
個別科目履修プログラム
2023年度春学期

開講学期 科目名 担当教員 時間割 受講者に要求される要件等
（空欄は特になし）

言語 単位数

春学期 ＊ Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ 宮武 雅子:山辺 哲識:シペル， ハラルド 水曜日６時限,水曜日７時限 英語 2
春学期 ＊ Ｍｅｄｉａｔｉｏｎ 宮武 雅子:シペル， ハラルド 火曜日６時限,火曜日７時限 英語 2
春学期 ＊ 知的財産法Ⅰ 小泉 直樹 水曜日４時限 日本語 2
春学期 ＊ 知的財産法Ⅲ 佐藤 力哉 金曜日３時限 日本語 2
春学期 ＊ 倒産法Ⅰ 高田 賢治 水曜日４時限 日本語 2
春学期 ＊ 倒産法総合 濱田 芳貴 水曜日５時限 日本語 1
春学期 金融法 奥 国範 火曜日４時限 日本語 2

春学期 信託法 小野 祐司 金曜日６時限 受講生の経歴等を勘案のうえ、講師が受講を認めないことが
ありますので、ご了承ください。

日本語 2

春学期 刑事政策 太田 達也 木曜日４時限 日本語 2
春学期 ＊ 労働法Ⅰ 森戸 英幸 火曜日３時限 日本語 2
春学期 ＊ 労働法Ⅰ 森戸 英幸 木曜日３時限 日本語 2
春学期 労働法Ⅲ 両角 道代 火曜日３時限 日本語 1
春学期 ＊ 経済法Ⅰ 石岡 克俊 木曜日３時限 日本語 2
春学期 国際関係法Ⅰ 青木 節子 金曜日３時限 日本語 2

