
学部等 法学部 ①
学科等 政治経済学科

免許状の種類 ⾼等学校⼀種免許状（公⺠）

必修 選択
36 アメリカ政治論 2 浅野 ⼀弘 教授
37 公共選択論 2 羽⽥ 翔 准教授
38 選挙制度論 2 安野 修右 専任講師
39 ヨーロッパ政治論Ⅰ 2 三澤 真明 准教授
40 ヨーロッパ政治論Ⅱ 2 三澤 真明 准教授
41 アジア政治論 2 窪⽥ 悠⼀ 准教授
42 東アジア政治論Ⅰ 2 窪⽥ 悠⼀ 准教授
43 東アジア政治論Ⅱ 2 窪⽥ 悠⼀ 准教授
44 地域研究 2 窪⽥ 悠⼀ 准教授
45 政治学原論 2 吉野 篤 教授
46 政治学原論 2 安野 修右 専任講師
47 政治学原論 2 岩崎 正洋 教授
48 現代政治理論 2 吉野 篤 教授
49 現代政治理論 2 安野 修右 専任講師
50 現代政治理論 2 岩崎 正洋 教授
51 政治哲学Ⅰ 2 松元 雅和 教授
52 政治哲学Ⅱ 2 松元 雅和 教授
53 政治哲学 2 松元 雅和 教授
54 政治制度論 2 荒井 祐介 准教授
55 ⾏政学Ⅰ 2 岩井 義和 准教授
56 ⾏政学Ⅰ 2 鈴⽊ 隆志 助教
57 ⾏政学Ⅰ 2 福島 康仁 教授
58 ⾏政学Ⅱ 2 岩井 義和 准教授
59 ⾏政学Ⅱ 2 鈴⽊ 隆志 助教
60 ⾏政学Ⅱ 2 福島 康仁 教授
61 地⽅⾃治論Ⅰ 2 鈴⽊ 隆志 助教
62 地⽅⾃治論Ⅰ 2 福島 康仁 教授
63 地⽅⾃治論Ⅱ 2 鈴⽊ 隆志 助教
64 地⽅⾃治論Ⅱ 2 福島 康仁 教授
65 ⽐較政治学 2 岩崎 正洋 教授
66 国際政治学Ⅰ 2 信夫 隆司 ⾮常勤
67 国際政治学Ⅰ 2 柑本 英雄 教授
68 国際政治学Ⅰ 2 ⼭本 直 教授
69 国際政治学Ⅱ 2 信夫 隆司 ⾮常勤
70 国際政治学Ⅱ 2 柑本 英雄 教授
71 国際政治学Ⅱ 2 ⼭本 直 教授
72 ⽇本政治論Ⅰ 2 浅野 ⼀弘 教授
73 ⽇本政治論Ⅱ 2 浅野 ⼀弘 教授
74 憲法Ａ（⼈権） 2 ⾼畑 英⼀郎 教授
75 憲法Ａ（⼈権） 2 柳瀬 昇 教授
76 憲法Ａ（⼈権） 2 東 裕 教授
77 憲法Ａ（⼈権） 2 ⽯塚 壮太郎 准教授
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78 憲法Ａ（⼈権） 2 齋藤 康輝 教授
79 憲法Ｂ（統治機構） 2 ⾼畑 英⼀郎 教授
80 憲法Ｂ（統治機構） 2 柳瀬 昇 教授
81 憲法Ｂ（統治機構） 2 東 裕 教授
82 憲法Ｂ（統治機構） 2 ⽯塚 壮太郎 准教授
83 憲法Ｂ（統治機構） 2 齋藤 康輝 教授
84 刑事法Ⅰ 2 岡⻄ 賢治 准教授
85 刑事法Ⅰ 2 野村 和彦 教授
86 刑事法Ⅱ 2 岡⻄ 賢治 准教授
87 刑事法Ⅱ 2 野村 和彦 教授
88 国際関係法〔公法系〕ＡⅠ 2 本吉 祐樹 専任講師
89 国際関係法〔公法系〕ＡⅠ 2 河合 利修 教授
90 国際関係法〔公法系〕ＡⅡ 2 本吉 祐樹 専任講師
91 国際関係法〔公法系〕ＡⅡ 2 河合 利修 教授
92 ⺠法総則 2 ⼭⽥ 孝紀 専任講師
93 物権・担保物権法 2 ⼭⽥ 孝紀 専任講師
94 債権法総論 2 蓮⽥ 哲也 准教授
95 債権法各論 2 蓮⽥ 哲也 准教授
96 ⺠法Ⅵ（親族法） 2 ⽮⽥ 尚⼦ 准教授
97 ⺠法Ⅵ（親族法） 2 武⽥ 政明 ⾮常勤
98 ⺠法Ⅵ（親族法） 2 ⼤杉 ⿇美 教授
99 ⺠法Ⅶ（相続法） 2 ⼤杉 ⿇美 教授
100 ⺠法Ⅶ（相続法） 2 ⽮⽥ 尚⼦ 准教授
101 ⺠法Ⅶ（相続法） 2 武⽥ 政明 ⾮常勤
102 商法Ⅰ（会社法Ⅰ） 4 宮崎 裕介 教授
103 商法Ⅰ（会社法Ⅰ） 4 ⼩野寺 千世 教授
104 商法Ⅰ（会社法Ⅰ） 4 ⼤久保 拓也 教授
105 商法Ⅰ（会社法Ⅰ） 4 南 健悟 教授
106 商法Ⅰ（会社法Ⅰ） 4 酒巻 俊之 ⾮常勤
107 商法Ⅰ（会社法Ⅰ） 4 松嶋 隆弘 教授
108 商法Ⅰ（会社法） 4 宮崎 裕介 教授
109 商法Ⅰ（会社法） 4 ⼩野寺 千世 教授
110 商法Ⅰ（会社法） 4 ⼤久保 拓也 教授
111 商法Ⅰ（会社法） 4 南 健悟 教授
112 商法Ⅰ（会社法） 4 酒巻 俊之 ⾮常勤
113 商法Ⅰ（会社法） 4 松嶋 隆弘 教授
114 ⽴法過程論 2 ⽔⼾ 克典 教授
115 国会論 2 ⽔⼾ 克典 教授
116 地⽅⾃治法Ⅰ 2 ⻄原 雄⼆ 教授
117 地⽅⾃治法Ⅱ 2 ⻄原 雄⼆ 教授
118 アメリカ経済論 2 羽⽥ 翔 准教授
119 ヨーロッパ経済論 2 羽⽥ 翔 准教授
120 アジア経済論 2 陳 ⽂挙 ⾮常勤
121 東アジア経済論 2 陳 ⽂挙 ⾮常勤
122 地域開発論 2 ⼩原 丈明 ⾮常勤
123 産業⽴地論 2 ⼩原 丈明 ⾮常勤
124 ミクロ経済学Ⅰ 2 ⽴福 家徳 准教授
125 ミクロ経済学Ⅰ 2 丸⽥ 利昌 ⾮常勤
126 ミクロ経済学Ⅰ 2 羽⽥ 翔 准教授
127 ミクロ経済学Ⅰ 2 武縄 卓雄 ⾮常勤



