
 ＊曜日・時限・教室等に変更が生じた場合は，本時間割に修正を反映いたしますので，随時ご確認ください。


 ＊履修可能科目・受講年次・履修条件等は「履修の手引き」を確認してください。

＊各授業の授業形態は、「シラバス」および「学習支援システム」を確認してください。

 ＊クラス指定について

　備考欄には，学科・学年・クラスの指定が記載されています。

　指定がある科目は，該当する授業を 履修してください。指定がある学科・学年・クラスのみ指定に従ってください。記載の無い場合，希望する授業を履修してください。

（例）法律2年A-G　※法律学科２年のみクラス指定有　→　法律学科１，３，４年および他学科の学生は希望する授業を履修可
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(クラス指定）
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(クラス指定）
担当 教室

春学期 A0680 Negotiation and Mediation Comｍunication Skills 抽選科目 MICHAEL RAYNER ０６０６ 年間 A0189 演習 火２とセット履修 和田　幹彦 Ｆ５０５ 年間 A0171 演習 水２とセット履修 大野　達司 ０６０６

秋学期 A0693 Essay Writing 抽選科目 MICHAEL RAYNER ０８０３ 春学期 A0755 ラテンアメリカの政治と社会Ⅰ 真嶋 麻子 Ｇ４０１ 春学期 A0632 Essay Writing 抽選科目 MICHAEL RAYNER Ｙ４０３

     秋学期 A0756 ラテンアメリカの政治と社会Ⅱ 真嶋 麻子 Ｙ４０６ 秋学期 A0629 Essay Writing 抽選科目 MICHAEL RAYNER Ｓ３０４

     秋学期 A0255 日中関係論 福田　円 Ｙ７０３      

               

               

               

               

               

               

               

               
               

年間 A0109 国際人権法 佐々木　亮／建石　真公子 ０７０６ 年間 A0190 演習 火１とセット履修 和田　幹彦 Ｆ５０５ 年間 A0172 演習 水１とセット履修 大野　達司 ０６０６

年間 A0210 演習 神谷　高保 - 春学期 A0574 憲法Ⅲ 法律2年H-N 國分　典子 Ｓ５０５ 春学期 A0203 行政法入門Ⅰ 法律2年A-G 濱西　隆男 Ｇ４０３

春学期 A0078 刑法総論Ⅱ 佐野　文彦 Ｓ３０７ 春学期 A0731 中国の政治と外交Ⅰ 福田　円 Ｙ４０６ 春学期 A0850 経済外交論Ⅰ 高橋　和宏 Ｓ３０６

春学期 A0090 労働法総論・労働契約法 法律2年A-G 藤本　茂 - 春学期 A0904 北アメリカの政治と社会Ⅰ 中野　勝郎 Ｙ８０４ 春学期 A0223 会社法入門 法律2年H-N 荒谷　裕子 -

春学期 A0105 国際安全保障法 田中　佐代子 - 春学期 A0664 グローバル・ガバナンス 本多　美樹 Ｇ６０２ 春学期 A0213 外国書講読（英語）Ⅰ 田中　佐代子 -

春学期 A0211 外国書講読（独語）Ⅰ 大野　達司 ０９０５ 春学期 A0094 労働組合法 浜村　彰 - 春学期 A0499 国際政治経済学Ⅰ 本多　美樹 Ｇ６０１

春学期 A0522 コミュニティ政策（日本） 名和田　是彦 Ｇ６０２ 春学期 A0259 日本政治思想史Ⅰ 河野　有理 Ｓ４０７ 春学期 A0649 国際ＮＧＯ論Ⅰ 山口　誠史 Ｇ５０３

春学期 A0314 マス・コミュニケーション論Ⅰ 郭　善英 Ｙ６０５ 春学期 A0909 政治学特殊講義Ⅰ（政治学の原典を読む） 細井　保 Ｓ３０３ 春学期 A0917 政治学特殊講義Ⅰ（日韓比較政治思想） 崔　先鎬 Ｙ５０４

春学期 A0665 国際政治学特講Ⅰ 浅見　靖仁 Ｇ５０１ 春学期 A0316 日本政治史Ⅰ 明田川　融 Ｇ４０３ 春学期 A0757 東南アジアの政治と社会Ⅰ 浅見　靖仁 Ｙ６０６

春学期 A0681 Negotiation and Mediation Comｍunication Skills 抽選科目 MICHAEL RAYNER ０６０６ 春学期 A0985 法学入門 法律1年L-N 金子　匡良 Ｙ６０６ 春学期 A0682 Negotiation and Mediation Comｍunication Skills 抽選科目 MICHAEL RAYNER Ｙ６０２

春学期 A4353 経営管理論Ⅰ 政治：経営学部との合併科目 稲垣　保弘 Ｓ３０５ 春学期 A0140 法学入門 法律1年H-K 沼田　雅之 Ｓ４０５ 春学期 A0771 朝鮮半島の政治と社会Ⅰ 権　鎬淵 Ｓ５０５

秋学期 A0523 コミュニティ政策（理論・国際比較） 名和田　是彦 Ｓ４０５ 春学期 A0219 法学入門演習 法律1年A-C 倉部　真由美 １００３ 春学期 A0967 演習 水３とセット履修 坂根　徹 Ｆ３１１

秋学期 A0212 外国書講読（独語）Ⅱ 大野　達司 ０７０１ 春学期 A0145 法学入門演習 法律1年A-C 小山田　朋子 ０６０３ 春学期 A4465 日本経営論Ⅰ  金　容度 Ｓ５０５

秋学期 A0315 マス・コミュニケーション論Ⅱ 郭　善英 Ｙ５０２ 春学期 A0218 法学入門演習 法律1年A-C 神谷　高保 - 秋学期 A0684 Negotiation and Mediation Comｍunication Skills 抽選科目 MICHAEL RAYNER Ｓ３０４

秋学期 A0091 労働基準法 法律2年A-G 藤本　茂 Ｇ５０３ 春学期 A0144 法学入門演習 法律1年A-C 日野田　浩行 Ｓ５０３ 秋学期 A0498 海外メディア分析実習 抽選科目 松元　千枝 ０６０２

秋学期 A0666 国際政治学特講Ⅱ 浅見　靖仁 Ｇ２０１ 春学期 A0142 法学入門演習 法律1年A-C 足利　沙緒理 ０７０１ 秋学期 A0716 旧ソ連諸国の政治と社会Ⅱ 溝口　修平 Ｙ７０４

秋学期 A0104 国際空間法 田中　佐代子 Ｙ５０３ 春学期 A4419 国際金融論Ⅰ 政治：経営学部との合併科目 横内　正雄 Ｇ６０１ 秋学期 A0772 朝鮮半島の政治と社会Ⅱ 権　鎬淵 Ｙ６０２

秋学期 A0683 Negotiation and Mediation Comｍunication Skills 抽選科目 MICHAEL RAYNER ０７０５ 秋学期 A0573 憲法Ⅳ 法律2年H-N 國分　典子 Ｙ４０６ 秋学期 A0529 戦後政治学説史Ⅱ 山口　二郎 Ｙ４０２

