
2016年6月

2016年度春学期　総合政策科学研究科オープンキャンパス公開科目一覧

１講時→９：００～１０：３０ ４講時→１４：５５～１６：２５ ７講時→２０：１０～２１：４０
２講時→１０：４５～１２：１５ ５講時→１６：４０～１８：１０
３講時→１３：：１０～１４：４０ ６講時→１８：２５～１９：５５

教室：志高館（烏丸キャンパス）、渓水館（新町キャンパス）　他

キャンパスマップは右記ＵＲＬ参照：http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/imadegawa/overview.html

前期課程　総合政策科学専攻
（2012年度以降生　対象科目）

科　目
クラ
ス

001 阿部　茂行 月7 渓水館232

005 井口　　貢 木4 良心館436 6/18　3～5限に実施

006 今川　　晃 水7 志高館地下4

007 今里　　滋 木7 志高館地下5

010 川口　　章 土2 臨光館R303

011 川井　圭司 火7 渓水館233

015 久保　真人 水18：00～ 渓水館第2共同研究室

016 真山　達志 金2 志高館地下2

019 中川　　清 土4 渓水館219

022 新川　達郎 土2 志高館地下3

027 多田　　実 木4 志高館地下9

029 月村　太郎 火7 渓水館231 希望者は担当教員に要事前連絡

032 山谷　清志 火6 渓水館214

005 井口　　貢 木6 良心館436 6/18　3～5限に実施

007 今里　　滋 水6 志高館地下3

008 井上　恒男 月5 志高館251

010 川口　　章 土1 志高館地下2

011 川井　圭司 火6 渓水館233

014 風間　規男 火6 志高館地下5

015 久保　真人 水18：00～ 渓水館第2共同研究室

016 真山　達志 金6 志高館地下2

022 新川　達郎 土1 志高館地下3

023 野間　敏克 水6 渓水館216

027 多田　　実 月5 志高館地下9

029 月村　太郎 水7 志高館地下6 希望者は担当教員に要事前連絡

032 山谷　清志 水7 渓水館214

政策研究基礎Ⅰ
I
n

風間　規男

－政治系－
-
P

原田　徹

政策研究基礎Ⅱ
I
n

－経済系－
-
E

B8032 政策分析研究
S
t

川上　敏和 月5 志高館地下3

B8033 意思決定論研究
S
t

多田　　　実 火5 良心館301

B8034 憲法解釈研究
S
t

大島佳代子 月5 渓水館227

B8039 行政管理論研究
S
t

新川　達郎 月6 志高館116

B8041 政策評価論研究
S
t

山谷　清志 水6 渓水館214

B8042 地方自治論研究
S
t

今川　　晃 木6 志高館地下6

B8049 国際政治学研究
S
t

月村　太郎 火6 志高館地下2 希望者は担当教員に要事前連絡

B8050 グローバル経済論研究
S
t

岡本由美子 木5 志高館地下2

B8081 都市政策論研究
S
t

増田　知也 火6 志高館115

B8087 福祉政策論研究
S
t

井上　恒男 水6 志高館117

B8090 雇用政策論研究
S
t

川口　　章 火6 志高館116

B8092 金融政策論研究
S
t

川浦　昭彦 木5 志高館地下3

＜政策研究コース＞
登録コード

科    目    名
2016

担  当  者
曜日講時 教室 備考

〔演習科目〕

〔演習導入科目〕

B8012 研究演習Ⅱ

B8021

〔研究基礎科目（４単位以上履修すること）〕

B8014 演習入門

火7 志高館114

木7 志高館117

〔基礎展開科目（４単位以上履修すること）〕

〔応用展開科目（２単位以上履修すること）〕

B8022 川上　敏和
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科　目
クラ
ス

登録コード

科    目    名
2016

担  当  者
曜日講時 教室 備考

今里　　滋

新川　達郎

001 阿部　茂行 月7 渓水館232

005 井口　　貢 木4 良心館436 6/18　3～5限に実施

006 今川　　晃 水7 志高館地下4

007 今里　　滋 木7 志高館地下5

010 川口　　章 土2 臨光館R303

011 川井　圭司 火7 渓水館233

015 久保　真人 水7 渓水館213

016 真山　達志 金2 志高館地下2

019 中川　　清 土4 渓水館219

022 新川　達郎 土2 志高館地下3

027 多田　　実 木4 志高館地下9

029 月村　太郎 木7 渓水館231 希望者は担当教員に要事前連絡

032 山谷　清志 火6 渓水館214

005 井口　　貢 木6 良心館436 6/18　3～5限に実施

007 今里　　滋 水6 志高館地下3

008 井上　恒男 月5 志高館251

010 川口　　章 土1 志高館地下2

011 川井　圭司 火6 渓水館233

014 風間　規男 火6 志高館地下5

015 久保　真人 水6 渓水館213

016 真山　達志 金6 志高館地下2

022 新川　達郎 土1 志高館地下3

023 野間　敏克 水6 渓水館216

027 多田　　実 月5 志高館地下9

029 月村　太郎 水7 志高館地下6 希望者は担当教員に要事前連絡

032 山谷　清志 水7 渓水館214

B8203 現代社会起業研究
S
t

今里　　滋 火7 志高館119

B8206 ソーシャル・ネットワーク研究
S
t

佐野　淳也 金7 志高館地下3

B8215 ワーク・ライフ・バランス研究
S
t

藤本　哲史 火6 志高館地下8

B8219 地域金融研究
S
t

野間　敏克 月4 志高館地下2

B8222 人とイノベーション
H
u
m

中田　喜文 水7 寒梅館329
希望者は担当教員に要事前連絡

（事前資料あり）

B8253 ソーシャル・インクルージョン研究
S
t

関根　千佳 木5 渓水館105

B8258 国際協力NGO論研究
S
t

木場　紗綾 火4 志高館地下2

B8003 図書館情報学研究入門 原田　隆史 水6 尋真館5 希望者は担当教員に要事前連絡

B8406
図書館情報学特講Ⅵ
－図書館情報技術論－

原田　隆史 木7 尋真館5 希望者は担当教員に要事前連絡

B8470
図書館情報学研究プロジェクト－図書
館情報学に関わる共同研究①－

原田　隆史 水7 尋真館5 希望者は担当教員に要事前連絡

＜ソーシャル・イノベーションコース＞
〔導入科目〕

〔演習科目〕

B8012 研究演習Ⅱ

水7 志高館120

〔演習導入科目〕

B8014 演習入門

B8002 ソーシャル・イノベーション研究入門

〔導入科目〕

〔基礎展開科目（４単位以上履修すること）〕

〔応用展開科目（６単位以上履修すること）〕

〔基礎展開科目（４単位以上履修すること）〕

〔臨床展開科目（２単位以上履修すること）〕

＜図書館情報学コース＞
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