
2017年12月14日作成
2017年12月27日改訂
2018月6月28日決定
2018年9月14日改訂

火 水 木 金 土（３〜５限）
9月25日 9月26日 9月27日 9月28日 9月29日

6限 開講式・オリエンテーション 都市空間のマネジメント論 (1) 都市地域計画論・基礎編I (1) 都市の文化・観光政策 (1) 演習第1（日常生活圏）(1)

7限 都市の公共政策と法制度 (1) 都市地域計画論・基礎編I (2) 都市の文化・観光政策 (2) 演習第3（地域再生）(1)

10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日

6限 都市情報の分析I (1) 都市空間のマネジメント論 (2) 都市地域計画論・基礎編I (3) 都市の文化・観光政策 (3) 演習第1（日常生活圏）(2)

7限 都市情報の分析I (2) 都市の公共政策と法制度 (2) 都市地域計画論・基礎編I (4) 都市の文化・観光政策 (4) 演習第3（地域再生）(2)

10月9日 10月10日 10月11日 10月12日 10月13日

6限 都市情報の分析I (3) 都市空間のマネジメント論 (3) 都市地域計画論・基礎編I (5) 都市の文化・観光政策 (5) 演習第1（日常生活圏）(3)

7限 都市情報の分析I (4) 都市の公共政策と法制度 (3) 都市地域計画論・基礎編I (6) 都市の文化・観光政策 (6) 演習第3（地域再生）(3)

10月16日 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日

6限 都市情報の分析I (5) 都市空間のマネジメント論 (4) 都市地域計画論・基礎編I (7) 都市の文化・観光政策 (7) 演習第1（日常生活圏）(4)

7限 都市情報の分析I　(6) 都市の公共政策と法制度 (4) 都市地域計画論・基礎編I (8) 都市の文化・観光政策 (8) 演習第3（地域再生）(4)

10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日

6限 都市情報の分析I (7) 都市空間のマネジメント論 (5) 都市情報の分析II　(1) 都市の文化・観光政策 (9) 演習第1（日常生活圏）(5)

7限 都市情報の分析I (8) 都市の公共政策と法制度 (5) 都市情報の分析II　(2) 都市の文化・観光政策 (10) 演習第3（地域再生）(5)

10月30日 10月31日 11月1日 11月2日 11月3日

6限 都市と環境I (1) 都市空間のマネジメント論 (6) 都市情報の分析II　(3) 都市の文化・観光政策 (11) 祝日：文化の日

7限 都市と環境I (2) 都市の公共政策と法制度 (6) 都市情報の分析II　(4) 都市の文化・観光政策 (12)

11月6日 11月7日 11月8日 11月9日 11月10日

6限 都市と環境I (3) 都市の公共政策と法制度 (7) 都市情報の分析II　(5) 都市の文化・観光政策 (13) 演習第1（日常生活圏）(6)

7限 都市と環境I (4) 都市の公共政策と法制度 (8) 都市情報の分析II　(6) 都市の文化・観光政策 (14) 演習第3（地域再生）(6)

11月13日 11月14日 11月15日 11月16日 11月17日

6限 都市と環境I (5) 都市空間のマネジメント論 (7) 都市情報の分析II　(7) 都市の文化・観光政策 (15) 演習第1（日常生活圏）(7)

7限 都市と環境I (6) 都市の公共政策と法制度 (9) 都市情報の分析II　(8) 都市の文化・観光政策 (16) 演習第3（地域再生）(7)

11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日

6限 都市と環境I (7) 都市空間のマネジメント論 (8) 都市の交通政策I　(1) 祝日：勤労感謝の日 休講（修論ジュリー）

7限 都市と環境I (8) 都市空間のマネジメント論 (9) 都市の交通政策I　(2)

11月27日 11月28日 11月29日 11月30日 12月1日

6限 都市地域計画論・基礎編II (1) 都市空間のマネジメント論 (10) 都市の交通政策I　(3) 都市社会論 (1) 演習第1（都市圏）(1)

7限 都市地域計画論・基礎編II (2) 都市の公共政策と法制度 (10) 都市の交通政策I　(4) 都市社会論 (2) 演習第4（住宅・不動産開発）(1)

12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日

6限 都市地域計画論・基礎編II (3) 都市空間のマネジメント論 (11) 都市の交通政策I　(5) 都市社会論 (3) 演習第1（都市圏）(2)

7限 都市地域計画論・基礎編II (4) 都市の公共政策と法制度 (11) 都市の交通政策I　(6) 都市社会論 (4) 演習第4（住宅・不動産開発）(2)

12月11日 12月12日 12月13日 12月14日 12月15日

6限 都市地域計画論・基礎編II (5) 都市の公共政策と法制度 (12) 都市の交通政策I　(7) 都市社会論 (5) 演習第1（都市圏）(3)

7限 都市地域計画論・基礎編II (6) 都市の公共政策と法制度 (13) 都市の交通政策I　(8) 都市社会論 (6) 演習第4（住宅・不動産開発）(3)

12月18日 12月19日 12月20日 12月21日 12月22日

6限 都市地域計画論・基礎編II (7) 都市空間のマネジメント論 (12) 都市の交通政策II　(1) 都市社会論 (7) 演習第1（都市圏）(4)

7限 都市地域計画論・基礎編II (8) 都市の公共政策と法制度 (14) 都市の交通政策II　(2) 都市社会論 (8) 演習第4（住宅・不動産開発）(4)

12月25日 12月26日 12月27日 12月28日 12月29日

6限 冬休み 冬休み 冬休み 冬休み 冬休み

7限

1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日

6限 冬休み 冬休み 冬休み 冬休み 演習第1（都市圏）(5)

7限 演習第4（住宅・不動産開発）(5)

1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日

6限 都市防災概論 (1) 都市空間のマネジメント論 (13) 都市の交通政策II　(3) 都市社会論 (9) 演習第1（都市圏）(6)

7限 都市防災概論 (2) 都市の公共政策と法制度 (15) 都市の交通政策II　(4) 都市社会論 (10) 演習第4（住宅・不動産開発）(6)

1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日

6限 都市防災概論 (3) 都市空間のマネジメント論 (14) 都市の交通政策II　(5) 休講：センター試験準備 演習第1（都市圏）(7)

7限 都市防災概論 (4) 都市空間のマネジメント論 (15) 都市の交通政策II　(6) 演習第4（住宅・不動産開発）(7)

1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日

6限 都市防災概論 (5) 都市空間のマネジメント論 (16) 都市の交通政策II　(7) 都市社会論 (11) 休講（修論最終ジュリー）

7限 都市防災概論 (6) 都市の公共政策と法制度 (16) 都市の交通政策II　(8) 都市社会論 (12)

1月29日 1月30日 1月31日 2月1日 2月2日

6限 都市防災概論 (7) 都市社会論 (13) 都市社会論 (15) 演習第1（都市圏）(8)

7限 都市防災概論 (8) 都市社会論 (14) 都市社会論 (16) 演習第4（住宅・不動産開発）(8)

※１／19はセンター試験のため演習の会場が学外になる

東大まちづくり大学院
２０１８年度A1A2ターム（冬学期）日程表

 6限：18:40〜20:05
 7限：20:10〜21:35

講義なし