秋学期 A0497 海外メディア分析実習 抽選科目 松元　千枝 ０６０８ 秋学期 A0112 国際刑事法 安藤　貴世 Ｆ５０７ 秋学期 A0918 政治学特殊講義Ⅱ（日韓比較政治思想） 崔　先鎬 Ｙ５０４

秋学期 A4354 経営管理論Ⅱ 政治：経営学部との合併科目 稲垣　保弘 Ｓ３０５ 秋学期 A0260 日本政治思想史Ⅱ 河野　有理 Ｓ４０７ 秋学期 A0650 国際ＮＧＯ論Ⅱ 山口　誠史 Ｇ４０３

     秋学期 A0095 労働法特論 沼田　雅之 Ｆ３１０ 秋学期 A0250 ジェンダー論Ⅱ 梅垣　千尋 Ｙ４０６

     秋学期 A0910 政治学特殊講義Ⅱ（政治学の原典を読む） 細井　保 Ｓ３０３ 秋学期 A0539 国際政治経済学Ⅱ 本多　美樹 Ｇ６０２

     秋学期 A0317 日本政治史Ⅱ 明田川　融 Ｇ４０３ 秋学期 A0204 行政法入門Ⅱ 法律2年A-G 濱西　隆男 Ｇ５０３

     秋学期 A0758 東南アジアの政治と社会Ⅱ 浅見　靖仁 Ｙ４０２ 秋学期 A0851 経済外交論Ⅱ 高橋　和宏 Ｓ３０７

     秋学期 A0905 北アメリカの政治と社会Ⅱ 中野　勝郎 Ｇ６０２ 秋学期 A0214 外国書講読（英語）Ⅱ 田中　佐代子 Ｓ４０２

     秋学期 A0020 生命倫理と人権Ⅱ 洪　賢秀 Ｇ４０１ 秋学期 A0043 契約法Ⅳ 大澤　彩 Ｙ５０６

     秋学期 A0732 中国の政治と外交Ⅱ 福田　円 Ｙ８０２ 秋学期 A0968 演習 水３とセット履修 坂根　徹 Ｆ３１１

     秋学期 A4420 国際金融論Ⅱ 政治：経営学部との合併科目 横内　正雄 Ｇ６０１ 秋学期 A0043 契約法Ⅳ 大澤　彩 Ｙ５０６

          秋学期 A4466 日本経営論Ⅱ  金　容度 Ｓ３０６

               

               

               

               

               

               
               

年間 A0169 演習 水野　圭子 Ｆ５０５ 年間 A0150 演習 森田　章夫 Ｆ５０４ 年間 A0162 演習 倉部　真由美 ０５０５

春学期 A0028 租税実体法 阿部　雪子 Ｙ６０６ 年間 A0173 演習 火４とセット履修 今井　猛嘉 Ｓ４０２ 年間 A0181 演習 水４とセット履修 荒谷　裕子 Ｆ３０１

春学期 A0838 外国書講読（仏語）Ⅰ 近江屋　志穂 Ｓ５０１ 年間 A0307 行政学 林　嶺那 Ｙ７０４ 年間 A0461 演習 濱西　隆男 Ｓ３０２

春学期 A0840 ヨーロッパ政治史Ⅰ 網谷　龍介 Ｓ４０５ 年間 A0224 会社法 法律4年全 潘　阿憲 Ｙ４０５ 春学期 A0773 台湾の政治と社会Ⅰ 塚本　元 -

春学期 A0535 外国書講読（中国語）Ⅰ 黄　偉修 ０９０６ 年間 A0054 会社法 法律2年H-N 荒谷　裕子 Ｇ５０３ 春学期 A0987 総合統治機構（法曹コース） ※法曹コース生のみ履修可 日野田　浩行 １００５

春学期 A0561 社会福祉論Ⅰ 政治：選択科目となる総合科目 菅野　摂子 Ｙ７０５ 年間 A0408 政治学入門演習 明田川　融 ０７０２ 春学期 A0848 ロシアの政治と外交Ⅰ 溝口　修平 Ｇ６０１

秋学期 A0841 ヨーロッパ政治史Ⅱ 網谷　龍介 Ｙ６０４ 年間 A0304 政治学入門演習 河野　有理 Ｓ６０１ 春学期 A0512 政治学入門Ⅰ 山口　二郎 Ｇ５０３

秋学期 A0839 外国書講読（仏語）Ⅱ 近江屋　志穂 Ｓ５０１ 年間 A0305 政治学入門演習 面　一也 Ｆ５０８ 春学期 A0600 国際政治への案内 宮下　雄一郎 Ｓ２０５

秋学期 A0027 租税手続法 阿部　雪子 Ｇ２０１ 年間 A0438 政治学入門演習 塚本　元 ０５０７ 春学期 A0271 ヨーロッパ政治思想史Ⅰ 上村　剛 Ｓ３０５

秋学期 A0536 外国書講読（中国語）Ⅱ 黄　偉修 ０９０６ 年間 A0464 政治学入門演習 細井　保 Ｆ５０５ 春学期 A0674 ユーラシアの民族と政治Ⅰ 熊倉　潤 Ｙ７０２

秋学期 A0562 社会福祉論Ⅱ 政治：選択科目となる総合科目 菅野　摂子 Ｙ５０６ 年間 A0303 政治学入門演習 金子　元 Ｓ３０１ 春学期 A0925 外国書講読（朝鮮語）Ⅰ 崔　先鎬 ０６０３

