
令和４年度　大学院人間社会科学研究科【法学・政治学プログラム】授業時間割（後期）

<3T>行政法理論演習(A213) (折橋) <3T>行政法理論演習(A213) (折橋) <3T>社会変動分析論演習(B253) (江頭) <3T>社会変動分析論演習(B253) (江頭) 3T データリテラシー 門田 ※
Medical History In
China(MR4-6)

○ 特別研究 (吉中) ※ 国際秩序構築論(A214) (吉田) ※
<3T>日本政治論Politics in Japan(国際研
207)

(森邊) ※
<3T>日本政治論Politics in Japan
(国際研207)

(森邊) 4T データリテラシー 柳原

◎ 特別研究     (三井) 〇 特別研究(B253) (江頭) <4T>民事訴訟の理論と実務演習(A213) (宮永) <4T>民事訴訟の理論と実務演習(A213) (宮永) 大学院共通科目 ２単位以上

◎ 特別研究　 (松原) ○ 特別研究　　 (折橋) 経営法務(A216) (松原)

◎ 特別研究 (吉中) ○ 特別研究 (岡田) ○ 特別研究　　 (湯川) 研究科共通科目 ３単位以上

〇 特別研究　     (松原) ◎ 特別研究 (折橋)

法学・政治学プログラム
特別研究II(B253)

(江頭) 〇 特別研究　     (荒木) 4T ストレスマネジメント 原田 4T ストレスマネジメント 原田

<4T>進化政治学演習
(A207)

(伊藤)
<4T>進化政治学演習
(A207)

(伊藤) <4T>物件管理法演習(A215) (金) <4T>物件管理法演習(A215) (金) 4T データリテラシー NUNES

家族法演習(A213) (高田) ※
<4T>Medical Ethics and Law
(MR4-6)

(ムスラキス) ※
<4T>Medical Ethics and Law
(MR4-6)

(ムスラキス)

◎ 特別研究     (永山) 国際政治学演習(B253) (永山) ○ 特別研究(B254) (長久)

〇 特別研究(B253) (永山) 〇 特別研究 (吉田)
法学・政治学プログラム特別研究 Ⅱ
(B253)

(永山)

◎ 特別研究 (堀田) ◎ 特別研究 (宮永)

※ 国際法演習(A213) (西谷) 〇 特別研究 (茂木) <3T>契約法演習(B151) (山口) <3T>契約法演習(B151) (山口) 3T
Hiroshimaから世界平和を
考える

友次 4T
Hiroshimaから世界平
和を考える

STYCZEK

◎ 特別研究(B153) (茂木)
<4T>企業組織法演習
(A509)

(岡田)
<4T>企業組織法演習
(A509)

(岡田) 3T
SDGsへの学問的アプ
ローチＢ

片柳

<4T>国際政治経済論演習(B151) (長久) <4T>国際政治経済論演習(B151) (長久) 4T
Japanese Experience of Human
Development-Culture, Education,
and Health

馬場

租税法演習(A512) (手塚) 雇用関係法演習(B253) (三井) 4T
Hiroshimaから世界平和を
考える

VAN

○ 特別研究　 (葛) ○ 特別研究　 (浅利)

○ 特別研究 (宮永) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

<3T>法学・政治学プログラム特別研究
II(A509)

(岡田)
<3T>法学・政治学プログラム特別研究
II(A509)

(岡田)

<3T>不動産法 (堀田) <3T>不動産法 (堀田) 3T データリテラシー 門田 社会調査論（江頭）

<3T>刑事システム論演習(A214) (楼　潔) <3T>刑事システム論演習(A214) (楼　潔) (MR4-6)

○ 特別研究 (堀田) <3T>アメリカ政治論演習(A207) (相川) <3T>アメリカ政治論演習(A207) (相川)

〇 特別研究 (野間) ※ <4T>国際刑事法(A215) (吉中) ※ <4T>国際刑事法(A215) (吉中)

4T リサーチメソッド VU HA THU 4T リサーチメソッド VU HA THU <4T>外交論演習(A214) (湯川) <4T>外交論演習(A214) (湯川) 3T 医療情報リテラシー 田中       

<3T>日本法概説Ⅱ(B152) (葛) <3T>日本法概説Ⅱ(B152) (葛) ※ <3T>Comparative Law(A216) (ムスラキス) ※ <3T>Comparative Law(A216) (ムスラキス)

<4T>憲法理論演習 (井上) <4T>憲法理論演習 (井上) <3T>比較自治体論演習(A214) (茂木) <3T>比較自治体論演習(A214) (茂木)

<4T>現代政治学演習(B151) (荒木) <4T>現代政治学演習(B151) (荒木) <3T>比較政治思想論(A206) (古田) <3T>比較政治思想論(A206) (古田)

○ 特別研究 (三井) ※ <4T>国際刑事政策(A216) (ムスラキス) ※ <4T>国際刑事政策(A216) (ムスラキス)

<4T>比較政治思想論演習(A206) (古田) <4T>比較政治思想論演習(A206) (古田)

家族支援社会論演習(A213) (浅利) ○ 特別研究 (手塚)

○ 特別研究 (森邊)

〇 特別研究 (井上)

16:20～17:50 18:00～19:30 19:40～21:10
９・１０１・２ ３・４ ５・６ ７・８

◎は，博士課程後期学生のための法学・政治学プログラム特別研究であり，『もみじ』では次の科目名で履修登録することになります。
   （１年前期：特別研究Ⅰ，１年後期：特別研究Ⅱ，２年前期：特別研究Ⅲ，２年後期：特別研究Ⅳ，３年前期：特別研究Ⅴ，３年後期：特別研究Ⅵ）

注１　教室名が未記載の場合は，教員の研究室で行います。　　　　　　注２　教員名の前の#は客員教員を示す。

月

火

(Sun Lu)

夜1・2 夜3・4
8:45～10:15 10:30～12:00 12:50～14:20 14:35～16:05

※は，ダブルディグリープログラムによる留学生用の科目を示す。これらの科目は，日本人学生も受講できますが，すべて英語で行われます。

水

木

金

科目名の前の＜　＞書きは，クォーター制で開講される授業科目の開講タームを表す。＜３Ｔ＞→第３ターム開講，＜４Ｔ＞→第４ターム開講

○は，博士課程前期学生のための法学・政治学プログラム「特別研究」であり，主指導教員開講の授業を『もみじ』では次の科目名で履修登録することになります。
  （１年前期：特別研究Ⅰ，１年後期：特別研究Ⅱ，２年前期：特別研究Ⅲ，２年後期：特別研究Ⅳ）


