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DIGES II（社会科学）修士課程大学院科目　(2005年度夏
学期)

開講される研究科についての凡例

：法学政治学研究科 ：経済学研究科 ：総合文化研究科

：公共政策学教育部 ：人間の安全保障 ：教養学部後期過程

科目番号 科目名 テーマ 担当教員  

　法 律

303-05 比較法特殊研究 法分野における翻訳の諸問題 海老原明夫・伊藤洋一
　他

303-14 ドイツ法特殊研究 日独比較民法 海老原明夫

303-15 ロシア・旧ソ連法特殊研究 ロシアとポーランドの司法改革 小森田秋夫

303-16 ヨーロッパ共同体法特殊研究 ヨーロッパ法 伊藤洋一

303-18 ヨーロッパ共同体法特殊研究 ＥＵ市場経済法 中村民雄

21160 ヨーロッパ法  伊藤洋一

303-18 事例研究 ヨーロッパ統合と法 伊藤洋一

　政 治

304-01 政治学特殊研究 政治とマスメディア 高橋進　他

304-29 国際政治史特殊研究 国際政治史演習（ＥＵの政治） 高橋進

304-32 ヨーロッパ政治史特殊研究 ヨーロッパ現代政治研究 高橋直樹

304-33 ヨーロッパ政治史特殊研究 第二次大戦後のヨーロッパ政治 馬場康雄

304-38 ロシア・旧ソ連政治史特殊研究 ロシア・旧ソ連の政治 塩川伸明

304-40 比較政治特殊研究 民族・エスニシティ問題の政治学 塩川伸明

31-0110 地域アイデンティティ複合I  森井裕一

31-1310 地域文化研究特別講義I  栗栖薫子

31-1343 地域文化研究特殊研究II  植田隆子

31-1345 地域文化研究特殊研究II 現代世界と帝国論 木畑洋一

31-1373 地域文化研究特殊研究V 比較の視点からの中東欧地域研
究・比較研究

仙石学

41-0071 国際社会統合論I  森井裕一

41-0140 国際協力論演習II 現代世界と帝国論 木畑洋一

41-0450 国際関係論演習III 現代ヨーロッパ政治研究 高橋直樹

41-1144 国際社会科学特別講義IV  植田隆子

81-0200 人間の安全保障演習II  栗栖薫子

12160 政治とマスメディア  高橋進

12170 政治とマスメディア実習  高橋進

22020 比較政策過程論  小川有美　他

22081 地域政治C 現代イギリス政治 高橋直樹

　経 済

503-01 国際経済 国際経済 工藤章・森建資　他

503-05 産業 グローバリゼーションと福祉国家 森建資　他

504-05 労使関係 日本の労働史 森建資

505-01 欧米経済史II 欧米経済史II 小野塚知二

505-04 近代欧米経済史 社会的市場経済の研究 馬場哲

505-05 現代欧米経済史 戦後経済史と欧州統合史 廣田功

505-13 経済思想史特論 啓蒙思想とヨーロッパ近代 石原俊時



505-14 経済史演習 社会経済史研究の方法 馬場哲　他

31-1335 地域文化研究特殊研究I 現代フランスの経済と社会 廣田功

41-0340 国際政治経済論II  工藤章

41-1145 国際社会科学特別講義IV 現代フランスの経済と社会 廣田功

32008/
33008/
34008/
38009

ヨーロッパ経済システム論  田中素香

42109 特殊講義「ヨーロッパ国際政治経済II」  田中素香

　歴 史

11-1650 言語情報科学特殊演習V  クラインシュミット、
ハラルド

31-0080 現代民族動態論II 比較ジェノサイド研究（） 石田勇治

31-0100 多地域文化横断論II  中井和夫

31-0410 ヨーロッパ・ロシア地域文化演習III 1990年代以降の東欧諸国の歴史研
究

柴宜弘

31-1355 地域文化研究特殊研究III 歴史記憶と現在のドイツと日本 サーラ、スヴェン

31-1362 地域文化研究特殊研究IV  
クラインシュミット、
ハラルド

41-0080 国際社会統合論II  中井和夫

41-0371 国際社会動態論I 比較ジェノサイド研究（） 石田勇治

41-0380 国際社会動態論II 1990年代以降の東欧諸国の歴史研
究

柴宜弘

81-0030 紛争と和解・共生I ユーゴスラヴィア紛争と和解・共
生

柴宜弘

81-0192 人間の安全保障演習I 比較ジェノサイド研究 石田勇治

上記リストに掲載されている教員の論文指導科目も認定単位に含まれる
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DIGES II（社会科学）修士課程大学院科目　(2006年度夏
学期)