春学期 国際関係法（私法系）総合 森 大樹 火曜日１時限,火曜日２時限
国際私法・国際民事手続法・国際取引法についての基礎的な
知識を習得していること

日本語 2

春学期 国際資本市場法 エドミスター， ブラッドリー Ｋ 金曜日６時限 将来的にアメリカの弁護士事務所への就職を視野に入れてい
る方などに特に推奨されます。

日本語 2

春学期 国際刑事法 城 祐一郎 月曜日２時限 日本語 2
春学期 国際紛争解決 井上 治 木曜日３時限 日本語 2
春学期 ＊ 環境法Ⅰ 町野 静 月曜日２時限 日本語 2
春学期 ジェンダーと法 後藤 弘子 火曜日３時限 日本語 2
春学期 医事法Ⅰ 古川 俊治 土曜日１時限 日本語 2
春学期 入管法 山脇 康嗣 水曜日６時限 修習期６０期～７５期に限ります。 日本語 2
春学期 数理法務入門Ⅰ 谷川 達也:松尾 拓也 木曜日５時限 日本語 2
春学期 フランス法（公法）Ⅰ 金塚 彩乃 火曜日３時限 日本語 2
春学期 イギリス法 島田 真琴 水曜日４時限 日本語 2
春学期 ＥＵ法Ⅰ（ＥＵ憲法） 庄司 克宏 火曜日４時限 日本語 2
春学期 アジア法 今泉 慎也:山田 美和 木曜日５時限 日本語 2
春学期 ＊ Ｌａｗ，　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｉｎ　Ａｓｉａ 松尾 弘 水曜日５時限 英語 2
春学期 ＊ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ　（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｗ） 渡井 理佳子:大林 啓吾 火曜日４時限 英語 2
春学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　 ジョンソン， エドワード 火曜日１時限 英語 2
春学期 ＊ Ｌａｗ，　Ｆｉｎａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔａｘａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎｓ 谷川 達也:錦織 康高 水曜日５時限 英語 2
春学期 ＊ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｒｉｓｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ リット， デイビッド Ｇ:鶴見 晃二 火曜日６時限,火曜日７時限 英語 2
春学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ　Ⅰ フリーマン， ダグラス Ｋ:宮武 雅子 木曜日６時限,木曜日７時限 英語 2
春学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　ｉｎ　Ｎｏｒｔｈｅａｓｔ　Ａｓｉａ 宮武 雅子:シペル， ハラルド 未定 英語 2
春学期 ＊ Ｌａｗ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ リット， デイビッド Ｇ 木曜日１時限 英語 2
春学期 ＊ Ｃａｓｅ　Ｓｔｕｄｙ　ｉｎ　Ｉｎｔ’ｌ　Ｄｉｓｐｕｔｅ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ　Ｌａｗ アンドリオティス， トニー:新田 裕子 未定 英語 1
春学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ モンローシェリダン， アーロン Ｒ:小川 綾:グレイ， ジョン 火曜日４時限 英語 2
春学期 ＊ Ｌａｗ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎｓ 武井 良修 水曜日４時限 英語 2
春学期 ＊ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｓｐａｃｅ　Ｌａｗ 青木 節子 月曜日１時限 英語 2
春学期 ＊ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｆｒｏｍ　ａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ 竹中 俊子:寺澤 幸裕 金曜日５時限,金曜日６時限 英語 2
春学期 ＊ Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 竹中 俊子 土曜日１時限 英語 2
春学期 ＊ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｃａｓｅ　Ｌａｗ　ａｎｄ　Ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ 竹中 俊子 未定 英語 2
春学期 ＊ Ａｒｅａ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｆ　Ｌａｗ（Ｃｈｉｎａ） ザン， ドンシェン 未定 英語 1
春学期 ＊ Ａｒｅａ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　ｏｆ　Ｌａｗ（ＥＵ－Ｊａｐａｎ） 市川 芳治:森下 幸典 土曜日１時限 英語 1
春学期 ＊ Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｌａｗ　ａｎｄ　Ｓｏｃｉｅｔｙ リット， デイビッド Ｇ 火曜日５時限 英語 2
春学期 ＊ Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ リット， デイビッド Ｇ 水曜日１時限 英語 2
春学期 ＊ Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｃｏｎｔｒａｃｔ　Ｌａｗ 三枝 健治:フジヤマ， タカシ Ｄ 木曜日２時限 英語 2
春学期 ＊ Ｓｅｍｉｎａｒ（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｄｏｉｎｇ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　ｉｎ　Ａｓｉａ） 森脇 章:琴浦 諒:ウン， シャーマン 未定 英語 1
春学期 ＊ Ｓｅｍｉｎａｒ（Ｃａｓｅ　Ｓｔｕｄｙ　ｉｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ　Ｌａｗ） 宮川 裕光 水曜日６時限,水曜日７時限 英語 1
春学期 ＊ Ｓｅｍｉｎａｒ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｔａｘ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ） ムザール， ハンス・ペータ 未定 英語 1
春学期 ＊ Ｓｅｍｉｎａｒ（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｌｅｇａｌ　Ｉｓｓｕｅｓ） フジヤマ， タカシ Ｄ 土曜日２時限 英語 1
春学期 ＊ Ｇｒａｄｕａｔｅ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｓｅｍｉｎａｒ 竹中 俊子:アレン， ミンディ Ａ 未定 英語 1
春学期 ＊ Ｄｒａｆｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ モンローシェリダン， アーロン Ｒ:メータ， ニラヴ Ｎ:多久島 逸平 木曜日５時限 英語 2
春学期 ＊ Ｍｏｏｔ　Ｃｏｕｒｔ 青木 節子:陶 陽子 金曜日１時限,金曜日２時限 英語 3
春学期 ＊ 企業法務ベーシック・プログラム 福井 琢:矢嶋 雅子:久保田 安彦:木村 和也 木曜日５時限 日本語 2
春学期 知的財産法務ワークショップ・プログラム 小泉 直樹:大野 聖二 火曜日６時限 日本語 2
春学期 ＊ 環境法務ワークショップ・プログラム 滝口 直樹 金曜日６時限 日本語 2
春学期 日ＥＵビジネス法務ワークショップ・プログラム 庄司 克宏:市川 芳治:佐藤 真紀 土曜日２時限 日本語 2

春学期 企業内法務フォーラム・プログラム 奥邨 弘司 火曜日６時限

以下の条件をいずれも満足すること
１）法曹資格取得後5年以内、２）資格取得の前後を問わず、
また職種を問わず、企業での勤務経験がないこと　（応募書
類に上記を満たす旨を具体的に説明すること）

日本語 2

春学期 起業と法フォーラム・プログラム 谷川 達也:水島 淳:鈴木 悠介 火曜日６時限 日本語 2
春学期 テーマ演習（商法（運送法・航空法）特論） 菅原 貴与志 火曜日３時限 日本語 2
春学期 テーマ演習（LGBTQと法と社会：法曹実務編） 駒村 圭吾:小川 綾:藤田 直介 金曜日５時限 日本語 2
春学期 テーマ演習（競争法・経済法の新潮流I）(競争法研究協会寄附講座) 石岡 克俊 金曜日６時限 日本語 2
春学期 テーマ演習（労働法最新判例研究） 森戸 英幸:両角 道代 火曜日６時限 日本語 2
春学期 テーマ演習（技術革新と知的財産法) 奥邨 弘司 火曜日４時限 日本語 2
春学期 テーマ研究（実践：オペレーショナル・リスク管理） 瀧本 和彦 金曜日５時限 日本語 1
春学期 テーマ研究（高齢者法Ⅰ） 西 希代子 月曜日３時限 日本語 1

