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1 春学期 A0050 商法総則・商行為法Ⅰ 橡川 泰史 ５４１ 春学期 A0015 憲法訴訟論 建石 真公子 ５３２ 春学期 A0100 教育法Ⅰ ５５３ 春学期 A0629 ■Essay Writing マイケル レイナー Ｓ４０２

時 秋集中 A0618 北アメリカの政治と社会（木３へ） 中野 勝郎 ８５８ 春学期 A0069 民事訴訟法Ⅰ ５１１ 秋学期 A0101 教育法Ⅱ ５５３ 秋学期 A0632 ■Essay Writing ハードランド エリック ０６１０

限 春学期 A0297 財政学Ⅰ 島澤　諭 ５５１ 秋学期 A0070 民事訴訟法Ⅱ Ｇ４０３ 春学期 A0203 行政法入門Ⅰ（2年生H～N） ５１１ 春学期 A0635 ■Presentation Skills ハードランド エリック ０６１０

秋学期 A0298 財政学Ⅱ 島澤　諭 ５５１ 春学期：北村 泰三 ５７２ 秋学期 A0204 行政法入門Ⅱ（2年生H～N） Ｇ４０３ 秋学期 A0693 ■Essay Writing マイケル レイナー Ｓ４０２

（春）　9：30～11：00 秋学期：建石 真公子 ５７２ 春学期 A0275 福祉政策Ⅰ Ｓ５０５ 年間 A0171 演習１（水２へ） 大野 達司 ０８０３

（秋）　9:15～10：45 春学期 A0259 日本政治思想史Ⅰ ８５５ 秋学期 A0276 福祉政策Ⅱ Ｓ５０５

秋学期 A0260 日本政治思想史Ⅱ ８５５ 年間 A0307 行政学 山口 二郎 ５５２

春学期 A0283 都市政策Ⅰ Ｓ４０５ 春学期 A0626 Japanese Politics Svetlana Vassiliouk ５６１

秋学期 A0284 都市政策Ⅱ Ｓ４０５

春学期：久保 健治 ０９０４

秋学期：足利　沙緒理 ０９０４

2 春学期 A0090 労働法総論・労働契約法（２年生A～G） 水野 圭子 Ｓ４０５ 春学期 A0019 生命倫理と人権Ⅰ ８４３ 年間 A0202 演習 柳 明昌 Ｆ５０６ 春学期 A0011 ジェンダーと法Ⅰ Ｓ４０６

時 秋学期 A0091 労働基準法（２年生A～G） 水野 圭子 Ｓ４０５ 秋学期 A0020 生命倫理と人権Ⅱ Ｇ４０２ 秋学期 A0012 ジェンダーと法Ⅱ Ｓ４０６

限 秋学期 A0139 〈法特〉法とスポーツ文化 鈴木 良則 ８６７ 春学期 A0037 契約法Ⅱ（２年生A～G） 宮本 健蔵 Ｓ３０５ 春学期 A0021 行政法入門Ⅰ（2年生A～G） ５１１

春学期 A0211 外国書講読（独語）Ⅰ ０７０１ 秋学期 A0038 債権回収法Ⅰ（２年生A～G） 宮本 健蔵 Ｓ３０５ 秋学期 A0022 行政法入門Ⅱ（2年生A～G） Ｇ４０３

（春）　11：10～12：40 秋学期 A0212 外国書講読（独語）Ⅱ ０７０１ 秋学期 A0058 海商・航空法 神谷 高保 ８５７ 春学期 A0074 破産法Ⅰ Ｓ３０６

（秋）　11：00～12：30 春学期 A0354 外国書講読（独語）Ⅰ ０６０３ 春学期 A0140 法学入門（1年生H～K） 小山田 朋子 ８６７ 秋学期 A0075 破産法Ⅱ Ｓ３０６

秋学期 A0355 外国書講読（独語）Ⅱ ０６０３ 春学期 A0142 法学入門演習 神谷 高保 Ｆ５０５ 春学期 A0135 法と経済学 神谷 高保 ０６０８

年間 A0641 ■Global Internship 浅見 靖仁 Ｓ４０１ 春学期 A0145 法学入門演習 倉部 真由美 Ｓ３０３ 秋学期 A0299 ジャーナリズム実践講座 萩谷 順 Ｆ３１０

春学期 A0448 〈法特〉中国法 牟　憲魁 ０７０２ 春学期 A0218 法学入門演習 佐藤 輝幸 Ｆ３０７ 春学期 A0334 現代メディア論 萩谷 順 ８３５

年間 A0210 演習 神谷 高保 ０６０８ 春学期 A0271 ヨーロッパ政治思想史Ⅰ ５６１ 秋学期 A0342 コミュニティ論Ⅱ 名和田 是彦 ８７８Ｂ

秋学期 A0272 ヨーロッパ政治思想史Ⅱ ８７８Ａ 秋集中 A0344 歴史政治学（木２へ） 塚本 元 ０６０６

年間 A0321 現代政治特講Ⅰ 細井 保 ８６０ 春学期 A0349 公共哲学Ⅱ 名和田 是彦 ５５３

秋集中 A0338 アメリカ政治史（木２へ） 中野 勝郎 Ｓ３０３ 春学期 A0633 ■Presentation Skills Ｓ４０１

秋学期 A0440 民事手続法入門 倉部 真由美 ８３４ 秋学期 A0634 ■Presentation Skills Ｓ４０４

春学期 A0447 アメリカ外交史 森 聡 ８３４ 春学期 A0639 ■Debate ０６１０

秋学期 A0627 International Politics 森 聡 Ｓ４０６ 秋学期 A0640 ■Debate ０６１０

秋学期 A0731 中国の政治と外交Ⅰ 福田 円 ５７４ 春学期 A0771 朝鮮半島の政治と社会Ⅰ Ｓ５０４

秋学期 A0733 平和・軍事研究Ⅱ 権 鎬淵 ５５４ 秋学期 A0772 朝鮮半島の政治と社会Ⅱ Ｓ５０４

春学期 A0291 自治体論Ⅰ ５５２ 春学期 A0917 〈政特〉日韓比較政治思想Ⅰ ８４３

秋学期 A0292 自治体論Ⅱ ５５２ 秋学期 A0918 〈政特〉日韓比較政治思想Ⅱ Ｇ４０２

春学期 A0777 平和・軍事研究Ⅰ 権 鎬淵 ８７８Ａ 年間 登録不要 演習２（水１より） 大野 達司 ０８０３

春学期 A0985 法学入門 浜村 彰 ５４２ 年間 A0461 演習 髙橋 滋 Ｓ３０４

春学期：久保 健治 ０９０４

秋学期：足利　沙緒理 ０９０４

3 春学期 A0094 労働組合法 山本 圭子 ５３２ 春学期 A0001 憲法Ⅰ（１年生A～G） ８３５ 春学期 A0915 〈政特〉スコットランドの政治社会Ⅰ ５７４ 春学期 A0048 消費者法Ⅰ ８３４

