
＜前期＞

授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室

DID 社会開発論 岡田 ７演 共通 フィールドワーク入門（英） 大橋 3講 共通 フィールドワーク入門（日） 大橋 ３講 DID 開発経済統計学 藤川 情報707

DICOS 比較国際法政システム特論Ⅰa 水島 法ゼミ棟22 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅱ（通）

藤川 情報707 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅰ（通）

藤川 情報707 DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅱ（通）

岡田 6演

DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅰ（通）

岡田 ６演 DID 教育・人材開発演習Ⅱ（通） 岡田 6演

DID 教育・人材開発演習Ⅰ（通） 岡田 ６演 DICOS 開発社会学 伊東 ７演

DID 教育発達特論Ⅰb 渡邉 教２講

DICOS 国際文化協力論特論Ⅰa 東 文総305

DICOS 国際文化協力論特論Ⅱ 大室 文129

DICOS 国際文化協力論演習Ⅰ・Ⅱ（通） 古尾谷 文共1AB

DID 教育開発・協力論 米澤 6演 DID 開発経済学 大坪 ３講 DID 教育・人材開発演習Ⅱ（通） 米澤 ６演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅰ（通）

大坪 ９演 共通 文化・社会研究方法論 代：櫻井 １講

DICOS 平和構築学 西川（由） ７演 DICOS 国際経済法 川島 1講 DID 教育・人材開発演習Ⅰ（通） 米澤 ６演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅱ（通）

大坪 ９演

DID 教育発達特論Ⅰa 五十嵐 教２講 DICOS 平和構築演習Ⅱ（通） 西川（由） ７演 DICOS 平和構築演習Ⅰ（通） 西川（由） ７演 DICOS 国際協力法 山形 ３講

DICOS 社会開発と文化演習Ⅰ（通） 伊東 ３演 DICOS 社会開発と文化演習Ⅱ（通） 伊東 ３演 DICOS 国際文化協力論演習Ⅰ・Ⅱ 東 文総403

DICOS
比較国際法政システム特論Ⅰb
（隔週）

水島 文総407 DICOS 国際文化協力論演習Ⅰ・Ⅱ 東 文総403

DICOS 比較国際法政システム論a・b 林 文総411 DICOS
比較国際法政システム特論Ⅰb
（隔週）

水島 文総407

DICOS 比較国際法政システム論a・b 林 文総411

共通 国際開発特殊講義Ⅰ 宇佐見 ２講 共通 国際開発特殊講義Ⅰ 米澤 ２講 共通 国際開発入門
代：大坪・
西川（由）

オーディトリアム 共通 国際開発海外実地研修特論 代：岡田 オーディトリアム 共通
アカデミック・ライティング・スキル
ズⅠ

非：リバッ
ク

２講

DICOS ガバナンスと法演習Ⅱ（通） 川島 ８演 DID 開発プロジェクトマネジメント論 宇佐見 ３講 共通
国際開発特論Ⅰ（グローバル人
材研究）

佐野
（経済）

経３講

DICOS 平和構築演習Ⅰ（通） 山形 6演 DICOS ガバナンスと法演習Ⅰ（通） 川島 ８演

DICOS 社会開発と文化演習Ⅱ（通） 東村 ３演 DICOS 平和構築演習Ⅱ（通） 山形 ６演

DICOS 社会開発と文化演習Ⅰ（通） 東村 ３演

DICOS 国際環境協力論Ⅰ
高村

（環境）
情報４講

DID 内発的発展論
非：西川

(芳）
6演 DID 開発マクロ経済学 梅村 ３講 DID 開発ミクロ経済学 新海 ２講 共通

国際開発特論Ⅰ（国際人口移動
論）（日）

浅川 １講 共通 言語情報処理入門 代：成田
サテライト

712

DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅰ（通）

宇佐見 ５演 DID 教育・人材開発演習Ⅰ（通） 山田 ６演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅰ（通）

新海 ２講 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅱ（通）

新海 ２講

DICOS 開発政治学Ⅰ 日下 １講 DICOS ガバナンスと法演習Ⅰ（通） 日下 ２演 DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅱ

