
令和２年度（２０２０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｡

・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。

・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。

※その他注意事項について、シラバス、要覧を確認すること。

第Ⅰ時限   8：55～10：35 

第Ⅱ時限 10：50～12：30 

第Ⅲ時限 13：20～15：00 

第Ⅳ時限 15：15～16：55 

第Ⅴ時限 17：10～18：50



授業
コード

科　　目　　名 担　当 教 室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教 室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教 室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教 室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室

E022080010 財政学 松本 730 E032030010 経済情報論 (上田) 730 E022050010 日本経済史 彭 122 E047050010 経済英語1 ウェザーズ 12F

E064000180 専門演習４ 中島 研究室 E022090010 金融経済論 辻 740 E047380010 Global　Economy ウェザーズ 12F
E064000060 専門演習４ 小川 研究室 E064000280 専門演習４ 若森 研究室

E063000230 専門演習３ 彭 12G E038040010 東南アジア経済論 金子 122
E061080030 イノべーティブ・ワークショップ 高塚 CA教室 E021200010 経済数学 (落合) 730

E041090010 ミクロ経済学上級講義１ 北原 126
E063000200 専門演習３ 中村英樹 12B
E063000030 専門演習３ 高塚 13F
E064000230 専門演習４ 彭 12G
E064000310 専門演習４ 森脇 12F

世界のなかの日本経済 小川

E034060010 空間経済学 高塚 730 E021131010 政治経済学Ⅱ 中村健吾 730 E000022010 世界経済の論点 森脇 730 E047430010 Introduction to  International Economics 久保 124
E064000110 専門演習４ 金子 12B E022540010 統計解析論特講 中川 740 E021010010 マクロ経済学2 内藤 740 E061080010 イノべーティブ・ワークショップ 朴 12A

E063000220 専門演習３ 岩波 13F E022065010 西洋経済史 塩谷 122 E061070080 基礎演習 高塚 CA教室

E063000080 専門演習３ 北原 522 E033100010 国際協力論 岩波 126 E061070010 基礎演習 岩波 13E
E063000280 専門演習３ 森脇 学情9Ｃ E047390010 Lectures on EconomicsA 中村健吾他 125 E061070050 基礎演習 滋野 521
E063000270 専門演習３ 金子 12B E063000210 専門演習３ 朴 12Ｅ E061070100 基礎演習 金子 522

E064000080 専門演習４ 北原 522 E061070130 基礎演習 内藤 13Ｂ
E064000190 専門演習４ 中村健吾 12G

Ⅲ（13：20～15：00） Ⅳ（15：15～16：55） V（17：10～18：50）

月

火

水

※重要※ 開講期が前期から後期へ変更する科目：証券経済論特講(金曜3限)、国際経済上級講義(集中) 時間割は後日掲載します。

 前 期(4月1日～9月30日） 2020年度　経済学部時間割表 （前期）

I（8：55～10：35） Ⅱ（10：50～12：30）



授業
コード

科　　目　　名 担　当 教 室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教 室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教 室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教 室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室

E021020010 ミクロ経済学２ 柴田 740 E000012010 日本経済の論点 ウェザーズ他 730 E006140010 世界経済論 有賀 730 E043080010 日本経済論特講 滋野 740
E064000200 専門演習４ 中村英樹 研究室 E033090010 国際経済学 久保 126 E038020010 ヨーロッパ経済論 (影浦) 122 E061090030 論文演習 有賀 13Ｇ
E064000140 専門演習４ 杉田 研究室 E063000120 専門演習３ 滋野 12G E061070070 基礎演習 若森 52Ｅ1 E063000160 専門演習３ 中川 セミナールーム

E063000130 専門演習３ 柴田 12F E061070170 基礎演習 ★西川 134 E063000050 専門演習３ 岡澤 711Ｂ
E063000110 専門演習３ 若森 13F E063000170 専門演習３ 中嶋 12A E061080130 イノべーティブ・ワークショップ ★花木 52Ｅ1
E064000150 専門演習４ 辻 12B E063000040 専門演習３ 浦西 522 E064000290 専門演習４ 齋藤 12Ｂ
E064000160 専門演習４ 中川 セミナールーム E063000100 専門演習３ 齋藤 12B E064000040 専門演習４ 浦西 522