時 秋学期 A0095 労働法特論 山本 圭子 Ｓ４０６ 秋学期 A0002 憲法Ⅱ（１年生A～G） ８３５ 秋学期 A0916 〈政特〉スコットランドの政治社会Ⅱ ５７４ 秋学期 A0049 消費者法Ⅱ ８３４

限 春学期 A0106 国際私法Ⅰ Ｓ４０１ 秋学期 A0010 国際社会と憲法Ⅱ 國分 典子 ８７９ 春学期 A0967 Ｓ５０３ 秋学期 A0131 法思想史 大野 達司 F３０７

秋学期 A0107 国際私法Ⅱ Ｓ４０１ 春学期 A0025 行政救済法Ⅰ 西田 幸介 ５４２ 秋学期 A0968 Ｓ５０３ 年間 A0300 政治学の基礎概念Ⅰ 宮崎 伸光 ８４３

（春）　13：30～15：00 春学期 A0449 国際政治への案内 浅見 靖仁 ５３１ 秋学期 A0026 行政救済法Ⅱ 髙橋 滋 Ｇ５０１ 春学期 A0969 ０７０２ 秋学期 A0444 都市法 西田 幸介 Ｇ６０２

（秋）　13：20～14：50 春学期 A0535 外国書講読（中国語）Ⅰ ０６０８ 年間 A0059 金融商品取引法 柳 明昌 ８５５ 秋学期 A0970 ０７０２ 春学期 A0449 国際政治への案内 浅見 靖仁 ８３５

秋学期 A0536 外国書講読（中国語）Ⅱ ０６０８ 春集中 A0124 法社会学（火４へ） 北村 隆憲 ５５４ 春学期 A0971 Ｆ３０６ 秋学期 A0638 ■Debate アラン メドウズ Ｓ２０３

春学期 A0649 国際ＮＧＯ論Ⅰ Ｓ５０５ 年間 A0196 外国書講読（仏語） サルブラン シモン Ｓ３０４ 秋学期 A0972 Ｆ３０６ 春学期 A0755 ラテンアメリカの政治と社会Ⅰ ５６４

秋学期 A0650 国際ＮＧＯ論Ⅱ Ｓ５０５ 春学期 A0251 知的財産法Ⅰ Ｓ３０６ 年間 A0150 演習 森田 章夫 Ｆ５０４ 秋学期 A0756 ラテンアメリカの政治と社会Ⅱ ８５８

年間 A0169 演習 水野 圭子 ０７０６ 秋学期 A0252 知的財産法Ⅱ Ｓ３０６ 年間 A0154 演習 建石 真公子 Ｆ５０５ 春学期 A0925 外国書講読（朝鮮語）Ⅰ ０６０２

年間 A0302 政治学入門演習 細井 保 ０７０５ 年間 A0162 演習 倉部 真由美 Ｆ５０７ 秋学期 A0926 外国書講読（朝鮮語）Ⅱ ０６０２

年間 A0304 政治学入門演習 杉田 敦 Ｆ３０１ 年間 A0173 演習１（火４へ） 今井 猛嘉 ０９０４ 年間 A0167 演習１（水４へ） 廣尾 勝彰 Ｆ５０３

年間 A0305 政治学入門演習 河野 康子 Ｆ５０８ 年間 A0175 演習１（火４へ） 川口 由彦 Ｆ３０８ 年間 A0181 演習１（水４へ） 荒谷 裕子 Ｓ２０１

年間 A0408 政治学入門演習 衛藤 幹子 Ｆ５０６ 春学期 A0459 Ｆ４０６ 春学期 A0939 Ｓ２０２

年間 A0438 政治学入門演習 塚本 元 １００４ 秋学期 A0460 Ｆ４０６ 秋学期 A0940 Ｓ２０２

春学期 A0717 国際協力論Ⅰ ８４４ 春学期 A0943 演習（火４へ） 梅川 健 Ｆ４０５

秋学期 A0718 国際協力論Ⅱ G２０１ 秋学期 A0944 演習（火４へ） 中野 勝郎 Ｆ４０５

秋学期 A0732 中国の政治と外交Ⅱ 福田 円 ８６６

春学期 A0749 国際機構論Ⅰ S４０７

秋学期 A0750 国際機構論Ⅱ S４０７

年間 A0303 政治学入門演習 宮崎 伸光 Ｆ５０１

春学期 A0751 地域統合論Ⅰ ５５２

秋学期 A0752 地域統合論Ⅱ ５５２

年間 A0147 演習 宮本 健蔵 Ｓ４０２

4 春学期 A0083 刑事訴訟法Ⅰ ８４４ 春学期 A0039 契約法Ⅱ（２年生H～N） 宮本 健蔵 ８３３ 春学期 A0947 Ｆ５０５ 秋学期 A0033 民事法総論（１年生H～N） 大澤 彩 ８３４ 春学期 A0623 ■市民社会の法Ⅰ 大澤 彩 ８４４

時 秋学期 A0084 刑事訴訟法Ⅱ Ｇ２０１ 秋学期 A0040 債権回収法Ⅰ（２年生H～N） 宮本 健蔵 Ｓ３０５ 秋学期 A0948 Ｆ５０５ 春学期 A0034 契約法Ⅰ（１年生H～N） 大澤 彩 ８４４ 秋学期 A0624 ■市民社会の法Ⅱ 大澤 彩 ８３４

