
Ⅰ限　８時４５分～１０時１５分 Ⅱ限　１０時３０分～１２時 Ⅲ限　１時～２時３０分 Ⅳ限　２時４５分～４時１５分 Ⅴ限　４時３０分～６時
財政システム 諸富徹 政策分析の量的方法（応用） 川畑康治 政策分析の量的方法（応用） 川畑康治 現代規範理論 森川輝一 国際経済関係論 坂出健

（法経四） （第１RPG） （第１RPG） （公共第一教室） （第１RPG）

危機管理論 越山健治 社会保障法政策 稲森公嘉 政党と選挙 建林正彦

（公共第一教室） （法科三） （第２RPG）

競争法の公共政策 川濵昇 英語情報分析 島田幸典

（法経北館３演） （公共第一教室）

政治哲学古典講読 森川輝一 国際政治経済分析 鈴木基史

（第２RPG） （第２RPG）

環境・エネルギーの国際政策論 服部崇 外国報道の分析 鈴木悠 会計学 草野真樹 特許法総論 愛知靖之 Contemporary Issues１ 秋月謙吾

（経研北館Ｎ202） （公共第一教室） （未定／初回はオンライン授業） （法科一） （第２RPG）

Professional Writing ヒジノケン 国際企業法務 西谷祐子 国土交通行政のプロセス 武藤浩

（第１RPG） （法経九） （公共第一教室）

教育政策学 開沼太郎 通商産業政策 佐伯英隆

（教育学研究科第一講義室） （第１RPG）

国土交通政策論 長町大輔

（経研北館Ｎ101）

政策決定過程論 近藤正基 公共政策論Ａ 待鳥聡史 マクロ経済学 遊喜一洋 公務員制度 嶋田博子 デジタルガバメント論 岩下直行

（公共第一教室） （公共第一教室） （未定／初回はオンライン授業） （法経十一） （公共第一教室）

競争政策 依田高典 行政システム 曽我謙悟 CS 省庁間関係 伊藤哲夫

（経済101演） （公共第一教室） （第２RPG）

環境政策 ミクロ経済学 宇高淳郎

（公共第一教室／第２RPG） （未定／初回はオンライン授業）

ヨーロッパ政治 唐渡晃弘 CS 日本経済分析 岩下直行

（第１RPG） （第２RPG）

競争法総論 和久井理子 FinTech概論 岩下直行 統計基礎理論 松井啓之

（法経十一） （公共第一教室） （未定／初回はオンライン授業）

国際行政論 酒井啓亘 安全保障概論 中西寛

（公共第一教室） （法科三）

CS 現代政策と公共哲学 嶋田博子

（第２RPG）

国際経済法 酒井啓亘 公共政策論Ｂ 岡敏弘 国際人道支援と我が国の役割 国際人道支援と我が国の役割 地域活性化論

（法科３演） （公共第一教室） （第２RPG） （第２RPG） （公共第一教室）

公共管理論 吉田忠彦 CS NPOの理念と活動分析

（公共第一教室） （第２RPG）

社会保障政策 古村典洋 社会保障政策 古村典洋

（経研北館Ｎ202） （経研北館Ｎ202）

日本経済・経済政策論 川﨑暁 人権保障の現代的課題 毛利透

（経研本館409第一共同研究室） （第１RPG）

国際政治と日本外交 有馬裕 国際政治と日本外交 有馬裕 都市・地域計画 沓澤隆司 都市・地域計画 沓澤隆司

（第１RPG） （第１RPG） （法経第四教室） （法経第四教室）

市民参加論 小田切康彦

（第２RPG）

CS 国際開発・支援実務 長谷川基裕

（第２RPG）

１）2限連続科目は隔週開講です。　２）集中講義科目及び隔週科目の授業日は、別途掲示します。　３）最新情報はKULASISで確認してください。

木

〈 前期 〉　令和３年度公共政策大学院授業時間割

月

火

水
伊藤哲夫、諸
富徹、
清水延彦

金

多田昌弘・
山本英昭・
近藤健・未定

多田昌弘・
山本英昭・
近藤健・未定

森田俊作、
反町雅史、
松村勉

吉田忠彦、
野池雅人

土

集
中



Ⅰ限　８時４５分～１０時１５分 Ⅱ限　１０時３０分～１２時 Ⅲ限　１時～２時３０分 Ⅳ限　２時４５分～４時１５分 Ⅴ限　４時３０分～６時
政策評価・行政評価 小西敦 政策課題研究 岡敏弘 労使関係と法 鎌田幸夫

