
2022年度　法学部授業科目時間割

1限　8:50～10:20　　2限　10:30～12:00　　3限　13:30～15:00　　4限　15:10～16:40　　5限　16:50～18:20　　6限　18:30～20:00　 ◎：週２コマ開講　　★：隔週・週２コマ科目  　◆：月２コマ開講　　春：春学期開講科目　　夏：夏学期開講科目　　特記無き科目は春・夏学期開講科目　　

時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室

法1 国1 026001 法学の基礎 坂口　一成 豊総301

法2 国1 026006 ミクロ経済入門 室岡　健志 オンラインのみ

法1 国1 020096 日本の法制度 亀田　悠斗 第２３番講義室

法1 国1 026004 政治学の基礎 上川　龍之進 豊総301

法1 国1 020616 特別講義（オーストラ
リア法入門）

福井　康太 オンラインのみ

7

【集中講義等】　※春学期の履修登録期間に履修登録すること

時間割コード 担当教員

2

1

6

5

学期 配当学科・年次 科目名

3

4

月 火

配当 配当

春・夏学期 国際公共政策学科1年次配当

2022年6月7日現在

　　　曜
　　　日
時限

木 金水

配当 配当 配当

 【講義室の
 略称と場
所】

第１番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第２番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第３番講義室 ： 法・経講義棟 ２階
第５番講義室 ： 法・経講義棟 ３階
演E ： 法・経講義棟 １階
演Ｆ ： 法・経講義棟 ３階

第２２番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
第２３番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
演Ｇ、演Ｈ、演 Ｉ  ： 文・法・経講義棟 ２階
第４２番講義室 ： 文・法・経講義棟 ４階

豊総３０１、３０２ ： 豊中総合学館 ３階
豊総４０１、４０２ ： 豊中総合学館 ４階
豊総５０１ ： 豊中総合学館 ５階
豊総Ｌ３、Ｌ４ ： 豊中総合学館 ３階
豊総Ｌ５、Ｌ６ ： 豊中総合学館 ４階
総合セミナー室１ ： 豊中総合学館 ５階
総合セミナー室２ ： 豊中総合学館 ６階

セミナー室Ａ、Ｂ ： 文法経本館 １階

法経棟Ｌ１ ： 法経研究棟　３階
学部学生自習室 ： 法経研究棟　３階
コミラボ　： コミュニケーションラボラトリー（法経研究棟 ４階）
セミナー室Ｄ ： 法経研究棟　４階

共Ａ、共Ｂ、共Ｃ ： 全学教育推進機構 講義Ａ～Ｃ棟

講義シアター ： ＯＳＩＰＰ棟 ２階
マルチメディア演 ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ａ ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ｂ ： ＯＳＩＰＰ棟 ４階
OSIPP演習室Ｃ ： ＯＳＩＰＰ棟 ５階
OSIPP会議室 ： ＯＳＩＰＰ棟 ６階

備考講義室



2022年度　法学部授業科目時間割

1限　8:50～10:20　　2限　10:30～12:00　　3限　13:30～15:00　　4限　15:10～16:40　　5限　16:50～18:20　　6限　18:30～20:00　 ◎：週２コマ開講　　★：隔週・週２コマ科目  　◆：月２コマ開講　　春：春学期開講科目　　夏：夏学期開講科目　　特記無き科目は春・夏学期開講科目　　

時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室

法1 国1 026001 法学の基礎 坂口　一成 豊総301 春◎ 法3・4 国2 026317 社会科学のための数
学

須永　美穂 第４２番講義室

夏◎ 法3・4 国2 020303 ミクロ経済学 田所　篤 第４２番講義室

法2 国1 026006 ミクロ経済入門 室岡　健志 オンラインのみ 法2 国2 020220 国際法１ 和仁　健太郎 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020218 刑法１ 品田　智史 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020218 刑法１ 品田　智史 第３番講義室
法2 国2 020210 行政法１ 大久保　規子 第２番講義室 国2 020305 ゲーム理論 髙橋　秀典 オンラインのみ