限 春学期 A0127 アジア法Ⅰ ８３５ 春集中 登録不要 法社会学（火３より） 北村 隆憲 ５５４ 春学期 A0951 Ｆ５０７ 春学期 A0035 物権法 遠山 純弘 ８３４ 春学期 A0977 Ｆ４０５

秋学期 A0128 アジア法Ⅱ Ｇ５０３ 春学期 A0125 英米法Ⅰ 小山田 朋子 ８７８Ａ 秋学期 A0952 Ｆ５０７ 秋学期 A0036 債権回収法Ⅱ 遠山 純弘 Ｇ４０３ 秋学期 A0978 Ｆ４０５

（春）　15：10～16：40 春学期 A0239 政治意識論Ⅰ ５７４ 春学期 A0229 政治理論Ⅰ ５５２ 春学期 A0963 ０６１０ 春学期 A0071 民事訴訟法Ⅲ 倉部 真由美 ８６８Ａ 年間 A0157 演習 岸井 大太郎 Ｆ４０８

（秋）　15：05～16：35 秋学期 A0240 政治意識論Ⅱ ５７４ 秋学期 A0230 政治理論Ⅱ ５５２ 秋学期 A0964 ０６１０ 秋学期 A0076 民事再生法 倉部 真由美 ８５５ 年間 A0168 演習２（水３より） 廣尾 勝彰 Ｆ５０３

春学期 A0452 〈法特〉社会保障法の現代的課題Ⅰ ５６２ 春学期 A0316 日本政治史Ⅰ ８４４ 春学期 A0965 Ｆ４０１ 年間 A0088 社会安全政策論 瀬﨑　瑠里 春532
秋G501

年間 A0170 演習 中川 義宏 Ｆ３０２

秋学期 A0453 〈法特〉社会保障法の現代的課題Ⅱ ５６２ 秋学期 A0317 日本政治史Ⅱ Ｇ２０１ 秋学期 A0966 Ｆ４０１ 春学期 A0213 外国書講読（英語）Ⅰ ０６０１ 年間 A0179 演習 堀井 雅道 Ｆ５０８

秋集中 A0669 ロシアの政治と外交　（月５へ）　 大野 正美 Ｆ４０６ 春学期 A0454 〈法特〉権利救済の法政策 金子 匡良 ５５３ 春学期 登録不要 Ｓ５０３ 秋学期 A0214 外国書講読（英語）Ⅱ ０６０１ 年間 登録不要 演習２（水３より） 荒谷 裕子 Ｓ２０１

春学期 A0708 Ｆ４０８ 秋学期 A0455 〈法特〉権利救済制度の現代的課題 金子 匡良 ８６８Ａ 秋学期 登録不要 Ｓ５０３ 春学期 A0253 経済原論Ⅰ ５６２ 年間 A0168 演習２（水３より） 廣尾 勝彰 Ｆ５０３

秋学期 A0709 Ｆ４０８ 年間 A0174 演習２（火３より） 今井 猛嘉 ０９０４ 春学期 登録不要 ０７０２ 秋学期 A0254 経済原論Ⅱ ５６２ 年間 A0170 演習 中川 義宏 Ｆ３０２

年間 A0149 演習 山本 圭子 ０９０４ 年間 A0176 演習２（火３より） 川口 由彦 Ｆ３０８ 秋学期 登録不要 ０７０２ 春学期 A0637 Debate アラン メドウズ Ｓ４０１ 年間 A0179 演習 堀井 雅道 Ｆ５０８

春学期 A0759 国際経済論Ⅰ VU TUAN KHAI S４０７ 年間 A0227 演習 藤本 茂 ０５０５ 春学期 登録不要 Ｆ３０６ 秋学期 A0644 外交総合講座　　　　 弓削 昭子 Ｓ３０６ 年間 登録不要 演習２（水３より） 荒谷 裕子 Ｓ２０１

秋学期 A0760 国際経済論Ⅱ VU TUAN KHAI ８５８ 春学期 A0459 Ｆ４０６ 秋学期 登録不要 Ｆ３０６ 春学期 A0664 グローバル・ガバナンス 後藤 一美 ８５５

秋学期 A0460 Ｆ４０６ 春学期 A0935 ０６０１ 春学期 A0720 国際公共政策Ⅱ 坂根 徹 ５７４

春学期 A0727 Ｆ３０１ 秋学期 A0936 ０６０１ 春学期 A0900 協働組合論 杉崎 和久 ８７６

秋学期 A0728 Ｆ３０１ 春学期 登録不要 演習（火３より） 梅川 健 Ｆ４０５ 春学期 A0927 ０９０３

春学期 A0779 Ｆ５０８ 秋学期 登録不要 演習（火３より） 中野 勝郎 Ｆ４０５ 秋学期 A0928 ０９０３

秋学期 A0780 Ｆ５０８ 春学期 A0945 Ｆ５０２ 春学期 登録不要 １００３

春学期 A0931 ０５０１ 秋学期 A0946 Ｆ５０２ 秋学期 登録不要 １００４

秋学期 A0932 ０５０１ 春学期 A0959 １００５

春学期 A0933 Ｆ５０６ 秋学期 A0960 １００５

秋学期 A0934 Ｆ５０６

5 春学期 A0007 現代情報法Ⅰ ８４４ 春学期 A0003 憲法Ⅰ（１年生H～N） Ｓ２０５ 春学期 登録不要 ０５０１ 秋学期 A0030 環境法 髙橋 滋 Ｇ４０３

時 秋学期 A0008 現代情報法Ⅱ Ｇ２０１ 秋学期 A0004 憲法Ⅱ（１年生H～N） Ｓ２０５ 秋学期 登録不要 ０５０１ 春学期 A0108 国際民事訴訟法 小川 和茂 ５５３

