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法学部 法律学科 中学 社会 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 010701 日本史 2 後期 講師 北條 勝貴 1～4 全学共通 

 

日本史及び
外国史 

いずれか 
１科目必修 099086 歴史学Ⅰ（日本史） 2 前期 講師 佐々木英夫 1～4 全学共通 

  010850 東洋史 2 後期 教授 大澤 正昭 1～4 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099087 歴史学Ⅱ（東洋史） 2 後期 教授 山内 弘一 1～4 全学共通 

  010902 西洋史 2 前期 兼講 志内 一興 1～4 全学共通 

  

いずれか 

１科目必修 099088 歴史学Ⅲ（西洋史） 2 後期 教授 井上 茂子 1～4 全学共通 

  選択 161108 日本史概説Ⅰ 2 前期 講師 北條 勝貴 1 史学科 

   161121 日本史概説Ⅱ 2 後期 教授 青山 英夫 1 史学科 

   161131 日本史概説Ⅲ 2 前期 助教授 川村 信三 1 史学科 

   161142 日本史概説Ⅳ 2 後期 教授 長田 彰文 1 史学科 

   161207 東洋史概説Ⅰ 2 休講 教授 坂野 良吉 1 史学科 

   161231 東洋史概説Ⅱ 2 前期 教授 大澤 正昭 1 史学科 

   161241 東洋史概説Ⅲ 2 後期 教授 山内 弘一 1 史学科 

   161511 西洋史概説Ⅰ 2 前期 教授 豊田 浩志 1 史学科 

   161521 西洋史概説Ⅱ 2 後期 講師 児嶋 由枝 1 史学科 

   161531 西洋史概説Ⅲ 2 前期 教授 長谷川輝夫 1 史学科 

   161542 西洋史概説Ⅳ 2 後期 教授 井上 茂子 1 史学科 

   333302 西洋政治史 4 後期 兼講 高橋 直樹 1・2 法学部 

B 172001 地理学Ⅰ 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

 

地理学（地
誌を含む） 

いずれか 

１科目必修 172002 地理学Ⅱ 2 後期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

  必修 622152 地誌学 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 課程 

C ①330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

 

「法律学，
政治学」 ①330000 民法総則 4 通年 教授 福田 誠治 1 法学部 

  

①すべて 

又は②の 

いずれか 
必修 ①330334 債権法総論 4 後期 教授 佐藤 岩昭 2 法学部 

   ①330501 刑法総論 4 後期 助教授 島田聡一郎 2 法学部 

   ②333181 政治学 4 後期 教授 加藤 浩三 2 法学部 

  必修 330311 債権法各論 4 通年 教授 奥冨  晃 2 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 2 法学部 

  選択 332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2 法学部 

   332680 刑法各論 4 前期 教授 林  幹人 2 法学部 

   332010 行政法総論 4 通年 教授 古城  誠 2 法学部 

   332102 担保物権法 2 後期 教授 辻  伸行 2 法学部 

   332203 親族法 2 後期 教授 前田 陽一 3・4 法学部 

   332303 相続法 2 前期 教授 前田 陽一 3・4 法学部 

   332402 会社法 4 前期 教授 甘利 公人 3・4 法学部 

   356105 手形・小切手法 4 後期 助教授 野田 耕志 3・4 法学部 

   339102 経済法 4 休講   3・4 法学部 

   336202 国際私法 4 後期 教授 出口 耕自 3・4 法学部 

   332503 民事訴訟法Ⅰ 4 前期 教授 田頭 章一 3・4 法学部 

   335604 民事訴訟法Ⅱ 2 後期 兼講 長谷部由起子 3・4 法学部 

   332703 刑事訴訟法 4 通年 教授 岩瀬  徹 3・4 法学部 

   332810 労働関係法 4 通年 兼講 中嶋士元也 3・4 法学部 

   335110 行政救済法 4 前期 教授 小幡 純子 3・4 法学部 

   337203 裁判法 2 前期 助教授 岩田  太 1 法学部 

   335305 商取引法 2 前期 教授 小塚荘一郎 3・4 法学部 

D 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学」 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 400302 マクロ経済学 4 後期 教授 竹田 陽介 1 経済学部 

