
平成 28年度 

大 阪 市 立 大 学 経 済 学 部 時 間 割 表 
 

・担当の☆は講師、★は特任教員、（ ）は非常勤講師。 

・専門演習は、前期・後期で曜日・時限が異なる場合があるので確認すること｡ 

※ 後期の演習は、前期で通年登録済の場合は時間割コードを記載しない。 

・他学部提供専門科目の受講については、学生サポートセンター１階 教務・学生室内に 

ある提供学部の時間割・シラバスで確認すること。 

・他学部提供の集中講義については、受講生が過大な場合、受講制限されることがある。 

・集中講義科目を履修する者は、前期履修登録時、集中講義欄に登録すること。 

・1 部 4 回生で『卒業論文』を履修する者は、前期履修登録時、集中講義欄に登録すること。 

・『教育実習事前事後指導』を履修する者は、前期履修登録時、月曜・5 限に登録すること。 

・『高等学校・中学校教育実習』、『教育実習ガイダンス』、『教職実践演習』を履修する者は、

前期履修登録時、集中講義欄に登録すること。 

・『コンピュータ講座』は、経済学部 2～4 回生向けに開講され、定員は 50 名(抽選で決定)。 

・1 部各上級講義は経済学部 3～4 回生のみ履修できる。 

※その他注意事項については、シラバス、要覧を確認すること。 

 

 

 

第Ⅰ時限   8：55～10：25 

第Ⅱ時限  10：40～12：10 

第Ⅲ時限  13：00～14：30 

第Ⅳ時限  14：45～16：15 

第Ⅴ時限  16：30～18：00 

 



時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室

1E1101 商業簿記基礎論 (小田) 410 1E1201 マクロ経済学2 中嶋 730 1E1301 経済英語2 ウェザーズ 711C 1E1441 専門演習4 ウェザーズ 13C

1E1202 経済情報論特講 (上田) 132 1E1331 専門演習3 中嶋 12A 1E1443 専門演習４ 長尾 52E1

1E1332 専門演習3 長尾 52E1

1E8901 教育実習事前事後指導 122

1E2141 専門演習4 久保 12E 1E2201 経済数学 (落合) 740

1E2142 専門演習4 森脇 521 1E2202 コンピュータ講座A 中島 学情９F

1E2203
Introduction to International

Economics 久保 134

1E2204 経済政策上級講義 滋野 132

1E3101 社会思想史 中村（健） 730 1E3201 政治経済学Ⅱ 脇村 730 1E3301 世界経済の論点 森脇 740 1E3401 農業経済論 （松島） 128

1E3202 国際協力論 岩波 125 1E3302 産業経済論 浦西 730 1E3402 産業組織論特講 北原 730

1E3203 産業技術論 坂上 410 1E3303 統計解析論 中川 132 1E3411 基礎演習 中川 711C

1E3231 専門演習3 辻 13C 1E3321 論文演習 彭 522 1E3412 基礎演習 中村（健） 522

1E3232 専門演習3 福原 12A 1E3322 論文演習 森 523 1E3413 基礎演習 脇村 523

1E3233 専門演習3 森 12F 1E3331 専門演習3 中島 CA教室 1E3414 基礎演習 長尾 524

1E3234 専門演習3 森脇 521 1E3332 専門演習3 中村（健） 13D 1E3421 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ワークショップ 森脇 521

1E3235 専門演習3 若森 13A 1E3341 専門演習4 岩波 経済学部棟 1E3422 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ワークショップ ★大城 121

1E3342 専門演習4 福原 12A 1E3423 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ワークショップ 朴 120

1E3343 専門演習4 若森 13A 1E3431 専門演習3 岩波 経済学部棟

1E3432 専門演習3 久保 13E

1E3441 専門演習4 岡澤 52E1

1E3442 専門演習4 杉田 53E2

1E3443 専門演習4 中島 CA教室

1E3444 専門演習4 森 12E

 前 期(4月1日～9月30日）   平成28年度　経済学部時間割表 （前期）

I（8：55～10：25） Ⅱ（10：40～12：10） Ⅲ（13：00～14：30） Ⅳ（14：45～16：15） V（16：30～18：00）

月

火

水



1E4101 ミクロ経済学2 柴田 410 1E4201 日本経済の論点 松本 他 410 1E4301
Lectures on Economics in

English A 脇村 137 1E4401 Economic Reading ウェザーズ 521

1E4202 金融経済論 辻 132 1E4311 基礎演習 坂上 521 1E4421 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ★表 学情9Ｆ

