
令和４年度後期経済学部専門科目の履修制限について 
令和４年９月８日    

経済学部  
経済学部では、平成２４年度前期より大人数の受講が予想される科目については、事前登録制による履修制限を行っています。 
令和４年度前期の履修制限対象科目は下記のとおりです。履修制限対象科目については、以下の方法で事前登録を行い、抽選結果を必ず 
確認するようにしてください。なお、当選しなかった場合は、当該科目を今学期に受講することはできません。 

【重要：経済学部 2016 年度入学生～（経済学部 3 年次編入学生、他学部生を除く）】 

 履修制限対象科目の多くは「履修前提科目」があります。事前登録前に必ず「履修前提科目一覧表（次ページ）」を確認してくだ

さい。「履修前提科目」未修得の場合、当選しても履修登録されません。システム上は事前登録できてしまいますので、くれぐれも

注意してください 
 
令和４年度後期履修制限対象科目 

★：「プログラミングと経済分析」「プログラミング入門」については今年度は重複履修不可。（どちらかしか当選しません） 

※：他学部生において、2015年度以前生のみ事前登録可能な科目。2016年度生～の他学部生は高度教養科目の方で抽選登録。履修制限人数は

高度教養科目の定員との合計。 

◆：「経済学部・法学部・経営学部・工学部・国際人間科学部の学生」のみ履修可。 

◇：「経済学部生」及び「経営学部・法学部・工学部・理学部 2015 年度以前生」のみ履修可。 

☆：2021年度までに「現代商品市場論」の単位を修得している者は履修不可。（科目名の変更） 

 

【事前登録方法】 

１．一次受付 

   対象：経済学部生 
9 月 9 日（金）9：00～9 月 12 日（月）17：00 にうりぼーネットにログインし、履修希望を申請（抽選登録）してください。

「履修人数制限」を超えた場合には抽選を行います。 
曜日時限の重複している科目については優先順位をつけて登録してください。 
◆一次受付結果発表 9 月 14日（水）17：00（予定） 

一次受付で当選した場合は自動的に履修登録されますので、うりぼーネットで確認してください。履修登録確認表に載っていない場合は抽

開講学期 曜日・時限 開講科目名 教員 

申請コード(時間割コード) 遠隔/教室 （参考） 

履修制限人

数 
編入生 

以外 

経済学部 

編入生 

後期 

月 1 現代技術論 中村(健) 3E334 3E335 Ⅰ232 250 

月 2 食料経済論 衣笠 3E371 3E372 Ⅱ263 450 

火 1 中国経済論 梶谷 3E357 3E358 Ⅰ232 250 

火 2 近現代日本経済史 橋野 3E326 3E327 Ⅰ232 250 

火 3 国際貿易論 ※ 中西 3E349 3E350 Ⅰ232 250 

火 4 現代金融・商品デリバティブ論 ☆ 大阪取引所他 3E310 Ⅰ232 250 

火 4 国際マクロ経済学 ※ 橋本 3E382 3E383 Ⅰ102 350 

水 2 ビジネス会計入門:キャリア入門講義 大原学園 3E308 Ⅰ206 250 

木 1 国際経済政策 中西 3E361 3E362 Ⅰ102 350 

木 1 アジア経済論 金京 3E359 3E360 Ⅰ232 250 

木 2 国際金融論 岩壷 3E368 3E369 Ⅰ232 250 

木 5 開発経済学 山﨑 3E336 3E337 Ⅰ102 350 

金 1 プログラミングと経済分析 ★ 春山 3E363 3E364 Ⅰ102 350 

金 2 経済統計学 羽森 3E329 3E330 Ⅰ232 250    

金 4 地域創生論 藤岡 3E373 3E374 Ⅰ232 250    

3Q 
火 3・4 

グローバル環境におけるリーダーシップ～

総合商社の観点から～ ◆ 
双日 3E370 Ⅰ332 30 

水 3 Fintech×デザインシンキング ※◇ 住信 SBI 3E352 Ⅰ332 50 

4Q 水 3 キャリア形成と労働法制度（関連科目） 兵庫労働局 4E319 Ⅰ232 250 

後期 

木 3 民事法基礎 古谷 別掲示を確認 

金 3 Intermediate Macroeconomics ※ Mitchell 別掲示を確認 

金 3 ミクロデータ分析Ⅱ 李 別掲示を確認 

3Q 金 3 プログラミング入門 ★ 春山 別掲示を確認 



選に落選または「履修前提科目」未修得による履修登録不可と考えてください。 
 

2．二次受付（一次受付の結果、履修人数制限に満たない科目について行います。） 
  対象：経済学部生及び他学部生 

9 月 21日（水）10：00～17：00にうりぼーネットにログインし、履修希望を申請（抽選登録）してください。 
曜日時限の重複している科目については優先順位を付けて登録してください。「履修人数制限」を超えた場合には抽選を行い 

ます。 
◆二次受付結果発表 9 月 21日（水）時間未定 
二次受付で当選した場合は自動的に履修登録されるので、うりぼーネットで確認してください。 

 

