
令和３年度第１学期授業方法一覧（公共）

院・公共合併授業

院・LS・公共合併授業

学部・院・公共合併授業

LS・公共合併授業

公共・経済学院合併授業

開講課程

配当年次
（合併科
目は削
除）

科目名 担当教員

開講曜日・時限

※時間割表の記載と
齟齬がある場合は，
時間割表が優先す

る。

メールアドレス
※【AT】を@に変換の上，使用してくださ

い。
開講方法 授業実施方法 成績評価方法

その他（参照URL,　教員へのア
クセス方法、ID,PWの告知な

ど）

1 公共 1・2 現代社会保障論 中園 月２ k.nakazono【AT】hops.hokudai.ac.jp
オンライン＋対面（ハイブリッ
ド方式）

オンライン時（講義回）は、Zoomによる同時配信。対
面時（ディスカッション回）は、教室参加＋Zoomを活
用したオンライン参加を組み合わせたハイブリッド方
式。

シラバス記載のとおり
各回の実施方式・資料配布は、事前
にメール送付およびエルムスに掲示
する。

2 院/LS/公共 環境法/環境法Ⅰ 山下 月３ yamasita【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 前半はELMSに音声掲載，後半はZOOMで同時配信 レポート

3 院/公共 私法秩序論/現代社会と私法秩序論 吉田邦 月３ kymtyoshida【AT】gmail.com オンライン授業 webexで同時配信 シラバス記載のとおり

4 公共 1 統計分析 鈴川 月４ suzukawa【AT】econ.hokudai.ac.jp オンライン授業 ELMSに音声掲載 レポート

5 公共 1 経済政策論 （水島） 月５ シラバス参照 シラバス参照 シラバス参照

6 院/LS/公共 現代法政論/経済法A/競争法政策 中川晶 火２ aki【AT】juris.hokudai.ac.jp 対面授業 対面式の期末試験

7 公共 1 技術政策学
渡部
村上

火２
watabe【AT】eng.hokudai.ac.jp
yuichim【AT】juris.hokudai.ac.jp

オンライン授業
Zoomで同時配信の予定
（一部、オンデマンド等になる可能性有り）

シラバス記載のとおり
連絡事項はELMS等にて。
質問等はメールで随時受付。

8 公共 1・2 都市経済学 齊藤久 火２ saitoh【AT】econ.hokudai.ac.jp オンライン授業 ELMSでオンデマンド配信 宿題とレポート

9 院/LS/公共 租税法Ⅰ/租税法Ａ/租税政策論 田中 火３ htanaka【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoomで同時配信 シラバス記載のとおり ELMSで連絡

10 LS/公共 国際公共政策学 土井 火３ sdoi【AT】juris.hokudai.ac.jp 対面授業
平常点、中間課題および期
末課題

11 公共 1・2 国際金融論 代田 火３ シラバス参照 シラバス参照 シラバス参照

12 公共 1・2 開発経済学 樋渡 火３ シラバス参照 シラバス参照 シラバス参照

13 公共 1・2 森林環境保全論 柿澤 火３ kaki【AT】for.agr.hokudai.ac.jp 対面授業 シラバス記載のとおり

14 学部/院/公共
外国語応用演習/外国語特殊演習Ⅱ/英語実
務演習Ⅰ（英語）

野田 火４ knoda【AT】juris.hokudai.ac.jp 対面授業を原則とする 状況に応じて、Web会議（Webex）で授業を行う。 シラバス記載のとおり

15 院/公共 行政訴訟論/行政法制度論 米田 火４ myoneda【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoomで同時配信。詳細はELMSで周知予定。 シラバス記載のとおり

16 公共 1・2 環境リスク管理論 松井 火４ 対面授業 感染状況によってZoom講義に切り替える シラバス記載のとおり

17 院/公共 政策評価論 武藤 火５ muto【AT】hops.hokudai.ac.jp
対面式であるがBCP２以上では
オンライン授業

オンライン実施の場合はZoomで同時配信
中間レポート4割、期末レ
ポート6割のウェートで行
う

18 公共 1・2 情報過程論 （吉岡） 水１ f.yoshioka【AT】hops.hokudai.ac.jp 対面授業 シラバス記載のとおり

19 院/公共 比較法政論/比較政治学 馬場 水２ kaorib【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoomで同時配信 報告、議論参加

