
2020年度大学院時間割表　【法学研究科】法律学専攻 他専攻や学部と合同で行う授業があります。詳細は大学院HPまたはWeｂ掲示板（ともに4月より公開予定）の履修案内に掲載している「授業科目担当者一覧」をご覧ください。
更新日： 2020年3月16日
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1時限
8:50～10:30 X4443

◆社会法特研演習Ⅴ
 ［博士用］

沼田雅之 春期 80・505研 X4132 商法演習Ⅰ 橡川泰史 春期 302

X4444
◆社会法特研演習Ⅵ
 ［博士用］

沼田雅之 秋期 80・505研 X4133 商法演習Ⅱ 橡川泰史 秋期 302

2時限
10:40～１2:20 X4024 憲法特殊講義Ⅲ 金子匡良 春期 BT1001 X4011 法哲学特殊講義Ⅱ 大野達司 秋期 BT0801 X4126 民法演習Ⅰ 川村洋子 春期 BT0702 X4043 商法特殊講義Ⅰ 橡川泰史 春期 302 X4107 憲法演習Ⅱ 國分典子 秋期 80・520研 X4045 商法特殊講義Ⅲ 潘阿憲 春期 80・405研

X4068 教育法特殊講義Ⅰ 小泉広子 春期 701 X4055 倒産法特殊講義Ⅰ 倉部真由美 春期 80・509研 X4314
◆民事法特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

潘阿憲 春期 80・405研

X4180 労働法論文指導Ⅰ 沼田雅之 春期 80・505研 X4044 商法特殊講義Ⅱ 橡川泰史 秋期 302 X4046 商法特殊講義Ⅳ 潘阿憲 秋期 80・405研

X4184 労働法論文指導Ⅲ 沼田雅之 春期 80・505研 X4056 倒産法特殊講義Ⅱ 倉部真由美 秋期 80・509研 X4315
◆民事法特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

潘阿憲 秋期 80・405研

X4387
◆民法特研演習Ⅲ
［博士用］

川村洋子 春期 80・421研

X4004 法律学原典研究（独語）Ⅱ 大野達司 秋期 学部

X4025 憲法特殊講義Ⅳ 金子匡良 秋期 BT1001

X4069 教育法特殊講義Ⅱ 小泉広子 秋期 701

X4181 労働法論文指導Ⅱ 沼田雅之 秋期 80・505研

X4185 労働法論文指導Ⅳ 沼田雅之 秋期 80・505研

X4388
◆民法特研演習Ⅳ
［博士用］

川村洋子 秋期 80・421研

3時限
13:00～14:40 X4039 民法特殊講義Ⅲ 新堂明子 春期 302 X4001 法律学原典研究（英語）Ⅰ クリストファー・モズリー 春期 学部 X4022 憲法特殊講義Ⅰ 建石真公子 春期 BT1001 X4030 国際法特殊講義Ⅰ 森田章夫 春期 80・319研 X4110 行政法演習Ⅰ 西田幸介 春期 BT1204 X4395

◆商法特研演習Ⅴ
 ［博士用］

潘阿憲 春期 80・405研

X4112
国際法演習Ⅰ（隔週）
※初回授業は4/13です。

田中佐代子 春期 BT1101 X4037 民法特殊講義Ⅰ 宮本健蔵 春期 BT1003 X4026 行政法特殊講義Ⅰ 西田幸介 春期 BT0804 X4072 刑法特殊講義Ⅰ 佐藤輝幸 春期 80・403研 X4134
商法演習Ⅲ（隔週）
※初回授業は4/17です。

荒谷裕子 春期 BT1103 X4396
◆商法特研演習Ⅵ
 ［博士用］

潘阿憲 秋期 80・405研

X4040 民法特殊講義Ⅳ 新堂明子 秋期 302 X4316
◆民事法特殊研究Ⅲ
 ［博士用］

宮本健蔵 春期 BT1003 X4077 刑事訴訟法特殊講義Ⅰ 田中開 春期 BT1103 X4148 民法論文指導Ⅰ 大澤彩 春期 80・401研 X4178 社会保障法演習Ⅰ 沼田雅之 春期 80・505研