法3・4 国2 026318 計量経済学Ⅰ 鎌田　拓馬 第４２番講義室

◎ 法2 国2 020223 民法２ 中村　瑞穂 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020069 日本政治史 瀧口　剛 第３番講義室 夏 法2 国2 026246 自治体インターンシッ
プ演習基礎

高橋　明男 豊総 Ｌ６ 法1 国1 020096 日本の法制度 亀田　悠斗 第２３番講義室 ◎ 法2 国2 020223 民法２ 中村　瑞穂 第３番講義室

◎ 法2 国2 020209 憲法２ 村西　良太 第３番講義室 法1 国1 026004 政治学の基礎 上川　龍之進 豊総301 ◎ 法2 国2 020209 憲法２ 村西　良太 第３番講義室
◎ 法2 国2 020069 日本政治史 瀧口　剛 第３番講義室

春◎ 法3・4 国2 026317 社会科学のための数
学

須永　美穂 第４２番講義室

夏◎ 法3・4 国2 020303 ミクロ経済学 田所　篤 第４２番講義室

☆ 国2 026415 セミナーⅡa 大槻　恒裕 講義シアター ☆ 国2 026391 セミナーⅡa Hawkins, Virgil 講義シアター ☆ 国2 026353 セミナーⅡa 大久保　邦彦 OSIPP演習室Ｂ

☆ 国2 026351 セミナーⅡa 赤井　伸郎 OSIPP会議室

☆ 国2 026367 セミナーⅡa 生藤　昌子 セミナー室Ａ ☆ 国2 026387 セミナーⅡa 品田　智史 演 Ｇ

☆ 国2 026355 セミナーⅡa 木戸　衛一 OSIPP演習室Ａ

☆ 国2 026425 セミナーⅡa 高橋　明男 セミナー室Ｂ
☆ 国2 026419 セミナーⅡa 河村　倫哉 OSIPP演習室Ａ

☆ 国2 026369 セミナーⅡa 中嶋　啓雄 OSIPP演習室Ａ

☆ 国2 026417 セミナーⅡa 西連寺　隆行 OSIPP演習室Ｃ

☆ 国2 026359 セミナーⅡa 髙井　裕之 演 Ｅ ☆ 国2 026429 セミナーⅡa 長田　真里 豊総 Ｌ３

☆ 国2 026389 セミナーⅡa 和仁　健太郎 OSIPP演習室Ａ
☆ 国2 026505 セミナーⅡa 瀧井　克也 豊総 Ｌ５

☆ 国2 026363 セミナーⅡa 二杉　健斗 OSIPP演習室Ｂ

☆ 国2 026409 セミナーⅡa 蓮生　郁代 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演

☆ 国2 026427 セミナーⅡa 福井　康太 セミナー室Ｂ

☆ 国2 026381 セミナーⅡa 松尾　健一 豊総 Ｌ５

☆ 国2 026373 セミナーⅡa 松田　岳士 第２３番講義室

☆ 国2 026421 セミナーⅡa 松林　哲也 セミナー室Ｄ

☆ 国2 026437 セミナーⅡa 南　和志 法経棟 Ｌ１

法1 国1 020616 特別講義（オーストラ
リア法入門）

福井　康太 オンラインのみ

7

【集中講義等】　※春学期の履修登録期間に履修登録すること

時間割コード 担当教員

2

1

6

5

学期 配当学科・年次 科目名

3

4

月 火

配当 配当

春・夏学期 国際公共政策学科2年次配当

2022年6月7日現在

　　　曜
　　　日
時限

木 金水

配当 配当 配当

 【講義室の
 略称と場
所】

第１番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第２番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第３番講義室 ： 法・経講義棟 ２階
第５番講義室 ： 法・経講義棟 ３階
演E ： 法・経講義棟 １階
演Ｆ ： 法・経講義棟 ３階