春学期 テーマ研究（組織内オンブズマンの理論と実践） 宮武 雅子 木曜日６時限 格別にありません。実務で組織内紛争解決に携わっている方
を歓迎します。

日本語 1

　　　　【三田】　1限9:00-10:30　2限10:45-12:15　3限13:00-14:30　4限14:45-16:15　5限16:30-18:00　6限18:10-19:40

注）
*の科目は「専門法曹養成プログラム（専修）」の科目にも該当します。
グローバル法務科目の履修には、目安として、TOEICスコアで800点を推奨とします。



個別科目履修プログラム
2023年度秋学期

開講学期 科目名 担当教員 時間割
受講者に要求される要件等

（空欄は特になし）
言語 単位数

秋学期 ＊ Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ 宮武 雅子:山辺 哲識:シペル， ハラルド 水曜日６時限,水曜日７時限 英語 2
秋学期 ＊ 相続税法 佐藤 英明 月曜日２時限 日本語 1
秋学期 ＊ 知的財産法Ⅱ 五十嵐 敦 月曜日４時限 日本語 2
秋学期 ＊ 知的財産法Ⅱ 小泉 直樹 水曜日４時限 日本語 2
秋学期 ＊ 知的財産法Ⅲ 小泉 直樹 月曜日２時限 日本語 2
秋学期 ＊ 倒産法Ⅱ 工藤 敏隆 木曜日４時限 日本語 2
秋学期 商事信託法 田中 和明 水曜日４時限 日本語 2
秋学期 企業会計法 原口 昌之 木曜日６時限 日本語 2
秋学期 裁判外紛争解決 三木 浩一 木曜日６時限 日本語 2
秋学期 登記実務 鈴木 龍介 火曜日６時限 日本語 2