限 春学期 A0027 租税手続法 中村 芳昭 ８５６ 春学期 A0005 憲法Ⅲ ５３２ 春学期 登録不要 Ｆ５０６ 春学期 A0114 法哲学Ⅰ Ｓ２０３

秋学期 A0028 租税実体法 中村 芳昭 ８５６ 秋学期 A0006 憲法Ⅳ Ｇ５０１ 秋学期 登録不要 Ｆ５０６ 秋学期 A0115 法哲学Ⅱ Ｓ２０３

（春）　16：50～18：20 年間 A0060 企業結合法 柴田 和史 ８３５ 春学期 A0065 経済法Ⅰ ５１１ 春学期 登録不要 ０６０１ 年間 A0137 〈法特〉信託法 小出 卓哉 ８７６

（秋）　16：50～18：20 春学期 A0067 企業規制の法律学Ⅰ 岸井 大太郎 ０６０４ 秋学期 A0066 経済法Ⅱ Ｇ４０３ 秋学期 登録不要 ０６０１ 秋学期 A0603 STEP アラン メドウズ Ｓ２０４

秋集中 登録不要 ロシアの政治と外交（月４より） 大野 正美 Ｆ４０６ 秋学期 A0110 国際組織法 山本 良 ８６０ 春学期 登録不要 Ｆ５０２ 春学期 A0625 Global Governance　　 弓削 昭子 ８６７

春学期 A0721 アジア国際政治特講
／海の国際政治学Ⅰ

Ｓ４０３ 春学期 A0237 比較政治論Ⅰ Ｓ４０５ 秋学期 登録不要 Ｆ５０２ 春学期 A0715 ＣＩＳの政治と社会Ⅰ Ｓ３０５

秋学期 A0722 アジア国際政治特講
／海の国際政治学Ⅱ

Ｓ４０３ 秋学期 A0238 比較政治論Ⅱ Ｓ４０５ 春学期 登録不要 Ｆ５０５ 秋学期 A0716 ＣＩＳの政治と社会Ⅱ Ｓ３０５

春学期 A0765 東欧の政治と社会Ⅰ ８４３ 春学期 A0257 日本政治論Ⅰ ８５７ 秋学期 登録不要 Ｆ５０５ 春学期 A0719 国際公共政策Ⅰ 坂根 徹 ８６０

秋学期 A0766 東欧の政治と社会Ⅱ Ｇ４０２ 秋学期 A0258 日本政治論Ⅱ ８５７ 春学期 登録不要 Ｆ５０７ 年間 A0158 演習 吉開 多一 Ｆ３０７

年間 A0152 演習 長沼 範良 Ｆ３１０ 春学期 A0457 外国書講読（英語）Ⅰ ８６６ 秋学期 登録不要 Ｆ５０７ 年間 A0166 演習 西田 幸介 Ｆ３０３

秋学期 A0458 外国書講読（英語）Ⅱ ８６６ 春学期 登録不要 ０６１０ 春学期 登録不要 ０９０３

年間 A0161 演習 田中 開 ０５０５ 秋学期 登録不要 ０６１０ 秋学期 登録不要 ０９０３

年間 A0163 演習 浜村 彰 Ｆ３０６ 春学期 登録不要 Ｆ４０１ 春学期 登録不要 １００５

年間 A0198 演習 佐藤 輝幸 ０５０３ 秋学期 登録不要 Ｆ４０１ 秋学期 登録不要 １００５

年間 A0226 演習 武生 昌士 Ｓ５０３ 春学期 登録不要 Ｆ４０５

春学期 登録不要 Ｆ３０１ 秋学期 登録不要 Ｆ４０５

秋学期 登録不要 Ｆ３０１

春学期 登録不要 Ｆ５０８

秋学期 登録不要 Ｆ５０８

6 春学期 A0701 ■English for Global Politics ジェフリー　B　タロフスキー Ｓ４０１ 春学期 A0046 親族法 志村 武 ８５７ 秋学期 A0604 STEP アラン メドウズ Ｓ２０４

時 春学期 A0706 ＮＰＯ論Ⅰ 佐々木 央 Ｓ２０５ 秋学期 A0047 相続法 志村 武 Ｆ５０１ 秋学期 A0700 ■English for Global Politics Ｓ４０１

限 春学期 A0702 ■English for Global Politics Ｓ４０１

（春）　18：30～20：00

（秋）　18：30～20：00

※裏面の注意事項をよく読むこと

萩谷 順演習（水５へ）

浅見 靖仁

名和田 是彦

木村 正俊

内田 俊一

杉崎 和久

坂根 徹

下斗米 伸夫

浅見 靖仁

廣瀬 克哉

宮崎 伸光

箕輪 茂

崔 先鎬

 2016年度  法学部専門科目時間割表　　月～水
月 火 水

大野 達司

内田 俊一

村元 宏行

西田 幸介

年間 A0109 国際人権法

髙橋 滋

石川 久

※秋学期は授業時間が
変更になります。

年間 A0189 演習１（火２へ）

■文章の書き方セミナー

廣尾 勝彰

渡辺 浩

杉崎 和久

神里 彩子

犬塚 元

宮崎 伸光

武生 昌士

陳 志明

松本 正生

大原 利夫

五十嵐 文生

小川 和茂

黄 偉修

山口 誠史

大津 浩

長沼 範良

後藤 一美

年間

弓削 昭子

登録不要 演習２（火1より）

高 友希子

天利 浩

谷田川 知恵

倉部 真由美

マイケル レイナー

ハードランド エリック

権 鎬淵

崔 先鎬

山崎 博康

山田 健太

小谷 哲男

衛藤 幹子

宮崎 伸光演習（火４より）

廣瀬 克哉演習（火４より）

大澤 彩

ジェフリー　B　タロフスキー

演習（火４へ）

演習（火４へ）

演習（火４へ）

演習（火５へ）

演習（火５へ）

演習（火５へ）

演習（火５へ）

演習（火３より）

クラフツェビチ アンドレイ

山口 二郎

杉田 敦

萩谷 順

山口 二郎

クラフツェビチ アンドレイ

山内 聡彦

大野 達司

森 聡

杉崎 和久

名和田 是彦

木村 正俊

衛藤 幹子

演習（火４より）

杉田 敦

演習（火４より）

演習（火４より）

演習（火５へ）

演習（火５へ）

内田 俊一

岸井 大太郎

下斗米 伸夫

今西 光男

金子 匡良

森 聡

大津 浩

建石 真公子

後藤 一美演習（火４より）

演習（火４より） 権 鎬淵

演習（水４より）

演習（水４より）

演習（水４より）

演習（火５へ）

演習（火５へ）

演習（火５へ）

演習（火３より）

演習（火３より）

演習（火３より）

演習（火５へ）

後藤 一美

権 鎬淵

演習（火４より）

演習（火４より）

演習（火４より）

坂根 徹

下斗米 伸夫

演習（火４へ） 山本 卓

桑山 幹夫

渕元 初姫

演習（水４へ）

演習（水３より）

演習（水５へ）

演習（水５へ）

杉田 敦

河野 康子

山本 卓

 『国際人権法』北村先生／建石先生は法律学科科目 

   所属学科の科目ではない『国際人権法』は履修できないので 

  注意すること。 

   

