
プログラム概要： http://www.office.kobe-u.ac.jp/intl-prg/euij-kansai/program/overview.html 2022/5/10更新

プログラム登録方法： http://www.office.kobe-u.ac.jp/intl-prg/euij-kansai/program/registration.html

【科目群について】 ※このリストは随時更新されますが、各科目のシラバスや開講状況等は、各大学開講学部・研究科のＨＰやシラバスで確認してください。

(a) Introductory Module/導入科目群                    各大学シラバス

(b) History Module/歴史科目群 【神戸大学】 https://kym-syllabus.ofc.kobe-u.ac.jp/campussy/

(c) Law and Politics Module/法律・政治科目群 【関西学院大学】 https://syllabus.kwansei.ac.jp/

(d) Economics Module/経済科目群 【大阪大学】 https://koan.osaka-u.ac.jp/syllabus_ex/campus

(e) Science and Technology Module/科学・技術科目群

(f) Culture and Society Module/文化・社会科目群

(g) Incoming Visitors Programme/招聘講師による集中講義

 【備考１】時限の時間帯について
神戸大学開講科目： 1時限（8：50～10：20）、2時限（10：40～12：10）、3時限（13：20～14：50）、4時限（15：10～16：40）、5時限（17：00～18：30）、6時限（18：50～20：20）

関西学院大学開講科目： 1時限（8:50～10:30）、2時限（11:00～12:40）、3時限（13:20～15:00）、4時限（15:10～16:50）、5時限（17:00～18:40）

大阪大学開講科目： 1時限（8：50～10：20）、2時限（10：30～12：00）、3時限（13：30～15：00）、4時限（15：10～16：40）、5時限（16：50～18：20）

【備考２】キャンパスマップについて
＜神戸大学＞六甲台第1キャンパス（経済学部・法学部）
　Ⅰ：六甲台本館   Ⅱ：第二学舎   Ⅲ：第三学舎   フロンティア館：社会科学系フロンティア館   アカデミア館：社会科学系アカデミア館   
＜神戸大学＞鶴甲第1キャンパス（全学共通授業科目、国際文化学部、国際人間科学部）
　《例》B：大学教育推進機構B棟　K：大学教育推進機構K棟
＜関西学院大学＞
　神学部・文学部・法学部・経済学部・商学部・国際学部（西宮上ケ原キャンパス）教育学部（西宮聖和キャンパス）
＜大阪大学＞
　法学部
     法経：法経講義棟  文系：文系総合研究棟　2番・3番：法経講義棟・各講義室　22番・23番：文法経済学部講義棟・各講義室　演習室D：OSIPP棟6階
　経済学部
     B105、505、509、605：法経大学院総合研究棟・各セミナー室   演1、演2：法経講義棟・各演習室   1番、4番、5番：法経講義棟・各講義室
     31番、32番：文法経研究講義棟・3階各講義室   演3-演8：文法経研究講義棟・3階各演習室
【注意】
※神戸大学法学部開講科目について、神戸大学他学部所属の学生および他大学所属の学生は、2年生後期より履修が可能です。
※神戸大学国際人間科学部履修方法(2022年度前期)他大学生：履修希望の場合、担当教員に履修の可否を確認後、受講生にメールでご連絡します。
※大阪大学法学部生の他大学開講科目履修は、学部3年生より可能です。

科目群 EUIJ関西での科目名 開講大学での科目名 単位数 開講大学・研究科 担当教員 前期 後期 曜日・時限 教室 備考

(a) Basic EU Studies EU基礎論 1
神戸大学

全学共通授業科目
吉井　昌彦，坂井　一成 ○ 月曜５時限 オンライン

開講年次　１・2・3・4年
神戸大学生のみ登録可能。

(a) Western Political History B 西洋政治史 4
神戸大学
法学部

安井　宏樹 ○
火曜３時限
木曜３時限

Ⅱ263
週2回講義
開講年次 2・3・4年

(a) European Economy ヨーロッパ経済論 2
神戸大学
経済学部

ヴィエシボフスカ・アガタ 〇 金曜２時限 未定
開講年次 2・3・4年
（神戸大学経済学部生以外は３・４年のみ履修可）

(a) Invitation to French Linguistics フランス学入門 2
関西学院大学

文学部
東浦　弘樹 ○ 水曜３時限 未定 開講年次　1・2・3・4年

(a) Invitation to German Linguistics ドイツ学入門 2
関西学院大学

文学部
宮下　博幸 ○ 水曜３時限 未定 開講年次　1・2・3・4年

(a)
Understanding Foreign Culture
(Germany)