秋学期 法医学 大野 曜吉 木曜日４時限
少なくとも1/2以上の出席を見込める方。
個別事例の相談は講義前後で行わないように願いたい。

日本語 2

秋学期 青少年と法 後藤 弘子 月曜日３時限 日本語 2
秋学期 ＊ 労働法Ⅱ 森戸 英幸 水曜日３時限 日本語 2
秋学期 ＊ 労働法Ⅱ 森戸 英幸 木曜日３時限 日本語 2
秋学期 ＊ 経済法Ⅱ 石岡 克俊 木曜日３時限 日本語 2
秋学期 国際関係法Ⅱ 青木 節子 月曜日１時限 日本語 2
秋学期 国際私法Ⅱ 早川 眞一郎 木曜日４時限 日本語 1
秋学期 国際民事訴訟法 芳賀 雅顯 木曜日５時限 日本語 1
秋学期 国際ビジネス法務 山本 雅道 月曜日４時限 日本語 2
秋学期 国際租税法 山田 雄介:ムザール， ハンス・ペータ 月曜日３時限 日本語 2
秋学期 国際経済法 国松 麻季 金曜日６時限 日本語 2
秋学期 ＊ 環境法Ⅱ 町野 静 月曜日２時限 日本語 2
秋学期 医事法Ⅱ 古川 俊治 土曜日１時限 日本語 2
秋学期 スポーツ法 高松 政裕:石原 遥平 金曜日６時限 日本語 2
秋学期 アートと法 島田 真琴:山辺 哲識 水曜日５時限 日本語 2
秋学期 数理法務入門Ⅱ 谷川 達也:松尾 拓也 月曜日５時限 日本語 2
秋学期 ドイツ法Ⅱ 芳賀 雅顯 木曜日６時限 日本語 2
秋学期 ＥＵ法Ⅱ（ＥＵビジネス法） 佐藤 真紀 土曜日２時限 日本語 2
秋学期 ＊ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ａｓｉａｎ　Ｌａｗ 今泉 慎也 木曜日１時限,木曜日２時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ　（Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｌａｗ） 松尾 弘 水曜日５時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ（Ｔｒａｄｅ　Ｌａｗ　ａｎｄ　Ｐｏｌｉｃｙ） 渡井 理佳子:宮武 雅子 木曜日４時限 英語 1
秋学期 ＊ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ（Ｅｃｏｎｏｍｙ　ａｎｄ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ） 古谷 英恵:古賀 絢子:加藤 雅之 火曜日２時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ（Ｌｅｇａｌ　Ｈｉｓｔｏｒｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ） リット， デイビッド Ｇ 火曜日５時限,水曜日２時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ（Ｌａｂｏｒ　ａｎｄ　Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔ） 森戸 英幸:両角 道代:亀田 康次 水曜日４時限 英語 1
秋学期 ＊ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ（Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｓｓｕｅｓ） カーター， ジェリー Ｕ 未定 英語 2
秋学期 ＊ Ｂａｎｋｒｕｐｔｃｙ　Ｌａｗｓ 上野 元 月曜日６時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｊａｐａｎ　―　ＥＵ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｌａｗ 庄司 克宏:市川 芳治:森下 幸典:兼頭 ゆみ子:刀祢館 久雄 土曜日１時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ　Ⅱ 小原 淳見:アンドリオティス， トニー:テルセーノ， ホアキン Ｐ 月曜日６時限,月曜日７時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ　Ｌａｗ　 山田 弘 金曜日４時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｓｔａｒｔ‐ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ　ａｎｄ　Ｖｅｎｔｕｒｅ　Ｃａｐｉｔａｌ　Ｌａｗ モンローシェリダン， アーロン Ｒ:マークス， エリック:ルナ， アンソニー 火曜日４時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌａｗ 青木 節子 金曜日３時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｌａｗ 近藤 圭介 火曜日４時限 英語 1
秋学期 ＊ Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｈｕｍａｎ　Ｒｉｇｈｔｓ　ｉｎ　Ａｓｉａ 山元 一:伊藤 和子:竹内 雅俊 火曜日３時限 英語 1
秋学期 ＊ Ｇｌｏｂａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｒｉｍｉｎａｌ　Ｌａｗ オステン， フィリップ 火曜日２時限 英語 1
秋学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｌａｗ 青木 節子 金曜日４時限 英語 1
秋学期 ＊ Ｍｕｌｔｉｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｌａｗ 菊間 梓 土曜日３時限,土曜日４時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ＩＰ　Ｌｉｃｅｎｓｉｎｇ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ 早川 真人:ベラハ， スチュアート Ｓ 火曜日６時限,火曜日７時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｌａｗ　Ⅰ 君嶋 祐子:アン， クリストフ 未定 英語 1
秋学期 ＊ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｌａｗ　Ⅱ 君嶋 祐子:一色 太郎 未定 英語 1
秋学期 ＊ Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ＩＰ　Ｃａｓｅ　Ｌａｗ　：　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ 竹中 俊子:寺澤 幸裕 未定 英語 1
秋学期 ＊ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｌａｗ モンローシェリダン， アーロン Ｒ:ウィタカ， ブランドン 水曜日２時限 英語 1
秋学期 ＊ Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｌａｗ リット， デイビッド Ｇ 水曜日３時限 英語 1
秋学期 ＊ Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｌａｗ リット， デイビッド Ｇ 火曜日１時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｆｉｎａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｌａｗ ピレス， カール:マークス， エリック:オートン， クリスティアン 水曜日５時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｓｐｏｒｔｓ　Ｌａｗ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｕｔｅ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ 高松 政裕:杉山 翔一:飯田 研吾 木曜日６時限 英語 1
秋学期 ＊ Ｇｒａｄｕａｔｅ　Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｓｅｍｉｎａｒ アレン， ミンディ Ａ:タカマツ， アレクサンドラ Ｓ 未定 英語 1
秋学期 ＊ Ｌｅｇａｌ　Ｄｅｂａｔｅ　ａｎｄ　Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ バヒスバラン， サイガネッシュ:パーク テジュン 未定 英語 2
秋学期 ＊ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｄｉｓｐｕｔｅ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ ワトキンズ， ヒュー Ｒ 未定 英語 2
秋学期 ＊ ＳＩＡＣ　ａｎｄ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ　Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ　Ⅱ 宮武 雅子 未定 英語 2
秋学期 ＊ ＳＩＡＣ　ａｎｄ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌ　Ａｒｂｉｔｒａｔｉｏｎ　Ⅰ 宮武 雅子 未定 英語 1
秋学期 ＊ Ｄｒａｆｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ 細川 兼嗣:アギラール， レオポルド Ａ 水曜日１時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｄｒａｆｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍ＆Ａ　ａｎｄ　ＪＶ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ ハンセン， ネルス 月曜日５時限 英語 2
秋学期 ＊ Ｍｏｏｔ　Ｃｏｕｒｔ 青木 節子:陶 陽子 金曜日１時限,金曜日２時限 英語 3
秋学期 ＊ 企業法務ワークショップ・プログラム 久保田 安彦:福井 琢:石井 絵梨子:惠木 大輔:尾本 太郎 木曜日５時限 日本語 2
秋学期 金融法務ワークショップ・プログラム 谷川 達也:錦織 康高:内間 裕 水曜日５時限 日本語 2
秋学期 ＊ 倒産法ワークショップ・プログラム 工藤 敏隆:濱田 芳貴:高田 賢治 木曜日５時限 日本語 2
秋学期 国際刑事法ワークショップ・プログラム オステン， フィリップ:久保田 隆 火曜日５時限,火曜日６時限 日本語 2