   400302 マクロ経済学 4 後期 兼講 小巻 泰之 1 経済学部 

   401201 ミクロ経済学Ⅱ 4 前期 講師 蓬田 守弘 2 経済学部 

   401201 ミクロ経済学Ⅱ 4 前期 兼講 大阿久 博 2 経済学部 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

E 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

  選択 310500 環境倫理学 2 後期 教授 瀨本 正之 1・2 法学部 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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法学部 法律学科 高校 公民 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A ①330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

 ①330000 民法総則 4 通年 教授 福田 誠治 1 法学部 

 

①すべて 

又は②の 

いずれか 
必修 ①330334 債権法総論 4 後期 教授 佐藤 岩昭 2 法学部 

 

「法律学 
（国際法を
含む），政治
学（国際政
治を含む）」  ①330501 刑法総論 4 後期 助教授 島田聡一郎 2 法学部 

   ①332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   ②333181 政治学 4 後期 教授 加藤 浩三 2 法学部 

  必修 330311 債権法各論 4 通年 教授 奥冨  晃 2 法学部 

   330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 2 法学部 

  選択 338001 国際政治学 4 休講   2 法学部 

   332680 刑法各論 4 前期 教授 林  幹人 2 法学部 

   332010 行政法総論 4 通年 教授 古城  誠 2 法学部 

   332102 担保物権法 2 後期 教授 辻  伸行 2 法学部 

   332203 親族法 2 後期 教授 前田 陽一 3・4 法学部 

   332303 相続法 2 前期 教授 前田 陽一 3・4 法学部 

   332402 会社法 4 前期 教授 甘利 公人 3・4 法学部 

   356105 手形・小切手法 4 後期 助教授 野田 耕志 3・4 法学部 

   339102 経済法 4 休講   3・4 法学部 

   336202 国際私法 4 後期 教授 出口 耕自 3・4 法学部 

   332503 民事訴訟法Ⅰ 4 前期 教授 田頭 章一 3・4 法学部 

   335604 民事訴訟法Ⅱ 2 後期 兼講 長谷部由起子 3・4 法学部 

   332703 刑事訴訟法 4 通年 教授 岩瀬  徹 3・4 法学部 

   332810 労働関係法 4 通年 兼講 中嶋士元也 3・4 法学部 

   335110 行政救済法 4 前期 教授 小幡 純子 3・4 法学部 

   337203 裁判法 2 前期 助教授 岩田  太 1 法学部 

   335305 商取引法 2 前期 教授 小塚荘一郎 3・4 法学部 

B 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学（国
際経済を含
む）」  030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 400302 マクロ経済学 4 後期 教授 竹田 陽介 1 経済学部 

   400302 マクロ経済学 4 後期 兼講 小巻 泰之 1 経済学部 

   401201 ミクロ経済学Ⅱ 4 前期 講師 蓬田 守弘 2 経済学部 

   401201 ミクロ経済学Ⅱ 4 前期 兼講 大阿久 博 2 経済学部 

C 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学，心理学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

   050702 心理学 2 前期 教授 荻野美佐子 1～4 全学共通 

  選択 310500 環境倫理学 2 後期 教授 瀨本 正之 1・2 法学部 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 010701 日本史 2 後期 講師 北條 勝貴 1～4 全学共通 

 

日本史及び
外国史 

いずれか 
１科目必修 099086 歴史学Ⅰ（日本史） 2 前期 講師 佐々木英夫 1～4 全学共通 

  010850 東洋史 2 後期 教授 大澤 正昭 1～4 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099087 歴史学Ⅱ（東洋史） 2 後期 教授 山内 弘一 1～4 全学共通 