第２２番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
第２３番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
演Ｇ、演Ｈ、演 Ｉ  ： 文・法・経講義棟 ２階
第４２番講義室 ： 文・法・経講義棟 ４階

豊総３０１、３０２ ： 豊中総合学館 ３階
豊総４０１、４０２ ： 豊中総合学館 ４階
豊総５０１ ： 豊中総合学館 ５階
豊総Ｌ３、Ｌ４ ： 豊中総合学館 ３階
豊総Ｌ５、Ｌ６ ： 豊中総合学館 ４階
総合セミナー室１ ： 豊中総合学館 ５階
総合セミナー室２ ： 豊中総合学館 ６階

セミナー室Ａ、Ｂ ： 文法経本館 １階

法経棟Ｌ１ ： 法経研究棟　３階
学部学生自習室 ： 法経研究棟　３階
コミラボ　： コミュニケーションラボラトリー（法経研究棟 ４階）
セミナー室Ｄ ： 法経研究棟　４階

共Ａ、共Ｂ、共Ｃ ： 全学教育推進機構 講義Ａ～Ｃ棟

講義シアター ： ＯＳＩＰＰ棟 ２階
マルチメディア演 ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ａ ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ｂ ： ＯＳＩＰＰ棟 ４階
OSIPP演習室Ｃ ： ＯＳＩＰＰ棟 ５階
OSIPP会議室 ： ＯＳＩＰＰ棟 ６階

備考講義室



2022年度　法学部授業科目時間割

1限　8:50～10:20　　2限　10:30～12:00　　3限　13:30～15:00　　4限　15:10～16:40　　5限　16:50～18:20　　6限　18:30～20:00　 ◎：週２コマ開講　　★：隔週・週２コマ科目  　◆：月２コマ開講　　春：春学期開講科目　　夏：夏学期開講科目　　特記無き科目は春・夏学期開講科目　　

時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室

◎ 法3・4 国3・4 020323 中国法 坂口　一成 第２３番講義室 法1 国1 026001 法学の基礎 坂口　一成 豊総301 春◎ 法3・4 国2 026317 社会科学のための数
学

須永　美穂 第４２番講義室

法3・4 国3・4 020301 国際法３ 二杉　健斗 第２番講義室 法3・4 国3・4 020231 国際私法 長田　真里 第３番講義室 夏◎ 法3・4 国2 020303 ミクロ経済学 田所　篤 第４２番講義室

法2 国1 026006 ミクロ経済入門 室岡　健志 オンラインのみ ◎ 法3・4 国3・4 020323 中国法 坂口　一成 第２３番講義室 法2 国2 020220 国際法１ 和仁　健太郎 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020218 刑法１ 品田　智史 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020218 刑法１ 品田　智史 第３番講義室
法2 国2 020210 行政法１ 大久保　規子 第２番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020064 政治過程論 上川　龍之進 第３番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020021 刑事訴訟法 松田　岳士 第２番講義室 国2 020305 ゲーム理論 髙橋　秀典 オンラインのみ

◎ 法3・4 国3・4 020064 政治過程論 上川　龍之進 第３番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020021 刑事訴訟法 松田　岳士 第２番講義室 国3・4 026020 日本経済史１ XIA CHENXIAO オンラインのみ 法3・4 国2 026318 計量経済学Ⅰ 鎌田　拓馬 第４２番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020279 経済史 廣田　誠・山本
千映

オンラインのみ

法3・4 国3・4 026444 特別講義（中国外交
論）

南　和志 オンラインのみ 国3・4 020692 特別講義（税制の経
済分析）

恩地　一樹 第１番講義室 法3・4 国3・4 020212 行政法３ 長谷川　佳彦 第２番講義室

国3・4 020679 特別講義（Economi
cs of Crime）

鎌田　拓馬 法経棟 Ｌ１ 国3・4 026405 国際行動論 Hawkins, Virgil 第２番講義室 国3・4 020676 特別講義（安全保障
論）

星野　俊也 第４２番講義室

◆ 国3・4 020677 特別講義（英語で学
ぶ国際問題とグロー
バル・リーダーシップ
１）

薮中　三十二 講義シアター 国3・4 020691 特別講義（公共政策
の経済分析）

恩地　一樹 第５番講義室

◎ 法2 国2 020223 民法２ 中村　瑞穂 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020069 日本政治史 瀧口　剛 第３番講義室 夏 法2 国2 026246 自治体インターンシッ
プ演習基礎