     年間 A0302 政治学入門演習 岡﨑　加奈子 １００４ 春学期 A0526 現代政治分析の方法Ⅰ 新川　敏光 Ｙ５０２

     年間 A0583 政治学入門演習 及川　智洋 Ｓ５０３ 春学期 A0348 公共哲学Ⅰ 西村　清貴 Ｆ３０３

     春学期 A0989 契約法（法曹コース） ※法曹コース生のみ履修可 遠山　純弘 ０９０４ 春学期 A0608 演習 水４とセット履修 河野　有理 ０９０３

     春学期 A0009 国際社会と憲法Ⅰ 大津　浩 Ｆ３１１ 春学期 A0967 演習 水２とセット履修 坂根　徹 Ｆ３１１

    春学期 A0005 憲法Ⅲ 法律2年A-G 國分　典子 Ｇ２０１ 秋学期 A0272 ヨーロッパ政治思想史Ⅱ 上村　剛 Ｇ４０３

     春学期 A0610 自治体論 土山　希美枝 Ｇ６０２ 秋学期 A0654 Intensive English Alan　MEADOWS Ｙ５０２

     春学期 A0114 法哲学Ⅰ 大野　達司 Ｓ３０６ 秋学期 A0926 外国書講読（朝鮮語）Ⅱ 崔　先鎬 ０６０３

     春学期 A0550 公共政策Ⅰ 渕元　初姫 Ｙ６０６ 秋学期 A0675 ユーラシアの民族と政治Ⅱ 熊倉　潤 Ｙ４０５

     春学期 A0678 プレゼンテーション 抽選科目 早川　直記 Ｓ３０２ 秋学期 A0513 政治学入門Ⅱ 新川　敏光 Ｇ５０３

     春学期 A0132 法と遺伝学Ⅰ 和田　幹彦 Ｓ２０５ 秋学期 A0774 台湾の政治と社会Ⅱ 塚本　元 -

     春学期 A0856 演習 火４とセット履修 高橋　和宏 Ｆ５０７ 秋学期 A0988 刑事訴訟法（法曹コース） ※法曹コース生のみ履修可 安東　美和子 Ｆ３０２

     春学期 A0459 演習 火４とセット履修 山本　卓 Ｆ４０５ 秋学期 A0849 ロシアの政治と外交Ⅱ 溝口　修平 Ｓ４０６

     春学期 A0943 演習 火４とセット履修 中野　勝郎 Ｆ５０６ 秋学期 A0670 日本の政治と外交Ⅰ 高橋　和宏 Ｙ７０２

     春学期 A0971 演習 火４とセット履修 浅見　靖仁 Ｆ３０６ 秋学期 A0110 国際組織法 猪瀬　貴道 ０８０４

春学期 A0567 グローバル経済論Ⅰ 政治：選択科目となる総合科目 水野　和夫 １１０２ 秋学期 A0131 法思想史 大野　達司 Ｙ６０４

     秋学期 A0006 憲法Ⅳ 法律2年A-G 國分　典子 Ｙ８０２ 秋学期 A0609 演習 水４とセット履修 河野　有理 ０９０３

     秋学期 A0133 法と遺伝学Ⅱ 和田　幹彦 Ｙ７０５ 秋学期 A0968 演習 水２とセット履修 坂根　徹 Ｆ３１１

     秋学期 A0551 公共政策Ⅱ 渕元　初姫 Ｓ３０６     

     秋学期 A0252 知的財産法Ⅱ 武生　昌士 Ｓ３０５

     秋学期 A0749 国際機構論Ⅰ 弓削　昭子 Ｆ３１０      

     秋学期集中 A0124 法社会学 北村　隆憲 -      

     秋学期 A0015 憲法訴訟論 大津　浩 ０９０４      

     秋学期 A0071 民事訴訟法Ⅲ 杉本　和士 ０５０６      

     秋学期 A0058 海商・航空法 神谷　高保 -      

     秋学期 A0611 自治体政策論 土山　希美枝 Ｇ４０１      

     秋学期 A0115 法哲学Ⅱ 大野　達司 Ｓ２０５      

     秋学期 A0944 演習 火４とセット履修 中野　勝郎 Ｆ５０６      

     秋学期 A0857 演習 火４とセット履修 高橋　和宏 Ｆ５０７      

     秋学期 A0460 演習 火４とセット履修 山本　卓 Ｆ４０５      

     秋学期 A0972 演習 火４とセット履修 浅見　靖仁 Ｆ３０６      

     秋学期 A0568 グローバル経済論Ⅱ 政治：選択科目となる総合科目 水野　和夫 １１０２      

               
               

年間 A0149 演習 山本　圭子 ０９０４ 年間 A0824 演習 金子　匡良 １１０１ 年間 A0154 演習 建石　真公子 １２０４

春学期 A0631 Essay Writing 抽選科目 ERIK　HADLAND ０６０５ 年間 A0174 演習 火３とセット履修 今井　猛嘉 Ｓ４０２ 年間 A0228 演習 田中　佐代子 -

春学期 A0025 行政救済法Ⅰ 氏家　裕順 Ｇ２０１ 年間 A0175 演習 火５とセット履修 川口　由彦 - 年間 A0182 演習 水３とセット履修 荒谷　裕子 Ｆ３０１

春学期 A0727 演習 月５とセット履修 森　聡 Ｆ４０５ 春学期 A0477 金融商品取引法Ⅰ 荒谷　裕子 Ｇ４０３ 春学期 A0736 オセアニアの政治と社会Ⅰ 今泉　裕美子 -

秋学期 A0694 Essay Writing 抽選科目 ERIK　HADLAND Ｙ４０３ 春学期 A0019 生命倫理と人権Ⅰ 鵜澤　和彦 Ｓ４０７ 春学期 A0129 社会安全政策論Ⅰ 谷山　敬一 Ｇ５０３

秋学期 A0026 行政救済法Ⅱ 氏家　裕順 Ｇ５０３ 春学期 A0096 社会保障法Ⅰ 沼田　雅之 Ｙ７０２ 春学期 A0092 労働法総論・労働契約法 法津2年H-N 浜村　彰 -

秋学期 A0728 演習 月５とセット履修 森　聡 Ｆ４０５ 春学期 A0679 プレゼンテーション 抽選科目 早川　直記 Ｓ６０１ 春学期 A0777 平和・軍事研究Ⅰ 権　鎬淵 Ｇ５０１

     春学期 A0258 日本政治論Ⅱ 藤田　直央 Ｓ４０６ 春学期 A0120 ドイツ法制史Ⅰ 高　友希子 Ｙ４０４

     春学期 A0457 外国書講読（仏語）Ⅰ 大津　浩 ０９０６ 春学期 A0514 憲法と政治Ⅰ 金子　匡良 Ｓ３０６

     春学期 A0919 政治学特殊講義Ⅰ（近代日本における〈道徳〉と〈政治〉） 金子　元 Ｆ３０８ 春学期 A0993 法曹コース演習Ⅱ ※法曹コース生のみ履修可 佐藤　輝幸 Ｆ４０８