  010902 西洋史 2 前期 兼講 志内 一興 1～4 全学共通 

  

いずれか 

１科目必修 099088 歴史学Ⅲ（西洋史） 2 後期 教授 井上 茂子 1～4 全学共通 

  選択 161108 日本史概説Ⅰ 2 前期 講師 北條 勝貴 1 史学科 

   161121 日本史概説Ⅱ 2 後期 教授 青山 英夫 1 史学科 

   161131 日本史概説Ⅲ 2 前期 助教授 川村 信三 1 史学科 

   161142 日本史概説Ⅳ 2 後期 教授 長田 彰文 1 史学科 

   161207 東洋史概説Ⅰ 2 休講 教授 坂野 良吉 1 史学科 

   161231 東洋史概説Ⅱ 2 前期 教授 大澤 正昭 1 史学科 

   161241 東洋史概説Ⅲ 2 後期 教授 山内 弘一 1 史学科 

   161511 西洋史概説Ⅰ 2 前期 教授 豊田 浩志 1 史学科 

   161521 西洋史概説Ⅱ 2 後期 講師 児嶋 由枝 1 史学科 

   161531 西洋史概説Ⅲ 2 前期 教授 長谷川輝夫 1 史学科 

   161542 西洋史概説Ⅳ 2 後期 教授 井上 茂子 1 史学科 

   333302 西洋政治史 4 後期 兼講 高橋 直樹 1・2 法学部 

B 172001 地理学Ⅰ 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

 

地理学（地
誌を含む） 

いずれか 

１科目必修 172002 地理学Ⅱ 2 後期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

  必修 622152 地誌学 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 課程 

C ①330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

 

「法律学，
政治学」 ①330000 民法総則 4 通年 講師 西 希代子 1 法学部 

  

①すべて 

又は②の 

いずれか 
必修 ①330334 債権法総論 4 後期 教授 佐藤 岩昭 2 法学部 

   ①330501 刑法総論 4 後期 助教授 島田聡一郎 2 法学部 

   ①332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   ②333181 政治学 4 後期 教授 加藤 浩三 2 法学部 

  必修 330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 2 法学部 

  選択 336311 国際法各論 2 後期 教授 村瀬 信也 3・4 法学部 

   336405 国際紛争処理法 2 後期 教授 江藤 淳一 3・4 法学部 

   336202 国際私法 4 後期 教授 出口 耕自 3・4 法学部 

   361600 国際取引法 4 前期 助教授 森下 哲朗 3・4 法学部 

   340102 国際経済法 2 後期 教授 岡村  堯 3・4 法学部 

   340210 国際労働関係法 2 休講   3・4 法学部 

   340302 国際民事訴訟法 2 休講   3・4 法学部 

   340601 国際租税法 2 前期 兼講 宮武 敏夫 3・4 法学部 

   341001 国際環境法 2 前期 教授 村瀬 信也 3・4 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2 法学部 

   336600 比較法 4 通年 教授 滝澤  正 2 法学部 

   339401 比較憲法 4 休講   3・4 法学部 

   332503 民事訴訟法Ⅰ 4 前期 教授 田頭 章一 3・4 法学部 

   335604 民事訴訟法Ⅱ 2 後期 兼講 長谷部由起子 3・4 法学部 

   332010 行政法総論 4 通年 教授 古城  誠 2 法学部 

   335110 行政救済法 4 前期 教授 小幡 純子 3・4 法学部 

   335810 知的財産権法 4 前期 助教授 駒田 泰土 3・4 法学部 

   332402 会社法 4 前期 教授 甘利 公人 3・4 法学部 

D 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学」 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 400302 マクロ経済学 4 後期 教授 竹田 陽介 1 経済学部 

   400302 マクロ経済学 4 後期 兼講 小巻 泰之 1 経済学部 

   401201 ミクロ経済学Ⅱ 4 前期 講師 蓬田 守弘 2 経済学部 

   401201 ミクロ経済学Ⅱ 4 前期 兼講 大阿久 博 2 経済学部 
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