秋学期 国際法務フォーラム・プログラム 青木 節子 月曜日５時限
英語文献と取り組む意欲、および、英語での議論をできるよ
うになりたいという意欲を持つこと（TOEIC750点程度以上
が望ましいが必須ではない）。

英語 2

秋学期 法整備支援フォーラム・プログラム 松尾 弘 水曜日３時限 日本語 2
秋学期 * テーマ演習（コーポレート・ガバナンスの理論と実務) 福井 琢:岡 伸浩:逸見 佳代 木曜日６時限 日本語 2
秋学期 テーマ演習（建築訴訟・IT訴訟の理論と実務） 齋藤 隆 月曜日３時限 日本語 2
秋学期 テーマ演習（競争法・経済法の新潮流Ⅱ）(競争法研究協会寄附講座) 石岡 克俊 金曜日６時限 日本語 2
秋学期 テーマ演習（日米欧比較労働法） 森戸 英幸:両角 道代 水曜日５時限 日本語 2

秋学期 テーマ演習（新しいビジネスと法） 鐘ヶ江 洋祐 火曜日６時限
法律実務家として実際のビジネスに触れた経験があれば望ま
しいものの、特段の資格や要件は要求しない。

日本語 2

秋学期 テーマ演習（法律英語入門） 宮武 雅子 木曜日６時限,木曜日７時限 日本語 2
秋学期 テーマ研究（私法取引と課税を学ぶ） 佐藤 英明 月曜日２時限 日本語 1
秋学期 テーマ研究（高齢者法Ⅱ） 西 希代子 水曜日５時限 日本語 1

　　　　【三田】　1限9:00-10:30　2限10:45-12:15　3限13:00-14:30　4限14:45-16:15　5限16:30-18:00　6限18:10-19:40

注）
*の科目は「専門法曹養成プログラム（専修）」の科目にも該当します。
グローバル法務科目の履修には、目安として、TOEICスコアで800点を推奨とします。



 2023年度専門法曹養成プログラムー専修

開講学期 法分野 科目名 担当教員 時間割
受講者に要求される要件等

(空欄は特になし)
言語 単位数

春学期 租税法 租税法Ⅰ 佐藤 英明 月２ 日本語 2
秋学期 租税法 租税法Ⅱ 佐藤 英明 月１ 日本語 2
秋学期 租税法 相続税法 佐藤 英明 月２ 日本語 1
秋学期 租税法 テーマ研究（私法取引と課税を学ぶ） 佐藤 英明 月２ 日本語 1

春学期 労働法 労働法Ⅰ 森戸 英幸 火３ 日本語 2
春学期 労働法 労働法Ⅰ 森戸 英幸 木３ 日本語 2
秋学期 労働法 労働法Ⅱ 森戸 英幸 水３ 日本語 2
秋学期 労働法 労働法Ⅱ 森戸 英幸 木３ 日本語 2
春学期 労働法 テーマ演習（労働法最新判例研究） 森戸 英幸:両角 道代 火６ 日本語 2

春学期 知的財産法 知的財産法Ⅰ 小泉 直樹 水４ 日本語 2
秋学期 知的財産法 知的財産法Ⅱ（小泉） 小泉 直樹 水４ 日本語 2
秋学期 知的財産法 知的財産法Ⅱ（五十嵐） 五十嵐 敦 月４ 日本語 2
春学期 知的財産法 知的財産法Ⅲ（佐藤） 佐藤 力哉 金３ 日本語 2
秋学期 知的財産法 知的財産法Ⅲ（小泉） 小泉 直樹 月２ 日本語 2

春学期 経済法 経済法Ⅰ 石岡 克俊 木３ 日本語 2
秋学期 経済法 経済法Ⅱ 石岡 克俊 木３ 日本語 2
春学期 経済法 経済法ベーシック・プログラム 石岡 克俊:福井 琢:大東 泰雄 金５ 日本語 2
秋学期 経済法 経済法ワークショップ・プログラム 石岡 克俊:福井 琢:大東 泰雄 金５ 日本語 2

春学期 環境法 環境法Ⅰ 町野 静 月２ 日本語 2
秋学期 環境法 環境法Ⅱ 町野 静 月２ 日本語 2
春学期 環境法 環境法務ワークショップ・プログラム 滝口 直樹 金６ 日本語 2

春学期 倒産法 倒産法Ⅰ 高田 賢治 水４ 日本語 2
秋学期 倒産法 倒産法Ⅱ 工藤 敏隆 木４ 日本語 2
春学期 倒産法 倒産法総合 濱田 芳貴 水５ 日本語 1
秋学期 倒産法 倒産法ワークショップ・プログラム 工藤 敏隆:濱田 芳貴:高田 賢治 木５ 日本語 2