非：西川
(芳）

７演 DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅱ（通）

宇佐見 ７演

DICOS 比較国際法政システム特論Ⅱ 林
文総409

/410
DID 開発政策演習Ⅰ・Ⅱ 佐藤 経演１４ DID 教育・人材開発演習Ⅱ（通） 山田 ６演 DID 開発政策演習Ⅰ・Ⅱ（通） 薛 経演１８

DICOS
比較国際法政システム演習Ⅰ・
Ⅱ（通：隔週）

田村 法ゼミ棟23 DICOS ガバナンスと法演習Ⅱ（通） 日下 ２演 DID 教育発達演習Ⅰ・Ⅱ（通） 渡邉 教G演

DICOS
比較国際法政システム演習Ⅰ・
Ⅱ（通：隔週）

田村 文総411 DICOS
比較国際法政システム演習Ⅰ・
Ⅱ（5～6時限）

水島 文総310

DID 開発政策特論Ⅰa 佐藤 経演３ DICOS
比較国際法政システム演習Ⅰ・
Ⅱ（5～6時限）

林 法ゼミ棟21

DICOS 多民族社会論 東村 ３演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅰ（通）

梅村 ８演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅱ（通）

梅村 ８演

DICOS 国際文化協力論演習Ⅰ・Ⅱ 大室 文129 DICOS
社会開発と文化演習Ⅰ・Ⅱ（日）
（通）

大橋 ２演 DICOS
社会開発と文化演習Ⅰ・Ⅱ（英）
（通）

大橋 ２演

DID 経営開発演習Ⅰ・Ⅱ（通） 中屋 経２３２

DID 教育発達演習Ⅰ・Ⅱ（通） 五十嵐 教E演

DICOS 国際文化協力論特殊講義Ⅰ 古尾谷 文共１ＡＢ

＊休講、補講、教室の変更、特殊講義の開講等は、原則として掲示で通知するので、注意すること。
＊開講時期
　（通）は通年開講を表す。通年開講の科目でも前期と後期で開講曜日・時限等が異なる場合があるので、留意すること。
＊教室の表示
　　「1講」，「8演」等は国際開発研究科の講義室、演習室を示す。なお、「情報」は言語情報処理室(707)、「サテライト」はサテライトラボ(712)を示す。オーディトリアムは8階にある。
　　「文」：文学研究科の教室を示す。「教」：教育発達科学研究科の教室を示す。「法」：法学研究科の教室を示す。「経」：経済学研究科の教室を示す。「文総」：文系総合館の教室を示す。
　**「未定」は掲示等にて別途通知する

平成25年度　国際開発協力コース　授業時間割表

火

水

木

第1時限 (8:45～10:15) 第2時限 (10:30～12:00) 第3時限 (13:00～14:30) 第4時限 (14:45～16:15) 第5時限 (16:30～18:00)

月

*演習Ⅰa/Ⅰb、演習Ⅱa/Ⅱbは、同名の授業科目の演習Ⅰ、Ⅱと同じ曜日・時限である。

金



＜後期＞

授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室 授業科目 教員 教室

DID 産業技術教育論 岡田 ７演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅱ（通）

藤川 情報707 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅰ（通）

藤川 情報707 DID 開発数量分析論 藤川 情報707

DICOS
ガバナンスと法演習Ⅰ・Ⅱ（後
期）

島田 ６演 DICOS
ガバナンスと法演習Ⅰ・Ⅱ（後
期）

島田 6演 DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅰ（通）

岡田 6演 DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅱ（通）

岡田 6演

DID 教育・人材開発演習Ⅰ（通） 岡田 ６演 DID 教育・人材開発演習Ⅱ（通） 岡田 6演

DICOS 国際文化協力論特論Ⅰb 東 文総305 DICOS 貧困削減政策論 伊東 ７演

DICOS 国際文化協力論特殊講義Ⅰ 大室 文129

DICOS 国際文化協力論演習Ⅰ・Ⅱ（通） 古尾谷 文共1AB

DID 教育開発計画・評価論 米澤 ６演 DICOS 紛争の国際政治学 西川（由） ７演 DID 教育・人材開発演習Ⅱ（通） 米澤 6演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅰ（通）

