
2018年度大学院時間割表　【法学研究科】 （１２）
更新日： 2018年4月20日
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1時限
X4150 商法論文指導Ⅲ
 橡川泰史 春期 80・404研 X4013 法制史特殊講義Ⅲ
 高友希子 春期 BT1007 X4023 憲法特殊講義Ⅲ
 國分典子 春期 501

X4151 商法論文指導Ⅳ 橡川泰史 秋期 80・404研 X4040 商法特殊講義Ⅰ 橡川泰史 春期 BT1002

X4014 法制史特殊講義Ⅳ
 高友希子 秋期 BT1007

X4041 商法特殊講義Ⅱ
 橡川泰史 秋期 BT1002

2時限
X4002

法律学原典研究（独語）Ⅰ
  《合同：学部》

大野達司 春期 BT0701 X4009 法哲学特殊講義Ⅰ
 大野達司 春期 BT1005 X4100 憲法演習Ⅰ
 金子匡良 春期 302 X4425
◆労働法特研演習Ⅰ
 [博士用]

浜村彰 春期 80・411研 X4024 憲法特殊講義Ⅳ
 國分典子 秋期 501

X4069 刑法特殊講義Ⅰ
 佐藤輝幸 春期 80・403研 X4010 法哲学特殊講義Ⅱ
 大野達司 秋期 BT1005 X4120 民法演習Ⅰ
 川村洋子 春期 80・421研 X4426
◆労働法特研演習Ⅱ
 [博士用]

浜村彰 秋期 80・411研

X4003
法律学原典研究（独語）Ⅱ
  《合同：学部》

大野達司 秋期 BT0701 X4192 刑法論文指導Ⅰ 須藤純正 春期 701

X4194 刑法論文指導Ⅲ
 須藤純正 春期 701

X4101 憲法演習Ⅱ
 金子匡良 秋期 302

X4193 刑法論文指導Ⅱ 須藤純正 秋期 701

X4195 刑法論文指導Ⅳ
 須藤純正 秋期 701

3時限
X4036 民法特殊講義Ⅲ 新堂明子 春期 302 X4000

法律学原典研究（英語）Ⅰ
《合同：学部》

クリストファー・
モズリー

春期 BT0907 X4034 民法特殊講義Ⅰ
 宮本健蔵 春期 BT1001 X4048 知的財産法特殊講義Ⅰ 武生昌士 春期 602 X4110
憲法論文指導Ⅲ（隔週）
 [3・4限連続]
※初回授業は4/13です。

建石真公子 春期 80・419研 X4389
◆商法特研演習Ⅰ
 [博士用]

潘阿憲 春期 80・405研

X4037 民法特殊講義Ⅳ 新堂明子 秋期 302 X4017 英米法特殊講義Ⅰ
 小山田朋子 春期 701 X4073 刑事訴訟法特殊講義Ⅰ
 田中開 春期 BT0907 X4176 労働法論文指導Ⅲ
 浜村彰 春期 80・411研 X4447
◆刑法特研演習Ⅴ
 [博士用]

田中利幸 春期 80・906研 X4390
◆商法特研演習Ⅱ
 [博士用]

潘阿憲 秋期 80・405研

X4140 民法論文指導Ⅰ
 宮本健蔵 春期 BT1003 X4035 民法特殊講義Ⅱ
 宮本健蔵 秋期 BT1001 X4026 行政法特殊講義Ⅱ
 髙橋滋 秋期 80・308研 X4111
憲法論文指導Ⅳ（隔週）
 [3・4限連続]
※初回授業は9/21です。

建石真公子 秋期 80・419研

X4144 民法論文指導Ⅲ
 宮本健蔵 春期 BT1003 X4074 刑事訴訟法特殊講義Ⅱ
 田中開 秋期 BT0907 X4049 知的財産法特殊講義Ⅱ 武生昌士 秋期 602 X4043 商法特殊講義Ⅳ
 神谷髙保 秋期 ＢＴ1006

X4172 社会保障法演習Ⅰ
 沼田雅之 春期 80・505研 X4121 民法演習Ⅱ
 川村洋子 秋期 BT1103 X4177 労働法論文指導Ⅳ
 浜村彰 秋期 80・411研 X4053 倒産法特殊講義Ⅱ
 倉部真由美 秋期 80・509研

X4001
法律学原典研究（英語）Ⅱ
《合同：学部》

クリストファー・
モズリー

秋期 BT0906 X4308
◆公法特殊研究Ⅱ
 [博士用]

髙橋滋 秋期 80・308研 X4448
◆刑法特研演習Ⅵ
 [博士用]

田中利幸 秋期 80・906研

X4018 英米法特殊講義Ⅱ
 小山田朋子 秋期 BT0801

X4141 民法論文指導Ⅱ
 宮本健蔵 秋期 BT1003

X4145 民法論文指導Ⅳ
 宮本健蔵 秋期 BT1003

X4173 社会保障法演習Ⅱ
 沼田雅之 秋期 80・505研

4時限
X4063 社会保障法特殊講義Ⅰ
 大原利夫 春期 BT1101 X4052 倒産法特殊講義Ⅰ
 倉部真由美 春期 80・509研 X4025 行政法特殊講義Ⅰ
 西田幸介 春期 BT1102 X4015 比較法特殊講義Ⅰ
 大村泰樹 春期 203 -