E063000140 専門演習３ 杉田 13A E064000170 専門演習４ 中嶋 12Ａ
E063000060 専門演習３ 小川 13B E064000090 専門演習４ 久保 121
E063000090 専門演習３ 久保 121
E064000120 専門演習４ 滋野 12G
E064000030 専門演習４ ウェザーズ 13Ｇ
E064000130 専門演習４ 柴田 12F

E037020010 商業簿記基礎論 (小田) 730 E041110010 計量経済学上級講義１ (鹿野) 127 E032010010 計量経済学 岡澤 132 E038050010 関西経済論 (木下) 730
E063000150 専門演習３ 辻 12B E061070160 基礎演習 ★花木 711Ａ E061070020 基礎演習 辻 126
E063000190 専門演習３ 中村健吾 12G E061070140 基礎演習 ★森 13B E061080060 イノべーティブ・ワークショップ ★花木 711Ａ

E063000180 専門演習３ 中島 13F E061080020 イノべーティブ・ワークショップ(G) 中島 CA教室

E063000250 専門演習３ 松本 850 E061080070 イノべーティブ・ワークショップ(G) ★西川 学情9Ｃ

E063000290 専門演習３ 塩谷 13E E061070110 基礎演習 塩谷 学情PC

E064000260 専門演習４ 有賀 12A E061070150 基礎演習 ★森 13B
E063000260 専門演習３ 有賀 12A
E064000210 専門演習４ 朴 12E
E064000250 専門演習４ 松本 850
E064000050 専門演習４ 岡澤 711B

労働と人権 ウェザーズ

エスニック入門 朴

[演習科目] 〔専門科目〕

登録欄
授業
コード

科         目 担　当 登録欄
授業
コード

科         目 担　当 登録欄 担  当

E066030260 卒 業 論 文 有賀 E066030140 卒 業 論 文 杉田 (長谷川)

E066030030 卒 業 論 文 ウェザーズ E066030150 卒 業 論 文 辻 (新居)
E066030040 卒 業 論 文 浦西 E066030160 卒 業 論 文 中川 （福原)
E066030050 卒 業 論 文 岡澤 E066030170 卒 業 論 文 中嶋
E066030060 卒 業 論 文 小川 E066030180 卒 業 論 文 中島
E066030110 卒 業 論 文 金子 E066030190 卒 業 論 文 中村健吾 〔教職関係科目〕
E066030080 卒 業 論 文 北原 E066030200 卒 業 論 文 中村英樹 登録欄 担  当
E066030090 卒 業 論 文 久保 E066030210 卒 業 論 文 朴 添田
E066030290 卒 業 論 文 齋藤 E066030220 卒 業 論 文 橋本 添田
E066030120 卒 業 論 文 滋野 E066030250 卒 業 論 文 松本 添田
E066030130 卒 業 論 文 柴田 E066030280 卒 業 論 文 若森 添田

※【教育実習事前事後指導】は、履修登録
時に集中講義欄に登録してください。 

教育実習B（4単位） 

教 育 実 習 ガ イ ダ ン ス

金

科         目

Lectures on Economics B
公共経済学
労働経済論

集中
講義

集中
講義

教育実習A（2単位） 

I（8：55～10：35） Ⅱ（10：50～12：30） Ⅲ（13：20～15：00） Ⅳ（15：15～16：55） V（17：10～18：50）

集中
講義

集中
講義

※開講日程については後日掲示します。

教育実習事前事後指導(中・高)

（前期）

科         目

木

 前 期(4月1日～9月30日）  2020年度　経済学部時間割表



  2020年度　経済学部時間割表

授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室

E064000180 産業政策論 五十川 122 E021121010 応用ミクロ経済学 辻 730 E047330010 労働経済論特講1 ウェザーズ 122 E034020010 地方財政論 小川 813

専門演習４ 中島 研究室

E010101010 基礎・経済統計 中川 730 E047360010 産業組織論特講 北原 730
E061090080 論文演習 松本 12A E047110010 経済史上級講義 彭 126

専門演習３ 中村英樹 12A

専門演習３ 若森 13F

専門演習４ 森脇 12F

専門演習４ 金子 12B E033050010 アジア経済論 朴 128 E010020010 ミクロ経済学１ 滋野 730 E061080030 イノべーティブ・ワークショップ 高塚 CA教室

