
科目名 担当教員 科目名 担当教員

憲法研究I 今関 源成 春学期 金 １時限
行政法特殊研究（１）I

首藤 重幸/渡辺 徹
也 春学期 土 ２時限

憲法研究II 今関 源成 秋学期 金 １時限
行政法特殊研究（１）II

首藤 重幸/渡辺 徹
也 秋学期 土 ２時限

憲法研究II 水島 朝穂 秋学期 金 ３時限
行政法特殊研究（２）I

岡田 正則/田村 達
久/人見 剛 春学期 土 ２時限

憲法研究I 戸波 江二 春学期 月 ４時限
行政法特殊研究（２）II

岡田 正則/田村 達
久/人見 剛 秋学期 土 ２時限

憲法研究II 戸波 江二 秋学期 月 ４時限 地方自治法研究I 田村 達久 春学期 木 ６時限
憲法研究I 中島 徹 春学期 木 ４時限 地方自治法研究II 田村 達久 秋学期 木 ６時限
憲法研究II 中島 徹 秋学期 木 ４時限 租税法研究I 高野 幸大 春学期 土 ３時限
憲法研究I 金澤 孝 春学期 木 ２時限 租税法研究II 高野 幸大 秋学期 土 ３時限
憲法研究II 金澤 孝 秋学期 木 ２時限 租税法特殊研究I 渡辺 徹也 春学期 金 ４時限
比較憲法研究I 長谷部 恭男 春学期 火 ４時限 租税法特殊研究II 渡辺 徹也 秋学期 金 ４時限

比較憲法研究II 長谷部 恭男 秋学期 火 ４時限 租税法各論I（所得税、相続・贈与税） 青山 慶二 春学期 木 ６時限

行政法研究I 田村 達久 春学期 木 ５時限 租税法各論II（法人税） 青山 慶二 秋学期 木 ６時限
行政法研究II 田村 達久 秋学期 木 ５時限 教育法研究I 廣澤 明 春学期 金 ４時限
行政法研究I 首藤 重幸 春学期 土 １時限 教育法研究II 廣澤 明 秋学期 金 ４時限
行政法研究II 首藤 重幸 秋学期 土 １時限 情報法I 田島 泰彦 春学期 月 ２時限
刑法研究I 高橋 則夫 春学期 月 ４時限 情報法II 田島 泰彦 秋学期 月 ２時限
刑法研究II 高橋 則夫 秋学期 月 ４時限 刑事訴訟法特殊研究（２）I 寺崎 嘉博 春学期 月 ５時限
刑法研究I 松原 芳博 春学期 火 ３時限 刑事訴訟法特殊研究（２）II 寺崎 嘉博 秋学期 木 ５時限
刑法研究II 松原 芳博 秋学期 火 ２時限 刑事政策特殊研究（１）I 石川 正興 春学期 土 ３時限
刑法研究I 甲斐 克則 春学期 水 ２時限 刑事政策特殊研究（１）II 石川 正興 秋学期 土 ３時限
刑法研究II 甲斐 克則 秋学期 水 ２時限 刑事政策特殊研究（２）I 今福 章二 秋学期 土 ２時限
刑法研究I 松澤 伸 春学期 火 ２時限 刑事政策特殊研究（２）II 大橋 哲 春学期 土 ２時限
刑法研究II 松澤 伸 秋学期 火 ２時限 経済刑法研究I 田山 聡美 秋学期 水 ２時限
刑法研究I 北川 佳世子 春学期 火 ４時限 国際法特殊研究（１） 御巫 智洋 秋学期 月 ７時限
刑法研究II 北川 佳世子 秋学期 火 ４時限 国際法特殊研究（２）I 萬歳 寛之 春学期 金 ４時限
刑法研究I 杉本 一敏 春学期 木 ５時限 国際法特殊研究（２）II 萬歳 寛之 秋学期 金 ４時限
刑法研究II 杉本 一敏 秋学期 木 ５時限 国際政治学研究I 篠田 英朗 春学期 月 ２時限
刑法研究I 田山 聡美 春学期 金 ２時限 国際環境法研究 河野 真理子 春学期 月 ７時限
刑法研究II 田山 聡美 秋学期 金 ２時限 自然保護法研究 楜澤 能生 春学期 木 ４時限
刑事訴訟法研究I 寺崎 嘉博 春学期 月 ２時限 社会保障行政法 岡田 正則 秋学期 金 ６時限
刑事訴訟法研究II 寺崎 嘉博 秋学期 月 ２時限 海上安全論 雨宮 正啓 秋学期 月 ７時限

刑事訴訟法研究I 川上 拓一 春学期 水 ４時限
海事政策研究I

河野 真理子/非常勤
講師4名 春学期 水 ７時限

刑事訴訟法研究II 川上 拓一 秋学期 水 ４時限
海事政策研究II

河野 真理子/非常勤
講師4名 秋学期 水 ７時限

刑事訴訟法研究I 小川 佳樹 春学期 月 ４時限
刑事訴訟法研究II 小川 佳樹 秋学期 月 ３時限 ※赤字は未定部分
刑事政策研究I 石川 正興 春学期 土 ４時限 ※隔週開講科目の開講週は未定です（2016年1月22日現在）
刑事政策研究II 石川 正興 秋学期 土 ４時限
犯罪者処遇法研究I 小西 暁和 春学期 金 ６時限
犯罪者処遇法研究II 小西 暁和 秋学期 金 ６時限
国際法研究I 古谷 修一 春学期 月 ２時限
国際法研究II 古谷 修一 秋学期 月 ２時限
国際法研究I 萬歳 寛之 春学期 金 ５時限
国際法研究II 萬歳 寛之 秋学期 金 ５時限
国際関係論研究I 河野 真理子 春学期 月 ６時限
国際関係論研究II 河野 真理子 秋学期 月 ６時限
国際経済法研究I 清水 章雄 春学期 水 ２時限
国際経済法研究II 清水 章雄 秋学期 木 ３時限

公法学専攻
◆ 専修科目 ◆ ◆ 専修科目以外の科目 ◆

時間割 時間割