春学期 会社法 企業法務ベーシック・プログラム 福井 琢:矢嶋 雅子:久保田 安彦:木村 和也 木５ 日本語 2
秋学期 会社法 企業法務ワークショップ・プログラム 久保田 安彦:福井 琢:石井 絵梨子:惠木 大輔:尾本 太郎 木５ 日本語 2
秋学期 会社法 テーマ演習（コーポレート・ガバナンスの理論と実務）福井 琢:岡 伸浩:逸見 佳代 木６ 日本語 2

春学期 国際紛争解決 International Commercial Arbitration Ⅰ フリーマン， ダグラス Ｋ:宮武 雅子 木６/木７ 英語 2
秋学期 国際紛争解決 International Commercial Arbitration Ⅱ 小原 淳見:アンドリオティス， トニー:テルセーノ， ホアキン Ｐ 月６/月７ 英語 2
秋学期 国際紛争解決 International Commercial Dispute Resolution ワトキンズ， ヒュー Ｒ 未定 英語 2
春学期 国際紛争解決 Negotiation 宮武 雅子:山辺 哲識:シペル， ハラルド 水６/水７ 英語 2
春学期 国際紛争解決 Mediation 宮武 雅子:シペル， ハラルド 火６/火７ 英語 2
秋学期 国際紛争解決 Arbitration 宮武 雅子:山辺 哲識:シペル， ハラルド 水６/水７ 英語 2
秋学期 国際紛争解決 SIAC and Institutional Arbitration Ⅰ 宮武 雅子 未定 英語 1
秋学期 国際紛争解決 SIAC and Institutional Arbitration Ⅱ 宮武 雅子 未定 英語 2
秋学期 国際紛争解決 Legal Debate and Negotiation バヒスバラン， サイガネッシュ:パーク テジュン 未定 英語 2
春学期 国際紛争解決 Moot Court 青木 節子:陶 陽子 金１/金２ 英語 3
秋学期 国際紛争解決 Moot Court 青木 節子:陶 陽子 金１/金２ 英語 3
春学期 国際紛争解決 Case Study in Int'l Dispute Resolution and Regulatory Law アンドリオティス， トニー:新田 裕子 未定 英語 1
春学期 国際紛争解決 Cross‐border Litigation 休講 - 英語 2
春学期 国際紛争解決 Intellectual Property Case Law and Enforcement 竹中 俊子 未定 英語 2
春学期 国際紛争解決 Seminar(Case Study in International Competition Law) 宮川 裕光 水６/水７ 英語 1
秋学期 国際紛争解決 International Investment Arbitration 休講 - 英語 2
秋学期 国際紛争解決 Sports Law and Dispute Resolution 高松 政裕:杉山 翔一:飯田 研吾 木６ 英語 1

春学期 グローバル法務 Law, Culture and Development in Asia 松尾 弘 水５ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Introduction to Asian Law 今泉 慎也 木１/木２ 英語 2
春学期 グローバル法務 Japanese Law(Public Law) 渡井 理佳子:大林 啓吾 火４ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Japanese Law(Trade Law and Policy) 渡井 理佳子:宮武 雅子 木４ 英語 1
秋学期 グローバル法務 Japanese Law(Economy and Social Structure) 古谷 英恵:古賀 絢子:加藤 雅之 火２ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Japanese Law(Legal History and Transformation) リット， デイビッド Ｇ 火５/水２ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Japanese Law(Labor and Employment) 森戸 英幸:両角 道代:亀田 康次 水４ 英語 1
秋学期 グローバル法務 Japanese Law(Contemporary Issues) カーター， ジェリー Ｕ 未定 英語 2
春学期 グローバル法務 Japanese Law in Cross‐border Matters 休講 - 英語 1
秋学期 グローバル法務 Japanese Law(Property Law) 松尾 弘 水５ 英語 2