     春学期 A0039 契約法Ⅱ 福田　清明 - 春学期 A0994 法曹コース演習Ⅱ ※法曹コース生のみ履修可 安東　美和子 Ｆ３０７

     春学期 A0485 政治学特殊講義Ⅰ（安全保障政策） 半田　滋 Ｙ５０４ 春学期 A0032 契約法Ⅰ 法律1年A-G・2年以上全 大澤　彩 -

     春学期 A0554 政治学特殊講義Ⅰ（現代の政治理論） 面　一也 Ｆ４０６ 春学期 A0253 経済原論Ⅰ 水野　和夫 Ｓ３０５

     春学期 A0943 演習 火３とセット履修 中野　勝郎 Ｆ５０６ 春学期 A0237 比較政治論Ⅰ 新川　敏光 Ｓ５０５

     春学期 A0459 演習 火３とセット履修 山本　卓 Ｆ４０５ 春学期 A0625 Global Governance 弓削　昭子 Ｙ８０５

     春学期 A0856 演習 火３とセット履修 高橋　和宏 Ｆ５０７ 春学期 A0637 Debate 抽選科目 Alan　MEADOWS ０６０２

     春学期 A0971 演習 火３とセット履修 浅見　靖仁 Ｆ３０６ 春学期 A0035 物権法 遠山　純弘 Ｇ２０１

     春学期 A0947 演習 火５とセット履修 土山　希美枝 ０５０７ 春学期 A0931 演習 水５とセット履修 上田　知夫 Ｓ４０４

     春学期 A0945 演習 火５とセット履修 名和田　是彦 ０５０１ 春学期 A0959 演習 水５とセット履修 山口　二郎 ０９０７

     春学期 A0779 演習 火５とセット履修 杉崎　和久 Ｆ５０８ 春学期 A0608 演習 水３とセット履修 河野　有理 ０９０３

     春学期 A0489 演習 火５とセット履修 上村　剛 ０７０２ 秋学期 A0254 経済原論Ⅱ 水野　和夫 Ｇ４０３

     春学期 A0491 演習 火５とセット履修 水野　和夫 Ｆ５０２ 秋学期 A0515 憲法と政治Ⅱ 金子　匡良 Ｇ６０２

     春学期 A0586 演習 火５とセット履修 新川　敏光 Ｓ５０３ 秋学期 A0645 国際協力講座 弓削　昭子 Ｓ２０５

     春学期 A0540 演習 火５とセット履修 本多　美樹 Ｆ４０１ 秋学期 A0093 労働基準法 法律2年H-N 浜村　彰 Ｇ２０１

     春学期 A0965 演習 火５とセット履修 権　鎬淵 ０６０１ 秋学期 A0737 オセアニアの政治と社会Ⅱ 今泉　裕美子 -

     春学期 A0597 演習 火５とセット履修 宮下　雄一郎 Ｓ２０３ 秋学期 A0121 ドイツ法制史Ⅱ 高　友希子 Ｙ７０３

     春学期 A0935 演習 火５とセット履修 木村　正俊 ０９０１ 秋学期 A0733 平和・軍事研究Ⅱ 権　鎬淵 Ｙ７０２

     春学期 A4309 基礎統計学Ⅰ 政治：経営学部との合併科目 猪狩　良介 Ｓ３０７ 秋学期 A0031 民事法総論 法律1年A-G・2年以上全 大澤　彩 -

     秋学期 A0097 社会保障法Ⅱ 沼田　雅之 Ｙ６０２ 秋学期 A0036 債権回収法Ⅱ 遠山　純弘 Ｇ４０１

     秋学期 A0479 金融商品取引法Ⅱ 荒谷　裕子 Ｓ４０７ 秋学期 A0238 比較政治論Ⅱ 新川　敏光 Ｓ５０５

     秋学期集中 A0124 法社会学 北村　隆憲 - 秋学期 A0900 協同組合論 杉崎　和久 Ｙ５０６

     秋学期 A0040 債権回収法Ⅰ 福田　清明 Ｇ４０３ 秋学期 A0960 演習 水５とセット履修 山口　二郎 ０９０７

     秋学期 A0555 政治学特殊講義Ⅱ（現代の政治理論） 面　一也 Ｆ４０６ 秋学期 A0932 演習 水５とセット履修 上田　知夫 Ｓ４０４

     秋学期 A0920 政治学特殊講義Ⅱ（近代日本における〈道徳〉と〈政治〉） 金子　元 Ｆ３０８ 秋学期 A0609 演習 水３とセット履修 河野　有理 ０９０３

     秋学期 A0575 法律学特講
（コンテンツビジネスの実相と知的財産権） 安田　和史 Ｙ５０２      

     秋学期 A0458 外国書講読（仏語）Ⅱ 大津　浩 ０９０６      

     秋学期 A0444 都市法 西田　幸介 Ｙ５０６      

     秋学期 A0780 演習 火５とセット履修 杉崎　和久 Ｆ５０８      

     秋学期 A0490 演習 火５とセット履修 上村　剛 ０７０２      

     秋学期 A0944 演習 火３とセット履修 中野　勝郎 Ｆ５０６      

     秋学期 A0492 演習 火５とセット履修 水野　和夫 Ｆ５０２      

     秋学期 A0948 演習 火５とセット履修 土山　希美枝 ０５０７      

     秋学期 A0587 演習 火５とセット履修 新川　敏光 Ｓ５０３      

     秋学期 A0460 演習 火３とセット履修 山本　卓 Ｆ４０５      

     秋学期 A0966 演習 火５とセット履修 権　鎬淵 ０６０１      

     秋学期 A0946 演習 火５とセット履修 名和田　是彦 ０５０１      

     秋学期 A0598 演習 火５とセット履修 宮下　雄一郎 Ｓ２０３      

     秋学期 A0857 演習 火３とセット履修 高橋　和宏 Ｆ５０７      

     秋学期 A0541 演習 火５とセット履修 本多　美樹 Ｆ４０１      

     秋学期 A0972 演習 火３とセット履修 浅見　靖仁 Ｆ３０６      

     秋学期 A0936 演習 火５とセット履修 木村　正俊 ０９０１      

秋学期 A4310 基礎統計学Ⅱ 政治：経営学部との合併科目 高橋　慎 Ｓ３０７

               
               

年間 A0060 企業結合法 柴田　和史 Ｇ４０３ 年間 A0176 演習 火４とセット履修 川口　由彦 Ｆ５０５ 年間 A0825 演習 國分　典子 Ｆ５０３

春学期 A0428 法律学特講（こども行政と法） 氏家　裕順 Ｇ４０１ 年間 A0226 演習 武生　昌士 Ｆ５０１ 年間 A0158 演習 安東　美和子（旧須藤） Ｆ３０７

春学期 A0727 演習 月４とセット履修 森　聡 Ｆ４０５ 年間 A0166 演習 西田　幸介 Ｇ４０２ 年間 A0179 演習 堀井　雅道 Ｆ５０８

秋学期 A0446 国際政治の理論と現実 佐竹　知彦 Ｇ５０３ 年間 A0161 演習 田中　開 １００５ 春学期 A0085 犯罪学 佐野　文彦 Ｓ４０５

秋学期 A0429 法律学特講（政策と法） 氏家　裕順 Ｓ３０６ 年間 A0198 演習 佐藤　輝幸 Ｓ４０２ 春学期 A0931 演習 水４とセット履修 上田　知夫 Ｓ４０４

秋学期 A0728 演習 月４とセット履修 森　聡 Ｆ４０５ 年間 A0163 演習 浜村　彰 Ｆ３０６ 春学期 A0959 演習 水４とセット履修 山口　二郎 ０９０７

