガイドを参照してください。

■隔年開講科目については、研究科ガイドを参照してください。

■時間割は変更になる場合があります。校舎内の掲示板等で変更状況をご確認ください。

■教室の表記について、「数字のみ」は新一口坂校舎、「BT～」はボアソナードタワ－
の教室であることを示します。

■教室欄に「研究室」と記載のあるものは、各教員の研究室にて授業を行います。

■科目名称が変更となっている科目は、新名称のみ記載しています。
シラバスの新旧科目対応表を参照下さい。

■休講科目については、研究科ガイドを参照してください。

■隔年開講科目については、研究科ガイドを参照してください。

■時間割は変更になる場合があります。校舎内の掲示板等で変更状況をご確認ください。

■教室の表記について、「数字のみ」は新一口坂校舎、「BT～」はボアソナードタワ－
の教室であることを示します。

■教室欄に「研究室」と記載のあるものは、各教員の研究室にて授業を行います。

■科目名称が変更となっている科目は、新名称のみ記載しています。
シラバスの新旧科目対応表を参照下さい。

■休講科目については、研究科ガイドを参照してください。

■隔年開講科目については、研究科ガイドを参照してください。

https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001651&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001670&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001646&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001659&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001666&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001691&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001681&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001664&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001669&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001684&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001647&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001640&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001675&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001652&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001649&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001661&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001677&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001678&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001679&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001689&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001690&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001693&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001653&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001643&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001680&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001694&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001655&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001645&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001696&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001687&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001639&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001642&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001644&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001648&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001641&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001658&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001656&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001657&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
https://syllabus.hosei.ac.jp/web/preview.php?no_id=2001654&nendo=2020&gakubu_id=%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%89%B5%E9%80%A0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%A7%91&gakubueng=ER&t_mode=pc
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