異文化理解（ドイツ） 2
関西学院大学

文学部
藤原　三枝子 ○ 月曜３時限 未定 開講年次　2・3・4年

(a) Public Economics 公共経済学 2
大阪大学
法学部

赤井　伸郎 ○ 月曜４時限 未定
対象年次 3・4年
授業の開講形態はシラバス参照

(a) European and American Political History 西洋政治史 4
大阪大学
法学部

野田　昌吾 ○
金曜３時限
金曜４時限

未定
対象年次 3・4年
授業の開講形態はシラバス参照

(b) Western Legal History A 西洋法史Ａ 2
神戸大学
法学部

福田　真希 ○
火曜２時限
金曜２時限

Ⅰ306
週2回講義
開講年次 2・3・4年
※第3クオーター

(b) Western Legal History B 西洋法史Ｂ 2
神戸大学
法学部

福田　真希 ○
火曜２時限
金曜２時限

Ⅰ306
週2回講義
開講年次 2・3・4年
※第4クオーター

(b)
Advanced History of European
Integration

上級欧州統合史 2
神戸大学
経済学部

奥西　孝至 〇 金曜１時限 未定 開講年次 3・4年（神戸大学経済学部生のみ履修可）

(b)
Introduction to History of Christianity
(From Ancient to Medieval Age)

キリスト教の歴史（古代～中世） 2
関西学院大学

神学部
土井　健司 ○ 金曜２時限 神－３ 開講年次　1・2・3・4年

(b)
Introduction to History of Christianity
(After the Reformation to Present Age)

キリスト教の歴史（宗教改革以降） 2
関西学院大学

神学部
小田部　進一 ○ 金曜２時限 神－３ 開講年次　1・2・3・4年

(c)
Aspects of EU Law and
Politics(Lecture)A

プログラム講義Aspects of EU Law
and Politics(Lecture)A

1
神戸大学
法学部

関根　由紀・
Stephen Day

○ 月曜３時限 未定
This course will be lectured in English.
開講年次 2・3・4年
※第1クオーター

(c)
Aspects of EU Law and
Politics(Lecture)B

プログラム講義Aspects of EU Law
and Politics(Lecture)B

1
神戸大学
法学部

関根　由紀・
Stephen Day

○ 月曜３時限 未定
This course will be lectured in English.
開講年次 2・3・4年
※第2クオーター

(c) Japanese Legal SystemⅡ
プログラム講義Japanese Legal
SystemⅡ

2
神戸大学
法学部

角松　生史 ○ 木曜５時限 Ⅱ１２０
This course will be lectured in English.
開講年次 2・3・4年

(c) Japanese Legal SystemⅠ
プログラム講義Japanese Legal
SystemⅠ

2
神戸大学
法学部

関根　由紀 ○ 木曜５時限 Ⅱ161
This course will be lectured in English.
開講年次 2・3・4年

(c) Global issue グローバル・イシュー 2
神戸大学
法学部

増島　建 ○
水曜１時限
金曜１時限

Ⅰ102
週2回講義
開講年次 1・2・3・4年
※第3クオーター

(c) International Relations (Basic Course) 国際関係論基礎 2
神戸大学
法学部

栗栖　薫子 ○
水曜１時限
金曜１時限

Ⅰ102
週2回講義
開講年次 1・2・3・4年
※第4クォーター

(c) War and Peace B 戦争と平和 Ｂ 2
神戸大学
法学部

松村　尚子 ○ 木曜４時限 Ⅰ206 開講年次 2・3・4年

(c) Social Security Law 社会保障法 2
神戸大学
法学部

関根　由紀 ○ 火曜３時限 Ⅰ206
開講年次 2・3・4年

(c) Environmental Law 環境法 2
神戸大学
法学部

島村　健 〇 月曜３時限 Ⅰ232 開講年次 3・4年

(c) Introduction to Common LawⅡ
プログラム講義Introduction to
Common LawⅡ

2
神戸大学
法学部

カーペンター　ケイス ○ 水曜３時限 フ406
開講年次 2・3・4年
This course will be lectured in English.