E 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

  選択 310500 環境倫理学 2 後期 教授 瀨本 正之 1・2 法学部 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 

 



2006年度（平成18年）教科に関する科目一覧表 

― 79 ― 

Keyword:  

Filename: 0011-一覧 40-法学部国際関係法学科-公

民.doc 

上智 教職課程 覧

Page 79 

Author: takano 

Last Saved: 3/2/2006 4:24 PM 

Printed: 3/6/2006, 10:06 AM 

Microsoft Word 2002 

Nikkei Printing Inc. 

法学部 国際関係法学科 高校 公民 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A ①330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

 ①330000 民法総則 4 通年 講師 西 希代子 1 法学部 

 

①すべて 

又は②の 

いずれか 
必修 ①330334 債権法総論 4 後期 教授 佐藤 岩昭 2 法学部 

 

「法律学 
（国際法を
含む），政治
学（国際政
治を含む）」  ①330501 刑法総論 4 後期 助教授 島田聡一郎 2 法学部 

   ①332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   ②333181 政治学 4 後期 教授 加藤 浩三 2 法学部 

  必修 330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 2 法学部 

  選択 336311 国際法各論 2 後期 教授 村瀬 信也 3・4 法学部 

   336405 国際紛争処理法 2 後期 教授 江藤 淳一 3・4 法学部 

   336202 国際私法 4 後期 教授 出口 耕自 3・4 法学部 

   361600 国際取引法 4 前期 助教授 森下 哲朗 3・4 法学部 

   340102 国際経済法 2 後期 教授 岡村  堯 3・4 法学部 

   340210 国際労働関係法 2 休講   3・4 法学部 

   340302 国際民事訴訟法 2 休講   3・4 法学部 

   340601 国際租税法 2 前期 兼講 宮武 敏夫 3・4 法学部 

   341001 国際環境法 2 前期 教授 村瀬 信也 3・4 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2 法学部 

   336600 比較法 4 通年 教授 滝澤  正 2 法学部 

   339401 比較憲法 4 休講   3・4 法学部 

   332503 民事訴訟法Ⅰ 4 前期 教授 田頭 章一 3・4 法学部 

   335604 民事訴訟法Ⅱ 2 後期 兼講 長谷部由起子 3・4 法学部 

   332010 行政法総論 4 通年 教授 古城  誠 2 法学部 

   335110 行政救済法 4 前期 教授 小幡 純子 3・4 法学部 

   335810 知的財産権法 4 前期 助教授 駒田 泰土 3・4 法学部 

   332402 会社法 4 前期 教授 甘利 公人 3・4 法学部 

B 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学（国
際経済を含
む）」  030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 400302 マクロ経済学 4 後期 教授 竹田 陽介 1 経済学部 

   400302 マクロ経済学 4 後期 兼講 小巻 泰之 1 経済学部 

   401201 ミクロ経済学Ⅱ 4 前期 講師 蓬田 守弘 2 経済学部 

   401201 ミクロ経済学Ⅱ 4 前期 兼講 大阿久 博 2 経済学部 

C 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学，心理学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

   050702 心理学 2 前期 教授 荻野美佐子 1～4 全学共通 

  選択 310500 環境倫理学 2 後期 教授 瀨本 正之 1・2 法学部 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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法学部 地球環境法学科 中学 社会 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A 010701 日本史 2 後期 講師 北條 勝貴 1～4 全学共通 

 

日本史及び
外国史 

いずれか 
１科目必修 099086 歴史学Ⅰ（日本史） 2 前期 講師 佐々木英夫 1～4 全学共通 

  010850 東洋史 2 後期 教授 大澤 正昭 1～4 全学共通 

  

いずれか 
１科目必修 099087 歴史学Ⅱ（東洋史） 2 後期 教授 山内 弘一 1～4 全学共通 

  010902 西洋史 2 前期 兼講 志内 一興 1～4 全学共通 

  