開講される研究科についての凡例

：法学政治学研究科 ：経済学研究科 ：総合文化研究科 ：ESP

：公共政策学教育部 ：人間の安全保障 ：教養学部後期過程

科目番号 科目名 テーマ 担当教員  

　法 律

303-12 ドイツ法特殊研究 ドイツ憲法判例を読む 海老原明夫

303-13 ロシア・旧ソ連法特殊研究 政治過程のなかの憲法訴訟 小森田秋夫

303-14 ヨーロッパ共同体法特殊研究 ヨーロッパ法 伊藤洋一

303-15 ヨーロッパ共同体法特殊研究 ヨーロッパ統合と法 伊藤洋一

303-16 ヨーロッパ共同体法特殊研究 ＥＵ市場経済法演習 中村民雄

303-31 法社会学特殊研究 比較法社会学研究 佐藤岩夫

21160 ヨーロッパ法  伊藤洋一

21210 ヨーロッパ統合と法 伊藤洋一

91-5040 EU法 中村民雄

　政 治

304-37 ヨーロッパ政治史特殊研究
ヨーロッパの国民国家と政党政治
（19~20世紀）

馬場康雄

304-39 ヨーロッパ政治史特殊研究 ヨーロッパ現代政治研究 高橋直樹

31-0111 地域アイデンティティ複合I  森井裕一

31-1341 地域文化研究特別講義II  木畑洋一

31-1372 地域文化研究特殊研究V  仙石学

41-0071 国際社会統合論I  森井裕一

41-0140 国際協力論演習II 木畑洋一

41-0450 国際関係論演習III 高橋直樹

41-1140 国際社会科学特別講義IV  植田隆子

81-0200 人間の安全保障演習II  栗栖薫子

91-5030 欧州政治論  平島健司

91-5070 グローバルガバナンスと欧州統合  森井裕一

91-5140 欧州研究特別研究I  木畑洋一

91-5151 欧州研究特別研究II  植田隆子

91-5170 欧州研究特別研究IV  高橋直樹

　経 済

503-14 産業経済 企業史の方法 工藤章

505-01 欧米経済史I 欧米経済史I 石原俊時

505-03 近代欧米経済史 ドイツ経済史 馬場哲

505-04 現代欧米経済史 20世紀経済史・欧米経済統合史 廣田功

505-14 経済史演習 社会経済史の研究と方法 谷本雅之、石原俊時

505-15 経済史演習 欧米近現代の団体と市場 小野塚知二

41-1141 国際社会科学特別講義IV 廣田功

90-5020 欧州統合史 廣田功

38009 ヨーロッパ経済システム論  田中素香

　歴 史



11-1650 言語情報科学特殊演習V  クラインシュミット、
ハラルド

31-0070 現代民族動態論I 石田勇治

31-0101 多地域文化横断論II  中井和夫

31-0330 ロシア・東欧比較地域論I 柴宜弘

31-1356 地域文化研究特殊研究III サーラ、スヴェン

31-1360 地域文化研究特殊研究IV  
クラインシュミット、
ハラルド

31-1380 地域文化研究特殊研究VI  川喜田敦子

41-0080 国際社会統合論II  中井和夫

41-0371 国際社会動態論I 石田勇治

41-0380 国際社会動態論II 柴宜弘

81-0030 紛争と和解・共生I 柴宜弘

81-0192 人間の安全保障演習I 石田勇治

91-5060 現代ドイツ基層論 川喜田敦子

91-5080 欧州地域平和システム論 柴宜弘

91-5090 歴史和解と過去の克服 石田勇治