20 公共 1・2 ミクロ経済学 久保田 水２ シラバス参照 シラバス参照 シラバス参照

21 院/公共 公共哲学 辻 水３ tsuji【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 ZOOMで同時配信
数回のレスポンスペーパー
とレポートによる

ELMS(Moodle)で連絡します。

22 公共 1 公共政策学 宮脇 水５ a.miyawaki【AT】hops.hokudai.ac.jp オンライン授業 ELMSで音声と資料掲載 シラバス記載のとおり

23 院/公共 現代労働法政策 城戸 水６ a.kido【AT】hops.hokudai.ac.jp 基本的にオンライン授業
ZOOMを使用。但し、感染状況の低下等により、対面式
に切り替える回もありうる。

シラバス記載のとおり
教官への連絡等は左記のhopsのメー
ルへ

24 公共 1・2 産業組織論 今井 木１ simai【AT】econ.hokudai.ac.jp オンライン授業 ZOOMで同時配信 シラバス記載のとおり 教員へのメール

25 公共 1・2 都市技術政策論 岸 木２ kishi【AT】eng.hokudai.ac.jp オンライン授業
Zoomによる同時配信またはYoutubeによるオンデマン
ド配信

シラバス記載のとおり ELMS(Moodle)で連絡します

26 公共 1・2 公共経済学 （板谷） 木３ シラバス参照 シラバス参照 シラバス参照

27 公共 1・2 英語実務演習Ⅱ 池 木３ n_chi【AT】hops.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoom同時配信 シラバス記載のとおり

教員への連絡はメールをもらえたら
なるべく早く対応します。また、授
業に関する情報は、すべてELMSにて
告知します。



開講課程

配当年次
（合併科
目は削
除）

科目名 担当教員

開講曜日・時限

※時間割表の記載と
齟齬がある場合は，
時間割表が優先す

る。

メールアドレス
※【AT】を@に変換の上，使用してくださ

い。
開講方法 授業実施方法 成績評価方法

その他（参照URL,　教員へのア
クセス方法、ID,PWの告知な

ど）

28 公共 1・2 地域政策論（隔週） （石井） 木５・６ オンライン（一部対面実施）
オンラインはZoomによる同時配信。詳細については，
ELMSにて周知予定。

シラバス記載のとおり

29 公共 1・2 環境政策論 中山元 金１ g.nakayama【AT】hops.hokudai.ac.jp 原則として対面授業
感染状況その他の状況によりZOOMでのオンライン同時
配信とする。

講義中の参加・対応状況、
中間レポート、期末レポー
トから総合的に評価

教員への連絡はHOPSメールで。必要
事項がある場合は登録アドレスへの
メールで連絡します。

30 院/公共 外交安全保障論/グローバル・ガバナンス論 遠藤 金２ endo【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoom Real Time 報告・レポート
初回はElmsにてアナウンスする指示
に応じるようにしてください。

31 公共 1・2 社会調査法(隔週)

武藤
中山
城戸
中園

金３・４

muto【AT】hops.hokudai.ac.jp
g.nakayama【AT】hops.hokudai.ac.jp
a.kido【AT】hops.hokudai.ac.jp
k.nakazono【AT】hops.hokudai.ac.jp

対面式であるがBCP２以上では
オンライン授業

オンライン実施の場合はZoomで同時配信 シラバス記載のとおり

32 院/公共 現代法思想 （長谷川） 金４ オンライン授業
Zoomによる同時配信、他必要に応じてオンデマンド配
信

小エッセイ・リポート・お
よび出席

email: hasegawa【AT】
juris.hokudai.ac.jp
ID等の通知はemailによる

33 公共 1・2 マクロ経済学 五十嵐 金５ y.y.igarashi【AT】econ.hokudai.ac.jp 対面授業 シラバス記載のとおり

34 公共 1・2 農業政策論（隔週） 山本 土１・２ yamay【AT】agecon.agr.hokudai.ac.jp 対面授業 感染状況によってオンライン配信に切り替える シラバス記載のとおり
教員への連絡等は左記のメールへ。
教室等については別途掲示参照。

35 公共/院
北海道開発政策論/行政学特殊講義（隔
週）

山崎
（小磯）

土４・５ myama【AT】juris.hokudai.ac.jp 対面授業 感染状況によってオンライン配信に切り替える
毎回のコメント票と期末レ
ポート

ELMSを通じて教材を提供、課題を提
出