春学期 グローバル法務 International Commercial Transactions ジョンソン， エドワード 火１ 英語 2
春学期 グローバル法務 Cross‐border Litigation 休講 - 英語 2
秋学期 グローバル法務 Finance Transactions and Securities Regulations in Japan 休講 - 英語 2
秋学期 グローバル法務 Bankruptcy Laws 上野 元 月６ 英語 2
春学期 グローバル法務 Law, Finance and Taxation of Corporate Acquisitions 谷川 達也:錦織 康高 水５ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Japan ｰ EU Relations and Global Business Law 庄司 克宏:市川 芳治:森下 幸典:兼頭 ゆみ子:刀祢館 久雄 土１ 英語 2
春学期 グローバル法務 Corporate Governance and Risk Management リット， デイビッド Ｇ:鶴見 晃二 火６/火７ 英語 2
春学期 グローバル法務 International Commercial Arbitration Ⅰ フリーマン， ダグラス Ｋ:宮武 雅子 木６/木７ 英語 2
秋学期 グローバル法務 International Commercial Arbitration Ⅱ 小原 淳見:アンドリオティス， トニー:テルセーノ， ホアキン Ｐ 月６/月７ 英語 2
秋学期 グローバル法務 International Investment Arbitration 休講 - 英語 2
春学期 グローバル法務 International Arbitration Practice in Northeast Asia 宮武 雅子:シペル， ハラルド 未定 英語 2
秋学期 グローバル法務 Japanese Competition Law 山田 弘 金４ 英語 2
春学期 グローバル法務 Business Strategy and Contract 休講 - 英語 1
春学期 グローバル法務 Law of the Internet リット， デイビッド Ｇ 木１ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Start‐up Company and Venture Capital Law モンローシェリダン， アーロン Ｒ:マークス， エリック:ルナ， アンソニー 火４ 英語 2
春学期 グローバル法務 Case Study in Int'l Dispute Resolution and Regulatory Law アンドリオティス， トニー:新田 裕子 未定 英語 1
春学期 グローバル法務 International Capital Markets モンローシェリダン， アーロン Ｒ:小川 綾:グレイ， ジョン 火４ 英語 2

秋学期 グローバル法務 International Law 青木 節子 金３ 英語 2
春学期 グローバル法務 Law of International Organizations 武井 良修 水４ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Introduction to Global Law 近藤 圭介 火４ 英語 1
秋学期 グローバル法務 Globalization and International Human Rights in Asia 山元 一:伊藤 和子:竹内 雅俊 火３ 英語 1
秋学期 グローバル法務 Globalization and International Criminal Law オステン， フィリップ 火２ 英語 1
秋学期 グローバル法務 International Security Law 青木 節子 金４ 英語 1
春学期 グローバル法務 Environmental Law and Disaster 休講 - 英語 2
春学期 グローバル法務 Introduction to Space Law 青木 節子 月１ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Multinational Corporations and Law 菊間 梓 土３/土４ 英語 2

　　　　【三田】　1限9:00-10:30　2限10:45-12:15　3限13:00-14:30　4限14:45-16:15　5限16:30-18:00　6限18:10-19:40
※一部変則時間開講科目あり。

Japanese Law and Asian Law in Global Practical Perspective

Global Business and  Law

Global Security and Law

Innovations and Intellectual Property



 2023年度専門法曹養成プログラムー専修

開講学期 法分野 科目名 担当教員 時間割
受講者に要求される要件等

(空欄は特になし)
言語 単位数

　　　　【三田】　1限9:00-10:30　2限10:45-12:15　3限13:00-14:30　4限14:45-16:15　5限16:30-18:00　6限18:10-19:40
※一部変則時間開講科目あり。

春学期 グローバル法務 Intellectual Property from a Global Perspective 竹中 俊子:寺澤 幸裕 金５/金６ 英語 2
春学期 グローバル法務 Global Intellectual Property Management 竹中 俊子 土１ 英語 2
秋学期 グローバル法務 International IP Licensing Agreements 早川 真人:ベラハ， スチュアート Ｓ 火６/火７ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Innovation and Law Ⅰ 君嶋 祐子:アン， クリストフ 未定 英語 1
秋学期 グローバル法務 Innovation and Law Ⅱ 君嶋 祐子:一色 太郎 未定 英語 1
春学期 グローバル法務 Intellectual Property Case Law and Enforcement 竹中 俊子 未定 英語 2
秋学期 グローバル法務 Comparative Japanese IP Case Law : Product Design Protection 竹中 俊子:寺澤 幸裕 未定 英語 1

秋学期 グローバル法務 Area Studies of Law(South East Asia) 休講 - 英語 1
春学期 グローバル法務 Area Studies of Law(China) ザン， ドンシェン 未定 英語 1
春学期 グローバル法務 Area Studies of Law(Korea) 休講 - 英語 1
春学期 グローバル法務 Area Studies of Law(Singapore) 休講 - 英語 1
春学期 グローバル法務 Area Studies of Law(EU-Japan) 市川 芳治:森下 幸典 土１ 英語 1

秋学期 グローバル法務 Introduction to American Business Law モンローシェリダン， アーロン Ｒ:ウィタカ， ブランドン 水２ 英語 1
秋学期 グローバル法務 Advanced Topics in American Business Law リット， デイビッド Ｇ 水３ 英語 1
春学期 グローバル法務 American Law and Society リット， デイビッド Ｇ 火５ 英語 2
春学期 グローバル法務 Comparative Constitutional Law リット， デイビッド Ｇ 水１ 英語 2
春学期 グローバル法務 Comparative Contract Law 三枝 健治:フジヤマ， タカシ Ｄ 木２ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Comparative Corporate Law リット， デイビッド Ｇ 火１ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Comparative Corporate Finance and Law ピレス， カール:マークス， エリック:オートン， クリスティアン 水５ 英語 2
秋学期 グローバル法務 English Contract Law 休講 - 英語 1