憲法論文指導Ⅲ（隔週）
 [3・4限連続]
※初回授業は4/13です。

建石真公子 春期 80・419研 X4314
◆民事法特殊研究Ⅰ
 [博士用]

潘阿憲 春期 80・405研

X4190
刑事政策演習Ⅰ（隔週）
 [4・5限連続]
※初回授業は4/9です。

佐藤輝幸 春期 80・403研 X4059 労働法特殊講義Ⅰ
 藤本茂 春期 80・914研 X4090 法哲学論文指導Ⅲ
 大野達司 春期 80・909研 X4016 比較法特殊講義Ⅱ
 大村泰樹 秋期 203 X4045 商法特殊講義Ⅵ
 神谷髙保 秋期 BT1003 X4315
◆民事法特殊研究Ⅱ
 [博士用]

潘阿憲 秋期 80・405研

X4323
◆社会法特殊研究Ⅲ
 [博士用]

大原利夫 春期 BT1101 X4321
◆社会法特殊研究Ⅰ
 [博士用]

藤本茂 春期 80・914研 X4307
◆公法特殊研究Ⅰ
 [博士用]

西田幸介 春期 BT1102 X4070 刑法特殊講義Ⅱ
 佐藤輝幸 秋期 80・403研

X4064 社会保障法特殊講義Ⅱ
 大原利夫 秋期 BT1101 X4060 労働法特殊講義Ⅱ
 藤本茂 秋期 80・914研 X4091 法哲学論文指導Ⅳ
 大野達司 秋期 80・909研 -
憲法論文指導Ⅳ（隔週）
 [3・4限連続]
※初回授業は9/21です。

建石真公子 秋期 80・419研

X4324
◆社会法特殊研究Ⅳ
 [博士用]

大原利夫 秋期 BT1101 X4322
◆社会法特殊研究Ⅱ
 [博士用]

藤本茂 秋期 80・914研 X4204 行政法特殊講義Ⅱ 西田幸介 秋期 BT1102

5時限
-

刑事政策演習Ⅰ（隔週）
 [4・5限連続]
※初回授業は4/9です。

佐藤輝幸 春期 80・403研 X4080 法哲学演習Ⅰ
 大野達司 春期 80・909研 X4168 労働法演習Ⅰ
 浜村彰 春期 80・411研 X4104 行政法演習Ⅰ
 西田幸介 春期 BT1002

X4146 民法論文指導Ⅲ 川村洋子 春期 80・421研 X4081 法哲学演習Ⅱ
 大野達司 秋期 80・909研 X4169 労働法演習Ⅱ
 浜村彰 秋期 80・411研 X4459
◆刑事政策特研演習Ⅴ
 [博士用]

須藤純正 春期 702

X4147 民法論文指導Ⅳ 川村洋子 秋期 80・421研 X4105 行政法演習Ⅱ
 西田幸介 秋期 BT1002

X4460
◆刑事政策特研演習Ⅵ
 [博士用]

須藤純正 秋期 702

6時限
X4137 民事訴訟法演習Ⅱ
 廣尾勝彰 秋期 BT0905 X4433

◆社会保障法特研演習Ⅲ
 [博士用]

沼田雅之 春期 80・505研 X4092 法制史論文指導Ⅰ
 川口由彦 春期 80・519研 X4011 法制史特殊講義Ⅰ
 川口由彦 春期 80・519研

X4465
◆刑事法特研演習Ⅴ
 [博士用]

今井猛嘉 春期 701 X4093 法制史論文指導Ⅱ
 川口由彦 秋期 80・519研 X4012 法制史特殊講義Ⅱ
 川口由彦 秋期 80・519研

X4434
◆社会保障法特研演習Ⅳ
 [博士用]

沼田雅之 秋期 80・505研

X4466
◆刑事法特研演習Ⅵ
 [博士用]

今井猛嘉 秋期 701

7時限
X4071 刑法特殊講義Ⅲ
 今井猛嘉 春期 701 X4365

◆行政法特研演習Ⅰ
 [博士用]

西田幸介 春期 80・506研

X4072 刑法特殊講義Ⅳ
 今井猛嘉 秋期 701 X4369
◆行政法特研演習Ⅴ
 [博士用]

西田幸介 春期 80・506研

X4366
◆行政法特研演習Ⅱ
 [博士用]

西田幸介 秋期 80・506研

X4370
◆行政法特研演習Ⅵ
 [博士用]

西田幸介 秋期 80・506研
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X4250 修士論文 専攻教員 年間 -

X4260 リサーチペーパー 専攻教員 年間 - X0066 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0094 春期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X4500 博士論文 専攻教員 年間 - X0067 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0095 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X0068 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X0096 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0069 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0097 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0070 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0098 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

集中・その他
（一部、通常科目も記載）

日程・注意事項など 日程・注意事項など

予め提出が決まっている方は、修士論文の代わりに登録してください。

博士後期課程3年生は全員登録してください。

日程・注意事項など

修士課程2年生は全員登録してください。 他大学院で履修する単位互換科目
他大学院で履修する単位互換科目（２科目履修する場合）
※３科目以上履修する場合は大学院課にご相談ください。
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