高橋　明男 豊総 Ｌ６ 法1 国1 020096 日本の法制度 亀田　悠斗 第２３番講義室 ◎ 法2 国2 020223 民法２ 中村　瑞穂 第３番講義室

◎ 法3・4 国3・4 020034 民事訴訟法 仁木　恒夫 第２番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020034 民事訴訟法 仁木　恒夫 第２番講義室 法3・4 国3・4 020141 知的財産法１ 茶園　成樹 第３番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020068 西洋政治史 野田　昌吾 第２番講義室
国3・4 026504 経済発展 大槻　恒裕 第２３番講義室 法3・4 国3・4 020213 行政法４ 高橋　明男 豊総 Ｌ５ 高度 法3・4 国3・4 020324 マスコミと国際公共

政策
Hawkins, Virgil 第３番講義室 法3・4 国3・4 026458 商法２（総則・商行

為）
清水　真希子 豊総301

◆ 国3・4 020677 特別講義（英語で学
ぶ国際問題とグロー
バル・リーダーシップ
１）

薮中　三十二 講義シアター 法3・4 国3・4 020216 税法１ 田中　啓之 第４２番講義室 法3・4 国3・4 026313 ＥＵ法概論 西連寺　隆行 第４２番講義室 国3・4 026401 外交政策論 中嶋　啓雄 第２３番講義室

法3・4 国3・4 020286 特別講義（リーダー
シップデザイン）

木川田　一榮 講義シアター 法3・4 国3・4 020641 特別講義（英語によ
る法的プレゼンテー
ションと交渉）

JESSON
NICHOLAS
ROBIN

オンラインのみ

法3・4 国3・4 026446 特別講義（イスラー
ム家族法）

Elbalti Beligh 第２３番講義室

◎ 法2 国2 020209 憲法２ 村西　良太 第３番講義室 法1 国1 026004 政治学の基礎 上川　龍之進 豊総301 ◎ 法2 国2 020209 憲法２ 村西　良太 第３番講義室 法3・4 国3・4 020047 国際経済法 平　覚 第３番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020068 西洋政治史 野田　昌吾 第２番講義室
◎ 法3・4 国3・4 020073 行政学 北村　亘 第４２番講義室 ◎ 法2 国2 020069 日本政治史 瀧口　剛 第３番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020073 行政学 北村　亘 第４２番講義室 法3・4 国3・4 020142 知的財産法２ 青木　大也 第４２番講義室

法3・4 国3・4 020307 公共経済学 赤井　伸郎 第２番講義室 春◎ 法3・4 国2 026317 社会科学のための数
学

須永　美穂 第４２番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020279 経済史 廣田　誠・山本
千映

第５番講義室 国3・4 026403 平和学 木戸　衛一 講義シアター

夏◎ 法3・4 国2 020303 ミクロ経済学 田所　篤 第４２番講義室 法3・4 国3・4 020032 経済法 武田　邦宣 第２番講義室 法3・4 国3・4 020667 特別講義（法と開発） 名津井　吉裕 オンラインのみ
法3・4 国3・4 020225 民法４ 青竹　美佳 第２番講義室 法3・4 国3・4 020302 国際取引法 吉川　英一郎 豊総501
法3・4 国3・4 020631 特別講義（立法学） 福田　雅樹 セミナー室Ｂ