91-5100 地域統合と社会文化変容 中井和夫

91-5180 欧州研究特別研究V 川喜田敦子

91-5190 欧州研究特別研究VI
クラインシュミット、
ハラルド

91-5200 欧州研究特別研究VII サーラ、スヴェン

上記リストに掲載されている教員の論文指導科目も認定単位に含まれる



 

DIGES II（社会科学）修士課程大学院科目　(2006年度冬
学期)

開講される研究科についての凡例

：法学政治学研究科 ：経済学研究科 ：総合文化研究科 ：ESP

：公共政策学教育部 ：人間の安全保障 ：教養学部後期過程

科目番号 科目名 テーマ 担当教員  

　法 律

303-11 ドイツ法特殊研究 市民社会論と法学理論̶比較法社
会論の課題と方法

廣渡清吾、佐藤岩夫

21170 比較法政策１ 海老原明夫

22091 地域政治C（現代フランスの政治）  中山洋平

　政 治

304-34 国際政治史特殊研究 国際政治演習 高橋進

304-38 ヨーロッパ政治史特殊研究 近現代ヨーロッパ比較政治史 馬場康雄、中山洋平

304-40 ヨーロッパ政治史特殊研究 ヨーロッパ現代政治の展開 平島健司

304-48 比較政治特殊研究 先進国の政治 中山洋平

304-49 比較政治特殊研究 ヨーロッパ比較政治文献購読 中山洋平

31-0111 地域アイデンティティ複合 I  森井裕一

31-1312 地域文化研究特別講義I  木畑洋一

41-0070 国際社会統合論I 木畑洋一

41-0081 国際社会統合論II  森井裕一

41-0370 国際社会動態論I  高橋直樹

41-1140 国際社会科学特別講義Ⅳ  植田隆子

81-0060 平和プロセスと国際協力II  栗栖薫子

91-5140 欧州研究特別研究Ⅰ  木畑洋一

91-5151 欧州研究特別研究Ⅱ  植田隆子

91-5160 欧州研究特別研究Ⅲ  森井裕一

91-5170 欧州研究特別研究Ⅳ  高橋直樹

　経 済

503-14 産業経済 企業史の方法 工藤章

505-04 現代欧米経済史 20世紀経済史・欧米経済統合史 廣田功

505-09 比較経済史特論 比較近代都市史 馬場哲

505-12 経済思想史特論 啓蒙思想とヨーロッパ近代 石原俊時

505-14 経済史演習 社会経済史の研究と方法 谷本雅之、石原俊時

505-15 経済史演習 欧米近現代の団体と市場 小野塚知二

41-0340 国際政治経済論II  工藤章

41-1141 国際社会科学特別講義Ⅳ  廣田功

91-5150 欧州研究特別研究Ⅱ  廣田功

　歴 史

11-1650 言語情報科学特殊演習V  
クラインシュミット、
ハラルド

31-0101 多地域文化横断論Ⅱ 中井和夫

31-1356 地域文化研究特殊研究III サーラ、スヴェン

31-1360 地域文化研究特殊研究Ⅳ  
クラインシュミット、
ハラルド

31-1380 地域文化研究特殊研究Ⅵ  川喜田敦子



41-0141 国際協力論演習II  中井和夫

91-5180 欧州研究特別研究Ⅴ  川喜田敦子

91-5190 欧州研究特別研究Ⅵ  
クラインシュミット、
ハラルド

91-5200 欧州研究特別研究Ⅶ  サーラ、スヴェン

22071 地域政治A（東欧の政治）  柴宜弘

上記リストに掲載されている教員の論文指導科目も認定単位に含まれる