比較政治社会論 2
他大学生及び
神戸大学2021年度入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年

比較政治社会論Ａ 1

比較政治社会論B 1

EU研究修了証プログラム
令和4（2022）年度　EU科目（学部生対象）

対面(予定)
F401(予定)

神戸大学2017年～2020年度入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年

(c) Governance and Public Policy 李　昊 〇 水曜４時限
神戸大学

国際人間科学部



科目群 EUIJ関西での科目名 開講大学での科目名 単位数 開講大学・研究科 担当教員 前期 後期 曜日・時限 教室 備考

国際関係論 2
他大学生及び
神戸大学2021年度以降入学生
開講年次  1 ・ 2 ･ 3 ･ 4 年

国際関係論Ａ 1

国際関係論Ｂ 1

近現代社会思想論 2
他大学生及び
神戸大学2021年度以降入学生
開講年次  1 ・ 2 ･ 3 ･ 4 年

近現代社会思想論Ａ 1

近現代社会思想論B 1

多文化政治社会論 2
他大学生及び
神戸大学2021年度入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年

多文化政治社会論Ａ 1

多文化政治社会論Ｂ 1

(c) European Legal History  A 西洋法史Ａ 2
関西学院大学

法学部
松本　和洋 ○ 水曜２時限 Ｂ－３０３

開講年次　2・3・4年
オンライン形式

(c) European Legal History  B 西洋法史Ｂ 2
関西学院大学

法学部
松本　和洋 ○ 水曜２時限 Ｂ－３０３

開講年次　2・3・4年
オンライン形式

(c) History of Western Politics 西洋政治史 2
関西学院大学

法学部
武藤　祥 ○ 火曜４時限 ５別－５ 開講年次　2・3・4年

(c) History of Western Political Philosophy 西洋政治思想史 2
関西学院大学

法学部
岡本　仁宏 ○ 木曜３時限 Ｂ－２０２ 開講年次　2・3・4年

(c) International Cooperation 国際協力論 2
関西学院大学

法学部
望月　康恵 ○ 火曜２時限 Ｂ－３０３ 開講年次　3・4年

(c) Politics in Europe Ａ ヨーロッパ地域の政治Ａ 2
関西学院大学

法学部
安井　宏樹 ○ 木曜２時限 ５別－５ 開講年次　2・3・4年

(c) Politics in Europe B ヨーロッパ地域の政治B 2
関西学院大学

法学部
月村　太郎 ○ 金曜２時限 Ｂ－３０２ 開講年次　3・4年

(c) European Union Law ＥＵ法 2
関西学院大学

法学部
庄司　克宏 ○ 集中 未定 開講年次　3・4年

(c) Law and International Society 国際社会と法 2
関西学院大学

法学部
（代）木村　仁 ○ 木曜５時限 5別ー４ 開講年次　1・2・3・4年

(c) Introduction to Political Science B 政治学入門Ｂ 2
関西学院大学

法学部
（代）善教　将大 〇 水曜１時限 5別ー４ 開講年次　1・2・3・4年

(c) Political History B 政治史Ｂ 2
関西学院大学

法学部
武藤　祥 〇 火曜５時限 ５別－５ 開講年次　1・2・3・4年

(c) International Politics B 国際政治論Ｂ 2
関西学院大学

法学部
赤星　聖 ○ 金曜３時限 Ｂ－３０３ 開講年次　3・4年

(c) International Political Economy 国際政治経済論 2
関西学院大学

法学部
石黒　馨 ○ 木曜２時限 Ｂ－３０４ 開講年次　2・3・4年

(c) International Organization 国際機構論 2
関西学院大学

法学部
望月　康恵 ○ 火曜２時限 Ｂ－３０２ 開講年次　2・3・4年

(c) Anglo-American Law A 英米法Ａ 2
関西学院大学

法学部
木村　仁 ○ 水曜２時限 Ｂ－２０２ 開講年次　2・3・4年

(c) Anglo-American Law B 英米法Ｂ 2
関西学院大学

法学部
木村　仁 ○ 水曜２時限 Ｂ－２０２ 開講年次　3・4年

(c) International Organizations 国際機構論 2
大阪大学
法学部

蓮生　郁代 ○ 水曜４時限 オンライン
対象年次 3・4年
オンラインのみ

(c) Special Lecture 特別講義（国際報道論） 2
大阪大学
法学部

ホーキンス ヴァージル ○ 金曜３時限 豊総302
対象年次 3・4年
原則対面、オンライン受講可 （詳細はシラバス参照）

(c) Introduction to EU Law EU法概論 2
大阪大学
法学部

西連寺　隆行 ○ 水曜３時限 未定
対象年次 3・4年
（ｇ）群より変更
授業の開講形態はシラバス参照

(c) Special Lecture on Leadership Design
特別講義
（リーダーシップデザイン）

2
大阪大学
法学部