 水曜４限 『民事法総論』・『契約法Ⅰ』 履修について 

   法律・政治学科生：『契約法Ⅰ』『民事法総論』を履修してくだ 

     さい。 

   国際政治学科生：『市民社会の法Ⅰ・Ⅱ』を履修してください。 

   ※授業は全学科合同(844教室)で行います。 



履修期
授業
ｺｰﾄﾞ

科目名 担当 教室 履修期
授業
ｺｰﾄﾞ

科目名 担当 教室 履修期
授業
ｺｰﾄﾞ

科目名 担当 教室 履修期
授業
ｺｰﾄﾞ

科目名 担当 教室 履修期
授業
ｺｰﾄﾞ

科目名 担当 教室

1 春学期 A0023 行政作用法Ⅰ ５１１ 春学期 A0736 オセアニアの政治と社会Ⅰ ５７２ 年間 A0056 手形法・小切手法 橡川 泰史 ５５３ 春学期 A0753 国際経済法Ⅰ Ｓ５０３

時 秋学期 A0024 行政作用法Ⅱ Ｇ４０３ 秋学期 A0737 オセアニアの政治と社会Ⅱ ５７２ 秋学期 A0077 刑法総論Ⅰ（１年生A～G） 田中 利幸 Ｇ５０３ 秋学期 A0754 国際経済法Ⅱ Ｓ５０３

限 年間 A0055 会社法（３年生H～O） 橡川 泰史 ５５３ 春学期 A0281 経済政策Ⅰ 濱秋 純哉 ５６１ 春学期 A0089 概説刑事法（１年生A～G） 田中 利幸 ８３５

（春）　9：30～11：00 秋学期 A0231 現代政治思想Ⅰ 高田 宏史 ５７４ 秋学期 A0112 国際刑事法 安藤 貴世 ５７３

（秋）　9：15～10：45 春学期 A0436 政治過程論Ⅰ ５７１ 春学期 A0279 環境政策Ⅰ Ｓ４０７

秋学期 A0437 政治過程論Ⅱ ５７１ 秋学期 A0280 環境政策Ⅱ Ｓ４０７

秋学期 A0451 A Short INTRODUCTION to
JAPANESE POLITICS

衛藤 幹子 ５６３ 春学期 A0630 ■Essay Writing マイケル レイナー ０８０６

春学期 A0652 国際文化交流Ⅰ　 ８５８ 春学期 A0636 ■Presentation Skills ハードランド エリック ０６１０

秋学期 A0653 国際文化交流Ⅱ ８５８ 秋学期 A0695 ■Presentation Skills マイケル レイナー ０８０６

秋学期 A0662 アジア国際政治概論 水野 孝昭 ５６１ 秋学期 A0696 ■Presentation Skills ハードランド エリック ０６１０

2 秋学期 A0043 契約法Ⅳ 大澤 彩 Ｇ２０１ 春学期 A0448 〈法特〉中国法 牟　憲魁 ０７０２ 春学期 A0009 国際社会と憲法Ⅰ 大津 浩 ８５８ 秋集中 登録不要 ヨーロッパ政治史（木２より） 萩谷 順 Ｓ２０５ 春学期 A0341 コミュニティ論Ⅰ 荒木 千晴 ０６０６

時 春学期 A0122 イギリス法制史Ⅰ ５１１ 年間 A0054 会社法（３年生A～G） 橡川 泰史 ８７９ 春学期 A0428 〈法特〉こども行政と法 氏家 裕順 ８５５

限 秋学期 A0123 イギリス法制史Ⅱ Ｇ４０３ 秋学期 A0079 刑法総論Ⅰ（１年生H～N） 田中 利幸 Ｇ５０３ 秋学期 A0429 〈法特〉政策と法 氏家 裕順 ８７７

春学期 A0132 法と遺伝学Ⅰ ５５２ 春学期 A0096 社会保障法Ⅰ ５７２ 秋学期 A0605 STEP ジョン パーキンス Ｆ５０２

（春）　11：10～12：40 秋学期 A0133 法と遺伝学Ⅱ ５５２ 秋学期 A0097 社会保障法Ⅱ ５７２ 春学期 A0631 ■Essay Writing ハードランド エリック ０６１０

（秋）　11：00～12：30 秋学期 A0232 現代政治思想Ⅱ 高田 宏史 ５７４ 春学期 A0120 ドイツ法制史Ⅰ ５４１ 春学期 A0642 ■English for Global Politics ジョン パーキンス Ｆ５０２

春学期 A0241 保険法Ⅰ Ｓ２０１ 秋学期 A0121 ドイツ法制史Ⅱ Ｇ６０１ 秋学期 A0694 ■Essay Writing ハードランド エリック ０６１０

秋学期 A0242 保険法Ⅱ Ｆ３０４ 秋学期 A0126 英米法Ⅱ 小山田 朋子 ０９０３ 春学期 A0697 ■Debate マイケル レイナー ０８０６

春学期 A0249 ジェンダー論Ⅰ ５３１ 年間 A0146 法律実務入門 西田 幸介 ８４４ 秋学期 A0698 ■Debate マイケル レイナー ０８０６

秋学期 A0250 ジェンダー論Ⅱ Ｇ４０１ 春学期 A0197 概説刑事法（１年生H～N） 田中 利幸 ８３５ 春学期 A0909 〈政特〉概説イタリア政治-歴史と思想Ⅰ ５７１