     春学期 A0102 国際法入門 森田　章夫 - 秋学期 A0655 Intensive English Alan　MEADOWS Ｙ６０３

     春学期 A0098 社会政策 沼田　雅之 Ｙ５０６ 秋学期 A0086 刑事政策 佐野　文彦 Ｙ５０６

     春学期 A0708 文章の書き方セミナー 抽選科目 勝又　ひろし Ｆ３０８ 秋学期 A0441 法律学特講（大陸法思想史） 西村　清貴 Ｆ５０４

     春学期 A0813 商法入門Ⅰ 潘　阿憲 - 秋学期 A0960 演習 水４とセット履修 山口　二郎 ０９０７

     春学期 A0947 演習 火４とセット履修 土山　希美枝 ０５０７ 秋学期 A0932 演習 水４とセット履修 上田　知夫 Ｓ４０４

     春学期 A0945 演習 火４とセット履修 名和田　是彦 ０５０１      

     春学期 A0779 演習 火４とセット履修 杉崎　和久 Ｆ５０８      

     春学期 A0489 演習 火４とセット履修 上村　剛 ０７０２      

     春学期 A0540 演習 火４とセット履修 本多　美樹 Ｆ４０１      

     春学期 A0597 演習 火４とセット履修 宮下　雄一郎 Ｓ２０３      

     春学期 A0965 演習 火４とセット履修 権　鎬淵 ０６０１      

     春学期 A0491 演習 火４とセット履修 水野　和夫 Ｆ５０２      

     春学期 A0586 演習 火４とセット履修 新川　敏光 Ｓ５０３      

     春学期 A0935 演習 火４とセット履修 木村　正俊 ０９０１      

     秋学期 A0099 雇用・福祉政策 沼田　雅之 Ｓ３０５      

     秋学期 A0709 文章の書き方セミナー 抽選科目 勝又　ひろし Ｙ６０２      

     秋学期 A0814 商法入門Ⅱ 潘　阿憲 -      

     秋学期 A0257 日本政治論Ⅰ 中嶋　一成 Ｆ３０８      

     秋学期 A0103 国際法基礎理論 森田　章夫 Ｙ７０２      

     秋学期 A0780 演習 火４とセット履修 杉崎　和久 Ｆ５０８      

     秋学期 A0587 演習 火４とセット履修 新川　敏光 Ｓ５０３      

     秋学期 A0490 演習 火４とセット履修 上村　剛 ０７０２      

     秋学期 A0966 演習 火４とセット履修 権　鎬淵 ０６０１      

     秋学期 A0946 演習 火４とセット履修 名和田　是彦 ０５０１      

     秋学期 A0598 演習 火４とセット履修 宮下　雄一郎 Ｓ２０３      

     秋学期 A0948 演習 火４とセット履修 土山　希美枝 ０５０７      

     秋学期 A0541 演習 火４とセット履修 本多　美樹 Ｆ４０１      

     秋学期 A0492 演習 火４とセット履修 水野　和夫 Ｆ５０２      

     秋学期 A0936 演習 火４とセット履修 木村　正俊 ０９０１      

              

               
               
          春学期 A0638 Debate 抽選科目 Alan　MEADOWS Ｓ２０４

          秋学期 A0639 Debate 抽選科目 Alan　MEADOWS Ｓ２０４

          秋学期 X5551 開発援助運営論：ＪＩＣＡ講座  弓削　昭子 大学院棟２０２
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2022年度　法学部　専門科目　時間割表　　《　月　～　水　》 ＜注意事項＞および＜重要＞を確認すること 2022年10月10日

時

限

【　月　】 【　火　 】 【　水 　】

この時間割は行動制限レベル１での授業形態を示しています。



＜注意事項＞および＜重要＞を確認すること

 ＊曜日・時限・教室等に変更が生じた場合は，本時間割に修正を反映いたしますので，随時ご確認ください。


 ＊履修可能科目・受講年次・履修条件等は「履修の手引き」を確認してください。

＊各授業の授業形態は、「シラバス」および「学習支援システム」を確認してください。

 ＊クラス指定について

　備考欄には，学科・学年・クラスの指定が記載されています。

　指定がある科目は，該当する授業を 履修してください。指定がある学科・学年・クラスのみ指定に従ってください。記載の無い場合，希望する授業を履修してください。

（例）法律2年A-G　※法律学科２年のみクラス指定有　→　法律学科１，３，４年および他学科の学生は希望する授業を履修可

開講期
授業
コード

科目名
備考

(クラス指定）
担当 教室 開講期

授業
コード

科目名
備考

(クラス指定）
担当 教室 開講期

授業
コード

科目名
備考

(クラス指定）
担当 教室

春学期 A0495 海外メディア分析実習 抽選科目 Timothy MAZORODZE Ｆ３０５ 春学期 A0475 会社法入門 法律2年A-G 橡川　泰史 - 秋学期 A0673 地球環境論Ⅱ 国政：人間環境学部との合併科目 藤倉　良 Ｆ４０２

春学期 A0652 国際文化交流Ⅰ 牧田　東一 ０６１０ 春学期 A0630 Essay Writing 抽選科目 MICHAEL RAYNER ０８０６      

秋学期 A0662 アジア国際政治概論 水野　孝昭 Ｙ５０６ 秋学期 A0050 商法総則・商行為法Ⅰ 橡川　泰史 Ｙ８０５      

     秋学期 A0077 刑法総論Ⅰ 法律1年A-G 佐藤輝幸/佐野文彦 -      

     秋学期 A0685 Negotiation and Mediation Comｍunication Skills 抽選科目 MICHAEL RAYNER ０８０６      

               

               

               

          年間 A0602 Hosei Oxford Programme 再履修者のみ 宮下　雄一郎 -

               

               

               
               

春学期 A0007 現代情報法Ⅰ 鈴木　秀美 Ｙ４０６ 年間 A0155 演習 川村　洋子 Ｆ５０６ 年間 A0602 Hosei Oxford Programme 再履修者のみ 宮下　雄一郎 -

春学期 A0653 国際文化交流Ⅱ 牧田　東一 ０６１０ 年間 A0157 演習 青柳　由香 ０６０２      

春学期 A0046 親族法 和田　幹彦 Ｓ３０７ 春学期 A0106 国際私法Ⅰ 種村　佑介 Ｙ４０５      

春学期 A0496 海外メディア分析実習 抽選科目 Timothy MAZORODZE １００２ 春学期 A0229 政治理論Ⅰ 杉田　敦 Ｇ２０１      

春学期 A0069 民事訴訟法Ⅰ 杉本　和士 Ｓ３０６ 春学期 A0697 Debate 抽選科目 MICHAEL RAYNER ０８０６      

春学期 A0074 破産法Ⅰ 倉部　真由美 Ｇ４０２ 春学期 A0135 法と経済学 神谷　高保 -      

春学期 A0434 ロシア政治史Ⅰ 油本　真理 Ｇ２０１ 春学期 A0265 法律学特講（知的財産法の今日的課題） 武生　昌士 ０９０３      

春学期 A0898 アメリカ政治史Ⅰ 中野　勝郎 Ｙ７０２ 春学期 A0820 法律実務入門Ⅰ 藤本　茂 -      

春学期 A0122 イギリス法制史Ⅰ 高　友希子 Ｙ８０５ 春学期 A0896 政治構造論Ⅰ 細井　保 Ｙ６０１

春学期 A4405 国際経営論Ⅰ  洞口　治夫 Ｇ４０１ 春学期 A0011 ジェンダーと法Ⅰ 谷田川　知恵 Ｓ２０５

秋学期 A0008 現代情報法Ⅱ 鈴木　秀美 Ｇ５０３ 春学期 A0493 海外メディア分析実習 抽選科目 Timothy MAZORODZE Ｆ５０２

秋学期 A0070 民事訴訟法Ⅱ 杉本　和士 Ｓ３０６ 春学期 A0995 法曹コース演習Ⅲ ※法曹コースのみ履修可 新堂　明子 ０９０２

秋学期 A0081 刑法各論Ⅰ 佐野　文彦 Ｇ４０３ 春学期 A0996 法曹コース演習Ⅲ ※法曹コースのみ履修可 遠山　純弘 ０５０２

秋学期 A0047 相続法 和田　幹彦 Ｓ３０７ 秋学期 A0552 知的財産法Ⅲ 武生　昌士 Ｙ５０１ A0687 坂根　徹

秋学期 A0075 破産法Ⅱ 倉部　真由美 Ｇ４０２ 秋学期 A0698 Debate 抽選科目 MICHAEL RAYNER ０８０６ A0688 宮下　雄一郎