大坪 ９演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅱ（通）

大坪 ９演

DICOS 国際競争法 川島 １講 DID 教育・人材開発演習Ⅰ（通） 米澤 ６演 DICOS 人間の安全保障と法 山形 ８演

DICOS 平和構築演習Ⅱ（通） 西川（由） ７演 DICOS 平和構築演習Ⅰ（通） 西川（由） ７演

DICOS 社会開発と文化演習Ⅰ（通） 伊東 ３演 DICOS 社会開発と文化演習Ⅱ（通） 伊東 ３演

DID 開発政策特論Ⅰb 薛 経演１８

共通 国際開発特殊講義Ⅰ 大坪 ２講 共通 国際開発特殊講義Ⅰ 新海 ２講 共通 日本の開発経験
代：新海
・島田

オーディトリアム 共通
アカデミック・ライティング・スキル
ズⅡ

非：
ﾍﾞﾙｺｳｨｯﾂ

２講

DICOS ガバナンスと法演習Ⅱ（通） 川島 ８演 DID 農村開発論 宇佐見 ３講

DICOS 平和構築演習Ⅰ（通） 山形 ６演 DICOS ガバナンスと法演習Ⅰ（通） 川島 ８演

DICOS 社会開発と文化演習Ⅱ（通） 東村 ３演 DICOS 平和構築演習Ⅱ（通） 山形 ６演

DICOS 社会開発と文化演習Ⅰ（通） 東村 ３演

DID 参加型地域振興論 宇佐見 ６演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
特論Ⅰ

梅村 ９演 DID 開発金融論 新海 ２講 共通
国際開発特論Ⅰ（国際人口移動
論）（英）

浅川 １講 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅱ（通）

新海 ２講

DID 教育開発政策論 山田 ６演 DID 教育・人材開発演習Ⅰ（通） 山田 ６演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅰ（通）

新海 ２講 DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅱ（通）

宇佐見 ７演

DID
農村・地域開発マネジメント演習
Ⅰ（通）

宇佐見 ５演 DICOS ガバナンスと法演習Ⅰ（通） 日下 2演 DID 教育・人材開発演習Ⅱ（通） 山田 ６演 DICOS 参加型開発と社会文化変容 大橋 ６演

DICOS 国際労働力移動 東村 ２演 DID 開発政策演習Ⅰ・Ⅱ 佐藤 経演１４ DICOS ガバナンスと法演習Ⅰ（通） 日下 2演 DID 開発政策演習Ⅰ・Ⅱ（通） 薛 経演１８

DICOS アジア政治論 日下 1講 DICOS
比較国際法政システム演習Ⅰ・
Ⅱ（通：隔週）

田村 法ゼミ棟23 DICOS
比較国際法政システム演習Ⅰ・
Ⅱ（通：隔週）

田村 文総411 DID 教育発達演習Ⅰ・Ⅱ（通） 渡邉 教G演

DICOS 開発法学 島田 ７演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅰ（通）

梅村 ８演 DID
経済開発政策と開発マネジメント
演習Ⅱ（通）

梅村 ８演

DICOS 国際文化協力論演習Ⅰ・Ⅱ 大室 文129 DICOS
社会開発と文化演習Ⅰ・Ⅱ（日）
（通）

大橋 ２演 DICOS
社会開発と文化演習Ⅰ・Ⅱ（英）
（通）

大橋 ２演

DID 経営開発演習Ⅰ・Ⅱ（通） 中屋 経２３２ DID 経営開発特論Ⅰb 中屋 経２３２

DICOS 国際文化協力論特論Ⅱ 古尾谷 文共１ＡＢ

＊休講、補講、教室の変更、特殊講義の開講等は、原則として掲示で通知するので、注意すること。
＊開講時期
　（通）は通年開講を表す。通年開講の科目でも前期と後期で開講曜日・時限等が異なる場合があるので、留意すること。
＊教室の表示
　　「1講」，「8演」等は国際開発研究科の講義室、演習室を示す。なお、「情報」は言語情報処理室(707)、「サテライト」はサテライトラボ(712)を示す。オーディトリアムは8階にある。
　　「文」：文学研究科の教室を示す。「教」：教育発達科学研究科の教室を示す。「法」：法学研究科の教室を示す。「経」：経済学研究科の教室を示す。「文総」：文系総合館の教室を示す。
　**「未定」は掲示等にて別途通知する

第2時限 (10:30～12:00) 第3時限 (13:00～14:30) 第4時限 (14:45～16:15) 第5時限 (16:30～18:00)

金

月

*演習Ⅰa/Ⅰb、演習Ⅱa/Ⅱbは、同名の授業科目の演習Ⅰ、Ⅱと同じ曜日・時限である。

平成25年度　国際開発協力コース　授業時間割表

火

水

木

第1時限 (8:45～10:15)


	DIDDICOS前
	DIDDICOS後