（公共２演） （公共３演） （法科１演）

政策課題研究 川濵昇 リーダーシップ論 柿沼英樹

（第２RPG） （経営講義室１）

政策課題研究 奈良岡聰智

（第１RPG）

通商政策概論 服部崇 ＥＵ法 経済安全保障論 坂出健 地方自治法制 未定 Contemporary Issues２ 秋月謙吾

（経研北館Ｎ202） （法科１演） （第１RPG） （第２RPG） （第２RPG）

日本政治外交 奈良岡聰智 インフラ整備の政策分析 長町大輔 CS 予算と政策分析 百嶋計

（第２RPG） （経研北館Ｎ202） （第１RPG）

行政法各論 仲野武志 公会計 宮本幸平

（公共第一教室） （第２RPG）

租税論 諸富徹 租税論 諸富徹 中央銀行と金融市場 岩下直行 統治システム 毛利透 CS 環境、エネルギー分野を中心とする法律の立案 伊藤哲夫

（経済106演） （経済106演） （第１RPG） （公共第一教室） （公共第一教室）

政策分析の方法概論 近藤正基 English Presentation マハンマーフィー 現代アメリカ政治 待鳥聡史 CS 金融・政策分析 岩下直行 CS 国際通商政策 佐伯英隆

（公共第一教室） （第１RPG） （法経北館６演） （第２RPG） （第１RPG）

政策分析の量的方法（基礎） 建林正彦 エネルギー資源政策論 伊藤哲夫 国際法 玉田大

（公共第一教室） （公共第一教室） （第１RPG）

CS 人事改革分析 嶋田博子

（第２RPG）

行政官の役割規範 嶋田博子 厚生労働政策 久本憲夫 CS 環境政策実務－企画立案・実施・評価 清水延彦

（公共第一教室） （公共第一教室） （第２RPG）

まちづくりとまち経営 要藤正任 行政と情報化 松井啓之

（経営講義室２） （第２RPG）

企業制度論 前田雅弘

（第１RPG）

金融政策 岩下直行

（第２RPG）

経済政策 岡敏弘 政策分析のための統計基礎 浅野耕太 交渉術 仁木恒夫 交渉術 仁木恒夫 メディアポリティックス

（公共第一教室） （吉田南総合館　共北31） （公共第一教室）

私法秩序論 山本敬三 日本の財政政策 古村典洋 日本の財政政策 古村典洋

（第１RPG） （経研北館Ｎ202） （経研北館Ｎ202）

CS 国と地方の関係 未定 CS 国と地方の関係 未定 立法政策・技術 高森雅樹 立法政策・技術 高森雅樹

（第２RPG） （第２RPG） （公共第一教室） （公共第一教室）

刑事司法・警察行政 刑事司法・警察行政

（第１RPG） （第１RPG）

中小企業政策

（第１RPG）

１）2限連続科目は隔週開講です。　２）集中講義科目及び隔週科目の授業日は、別途掲示します。　３）最新情報はKULASISで確認してください。

水

〈 後期 〉　令和３年度公共政策大学院授業時間割

月

火

濵本正太郎
西連寺隆行

集
中

立見淳哉・
梅村仁・
桑原武志

木

金
笹森春樹・村尾
卓志・池永尚嗣・
平井道子（公共第一教室／公共１演、公共３演） （公共第一教室／公共１演、公共３演）

土
勝丸充啓、
津田隆好

勝丸充啓、
津田隆好
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