春集中 A0313 マス・コミュニケーション論（金２へ） 萩谷 順 ８３３ 春学期 A0235 政治体制論Ⅰ Ｓ５０４ 秋学期 A0910 〈政特〉概説イタリア政治-歴史と思想Ⅱ ８５５

秋集中 登録不要 アメリカ政治史（火２より） 中野 勝郎 １００２ 秋学期 A0236 政治体制論Ⅱ Ｆ３０６ 年間 A0155 演習 川村 洋子 Ｓ４０３

秋集中 A0339 ヨーロッパ政治史（金２へ） 萩谷 順 Ｇ５０２ 春学期 A0265 〈法特〉知的財産法の今日的課題 武生 昌士 ８６０

秋集中 登録不要 歴史政治学（水２より） 塚本 元 ０６０１ 春学期 A0277 比較福祉国家Ⅰ ０９０７

春学期 A0434 日露関係論Ⅰ クラフツェビチ アンドレイ ５６１ 秋学期 A0278 比較福祉国家Ⅱ Ｓ２０３

秋学期 A0435 日露関係論Ⅱ クラフツェビチ アンドレイ ５６１ 春集中 登録不要 マス・コミュニケーション論（木２より） 萩谷 順 Ｓ２０５

3 春学期 A0085 犯罪学 佐藤 輝幸 ８３３ 春学期 A0981 春学期：清水 麗 Ｆ４０６ 秋学期 A0041 不法行為法（１・２年生A～G） 新堂 明子 Ｇ５０３ 年間 A0199 演習 小山田 朋子 ０５０３ 年間 A0602 Hosei Oxford Programme 浅見 靖仁 Ｓ３０７

時 秋学期 A0086 刑事政策 佐藤 輝幸 Ｇ５０２ 秋学期 A0982 秋学期：福田 円 Ｆ４０６ 春学期 A0042 契約法Ⅲ（２年生A～G） 新堂 明子 ８３５ 春学期 A0929 Ｓ３０１

限 春学期 A0102 国際法入門 森田 章夫 ５５１ 秋学期 A0068 企業規制の法律学Ⅱ 武生 昌士 ５７２ 秋学期 A0930 Ｓ３０１

秋学期 A0103 国際法基礎理論 森田 章夫 ８５６ 秋学期 A0081 刑法各論Ⅰ Ｇ５０２ 春学期 A0937 Ｓ２０３

（春）　13：30～15：00 秋集中 登録不要 北アメリカの政治と社会（月１より） 中野 勝郎 ８５８ 春学期 A0082 刑法各論Ⅱ ５３２ 秋学期 A0938 Ｓ２０３

（秋）　13：20～14：50 春学期 A0670 日本の政治と外交Ⅰ ８４４ 春学期 A0098 社会政策 沼田 雅之 ５１１ 春学期 A0949 Ｓ５０３

秋学期 A0671 日本の政治と外交Ⅱ Ｓ２０５ 秋学期 A0099 雇用・福祉政策 沼田 雅之 Ｇ５０１ 秋学期 A0950 Ｓ５０３

秋学期 A0707 ＮＰＯ論Ⅱ 伊藤 伸 ８７７ 秋学期 A0113 国際経済法 猪瀬 貴道 ８６６

春学期 A0723 中国の政治と社会Ⅰ Ｆ３０６ 春学期 A0430 外国書講読（英語）Ⅰ Ｓ５０４

秋学期 A0724 中国の政治と社会Ⅱ Ｆ３０６ 秋学期 A0431 外国書講読（英語）Ⅱ Ｓ５０４

春学期 A0729 グローバル・ビジネス論Ⅰ ５６１ 春学期 A0643 ■English for Global Politics ジョン パーキンス Ｆ５０２

秋学期 A0730 グローバル・ビジネス論Ⅱ ５６１ 秋学期 A0703 STEP ジョン パーキンス Ｆ５０２

年間 A0164 演習 大澤 彩 Ｓ２０２ 年間 A0208 演習 田中 利幸 Ｆ４０１

春学期 A0953 ０８０４ 春学期 A0872 Ｓ４０３

秋学期 A0954 ０８０４ 秋学期 A0873 Ｓ４０３

4 秋学期 A0031 民事法総論（1年生A～G） 大澤 彩 Ｓ２０５ 春学期 A0961 Ｆ５０６ 秋学期 A0029 地方自治法 氏家 裕順 ８３３ 秋集中 A0613 中東の政治と社会（金５へ） 木村 正俊 Ｆ４０１ 年間 A0602 Hosei Oxford Programme 浅見 靖仁 Ｓ４０６

時 春学期 A0032 契約法Ⅰ（1年生A～G） 大澤 彩 Ｓ２０５ 秋学期 A0962 Ｆ５０６ 春学期 A0078 刑法総論Ⅱ 田中 利幸 ５７３ 春学期 A0699 ■English for Global Politics ジョン パーキンス Ｆ５０２

限 春学期 A0092 労働法総論・労働契約法（２年生H～N） 浜村 彰 ８３３ 春学期 A0973 Ｓ５０３ 春学期 A0118 日本法制史Ⅲ 川口 由彦 ５７２ 秋学期 A0704 STEP ジョン パーキンス Ｆ５０２

秋学期 A0093 労働基準法 浜村 彰 Ｇ５０２ 秋学期 A0974 Ｓ５０３ 秋学期 A0119 日本法制史Ⅳ 川口 由彦 ５７２ 春学期 A0986 法学入門 橡川 泰史 ８３４

（春）　15：10～16：40 秋学期 A0104 国際空間法（２年H～N） 田中 佐代子 ８５６ 春学期 A0975 Ｆ５０３ 春学期 A0141 法学入門（１年生A～D） 小山田 朋子 ８５７ 春学期 A0769 国際社会の法Ⅰ 多谷 千香子 ８７５

（秋）　15：05～16：35 春学期 A0105 国際安全保障法 田中 佐代子 ８５６ 秋学期 A0976 Ｆ５０３ 春学期 A0143 法学入門演習 水野 智幸 Ｓ４０２ 春学期 登録不要 Ｓ４０３