X4113
国際法演習Ⅱ（隔週）
※初回授業は9/21です。

田中佐代子 秋期 BT1101 X4431
◆労働法特研演習Ⅴ
 ［博士用］

浜村彰 春期 80・411研 X4146 民法論文指導Ⅰ 宮本健蔵 春期 80・412研 X4150 民法論文指導Ⅲ 大澤彩 春期 80・401研 X4111 行政法演習Ⅱ 西田幸介 秋期 BT1204

X4002 法律学原典研究（英語）Ⅱ クリストファー・モズリー 秋期 学部 X4309 ◆公法特殊研究Ⅲ ［博士用］ 建石真公子 春期 BT1001 X4192 刑法演習Ⅲ 須藤純正 春期 704 X4135
商法演習Ⅳ（隔週）
※初回授業は9/18です。

荒谷裕子 秋期 BT1103

X4038 民法特殊講義Ⅱ 宮本健蔵 秋期 BT1003 X4307
◆公法特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

西田幸介 春期 BT0804 X4031 国際法特殊講義Ⅱ 森田章夫 秋期 80・319研 X4179 社会保障法演習Ⅱ 沼田雅之 秋期 80・505研

X4317
◆民事法特殊研究Ⅳ
 ［博士用］

宮本健蔵 秋期 BT1003 X4023 憲法特殊講義Ⅱ 建石真公子 秋期 BT1001 X4027 行政法特殊講義Ⅱ 髙橋滋 秋期 80・308研

X4432
◆労働法特研演習Ⅵ
 ［博士用］

浜村彰 秋期 80・411研 X4078 刑事訴訟法特殊講義Ⅱ 田中開 秋期 BT1103 X4042 民法特殊講義Ⅵ 大澤彩 秋期 BT1002

X4127 民法演習Ⅱ 川村洋子 秋期 BT1102 X4193 刑法演習Ⅳ 須藤純正 秋期 704

X4147 民法論文指導Ⅱ 宮本健蔵 秋期 80・412研 X4076 刑法特殊講義Ⅳ 佐野文彦 秋期 701

X4310 ◆公法特殊研究Ⅳ ［博士用］ 建石真公子 秋期 BT1001 X4308
◆公法特殊研究Ⅱ
［博士用］

髙橋滋 秋期 80・308研

4時限
15:00～16:40 -

国際法演習Ⅰ（隔週）
※初回授業は4/13です。

田中佐代子 春期 BT1101 X4005 法律学原典研究（仏語）Ⅰ 大津浩 春期 学部 X4014 法制史特殊講義Ⅲ 高友希子 春期 BT1103 X4100 法制史論文指導Ⅲ 高友希子 春期 未定 X4066 社会保障法特殊講義Ⅰ 大原利夫 春期 BT1102 X4136 商法演習Ⅴ 潘阿憲 春期 80・405研

-
国際法演習Ⅱ（隔週）
※初回授業は9/21です。 田中佐代子 秋期 BT1101 X4062 労働法特殊講義Ⅰ 藤本茂 春期 80・914研 X4028 行政法特殊講義Ⅲ 交告尚史 春期 80・313研 X4101 法制史論文指導Ⅳ 高友希子 秋期 未定 -

商法演習Ⅲ（隔週）
※初回授業は4/17です。

荒谷裕子 春期 BT1103 X4137 商法演習Ⅵ 潘阿憲 秋期 80・405研

X4321
◆社会法特殊研究Ⅰ
 ［博士用］

藤本茂 春期 80・914研 X4385
◆民法特研演習Ⅲ
 ［博士用］

宮本健蔵 春期 80・412研 X4323
◆社会法特殊研究Ⅲ
 ［博士用］

大原利夫 春期 BT1102

X4006 法律学原典研究（仏語）Ⅱ 大津浩 秋期 学部 X4015 法制史特殊講義Ⅳ 高友希子 秋期 BT1103 X4067 社会保障法特殊講義Ⅱ 大原利夫 秋期 BT1102

X4063 労働法特殊講義Ⅱ 藤本茂 秋期 80・914研 X4029 行政法特殊講義Ⅳ 交告尚史 秋期 80・313研 -
商法演習Ⅳ（隔週）
※初回授業は9/18です。