法3・4 国3・4 020686 特別講義
（Introduction to
Japanese Law）

Elbalti Beligh 第４２番講義室 法3・4 国3・4 020685 特別講義
（Introduction to
Comparative Law）

Elbalti Beligh 第２３番講義室 法3・4 国3・4 020278 特別講義（実践グ
ローバル・リーダー
シップ）

西嶋　聡 講義シアター

☆ 国2 026415 セミナーⅡa 大槻　恒裕 講義シアター ☆ 国2 026391 セミナーⅡa Hawkins, Virgil 講義シアター ☆ 国2 026353 セミナーⅡa 大久保　邦彦 OSIPP演習室Ｂ
☆ 国3・4 027421 セミナーⅢａ 大槻　恒裕 講義シアター ☆ 国3・4 027391 セミナーⅢａ Hawkins, Virgil 講義シアター ☆ 国3・4 027353 セミナーⅢａ 大久保　邦彦 OSIPP演習室Ｂ

☆ 国2 026351 セミナーⅡa 赤井　伸郎 OSIPP会議室
☆ 国3・4 027351 セミナーⅢａ 赤井　伸郎 OSIPP会議室

☆ 国2 026367 セミナーⅡa 生藤　昌子 セミナー室Ａ ☆ 国2 026387 セミナーⅡa 品田　智史 演 Ｇ
☆ 国3・4 027367 セミナーⅢａ 生藤　昌子 セミナー室Ａ ☆ 国3・4 027387 セミナーⅢａ 品田　智史 演 Ｇ

☆ 国2 026355 セミナーⅡa 木戸　衛一 OSIPP演習室Ａ
☆ 国3・4 027411 セミナーⅢａ 大久保　規子 豊総 Ｌ３ ☆ 国3・4 027355 セミナーⅢａ 木戸　衛一 OSIPP演習室Ａ

☆ 国2 026425 セミナーⅡa 高橋　明男 セミナー室Ｂ
☆ 国2 026419 セミナーⅡa 河村　倫哉 OSIPP演習室Ａ ☆ 国3・4 027413 セミナーⅢａ 高橋　明男 セミナー室Ｂ
☆ 国3・4 027425 セミナーⅢａ 河村　倫哉 OSIPP演習室Ａ

☆ 国2 026369 セミナーⅡa 中嶋　啓雄 OSIPP演習室Ａ ☆ 国3・4 027419 セミナーⅢａ 名津井　吉裕 オンラインのみ
☆ 国3・4 027369 セミナーⅢａ 中嶋　啓雄 OSIPP演習室Ａ

☆ 国2 026417 セミナーⅡa 西連寺　隆行 OSIPP演習室Ｃ
☆ 国3・4 027423 セミナーⅢａ 西連寺　隆行 OSIPP演習室Ｃ

☆ 国2 026359 セミナーⅡa 髙井　裕之 演 Ｅ ☆ 国2 026429 セミナーⅡa 長田　真里 豊総 Ｌ３
☆ 国3・4 027359 セミナーⅢａ 髙井　裕之 演 Ｅ ☆ 国3・4 027415 セミナーⅢａ 長田　真里 豊総 Ｌ３

☆ 国2 026389 セミナーⅡa 和仁　健太郎 OSIPP演習室Ａ
☆ 国2 026505 セミナーⅡa 瀧井　克也 豊総 Ｌ５ ☆ 国3・4 027389 セミナーⅢａ 和仁　健太郎 OSIPP演習室Ａ
☆ 国3・4 027437 セミナーⅢａ 瀧井　克也 豊総 Ｌ５

☆ 国2 026363 セミナーⅡa 二杉　健斗 OSIPP演習室Ｂ
☆ 国3・4 027363 セミナーⅢａ 二杉　健斗 OSIPP演習室Ｂ

☆ 国2 026409 セミナーⅡa 蓮生　郁代 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演
☆ 国3・4 027409 セミナーⅢａ 蓮生　郁代 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ演