秋学期 グローバル法務 Art Business and Law 休講 - 英語 1
秋学期 グローバル法務 Sports Law and Dispute Resolution 高松 政裕:杉山 翔一:飯田 研吾 木６ 英語 1
春学期 グローバル法務 Seminar(Investment and Doing Business in Asia) 森脇 章:琴浦 諒:ウン， シャーマン 未定 英語 1
春学期 グローバル法務 Seminar(Case Study in International Competition Law) 宮川 裕光 水６/水７ 英語 1
春学期 グローバル法務 Seminar(Global Tax Perspectives) ムザール， ハンス・ペータ 未定 英語 1
春学期 グローバル法務 Seminar(Current Legal Issues)-Law of Investment Funds- フジヤマ， タカシ Ｄ 土２ 英語 1

春学期 グローバル法務 Graduate Writing Seminar 竹中 俊子:アレン， ミンディ Ａ 未定 英語 1
秋学期 グローバル法務 Graduate Writing Seminar アレン， ミンディ Ａ:タカマツ， アレクサンドラ Ｓ 未定 英語 1

秋学期 グローバル法務 International Commercial Dispute Resolution ワトキンズ， ヒュー Ｒ 未定 英語 2
春学期 グローバル法務 Negotiation 宮武 雅子:山辺 哲識:シペル， ハラルド 水６/水７ 英語 2
春学期 グローバル法務 Mediation 宮武 雅子:シペル， ハラルド 火６/火７ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Arbitration 宮武 雅子:山辺 哲識:シペル， ハラルド 水６/水７ 英語 2
秋学期 グローバル法務 SIAC and Institutional Arbitration Ⅰ 宮武 雅子 未定 英語 1
秋学期 グローバル法務 SIAC and Institutional Arbitration Ⅱ 宮武 雅子 未定 英語 2
秋学期 グローバル法務 Legal Debate and Negotiation バヒスバラン， サイガネッシュ:パーク テジュン 未定 英語 2
春学期 グローバル法務 Drafting International Agreements モンローシェリダン， アーロン Ｒ:メータ， ニラヴ Ｎ:多久島 逸平 木５ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Drafting International Agreements 細川 兼嗣:アギラール， レオポルド Ａ 水１ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Drafting and Negotiation of M&A and JV Transactions ハンセン， ネルス 月５ 英語 2
秋学期 グローバル法務 Moot Court 青木 節子:陶 陽子 金１/金２ 英語 3
春学期 グローバル法務 Moot Court 青木 節子:陶 陽子 金１/金２ 英語 3

Comparative Law

Current Legal Issues

Legal Research and Writing

Practical Training

Area Studies



 2023年度 専門法曹養成プログラムー専門

開講学期 法分野 科目名 担当教員 時間割 受講者に要求される要件等
(空欄は特になし)

言語 単位数

春学期 租税法 租税法Ⅰ 佐藤 英明 月２ 日本語 2
秋学期 租税法 租税法Ⅱ 佐藤 英明 月１ 日本語 2

春学期 労働法 テーマ演習（労働法最新判例研究） 森戸 英幸:両角 道代 火６ 日本語 2
秋学期 労働法 テーマ演習（日米欧比較労働法） 森戸 英幸:両角 道代 水５ 日本語 2

春学期 知的財産法 テーマ演習（技術革新と知的財産法） 奥邨 弘司 火４ 日本語 2
春学期 知的財産法 知的財産法務ワークショップ・プログラム 小泉 直樹:大野 聖二 火６ 日本語 2
秋学期 知的財産法 知的財産法務ワークショップ・プログラム 小泉 直樹:柴野 相雄 月５ 日本語 2

春学期 経済法 経済法ベーシック・プログラム 石岡 克俊:福井 琢:大東 泰雄 金５ 日本語 2
秋学期 経済法 経済法ワークショップ・プログラム 石岡 克俊:福井 琢:大東 泰雄 金５ 日本語 2

春学期 環境法 環境法務ワークショップ・プログラム 滝口 直樹 金６ 日本語 2

春学期 倒産法 テーマ研究（倒産法） 高田 賢治 火４ 日本語 1
秋学期 倒産法 倒産法ワークショップ・プログラム 工藤 敏隆:濱田 芳貴:高田 賢治 木５ 日本語 2

【三田】　1限9:00-10:30　2限10:45-12:15　3限13:00-14:30　4限14:45-16:15　5限16:30-18:00　6限18:10-19:40
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