いずれか 

１科目必修 099088 歴史学Ⅲ（西洋史） 2 後期 教授 井上 茂子 1～4 全学共通 

  選択 161108 日本史概説Ⅰ 2 前期 講師 北條 勝貴 1 史学科 

   161121 日本史概説Ⅱ 2 後期 教授 青山 英夫 1 史学科 

   161131 日本史概説Ⅲ 2 前期 助教授 川村 信三 1 史学科 

   161142 日本史概説Ⅳ 2 後期 教授 長田 彰文 1 史学科 

   161207 東洋史概説Ⅰ 2 休講 教授 坂野 良吉 1 史学科 

   161231 東洋史概説Ⅱ 2 前期 教授 大澤 正昭 1 史学科 

   161241 東洋史概説Ⅲ 2 後期 教授 山内 弘一 1 史学科 

   161511 西洋史概説Ⅰ 2 前期 教授 豊田 浩志 1 史学科 

   161521 西洋史概説Ⅱ 2 後期 講師 児嶋 由枝 1 史学科 

   161531 西洋史概説Ⅲ 2 前期 教授 長谷川輝夫 1 史学科 

   161542 西洋史概説Ⅳ 2 後期 教授 井上 茂子 1 史学科 

B 172001 地理学Ⅰ 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

 

地理学（地
誌を含む） 

いずれか 

１科目必修 172002 地理学Ⅱ 2 後期 兼講 伊藤 徹哉 1～4 史学科 

  必修 622152 地誌学 2 前期 兼講 伊藤 徹哉 1～3 課程 

C ①330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

 

「法律学，
政治学」 ①330000 民法総則 4 通年 講師 西 希代子 1 法学部 

  

①すべて 

又は②の 

いずれか 
必修 ①330334 債権法総論 4 後期 教授 佐藤 岩昭 2 法学部 

   ①330501 刑法総論 4 後期 助教授 島田聡一郎 2 法学部 

   ②333181 政治学 4 後期 教授 加藤 浩三 2 法学部 

  必修 332010 行政法総論 4 通年 教授 古城  誠 2 法学部 

  選択 330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 2 法学部 

   310200 環境と法 2 前期 教授 坂口 洋一 2 法学部 

   341300 環境公法 2 後期 教授 古城  誠 2 法学部 

   341100 環境私法 2 前期 教授 前田 陽一 2 法学部 

   341001 国際環境法 2 前期 教授 村瀬 信也 3・4 法学部 

   335110 行政救済法 4 前期 教授 小幡 純子 3・4 法学部 

   332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   311101 規制と法 2 後期 兼講 丸山 真弘 2 法学部 

   341400 企業環境法 2 前期 教授 吉川 栄一 3・4 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2 法学部 

   310700 環境汚染防止法 2 前期 教授 北村 喜宣 3・4 法学部 

   310800 自然保護法 2 前期 教授 坂口 洋一 3・4 法学部 

   341600 比較環境法 2 後期 教授 坂口 洋一 2 法学部 

   310900 ヨーロッパ環境法 2 前期 教授 岡村  堯 3・4 法学部 

   311001 自治体環境法 2 後期 教授 北村 喜宣 3・4 法学部 

   311700 環境刑法 2 前期 教授 町野  朔 3・4 法学部 

   330311 債権法各論 4 通年 教授 奥冨  晃 2 法学部 

   341500 生活環境法 2 休講   3・4 法学部 

D 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学」 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 602301 開発経済論１ 2 前期 教授 今井 圭子 2～4 国際関係副専攻

   602302 開発経済論２ 2 休講 教授 今井 圭子 2～4 国際関係副専攻

   606121 東南アジア社会経済論 2 休講 教授 村井 吉敬 2～4 アジア文化副専攻
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系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