☆ 国2 026427 セミナーⅡa 福井　康太 セミナー室Ｂ
☆ 国3・4 027431 セミナーⅢａ 福井　康太 セミナー室Ｂ

☆ 国2 026381 セミナーⅡa 松尾　健一 豊総 Ｌ５
☆ 国3・4 027381 セミナーⅢａ 松尾　健一 豊総 Ｌ５

☆ 国2 026373 セミナーⅡa 松田　岳士 第２３番講義室
☆ 国3・4 027373 セミナーⅢａ 松田　岳士 第２３番講義室

☆ 国2 026421 セミナーⅡa 松林　哲也 セミナー室Ｄ
☆ 国3・4 027427 セミナーⅢａ 松林　哲也 セミナー室Ｄ

☆ 国2 026437 セミナーⅡa 南　和志 法経棟 Ｌ１
☆ 国3・4 027435 セミナーⅢａ 南　和志 法経棟 Ｌ１

法1 国1 020616 特別講義（オーストラ
リア法入門）

福井　康太 オンラインのみ

7

【集中講義等】　※春学期の履修登録期間に履修登録すること

時間割コード 担当教員

法3・4 国3・4 020624 金　美善

法3・4 国3・4 020683 花田　愛

国3・4 026447 大槻　恒裕

法3・4 国3・4 020693 長田　真里 7/7、14、21、28（木） の 4・5限　 ※ただし 7/21（木）は4限のみ

備考

4/12（火）6限、4/19（火）6限、4/26（火）6限、5/10（火）6限、
5/17（火）6限、5/24（火）6限、6月7月の開講日程は調整中

講義室

第２番講義室

講義シアター

 【講義室の
 略称と場
所】

第１番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第２番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第３番講義室 ： 法・経講義棟 ２階
第５番講義室 ： 法・経講義棟 ３階
演E ： 法・経講義棟 １階
演Ｆ ： 法・経講義棟 ３階

第２２番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
第２３番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
演Ｇ、演Ｈ、演 Ｉ  ： 文・法・経講義棟 ２階
第４２番講義室 ： 文・法・経講義棟 ４階

豊総３０１、３０２ ： 豊中総合学館 ３階
豊総４０１、４０２ ： 豊中総合学館 ４階
豊総５０１ ： 豊中総合学館 ５階
豊総Ｌ３、Ｌ４ ： 豊中総合学館 ３階
豊総Ｌ５、Ｌ６ ： 豊中総合学館 ４階
総合セミナー室１ ： 豊中総合学館 ５階
総合セミナー室２ ： 豊中総合学館 ６階

セミナー室Ａ、Ｂ ： 文法経本館 １階

法経棟Ｌ１ ： 法経研究棟　３階
学部学生自習室 ： 法経研究棟　３階
コミラボ　： コミュニケーションラボラトリー（法経研究棟 ４階）
セミナー室Ｄ ： 法経研究棟　４階

共Ａ、共Ｂ、共Ｃ ： 全学教育推進機構 講義Ａ～Ｃ棟

講義シアター ： ＯＳＩＰＰ棟 ２階
マルチメディア演 ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ａ ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ｂ ： ＯＳＩＰＰ棟 ４階
OSIPP演習室Ｃ ： ＯＳＩＰＰ棟 ５階
OSIPP会議室 ： ＯＳＩＰＰ棟 ６階

木 金水

配当 配当 配当

月 火

配当 配当

春・夏学期 国際公共政策学科3・4年次配当

2022年6月10日現在

　　　曜
　　　日
時限

2

1

春・夏

6

5

学期 配当学科・年次 科目名

夏 特別講義（国際商事仲裁法の基礎）

3

4

特別講義（ネゴシエーション基礎）

春・夏
特別講義（オン・キャンパス・インターン

シップ：未来の「はたらく」を考える）
株式会社オカムラ

関西支社内
4/9（土）、4/23（土）、5/14（土）、6/11（土）、6/25（土）、
7/16（土） ※開講時間はシラバスにて詳細を確認すること

夏 特別講義（Poverty Measurement） オンラインのみ
8/9（火）～8/11（木）、8/18（木）～8/22（月） の 1・2限
※ただし 8/22（月）は 1限のみ