秋学期 A0435 ロシア政治史Ⅱ 油本　真理 Ｙ７０２ 秋学期 A0821 法律実務入門Ⅱ 藤本　茂 Ｇ４０３ A0689 溝口　修平

秋学期 A0123 イギリス法制史Ⅱ 高　友希子 Ｙ８０５ 秋学期 A0230 政治理論Ⅱ 杉田　敦 Ｓ３０６ A0690 高橋　和宏

秋学期 A0899 アメリカ政治史Ⅱ 中野　勝郎 Ｇ２０１ 秋学期 A0107 国際私法Ⅱ 種村　佑介 ０９０５ A0692 福田　円

秋学期 A4406 国際経営論Ⅱ  洞口　治夫 Ｇ４０１ 秋学期 A0897 政治構造論Ⅱ 細井　保 Ｙ６０１

     秋学期 A0531 都市の環境問題 上岡　直見 Ｆ３０９

     秋学期 A0656 Intensive English Timothy MAZORODZE Ｆ５０２

     秋学期 A0663 戦後国際関係史 宮下　雄一郎 Ｓ３０７

     秋学期 A0990 法曹コース演習Ⅰ ※法曹コースのみ履修可 赤坂　正浩 ０５０２

     秋学期 A0991 法曹コース演習Ⅰ ※法曹コースのみ履修可 交告　尚史 ０９０３

     秋学期 A0079 刑法総論Ⅰ 法律1年H-N 佐藤輝幸/佐野文彦 -

     秋学期 A0672 地球環境論Ⅰ 国政：人間環境学部との合併科目 高田　雅之 Ｇ５０２

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

年間 A0165 演習 高　友希子 Ｆ５０３ 年間 A0151 演習 橡川　泰史 ０５０７

春学期 A0759 国際経済論Ⅰ 田村　晶子 Ｙ７０２ 年間 A0199 演習 小山田　朋子 Ｆ５０６

春学期 A0241 保険法Ⅰ 神谷　高保 - 春学期 A0042 契約法Ⅲ 法律2年A-G 川村　洋子 Ｇ５０３

春学期 A0723 中国の政治と社会Ⅰ 熊倉　潤 Ｓ４０７ 春学期 A0494 海外メディア分析実習 抽選科目 Timothy MAZORODZE Ｆ５０２

春学期 A0072 民事執行法Ⅰ 廣尾　勝彰 Ｙ８０３ 春学期 A0901 企業規制の法律学Ⅰ 青柳　由香 Ｙ７０５ 春学期 A0001 憲法Ⅰ 法律1年A-G 建石　真公子 -

春学期 A0277 比較福祉国家Ⅰ 山本　卓 - 春学期 A0100 教育法Ⅰ 村元　宏行 Ｓ２０５ 春学期 A0003 憲法Ⅰ 法律1年H-N 建石　真公子 -

春学期 A0436 政治過程論Ⅰ 山口　二郎 Ｓ４０６ 春学期 A0430 外国書講読（英語）Ⅰ 氏家　裕順 Ｓ２０３ 春学期 A0021 行政法入門Ⅰ 法律2年H-N 西田　幸介 -

春学期 A0125 英米法Ⅰ 小山田　朋子 Ｓ４０５ 春学期 A0516 近現代の世界の政治Ⅰ 木村　正俊 Ｇ６０２ 春学期 A0023 行政作用法Ⅰ 濱西　隆男 -

春学期 A0354 外国書講読（独語）Ⅰ 上田　知夫 ０６０１ 春学期 A0676 アフリカの政治と社会Ⅰ KINYUA L KITHINJI Ｙ５０２ 春学期 A0443 行政組織法 氏家　裕順 -

春学期 A0503 外国書講読（英語）Ⅰ 和田　幹彦 Ｓ２０２ 春学期 A0872 演習 金４とセット履修 塚本　元 Ｓ４０３ 春学期 A0065 経済法Ⅰ 青柳　由香 -

春学期 A0048 消費者法Ⅰ 大澤　彩 Ｇ６０１ 春学期 A0949 演習 金４とセット履修 細井　保 Ｓ５０３ 春学期 A0089 概説刑事法 法律1年A-G 今井　猛嘉 -

春学期 A0939 演習 木４とセット履修 杉田　敦 Ｆ５０７ 秋学期 A0517 近現代の世界の政治Ⅱ 木村　正俊 Ｇ６０２ 春学期 A0197 概説刑事法 法律1年H-N 今井　猛嘉 -

春学期 A0842 演習 木４とセット履修 油本　真理 ０８０４ 秋学期 A0657 Intensive English Timothy MAZORODZE Ｆ５０２ 春学期 A0083 刑事訴訟法Ⅰ 田中　開 -

春学期 A0981 演習 木４とセット履修 福田　円 Ｆ３０５ 秋学期 A0041 不法行為法 法律2年A-G 川村　洋子 - 春学期 A0127 アジア法Ⅰ 陳　志明 -

春学期 A0082 刑法各論Ⅱ 佐野　文彦 Ｇ６０２ 秋学期 A0677 アフリカの政治と社会Ⅱ KINYUA L KITHINJI Ｙ５０２ 春学期 A0251 知的財産法Ⅰ 武生　昌士 -

秋学期 A0076 民事再生法 倉部　真由美 Ｓ４０７ 秋学期 A0431 外国書講読（英語）Ⅱ 氏家　裕順 Ｓ２０３ 春学期 A0520 都市政策 杉崎　和久 -

秋学期 A0278 比較福祉国家Ⅱ 山本　卓 - 秋学期 A0480 経済法Ⅲ 青柳　由香 Ｓ３０５ 春学期 A0530 環境政策 上岡　直見 -

秋学期 A0437 政治過程論Ⅱ 山口　二郎 Ｓ３０５ 秋学期 A0012 ジェンダーと法Ⅱ 谷田川　知恵 Ｇ４０３ 春学期 A4459 消費者行動論Ⅰ 政治：経営学部との合併科目 赤松　直樹 -

秋学期 A0355 外国書講読（独語）Ⅱ 上田　知夫 ０６０１ 秋学期 A0873 演習 金４とセット履修 塚本　元 Ｓ４０３ 秋学期 A0002 憲法Ⅱ 法律1年A-G 建石　真公子 -

秋学期 A0445 国際政治学入門 湯澤　武 Ｙ５０６ 秋学期 A0950 演習 金４とセット履修 細井　保 Ｓ５０３ 秋学期 A0004 憲法Ⅱ 法律1年H-N 建石　真公子 -