春学期 A0116 日本法制史Ⅰ ８５５ 春学期 A0979 Ｓ２０１ 春学期 A0144 法学入門演習 武生 昌士 Ｆ３０８ 秋学期 登録不要 Ｓ４０３

秋学期 A0117 日本法制史Ⅱ ８５５ 秋学期 A0980 Ｓ２０１ 春学期 A0219 法学入門演習 神谷 高保 Ｆ３０３ 春学期 登録不要 Ｓ３０１

春学期 A0261 日米関係論Ⅰ Ｓ４０７ 春学期 登録不要 春学期：清水 麗 Ｆ４０６ 春学期 A0220 法学入門演習 笹久保 徹 Ｆ５０５ 秋学期 登録不要 Ｓ３０１

秋学期 A0262 日米関係論Ⅱ ５７３ 秋学期 登録不要 秋学期：福田 円 Ｆ４０６ 春学期 A0221 法学入門演習 土屋 仁美 Ｆ４０４ 春学期 登録不要 Ｓ２０３

秋学期 A0445 国際政治学入門 森 聡 Ｓ３０６ 春学期 A0983 Ｓ３０２ 春学期 A0247 宗教文化論Ⅰ Ｓ３０５ 秋学期 登録不要 Ｓ２０３

春学期 A0446 国際政治の理論と現実 森 聡 Ｓ３０６ 秋学期 A0984 Ｓ３０２ 秋学期 A0248 宗教文化論Ⅱ Ｓ３０５ 春学期 登録不要 Ｓ５０３

年間 A0153 演習 浜川 清 ０５０３ 春学期 A0266 法学入門演習 田中 佐代子 Ｆ４０１ 秋学期 登録不要 Ｓ５０３

年間 A0165 演習 高 友希子 Ｆ５０７ 春学期 A0270 法学入門演習 高 友希子 Ｓ５０４

春学期 登録不要 ０８０４ 春学期 A0290 法学入門演習 水野 圭子 Ｓ３０２

秋学期 登録不要 ０８０４ 春学期 A0443 行政組織法 氏家 裕順 ８６０

春学期 A0955 ０５０７ 春学期 A0537 外国書講読（英語）Ⅰ Ｓ３０４

秋学期 A0956 ０５０７ 秋学期 A0538 外国書講読（英語）Ⅱ Ｓ３０４

5 春学期 A0216 国際法入門 森田 章夫 Ｓ２０５ 春学期 登録不要 Ｓ３０２ 秋学期 A0044 不法行為法（１・２年生H～N） 新堂 明子 Ｓ３０７ 年間 A0177 演習 沼田 雅之 ０７０６

時 秋学期 A0217 国際法基礎理論 森田 章夫 Ｓ２０５ 秋学期 登録不要 Ｓ３０２ 春学期 A0045 契約法Ⅲ（２年生H～N） 新堂 明子 Ｓ３０７ 年間 A0178 演習 金井 光生 Ｓ３０４

限 春学期 A0994 外国書講読（英語）Ⅰ ０６０１ 春学期 登録不要 Ｓ２０１ 春学期 A0072 民事執行法Ⅰ 高須 順一 Ｓ２０５

秋学期 A0996 外国書講読（英語）Ⅱ ０６０１ 秋学期 登録不要 Ｓ２０１ 秋学期 A0073 民事執行法Ⅱ 高須 順一 Ｓ２０５

（春）　16：50～18：20 年間 A0159 演習 高須 順一 ０８０４ 秋学期 A0282 経済政策Ⅱ 濱秋 純哉 ５６１ 春学期 A0269 法学入門演習 田中 佐代子 Ｆ４０１

（秋）　16：50～18：20 年間 A0160 演習 柴田 和史 ０９０７ 春学期 A0289 法学入門演習 佐藤 輝幸 Ｓ５０４

年間 A0228 演習 田中 佐代子 Ｆ３０２ 春学期 A0294 法学入門演習 日野田 浩行 Ｓ３０２

春学期 登録不要 ０５０７ 春学期 A0295 法学入門演習 笹久保 徹 Ｆ５０５

秋学期 登録不要 ０５０７ 春学期 A0348 公共哲学Ⅰ 西村 清貴 ８６９

春学期 登録不要 Ｆ５０６ 秋集中 登録不要 中東の政治と社会（金４より） 木村 正俊 Ｆ４０１

秋学期 登録不要 Ｆ５０６ 秋学期 A0712 STEP ジョン パーキンス Ｆ５０２

春学期 登録不要 Ｓ５０３ 春学期 A0761 グローバルガバナンス特講Ⅰ
／エネルギー資源と国際政治

５３１

秋学期 登録不要 Ｓ５０３ 秋学期 A0762 グローバルガバナンス特講Ⅱ
／エネルギー資源と国際政治

Ｇ４０１

春学期 登録不要 Ｆ５０３ 春学期 A0770 国際社会の法Ⅱ 多谷 千香子 ８７５

秋学期 登録不要 Ｆ５０３ 年間 A0151 演習 橡川 泰史 Ｆ５０６

6 春学期 A0441 〈法特〉大陸思想史 西村 清貴 Ｆ３０７

時 秋学期 A0442 〈法特〉英米法思想史 金井 光生 Ｓ３０４

限 春学期 A0921 〈現特〉立法学Ⅰ Ｆ３０６

秋学期 A0922 〈現特〉立法学Ⅱ Ｆ３０６

（春）　18：30～20：00

（秋）　18：30～20：00

※注意事項
☆
☆

＜履修登録時の注意事項＞　 ＜政治学科科目＞

1 13

14
2 15

3
16

＜法律学科科目＞ 17
4 18
5

＜国際政治学科科目＞
19

6 20
7
8 21

22
23

9 24

10 25

11
12

※

※「行政法入門Ⅰ・Ⅱ」は法律学科では２・３年次のみ受講可
「国際法入門」「国際法基礎理論」は、法律学科生は学年によって受講できるクラスが指定されています。他学科生は、クラス指定がありません。
希望するクラスを受講できます。
「会社法」「金融商品取引法」は法律学科３・４年生はクラスが指定されています。（他学科生は、クラス指定はなく、希望するクラスを受講できます。）
「不法行為法」「契約法Ⅲ」は学年・クラスの指定はありません。希望するクラスを受講できます。
国際政治学科科目「国際環境法Ⅰ・Ⅱ」「地球環境論Ⅰ・Ⅱ」「※国際人権法」は法律学科生は履修できません。
※法律学科科目「国際人権法」を履修してください。