1E4203 ミクロ経済学上級講義1 岡澤 123 1E4312 基礎演習 滋野 523 1E4431 専門演習3 岡澤 523

1E4221 論文演習 坂上 研究室 1E4313 基礎演習 杉田 711C 1E4432 専門演習3 小川 52E1

1E4231 専門演習3 柴田 研究室 1E4314 基礎演習 ★大城 121 1E4433 専門演習3 坂上 研究室

1E4232 専門演習3 中村（英） 12E 1E4315 基礎演習 ★表 81B 1E4434 専門演習3 滋野 53E2

1E4241 専門演習4 滋野 13E 1E4316 基礎演習 ★山本 120 1E4435 専門演習3 杉田 12E

1E4242 専門演習4 中川 53E1 1E4331 専門演習3 ウェザーズ 研究室 1E4436 専門演習3 中川 53E1

1E4243 専門演習4 中村（健） 13A 1E4332 専門演習3 浦西 13E 1E4441 専門演習4 浦西 13E

1E4244 専門演習4 橋本 研究室 1E4341 専門演習4 柴田 13F 1E4442 専門演習4 辻 13D

1E4233 専門演習3 北原 52E1 1E4342 専門演習4 北原 52E1 1E4443 専門演習4 中村（英） 研究室

1E5201 経済変動論 森 410 1E5301 経済学説史 若森 132 1E5401 基礎演習 辻 524

1E5202 計量経済学上級講義1 (鹿野) 123 1E5302 証券経済論特殊講義 小川 740 1E5421 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 中島 学情９F

1E5231 専門演習３ 橋本 13E 1E5311 基礎演習 中嶋 522 1E5422 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ★山本 711C

1E5241 専門演習４ 中嶋 12A 1E5312 基礎演習 彭 523 1E5431 専門演習3 朴 13B

1E5331 専門演習3 松本 85A 1E5432 専門演習3 脇村 12A

1E5341 専門演習4 朴 13B 1E5443 専門演習4 松本 85A

1E5342 専門演習4 脇村 12A

〔演習科目〕 〔専門科目〕 ※開講日程については後日掲示します。

登録欄
時間割
コード

科         目 担　当 登録欄
時間割
コード

科         目 担　当 登録欄
時間割
コード

担  当

1E8921 卒 業 論 文 岩波 1E8934 卒 業 論 文 中島 1E8961 (長谷川)

1E8922 卒 業 論 文 ｳｪｻﾞｰｽﾞ 1E8935 卒 業 論 文 中嶋 1E8962 （水野）

1E8923 卒 業 論 文 浦西 1E8936 卒 業 論 文 中村（健） 1E8963 長尾
1E8924 卒 業 論 文 岡澤 1E8937 卒 業 論 文 中村（英） 〔教職関係科目〕
1E8925 卒 業 論 文 北原 1E8938 卒 業 論 文 橋本
1E8926 卒 業 論 文 久保 1E8939 卒 業 論 文 朴
1E8927 卒 業 論 文 坂上 1E8940 卒 業 論 文 福原 1E8901 森・柏木

1E8928 卒 業 論 文 滋野 1E8941 卒 業 論 文 松本 1E8902 滝沢
1E8929 卒 業 論 文 柴田 1E8942 卒 業 論 文 森 1E8903 森・柏木

1E8930 卒 業 論 文 杉田 1E8943 卒 業 論 文 森脇 1E8900 森・柏木

1E8931 卒 業 論 文 辻 1E8944 卒 業 論 文 若森 1E8980 森・柏木

1E8932 卒 業 論 文 長尾 1E8945 卒 業 論 文 脇村
1E8933 卒 業 論 文 中川

木

金

科         目

集中
講義

西　洋　経　済　史
労　働　経　済　論

登録欄
時間割
コード

科         目

　※　【教育実習事前事後指導】は、Web履修登録時に集中講義欄に

　　　登録することで、月曜日５時限にも表示されます。

Lectures on Economics in English B

集中
講義

集中
講義

担  当

集中
講義

教育実習事前事後指導

教職実践演習（中・高）

高等学校教育実習

中学校教育実習

教育実習ガイダンス



  平成28年度　経済学部時間割表

時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
時間割
コード

科　　目　　名 担　当 教　室

1E1151 財政学 松本 730 1E1251 応用ミクロ経済学 辻 740 1E1351 労働経済論特殊講義1 ウェザーズ 740 1E1451 経済原論ⅡA 中嶋 740

1E1252 Global Economy ウェザーズ 13E 前期登録 専門演習３ 中嶋 711B 前期登録 専門演習４ ウェザーズ 53E1

前期登録 専門演習3 長尾 52E1 前期登録 専門演習４ 長尾 52E1

1E2151 基礎・経済統計 中川 740 1E2251 計算機経済学 中島 学情9F ペア科目 計算機経済学 中島 学情9Ｆ ペア科目 キャリア形成ゼミ 長尾 524