秋学期 A0073 民事執行法Ⅱ 廣尾　勝彰 Ｙ８０３      秋学期 A0022 行政法入門Ⅱ 法律2年H-N 西田　幸介 -

秋学期 A0724 中国の政治と社会Ⅱ 熊倉　潤 Ｙ４０４      秋学期 A0024 行政作用法Ⅱ 濱西　隆男 -

秋学期 A0242 保険法Ⅱ 神谷　高保 -      秋学期 A0440 民事手続法入門 倉部　真由美 -

秋学期 A0760 国際経済論Ⅱ 田村　晶子 Ｙ６０４      秋学期 A0084 刑事訴訟法Ⅱ 田中　開 -

秋学期 A0049 消費者法Ⅱ 大澤　彩 Ｇ６０１      秋学期 A0128 アジア法Ⅱ 陳　志明 -

秋学期 A0126 英米法Ⅱ 小山田　朋子 Ｓ４０５  秋学期 A0521 まちづくり論 杉崎　和久 -

秋学期 A0504 外国書講読（英語）Ⅱ 和田　幹彦 Ｓ２０２      秋学期 A4460 消費者行動論Ⅱ 政治：経営学部との合併科目 赤松　直樹 -

秋学期 A0843 演習 木４とセット履修 油本　真理 ０８０４      

秋学期 A0940 演習 木４とセット履修 杉田　敦 Ｆ５０７      

秋学期 A0982 演習 木４とセット履修 福田　円 Ｆ３０５      

秋学期 A0660 国際環境法Ⅰ 国政：人間環境学部との合併科目 鈴木　詩衣菜 Ｙ８０５      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

          
          

年間 A0055 会社法 法律2年A-G 潘　阿憲 Ｇ２０１ 春学期 A0667 中東の政治と社会Ⅰ 木村　正俊 Ｓ３０７

年間 A0577 演習 杉本　和士 ０９０３ 春学期 A0763 ＥＵの政治と社会Ⅰ 吉武　信彦 -

年間 A0164 演習 大澤　彩 Ｓ３０２ 春学期 A0045 契約法Ⅲ 法律2年H-N 川村　洋子 Ｇ６０２

年間 A0152 演習 安東　美和子 Ｓ２０１ 春学期 A0606 財政と金融Ⅰ 島澤　諭 Ｙ８０４

春学期 A0249 ジェンダー論Ⅰ 中野　洋恵 Ｇ４０３ 春学期 A0101 教育法Ⅱ 村元　宏行 Ｓ３０５

春学期 A0034 契約法Ⅰ 法律1年H-N 新堂　明子 - 春学期 A0118 日本法制史Ⅲ 川口　由彦 -

春学期 A0116 日本法制史Ⅰ 川口　由彦 - 春学期 A0442 法律学特講（英米法思想史） 金井　光生 Ｆ３０８

春学期 A0983 演習 木５とセット履修 弓削　昭子 Ｆ５０３ 春学期 A0141 法学入門 法律1年A-D 青柳　由香 Ｇ５０３

春学期 A0975 演習 木５とセット履修 熊倉　潤 ０５０７ 春学期 A0986 法学入門 法律1年E-G 小山田　朋子 Ｓ４０６

春学期 A0939 演習 木３とセット履修 杉田　敦 Ｆ５０７ 春学期 A0832 外国書講読（英語）Ⅰ 杉田　敦 Ｓ５０４

春学期 A0852 演習 木５とセット履修 溝口　修平 ０６０３ 春学期 A0992 家族法（法曹コース） ※法曹コースのみ履修可 新堂　明子 Ｙ６０２

春学期 A0842 演習 木３とセット履修 油本　真理 ０８０４ 春学期 A0290 法学入門演習 法律1年H-N 廣尾　勝彰 Ｙ８０３

春学期 A0937 演習 木５とセット履修 林　嶺那 Ｓ５０３ 春学期 A0220 法学入門演習 法律1年H-N 神谷　高保 -

春学期 A0981 演習 木３とセット履修 福田　円 Ｆ３０５ 春学期 A0289 法学入門演習 法律1年H-N LEBRETON CAROLINE Ｓ４０２

秋学期 A0033 民事法総論 法律1年H-N 新堂　明子 - 春学期 A0266 法学入門演習 法律1年H-N 石井　宏司 ０５０４

秋学期 A0117 日本法制史Ⅱ 川口　由彦 - 春学期 A0221 法学入門演習 法律1年H-N 赤坂　正浩 ０５０２

秋学期 A0938 演習 木５とセット履修 林　嶺那 Ｓ５０３ 春学期 A0270 法学入門演習 法律1年H-N 坂本　正幸 １００４

秋学期 A0843 演習 木３とセット履修 油本　真理 ０８０４ 春学期 A0143 法学入門演習 法律1年H-N 野嶋　愼一郎 ０７０２

秋学期 A0853 演習 木５とセット履修 溝口　修平 ０６０３ 春学期 A0269 法学入門演習 法律1年H-N 萩澤　達彦 Ｆ５０８

秋学期 A0940 演習 木３とセット履修 杉田　敦 Ｆ５０７ 春学期 A0872 演習 金３とセット履修 塚本　元 Ｓ４０３

秋学期 A0976 演習 木５とセット履修 熊倉　潤 ０５０７ 春学期 A0949 演習 金３とセット履修 細井　保 Ｓ５０３

秋学期 A0982 演習 木３とセット履修 福田　円 Ｆ３０５ 春学期 A0584 演習 金５とセット履修 明田川　融 ０５０３      
秋学期 A0984 演習 木５とセット履修 弓削　昭子 Ｆ５０３ 秋学期 A0029 地方自治法 氏家　裕順 Ｇ４０３

     秋学期 A0119 日本法制史Ⅳ 川口　由彦 -

     秋学期 A0607 財政と金融Ⅱ 島澤　諭 Ｆ５０２

     秋学期 A0658 Intensive English Timothy MAZORODZE Ｙ６０１

     秋学期 A0066 経済法Ⅱ 青柳　由香 Ｓ３０５

     秋学期 A0764 ＥＵの政治と社会Ⅱ 吉武　信彦 -

     秋学期 A0044 不法行為法 法律2年H-N 川村　洋子 -  ※「経営学部合併科目」
     秋学期 A0668 中東の政治と社会Ⅱ 木村　正俊 Ｙ４０６      政治学科のみ履修できます。
     秋学期 A0481 法律学特講
（（法学部同窓会寄付講座）
企業法務への案内） 武生　昌士 Ｙ８０５  　詳細は「履修の手引き」および 「経営学部時間割」を確認してください。
     秋学期 A0553 法律学特講（憲法哲学） 金井　光生 Ｓ３０４

     秋学期 A0833 外国書講読（英語）Ⅱ 杉田　敦 Ｓ５０４  ※「政治学科選択科目となる総合科目」
     秋学期 A0585 演習 金５とセット履修 明田川　融 ０５０３ 　政治学科は「専門選択科目」としてのみ履修できます。
     秋学期 A0950 演習 金３とセット履修 細井　保 Ｓ５０３ 　時間割に記載の授業ｺｰﾄﾞは2017年度以降入学者用です。
     秋学期 A0873 演習 金３とセット履修 塚本　元 Ｓ４０３ 　2016年度以前入学者はⅠまたはⅡのみの履修はできません。
          　法律学科・国際政治学科は「総合科目」としてのみ履修できます。
          　2016年度以前入学者用の授業ｺｰﾄﾞは，右記のとおりです。
          　詳細は「履修の手引き」および「総合科目時間割」を確認してください。
          

          2016年度以前入学者用授業ｺｰﾄﾞ

          A0581 ：法文化史（不開講）

          A0582 ：福祉社会論

          A0767 ：グローバル経済論
          A0768 ：政治思想（不開講）

          