他学科科目を履修登録するにあたっては、自学科以外の注意事項も確認してください。

「法学入門演習」（法律学科の1年次のみ受講可）は別紙を参照してください。

※「概説刑事法」は法律学科では１年次のみ受講可 
(２～４年生と他学科生は、クラス指定はなく、希望するクラスを受講できます。）

「Essay Writing」「Presentation　Skills」「Debate」は予備登録の上、選抜を行います。詳細については別途指示します。
「文章の書き方セミナー」は受講者数が限定されています。詳細は「法学部講義概要（シラバス）を参照してください。

科目名の頭の■印は国際政治学科生しか履修できません。詳細は履修の手引きを参照してください。

「法学入門」（法律学科では1年次のみ受講可）はあらかじめクラスが指定されています。(他学科生はクラス指定はなく、希望するクラスを受講できます。）

「憲法Ⅰ・Ⅱ」「契約法Ⅰ」「民事法総論」※「概説刑事法」「刑法総論Ⅰ」は、法律学科の１年生はあらかじめクラスが指定されています

「労働法総論・労働契約法」「労働基準法」※「行政法入門Ⅰ・Ⅱ」「契約法Ⅱ」「債権回収法Ⅰ」は、法律学科２年生はクラスが指定されています。
(３・４年生と他学科生は、クラス指定はなく、希望するクラスを受講できます。)

具体的な授業スケジュールは別途指示します。
「国際政治学の基礎概念Ⅱ」「HOP」は毎週授業が行われる訳ではありませんが、履修登録はこの時間割により行ってください。

「国際環境法Ⅰ・Ⅱ」「地球環境論Ⅰ・Ⅱ」は政治学科・国際政治学科生が履修する科目です。

（国際政治学科生以外は「HOP」の履修登録に際して選抜があります。※別途掲示）
「STEP」は「HOP」を履修する学生のみが履修でき、クラスが指定されます。クラス編成については別途指示します。

「卒業論文」「リサーチペーパー」の登録には「指導願」の提出が別途必要です。

科目名の頭の◎印は経営学部との合併科目です。政治学科生しか履修できません。詳細は「履修の手引き」を参照してください。

と「経営学部専門科目時間割」を参照し、登録してください。
科目名の頭の★印は「総合科目」ですが、政治学科生が履修すると「政治学科選択科目」として認定されます。

「卒業論文」「リサーチペーパー」の登録には「指導願」の提出が別途必要です。
「政治学入門演習」（政治学科１年生のみ受講可）は、クラスが指定されます。詳細は配布資料を参照してください。

但し、「基礎統計学Ⅰ・Ⅱ」は３・４年生に限り、法律学科生・国際政治学科生も公開科目として履修できます「公開科目一覧表」

以下に記載の履修条件を各学科「履修の手引き」中の「専門科目一覧表」を用いて確認してください。

科目名の頭の＜政特＞は「政治学特殊講義」の略です。

春期集中・秋期集中授業、政治・国際政治学科演習の連続授業は、最初の時限のみ登録し、
原則として、春・秋と連続して履修登録してください。詳しくは履修の手引きで確認してください。
政治学科・国際政治学科の演習は、2014年度から春学期と秋学期に分割されました。

「履修の手引き」をよく読み登録してください。

科目名の頭の＜法特＞は「法律学特講」の略です。

次の時限の登録は不要です。法律学科演習の連続授業は２時限とも必ず登録してください。

この時間割は2016年4月1日現在のものです。曜日・時限・教室等に変更が生じた場合は、掲示板にて発表します。

履修登録に際し、同年度に同時に履修登録しているか、または過年度に受講経験があるか、もしくは修得済みであることが望ましい科目があります。

「ジャーナリズム実践講座」は全学科2・3年生での履修になります。詳細は「履修の手引き」を参照してください。

衛藤 幹子

2016年度  法学部専門科目時間割表　　木～土

木 金 土

西田 幸介

山口 二郎 上岡 直見

牧田 東一

長島 怜央

高 友希子

上杉 奈々

神谷 高保

沼田 雅之

田中 憲彦

中村 勝己

※秋学期は授業時間が
変更になります。

平良 好利

菱田 雅晴

瀧澤 道夫

武藤 博己

川口 由彦

演習（木５へ）

演習（木３より）

演習（木５へ）

演習（木５へ）

演習（木５へ）

飯塚 務

武藤 博己

平良 好利

多谷 千香子

瀧澤 道夫

渡辺 浩

飯塚 務

菱田 雅晴

弓削 昭子

演習（木４より）

演習（木４より）

渡辺 浩

演習（木５へ）

演習（木５へ）

弓削 昭子

菱田 雅晴

多谷 千香子

瀧澤 道夫

演習（金４へ）

演習（金３より）

佐藤 輝幸

氏家 裕順

塚本 元

細井 保

山本 卓

演習（金４へ）

塚本 元

伊藤 庄一

正木 寛也

洞　幸司

演習（木４へ）

演習（木４へ）

演習（木３より）

矢野 久美子

澤田 初美

金井 光生

細井 保演習（金３より）

演習（金３より） 河野 康子

矢野 久美子演習（金３より）

演習（木４より）

演習（木４より）

演習（木４より）

演習（木４より）

明田川 融

演習（金４へ）

演習（金４へ） 細井 保

河野 康子

   

 水曜４限 『民事法総論』・『契約法Ⅰ』 履修について 

   法律・政治学科生：『契約法Ⅰ』『民事法総論』を履修してくだ 

     さい。 

   国際政治学科生：『市民社会の法Ⅰ・Ⅱ』を履修してください。 

   ※授業は全学科合同(844教室)で行います。 

 