木川田　一榮 ○ 火曜３時限 未定
対象年次 3・4年
授業の開講形態はシラバス参照

(c) Special Lecture on Leadership
特別講義
（リーダーシップを考える）

2
大阪大学
法学部

西嶋　聡 ○ 水曜６時限 講義シアター
対象年次 3・4年
原則対面、オンライン受講可 （詳細はシラバス参照）

(c) Special Lecture （Global Leadership）
特別講義
（実践グローバル・リーダーシップ）

2
大阪大学
法学部

西嶋　聡 ○ 金曜５時限 未定
対象年次 3・4年
授業の開講形態はシラバス参照

(c) International Relations 国際関係論入門 2
大阪大学
法学部

片桐　梓 ○ 木曜１時限 オンライン
対象年次 1年
オンラインのみ

(c) History of Western Political Thought 西洋政治思想史 4
大阪大学
法学部

乙部　延剛 ○ 水曜２・３時限 文法経42番

対象年次 2年
原則対面、オンライン受講可 （詳細はシラバス参照）
※教室変更の可能性あり（9/27以降に時間割をご確認くださ
い）

(c) Roman Law ローマ法 4
大阪大学
法学部

林　智良 ○ 木曜１・２時限 未定
対象年次 3・4年
授業はオンラインのみで開講

(c) Economic History 経済史 4
大阪大学
法学部

廣田　誠
山本　千映

○
水曜４時限
金曜２時限

未定
対象年次 3・4年
授業の開講形態はシラバス参照

(c) Contemporary European Politics 現代ヨーロッパ政治 2
大阪大学
法学部

木戸　衛一 ○ 金曜４時限 講義シアター
対象年次 3・4年
原則対面、オンライン受講可 （詳細はシラバス参照）

(d) Aspects of EU Economies(Lecture)A
Aspects of EU
Economies(Lecture)A

1
神戸大学
経済学部

花田　エバ ○ 水曜３時限 未定

開講年次  2・3・4年
（神戸大学経済学部生以外は３・４年のみ履修可）
This course will be lectured in English.
※第1クオーター

(d) Aspects of EU Economies(Lecture)B
Aspects of EU
Economies(Lecture)B

1
神戸大学
経済学部

花田　エバ ○ 水曜３時限 未定

開講年次  2・3・4年
（神戸大学経済学部生以外は３・４年のみ履修可）
This course will be lectured in English.
※第2クオーター

(d)
EU and Contemporary European
Economics Ａ

経済事情Ａ（２００８） 2
関西学院大学

経済学部
吉川　真裕 ○ 水曜５時限 4別-２０２ 開講年次　2・3・4年

(d)
EU and Contemporary European
Economics B

経済事情Ｂ（２００８） 2
関西学院大学

経済学部
吉川　真裕 ○ 水曜５時限 4別-２０２ 開講年次　2・3・4年

Modern Social Thought

(c) Introduction to International Relation 坂井　一成

(c)
神戸大学

国際人間科学部

神戸大学
国際人間科学部

神戸大学2017年度～2020年度入学生
開講年次  1 ・ 2 ･ 3 ･ 4 年

水曜４時限〇 未定

〇 水曜４時限鹿野　祐嗣 未定

神戸大学2017年度～2020年度入学生
開講年次  1 ・ 2 ･ 3 ･ 4 年

新川　匠郎 Politics in Multicultural Society(c) 〇 火曜３時限
対面(予定)
F401(予定)

神戸大学
国際人間科学部

神戸大学2017年～2020年度入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年



科目群 EUIJ関西での科目名 開講大学での科目名 単位数 開講大学・研究科 担当教員 前期 後期 曜日・時限 教室 備考

(d) Declining Regions in the EU 経済事情Ｃ（２０２０） 2
関西学院大学

経済学部
シュラーデ　Ａ． ○ 火曜２時限 Ｂ－２０４ 開講年次　2・3・4年

(d) Network Industry in Europe 経済学トピックスＦ（２０１７） 2
関西学院大学

経済学部
野村　宗訓 ○ 水曜２時限 未定 開講年次　2・3・4年

(d)
 Special Topics B（２１２）【Global
environmental problems and their impact
 on business】

 共通特論Ｂ（２１２）【Global
environmental problems and their
 impact on business】

2
 関西学院大学

 商学部
 シュラーデ　Ａ．  〇  金曜３時限  未定  開講年次　3・4年

(d)
 Special Topics B（214）【Entrepreneurship
& Innovation in Rural Areas in the EU
 and Japan】