E042020010 経済統計論特講 中村英樹 132 E010031010 政治経済学Ⅰ 齋藤 740 E061080220 イノべーティブ・ワークショップ 岩波 学情5Ａ

専門演習３ 北原 711C E041100010 ミクロ経済学上級講義２ 岩波 126 E061080210 イノベーティブ・ワークショップ 久保 12Ａ

専門演習３ 森脇 学情9Ｃ 専門演習３ 朴 12Ｅ E061090060 論文演習 滋野 12G

専門演習３ 岩波 13E 専門演習３ 高塚 13F 専門演習４ 朴 12Ｅ

専門演習３ 金子 12B 専門演習４ 北原 711C

専門演習４ 中村健吾 12G

開発と環境 金子

社会科学のフロンティア 杉田

月

火

水

 後 期(10月1日～3月31日） （後期）

I（8：55～10：35） Ⅱ（10：50～12：30） Ⅲ（13：20～15：00） Ⅳ（15：15～16：55） V（17：10～18：50）



  2020年度　経済学部時間割表

授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室
授業
コード

科　　目　　名 担　当 教　室

E047100010 経済政策上級講義 柴田 126 E022635010 経済政策論特講２ 久保 740 E022600010 社会政策論特講 杉田 740 E047480010 産業政策特講2 松本 田中

専門演習３ 彭 13G 専門演習３ 柴田 12F E061080250 イノべーティブ・ワークショップ 五十川 12Ｅ E032040010 計算機経済学 中島 CA教室

専門演習４ 中村英樹 研究室 専門演習３ 滋野 12G E061080080 イノべーティブ・ワークショップ ★森 123 E061080130 イノべーティブ・ワークショップ ★花木 711Ｃ

専門演習４ 杉田 研究室 専門演習３ 杉田 13B E061080140 イノべーティブ・ワークショップ(G) ★西川学情9Ｂ E061090010 論文演習 ★森 123

専門演習４ 辻 12B 専門演習３ 浦西 522 E061090100 論文演習 五十川 12Ｆ

専門演習４ 中川 セミナールーム 専門演習３ 中嶋 13Ａ 専門演習３ 中川 セミナールーム

専門演習４ 彭 13G 専門演習３ 小川 12A 専門演習３ 岡澤 711Ｂ

専門演習３ 久保 121 専門演習４ 浦西 522

専門演習３ 齋藤 52Ｅ1 専門演習４ 中嶋 13A

専門演習４ 滋野 12G 専門演習４ ウェザーズ 13G

専門演習４ 柴田 12F 専門演習４ 久保 121

専門演習４ 齋藤 52Ｅ1

E022030010 社会思想史 中村健吾 730 E031070010 社会経済論 （佐藤） 730 E010011010 マクロ経済学１ 岡澤 730 E021111010 応用マクロ経済学 内藤 730
E041120010 計量経済学上級講義２ (鹿野) 124 E061080240 イノべーティブ・ワークショップ 内藤 12Ｂ E022010010 経済学説史 若森 740
E061070180 基礎演習（再） 朴 12A 専門演習３ 松本 850 E061080150 イノべーティブ・ワークショップ(G) 中島 CA教室

専門演習３ 辻 12B 専門演習３ 塩谷 13E E061080160 イノべーティブ・ワークショップ(G) ★西川 134

専門演習３ 中村健吾 12G 専門演習３ 中島 13A 論文演習 辻 12E

専門演習４ 若森 研究室 専門演習４ 有賀 12A 専門演習３ 有賀 12A

専門演習４ 小川 研究室 専門演習４ 松本 850

専門演習４ 岡澤 711B

〔専門科目〕

登録欄 担  当

集中
講義

小川

金

 後 期(10月1日～3月31日）

I（8：55～10：35） Ⅱ（10：50～12：30） Ⅲ（13：20～15：00） Ⅳ（15：15～16：55） V（17：10～18：50）

木

科         目

国際経済上級講義

（後期）



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 集中講義担　当 担　当

月

火

水

木

金

担　当

５時限

担当 担当 担当 担当 担当

 後期(10月1日～3月31日）
１時限 ２時限 ３時限 ４時限

木

金

担　当 担　当 担　当

卒業論文

担当 担当 担当

月

火

水

履修科目時間割控
 前 期(4月1日～9月30日）

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限

担当 担当
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