三次受付を行う場合は、二次受付の結果発表後にお知らせします。 

なお、経済学部以外に所属する法経連携プログラム生・KUPES生については、修了要件科目になっている科目のみ、 

履修登録期間に経済学部教務係にて履修登録を受け付けます。 

※原則として、抽選登録の結果決定された授業科目は削除できません。履修取消期間にご自身で履修取消してください。 
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※対象は経済学部1年次から在籍する経済学部生（3年次編入学の経済学部生、他学部生は対象外）
※2016年度入学生より適用

1年次開講科目 2年次開講科目
ゲーム理論 中級ミクロ経済学

応用ゲーム理論 中級ミクロ経済学

経済成長論 中級ミクロ経済学 中級マクロ経済学

マクロ経済学の潮流 中級マクロ経済学

金融政策 中級マクロ経済学

プログラミングと経済分析 統計学 中級マクロ経済学

近現代西洋経済史 経済史

近現代日本経済史 経済史

中近世西洋経済史 経済史

中近世日本経済史 経済史

計量経済学 統計学

経済統計学 統計学

現代技術論 中級ミクロ経済学

環境経済論

Environmental Economics

産業連関論 中級ミクロ経済学

環境政策 中級ミクロ経済学

産業組織論 中級ミクロ経済学 経済政策基礎論

社会政策 初級経済学 経済政策基礎論

労働経済学 中級ミクロ経済学 経済政策基礎論

食料経済論 初級経済学 経済政策基礎論

社会保障 初級経済学 経済政策基礎論

人口政策 初級経済学 経済政策基礎論

中級ミクロ経済学 経済政策基礎論

中級マクロ経済学

中級ミクロ経済学 経済政策基礎論

経済倫理と思想

経済政策原理(2016年度生) 初級経済学 経済政策基礎論

初級経済学 経済政策基礎論

経済倫理と思想

ファイナンス 金融論

国際金融論 金融論

金融経済論 金融論

企業金融論 金融論

財政学 公共経済学

公共政策 公共経済学

国際貿易論 国際経済学

国際マクロ経済学 国際経済学

国際経済政策 国際経済学

国際投資論 国際経済学

国際政治経済論 初級経済学

統計学

中級ミクロ経済学

アジア経済論 中級ミクロ経済学

中国経済論 中級ミクロ経済学

東南アジア経済論 中級ミクロ経済学

ヨーロッパ経済論 中級ミクロ経済学

ロシア・東欧経済論 中級ミクロ経済学

ミクロデータ分析Ⅰ 統計学

ミクロデータ分析Ⅱ 統計学

履修に係る履修前提科目一覧（この表にない授業科目の履修前提科目については、別途通知する。）

授業科目
履修前提科目

開発経済学

経済政策原理(2017年度生～)

経済体制論(2016年度生)

中級ミクロ経済学

経済体制論(2017年度生～)
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上級科目及び英語Advanced科目は，大学院のコア科目を3年次以上の経済学部生に開放するもの。
※対象は経済学部3、4年次生（3年次編入学生含む）

上級ミクロ経済学Ⅰ 経済数学

上級マクロ経済学Ⅰ 経済数学

上級経済数学 経済数学

上級現代経済学（自由VS厚生）

上級欧州統合史

上級日本金融史
Advanced Economic History of Modern Japan

Advanced Comparative Economic History

上級経済統計学 計量経済学

上級計量経済学Ａ 計量経済学

上級計量経済学Ｂ 計量経済学

上級統計推理論

上級環境経済論 環境経済論

上級環境政策 環境政策

上級現代技術論 現代技術論

上級産業連関分析 産業連関論

経済数学

Environmental Economics

上級産業組織論 産業組織論

上級人口政策 人口政策

上級農業政策 食料経済論

上級労働経済学 労働経済学

上級社会政策(～2019年度生) 社会政策

経済倫理と思想

経済政策基礎論

上級財政学 財政学

上級公共経済学 公共経済学

上級国際金融論 国際金融論

上級ファイナンス ファイナンス

経済数学

金融論

Advanced Monetary Economics 金融論

Advanced Public Finance 財政学

Advanced Public Economics

上級国際貿易論 国際貿易論

上級国際マクロ経済学 国際マクロ経済学

上級アジア経済論 アジア経済論

上級アメリカ経済論 アメリカ経済論

上級中国経済論 中国経済論

上級東南アジア経済論 東南アジア経済論

上級ヨーロッパ経済論

Advanced European Economy

上級ロシア・東欧経済論 ロシア・東欧経済論

上級日本経済論 日本経済論

上級ラテンアメリカ経済論

上級比較制度分析概論

上級空間経済学

上級ミクロ経済学Ⅱ

Advanced Development Economics

Advanced Applied Microeconomics

中級ミクロ経済学

中級マクロ経済学

統計学

経済史

授業科目

Advanced Environmental Economics

上級金融経済論

ヨーロッパ経済論

上級社会政策(2020年度生～)

履修前提科目
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