1E2153 社会経済論 （佐藤） 410 1E2282 専門演習3 久保 13E 1E2371 キャリア形成ゼミ 長尾 524

前期登録 専門演習4 久保 12E

前期登録 専門演習4 森脇 521

1E8902 教職実践演習 730

1E3151 日本経済史 彭 410 1E3251 経済政策論特講2 朴 730 1E3351 ミクロ経済学1 浦西 730 1E3451 ミクロ経済学上級講義2 北原 136

1E3252 経済構造上級講義 坂上 128 1E3352 応用マクロ経済学 森 128 1E3461 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 中村（健） 522

前期登録 専門演習3 辻 13C 1E3353 国際経済上級講義 森脇 127 1E3471 論文演習 彭 523

前期登録 専門演習3 福原 12A 前期登録 専門演習3 中島 CA教室 1E3472 論文演習 ★大城 521

前期登録 専門演習3 森 12F 前期登録 専門演習3 中村（健） 13D 前期登録 専門演習3 岩波 経済学部棟

前期登録 専門演習3 森脇 521 前期登録 専門演習4 福原 12A 前期登録 専門演習4 岡澤 52E1

前期登録 専門演習3 若森 13A 前期登録 専門演習4 中島 CA教室

前期登録 専門演習4 岩波 経済学部棟 前期登録 専門演習4 森 12E

前期登録 専門演習4 若森 13A

水

 後 期(10月1日～3月31日）

火

Ⅲ（13：00～14：30） V（16：30～18：00）Ⅱ（10：40～12：10）

月

I（8：55～10：25）

（後期）

Ⅳ（14：45～16：15）



1E4151 流通経済論 柴田 410 1E4251 マクロ経済学1 岡澤 740 1E4351 経済史上級講義 大島 137 1E4451 交通経済論 (松澤) 740 1E4551 産業政策特講2 脇村 730

1E4252 社会政策論 杉田 730 1E4352 社会経済論特講 福原 122 1E4461 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 松本 521

1E4253 アジア経済史 脇村 137 1E4360 基礎演習 坂上 13Ｄ 1E4462 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 彭 121

1E4281 専門演習３ 坂上 研究室 1E4361 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 滋野 521 1E4471 論文演習 坂上 711A

前期登録 専門演習３ 柴田 研究室 1E4362 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ★大城 121 1E4472 論文演習 辻 711B

前期登録 専門演習４ 滋野 13E 1E4363 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ★表 学情9Ｆ 1E4473 論文演習 ★表 学情9Ｆ

前期登録 専門演習４ 辻 13D 1E4364 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ★山本 523 前期登録 専門演習3 小川 52E1

前期登録 専門演習４ 中川 53E1 前期登録 専門演習3 ウェザーズ 研究室 前期登録 専門演習3 岡澤 523

前期登録 専門演習４ 中村（健） 13A 前期登録 専門演習3 浦西 13E 前期登録 専門演習3 滋野 53E2

前期登録 専門演習４ 橋本 研究室 前期登録 専門演習3 中村（英） 13A 前期登録 専門演習3 杉田 12E

前期登録 専門演習3 北原 52E1 前期登録 専門演習4 柴田 13F 前期登録 専門演習3 中川 53E1

前期登録 専門演習4 杉田 53E2 前期登録 専門演習4 浦西 13E

前期登録 専門演習4 北原 52E1 前期登録 専門演習4 中村（英） 研究室

1E5251 計量経済学上級講義2 (鹿野) 123 1E5351 政治経済学Ⅰ 若森 410 1E5461 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 小川 524

前期登録 専門演習３ 橋本 13E 1E5352 地方財政論 小川 730 1E5462 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 中島 学情9Ｆ

前期登録 専門演習４ 中嶋 711B 前期登録 専門演習3 松本 85A 1E5463 ｲﾉﾍﾞｰﾃｨﾌﾞ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ★山本 522

前期登録 専門演習4 朴 13B 前期登録 専門演習3 朴 13B

前期登録 専門演習4 脇村 52E1 前期登録 専門演習3 脇村 52E1

前期登録 専門演習4 松本 85A

金

木

admin
テキストボックス
田中記念館ホール



科　　　目　　　名 科　　　目　　　名 科　　　目　　　名 科　　　目　　　名 科　　　目　　　名

科         目 集中講義 集中講義

※　前期履修登録時のみ「集中講義欄」にて登録できます

科　　　目　　　名 科　　　目　　　名 科　　　目　　　名 科　　　目　　　名 科　　　目　　　名

集中講義 集中講義

履修科目時間割控

担当 担当 担当 担当 担当

担当 担当 担当

 後期(10月1日～3月31日）

担　当 担　当

卒業論文

月

火

水

木

金

５時限

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限

担　当

担当

担　当

火

２時限 ３時限 ４時限

担当

担　当

 前 期(4月1日～9月30日）

金

水

木

月

１時限