E 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

  選択 310500 環境倫理学 2 後期 教授 瀨本 正之 1・2 法学部 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 
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法学部 地球環境法学科 高校 公民 

 

系
列 

免許法施行
規則に定め
る科目区分 

履修方法 科目 
コード 授業科目 単位数 開講期 職名 担当者 履修年次

開講学部
・ 

学科 

A ①330140 憲法（基本的人権） 4 通年 教授 粕谷 友介 1 法学部 

 ①330000 民法総則 4 通年 講師 西 希代子 1 法学部 

 

①すべて 

又は②の 

いずれか 
必修 ①330334 債権法総論 4 後期 教授 佐藤 岩昭 2 法学部 

 

「法律学 
（国際法を
含む），政治
学（国際政
治を含む）」  ①330501 刑法総論 4 後期 助教授 島田聡一郎 2 法学部 

   ①332910 国際法総論 4 前期 助教授 西村  弓 2 法学部 

   ②333181 政治学 4 後期 教授 加藤 浩三 2 法学部 

  必修 332010 行政法総論 4 通年 教授 古城  誠 2 法学部 

  選択 330160 憲法（統治機構） 4 通年 教授 矢島 基美 2 法学部 

   310200 環境と法 2 前期 教授 坂口 洋一 2 法学部 

   341300 環境公法 2 後期 教授 古城  誠 2 法学部 

   341100 環境私法 2 前期 教授 前田 陽一 2 法学部 

   341001 国際環境法 2 前期 教授 村瀬 信也 3・4 法学部 

   335110 行政救済法 4 前期 教授 小幡 純子 3・4 法学部 

   311101 規制と法 2 後期 兼講 丸山 真弘 2 法学部 

   341400 企業環境法 2 前期 教授 吉川 栄一 3・4 法学部 

   338001 国際政治学 4 休講   2 法学部 

   310700 環境汚染防止法 2 前期 教授 北村 喜宣 3・4 法学部 

   310800 自然保護法 2 前期 教授 坂口 洋一 3・4 法学部 

   341600 比較環境法 2 後期 教授 坂口 洋一 2 法学部 

   310900 ヨーロッパ環境法 2 前期 教授 岡村  堯 3・4 法学部 

   311001 自治体環境法 2 後期 教授 北村 喜宣 3・4 法学部 

   311700 環境刑法 2 前期 教授 町野  朔 3・4 法学部 

   330311 債権法各論 4 通年 教授 奥冨  晃 2 法学部 

   341500 生活環境法 2 休講   3・4 法学部 

B 099189 社会学 2 前期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

いずれか 
１科目必修 099189 社会学 2 後期 兼講 金崎 一郎 1～4 全学共通 

 

「社会学，
経済学（国
際経済を含
む）」  030601 経済学 2 前期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

   030601 経済学 2 後期 助教授 出島 敬久 1～4 全学共通 

  選択 602301 開発経済論１ 2 前期 教授 今井 圭子 2～4 国際関係副専攻

   602302 開発経済論２ 2 休講 教授 今井 圭子 2～4 国際関係副専攻

   606121 東南アジア社会経済論 2 休講 教授 村井 吉敬 2～4 アジア文化副専攻

C 010103 哲学 2 後期 助教授 長町 裕司 1～4 全学共通 

 

いずれか 

１科目必修 023105 倫理学 2 前期 教授 プテンカラム ジョン ジョセフ 1～4 全学共通 

 

「哲学，倫
理学，宗教
学，心理学」 

 022030 宗教学 2 後期 講師 髙山 貞美 1～4 全学共通 

   050702 心理学 2 前期 教授 荻野美佐子 1～4 全学共通 

  選択 310500 環境倫理学 2 後期 教授 瀨本 正之 1・2 法学部 

＊科目の読み替え（同一科目），重複履修，隔年開講，定員，抽選科目，合同授業，大学院共通，同時担当，輪講などの説明は，履修要

覧の開講学部・学科のページを参照すること。 

 