           ※「「地球環境論Ⅰ/Ⅱ」は政治学科・国際政治学科が履修できます。
          　　 授業に関する連絡事項は，人間環境学部Web掲示板に掲示されます。 
          

          

          

          
          

年間 A0208 演習 佐野　文彦 Ｆ３０６ 年間 A0177 演習 沼田　雅之 Ｙ４０１

年間 A0160 演習 柴田　和史 ０９０７ 年間 A0178 演習 金井　光生 Ｓ３０４

年間 A0578 演習 潘　阿憲 ０９０２ 年間 A0227 演習 藤本　茂 Ｓ４０３

年間 A0159 演習 高須　順一 ０８０４ 春学期 A0294 法学入門演習 法律1年D-G 鷹取　信哉 Ｓ３０２

年間 A0167 演習 廣尾　勝彰 Ｆ４０５ 春学期 A0295 法学入門演習 法律1年D-G 足利　沙緒理 Ｓ４０２

春学期 A0281 経済政策Ⅰ 濱秋　純哉 Ｙ６０６ 春学期 A0482 法学入門演習 法律1年D-G 石井　宏司 Ｆ５０８

春学期 A0216 国際法入門 森田　章夫 - 春学期 A0483 法学入門演習 法律1年D-G 廣尾　勝彰 Ｓ５０４

春学期 A0937 演習 木４とセット履修 林　嶺那 Ｓ５０３ 春学期 A0484 法学入門演習 法律1年D-G 坂本　正幸 Ｆ５０５

春学期 A0852 演習 木４とセット履修 溝口　修平 ０６０３ 春学期 A0452 法律学特講（社会保障法の現代的課題Ⅰ） 大原　利夫 Ｇ６０１

春学期 A0983 演習 木４とセット履修 弓削　昭子 Ｆ５０３ 春学期 A0717 国際協力論Ⅰ 志賀　裕朗 富1F遠隔

春学期 A0975 演習 木４とセット履修 熊倉　潤 ０５０７ 春学期 A0769 国際社会の法Ⅰ 新垣　修 -

秋学期 A0217 国際法基礎理論 森田　章夫 Ｓ２０５ 春学期 A0584 演習 金４とセット履修 明田川　融 ０５０３

秋学期 A0030 環境法 朝賀　広伸 Ｙ５０２ 秋学期 A0770 国際社会の法Ⅱ 新垣　修 -

秋学期 A0282 経済政策Ⅱ 濱秋　純哉 Ｙ６０６ 秋学期 A0659 Intensive English Timothy MAZORODZE Ｓ３０５

秋学期 A0938 演習 木４とセット履修 林　嶺那 Ｓ５０３ 秋学期 A0138 法律学特講（AIと法） 小山田　朋子 Ｓ５０５

秋学期 A0853 演習 木４とセット履修 溝口　修平 ０６０３ 秋学期 A0453 法律学特講（社会保障法の現代的課題Ⅱ） 大原　利夫 Ｙ５０６

秋学期 A0976 演習 木４とセット履修 熊倉　潤 ０５０７ 秋学期 A0997 法曹コース演習Ⅳ ※法曹コースのみ履修可 佐藤　輝幸 ０５０７

秋学期 A0984 演習 木４とセット履修 弓削　昭子 Ｆ５０３ 秋学期 A0998 法曹コース演習Ⅳ ※法曹コースのみ履修可 佐野　文彦 １００５

     秋学期 A0585 演習 金４とセット履修 明田川　融 ０５０３

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

秋学期 A0640 Debate 抽選科目 Alan　MEADOWS Ｆ３０３ 春学期 A0921 現代政策学特講Ⅰ（立法学） 正木　寛也 Ｆ３０６

     秋学期 A0922 現代政策学特講Ⅱ（立法学） 正木　寛也 Ｆ３０６
     秋学期 A0718 国際協力論Ⅱ 志賀　裕朗 富1F遠隔

          

　G+数字3桁＝富士見ゲート（数字上1桁目が階数）

　Ｙ+数字3桁＝大内山校舎（数字上1桁目が階数）

＜　注意事項　＞

■ 7時限 　20:20～22:00 

※オンライン授業の履修上限単位数について

　2022年度以降、新型コロナウイルスによる文部科学省の特別措置が終了し、オン

ライン授業については、卒業所要単位として60単位を超えて履修することができなく

なります(2020・2021年度に修得した単位は対象外）。履修登録科目確認通知書およ

び成績通知書でオンライン授業の履修・修得単位数を確認し、計画的に履修しましょ

う。なお、2022年度の授業期間において感染状況が深刻化し、対面授業をオンライ

ン授業に切り替えなければらない場合には、当該授業を対面授業の扱いとして運用す

ることとなっています。

■ 昼0休     12:20～13:00

■ 3時限 　13:10～14:50

■ 4時限 　15:00～16:40

■ 5時限 　16:50～18:30

■ 6時限 　18:35～20:15

 【時間割】

■ 1時限 　08:50～10:30

■ 2時限 　10:40～12:20

＜　重要　＞

A0576

国際政治ワークショップ

9月12日～15日

未定 明田川　融

澤田　悠紀

土屋　仁美

杉崎　和久

9月14日1～5時限
9月15日1～5時限
9月16日1～4時限

人権と企業社会Ⅰ

A0786 現代政策学特講Ⅰ（千代田区）

秋学期
集中

X5550 グローバル政治経済特別セミナー

　数字4桁＝ボアソナードタワー（数字上2桁が階数）

教室

　F遠隔＝富士見坂校舎1階遠隔講義室

開講期

【教室表示の見方】

　S+数字3桁＝外濠校舎（数字上1桁目が階数）

　F+数字3桁＝富士見坂校舎（数字上1桁目が階数）

A0787 現代政策学特講Ⅱ（沖縄）

1月30日（月）
～2月4日（土）

各2・3時限
1月30日と2月3日は

2～4時限

坂根　徹
大学院

棟
２０１

Ｆ３０５

Ｙ８０１

未定

授業
コード

科目名 備考
(クラス指定） 担当

【オンデマンド／資料・コンテンツ型授業】

ｻﾏｰ
ｾｯｼｮﾝ

ｵｰﾀﾑ
ｾｯｼｮﾝ

ｵｰﾀﾑ
ｾｯｼｮﾝ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ｾｯｼｮﾝ
未定

法律学特講
（芸術振興の法と政策－アート・ロー入門－）

A0868

8月3日1-3時限
8月4日1-4時限
8月5日2-5時限
8月6日3-5時限
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限

1

時

限
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時

限
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時
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時
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2022年度　法学部　専門科目　時間割表　　《　木　～　土　》

2

時

限

時

限

【　木　】

この時間割は行動制限レベル１での授業形態を示しています。

【　金　】 時

限

【　土　】

2022年10月10日

5

時

限

教室

【集中特別授業（セッション）】

Ｇ４０３

開講期
授業
コード

科目名 日程等 担当

ｻﾏｰ
ｾｯｼｮﾝ

※クラス指定有
8月1日～5日

8/1・8/2　２～４時限
8/3・8/4　２～３時限
8/5　     ２～５時限