128 マクロ経済学Ⅰ 2 ⽇隈 信夫 ⾮常勤
129 マクロ経済学Ⅰ 2 ⽴福 家徳 准教授
130 マクロ経済学Ⅰ 2 羽⽥ 翔 准教授
131 マクロ経済学Ⅰ 2 武縄 卓雄 ⾮常勤
132 ミクロ経済学Ⅱ 2 ⽴福 家徳 准教授
133 ミクロ経済学Ⅱ 2 丸⽥ 利昌 ⾮常勤
134 ミクロ経済学Ⅱ 2 羽⽥ 翔 准教授
135 マクロ経済学Ⅱ 2 ⽇隈 信夫 ⾮常勤
136 マクロ経済学Ⅱ 2 ⽴福 家徳 准教授
137 マクロ経済学Ⅱ 2 羽⽥ 翔 准教授
138 経済思想史Ⅰ 2 ⽣垣 琴絵 専任講師
139 経済思想史Ⅱ 2 ⽣垣 琴絵 専任講師
140 ⽇本経済論Ⅰ 2 ⽵本 亨 教授
141 ⽇本経済論Ⅱ 2 ⽵本 亨 教授
142 財政学Ⅰ 2 川⼜ 祐 教授
143 財政学Ⅰ 2 楠⾕ 清 ⾮常勤
144 財政学Ⅱ 2 川⼜ 祐 教授
145 財政学Ⅱ 2 楠⾕ 清 ⾮常勤
146 公共経済学Ⅰ 2 楠⾕ 清 ⾮常勤
147 公共経済学Ⅰ 2 ⽵本 亨 教授
148 公共経済学Ⅱ 2 楠⾕ 清 ⾮常勤
149 公共経済学Ⅱ 2 ⽵本 亨 教授
150 国際経済論Ⅰ 2 横溝 えりか 教授
151 国際経済論Ⅱ 2 横溝 えりか 教授
152 国際⾦融論Ⅰ 2 横溝 えりか 教授
153 国際⾦融論Ⅱ 2 横溝 えりか 教授
154 地⽅財政論Ⅰ 2 ⻑嶋 佐央⾥ ⾮常勤
155 地⽅財政論Ⅱ 2 ⻑嶋 佐央⾥ ⾮常勤
156 経済政策論 2 ⽴福 家徳 准教授
157 哲学概論Ⅰ 2 岡⼭ 敬⼆ 准教授
158 哲学概論Ⅱ 2 岡⼭ 敬⼆ 准教授
159 倫理学概論Ⅰ 2 上野⼭ 晃弘 ⾮常勤
160 倫理学概論Ⅰ 2 ⾦⼦ 佳司 ⾮常勤
161 倫理学概論Ⅱ 2 上野⼭ 晃弘 ⾮常勤
162 倫理学概論Ⅱ 2 ⾦⼦ 佳司 ⾮常勤