 共通特論Ｂ（214）
 【Entrepreneurship & Innovation in
 Rural Areas in the EU and Japan】

2
 関西学院大学

 商学部
 シュラーデ　Ａ．  〇  金曜４時限  未定  開講年次　3・4年

(d)
Environmental Governance in the
European Union

Environmental Governance in the
European Union

2
関西学院大学

国際学部
シュラーデ　Ａ． ○ 火曜１時限 Ｇ－ＩＳ２０６ 開講年次　2・3・4年

(d) Regional Policy in the EU (J) ＥＵ地域開発 2
関西学院大学

国際学部
藤川　哲史 ○ 金曜４時限 Ｇ－ＩＳ２０６

開講年次　2・3・4年
オンライン形式

(d) Regional Policy in the EU Regional Policy in the EU 2
関西学院大学

国際学部
藤川　哲史 ○ 金曜４時限 Ｇ－３２７ 開講年次　2・3・4年

(d) EU competition Policy (J) ＥＵ競争政策 2
関西学院大学

国際学部
和田　聡子 ○ 火曜１時限 Ｇ－ＩＳ１０６ 開講年次　2・3・4年

(d) Industrial Policy in the EU Industrial Policy in the EU 2
関西学院大学

国際学部
中野　幸紀 ○ 月曜３時限 Ｇ－ＩＳ２０８ 開講年次　2・3・4年

(d)
Introduction to European Economic
History

Introduction to European Economic
History

2
関西学院大学

国際学部
ブングシェ　Ｈ．Ｒ． ○ 金曜３時限 Ｇ－ＩＳ２０６ 開講年次　2・3・4年

(d)
Economies, Industries and Business
Enterprises in Europe(J)

ヨーロッパの経済と企業 2
関西学院大学

国際学部
ブングシェ　Ｈ．Ｒ． ○ 火曜２時限 Ｇ－202 開講年次　2・3・4年

(d) European Industries(J） ヨーロッパ産業論 2
関西学院大学

国際学部
ブングシェ　Ｈ．Ｒ． ○ 火曜２時限 未定 開講年次　2・3・4年

(d)
Economies, Societies and Industries in
the European Union (J)

ＥＵの社会経済と産業 2
関西学院大学

国際学部
藤川　哲史 ○ 金曜５時限 Ｇ－ＩＳ303 開講年次　1・2・3・4年

(d)
The Automobile Industry in the European
Union - Issues, Policies and Actors

EUの自動車産業 2
関西学院大学

国際学部
ブングシェ　Ｈ．Ｒ． ○ 水曜２時限 Ｇ－202 開講年次　2・3・4年

(d) Economic History of the European Union
Economic History of the European
Union

2
関西学院大学

国際学部
ブングシェ　Ｈ．Ｒ． 〇 金曜３時限 Ｇ－ＩＳ302 開講年次　2・3・4年

(e) Intellectual Property Law 知的財産法 2
神戸大学
法学部

髙野　慧太 ○ 金曜３時限 Ⅰ206 開講年次　3・4年

表象文化形成論 2
他大学生及び
神戸大学2021年度入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年

表象文化形成論Ａ 1

表象文化形成論B 1

Aspects of EU Culture and Society
(Lecture) A

1

Aspects of EU Culture and Society
(Lecture) B

1

宗教文化論 2
他大学生及び
神戸大学2021年度入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年

宗教文化論１ 1

宗教文化論２ 1

文化政策論 2
他大学生及び
神戸大学2021年度以降入学生
開講年次  1 ・ 2 ･ 3 ･ 4 年

文化政策論Ａ 1

文化政策論B 1

(f) French Language and Culture フランスの言語と文化 2
関西学院大学

教育学部
横田　祐美子 ○ 金曜３時限 515教室 開講年次　1・2・3・4年

(f) German Language and Culture ドイツの言語と文化 2
関西学院大学

教育学部
藤井　あゆみ ○ 木曜３時限 612教室 開講年次　1・2・3・4年

(g)
Gateway to Europe- Contemporary
Dutch Studies

特別講義（Gateway to Europe-
Contemporary Dutch Studies）

2
大阪大学
法学部

Janny de Yong ○ 集中
対象年次 3・4年
授業の開講形態は未定

(f)

神戸大学
国際人間科学部

神戸大学2017年～2020年度入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年

(f) Art in Cultural Formation 岩本 和子 〇 水曜３時限 未定

(f)
Aspects of EU Culture and Society
(Lecture)

フルゴネーズ 〇 木曜４限

未定
神戸大学

国際人間科学部
神戸大学2017年～2020年度入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年

対面(予定)
F101(予定

神戸大学
国際人間科学部

他大学生及び
神戸大学2017年度以降入学生
開講年次  2 ･ 3 ･ 4 年

(f)
Religion and Culture in Europe and
America

野谷　啓二 〇 火曜３時限

神戸大学2017年度～2020年度入学生
開講年次  1 ・ 2 ･ 3 ･ 4 年

Art and Cultural Environment 藤野　一夫 〇 金曜２時限 未定
神戸大学

国際人間科学部