荒谷裕子 秋期 BT1103

X4322
◆社会法特殊研究Ⅱ
 ［博士用］

藤本茂 秋期 80・914研 X4386
◆民法特研演習Ⅳ
 ［博士用］

宮本健蔵 秋期 80・412研 X4324
◆社会法特殊研究Ⅳ
 ［博士用］

大原利夫 秋期 BT1102

5時限
16:50～18:30 X4152 商法論文指導Ⅰ 荒谷裕子 春期 80・415研 X4041 民法特殊講義Ⅴ 大澤彩 春期 BT1102 X4106 憲法演習Ⅰ 國分典子 春期 80・520研 X4154 商法論文指導Ⅰ 潘阿憲 春期 80・405研

X4359
◆憲法特研演習Ⅰ
 ［博士用］

建石真公子 春期 80・419研 X4182 労働法論文指導Ⅲ 浜村彰 春期 80・411研 X4155 商法論文指導Ⅱ 潘阿憲 秋期 80・405研

X4153 商法論文指導Ⅱ 荒谷裕子 秋期 80・415研 X4149 民法論文指導Ⅱ 大澤彩 秋期 80・401研

X4073 刑法特殊講義Ⅱ 佐藤輝幸 秋期 80・403研 X4151 民法論文指導Ⅳ 大澤彩 秋期 80・401研

X4360 ◆憲法特研演習Ⅱ ［博士用］ 建石真公子 秋期 80・419研 X4183 労働法論文指導Ⅳ 浜村彰 秋期 80・411研

6時限
18:35～20:15 X4156 商法論文指導Ⅲ 橡川泰史 春期 80・404研 X4114 憲法論文指導Ⅰ 建石真公子 春期 80・419研 X4096 法制史論文指導Ⅰ 川口由彦 春期 80.・519研 X4012 法制史特殊講義Ⅰ 川口由彦 春期 80・519研

X4157 商法論文指導Ⅳ 橡川泰史 秋期 80・404研 X4116 憲法論文指導Ⅲ 建石真公子 春期 80・419研 X4098 法制史論文指導Ⅲ 川口由彦 春期 80.・519研 X4120 行政法論文指導Ⅲ 西田幸介 春期 80・506研

X4115 憲法論文指導Ⅱ 建石真公子 秋期 80・419研 X4124 国際法論文指導Ⅲ 森田章夫 春期 80・319研 X4013 法制史特殊講義Ⅱ 川口由彦 秋期 80・519研

X4117 憲法論文指導Ⅳ 建石真公子 秋期 80・419研 X4097 法制史論文指導Ⅱ 川口由彦 秋期 80.・519研 X4121 行政法論文指導Ⅳ 西田幸介 秋期 80・506研

X4099 法制史論文指導Ⅳ 川口由彦 秋期 80.・519研

X4125 国際法論文指導Ⅳ 森田章夫 秋期 80・319研

7時限
20:20～22:00 X4018 英米法特殊講義Ⅰ 小山田朋子 春期 BT1001 X4074 刑法特殊講義Ⅲ 今井猛嘉 春期 701 X4369

◆行政法特研演習Ⅴ
 ［博士用］

西田幸介 春期 80・506研

X4019 英米法特殊講義Ⅱ 小山田朋子 秋期 BT1001 X4075 刑法特殊講義Ⅳ 今井猛嘉 秋期 701 X4370
◆行政法特研演習Ⅵ
 ［博士用］

西田幸介 秋期 80・506研

授業コード 科目 担当 履修期 教室 授業コード 科目 担当 履修期 教室 授業コード 科目 担当
履修
期

教室 授業コード 科目 担当 履修期 教室

X4016 比較法特殊講義Ⅰ 牟憲魁 春期 後日掲示 X4250 修士論文 専攻教員 年間 -

X4000 リーガル・リサーチ 楊帆 春期 後日掲示 X4260 リサーチペーパー 専攻教員 年間 - X0006 春期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0025 春期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X4017 比較法特殊講義Ⅱ 解志勇 秋期 後日掲示 X4500 博士論文 専攻教員 年間 - X0007 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - - X0026 秋期・単位互換（2単位）の科目 - - -

X4091 英米法演習Ⅱ トゥシャル・カンティ・ダス 秋期 後日掲示 X0022 通年・単位互換（4単位）の科目 - - - X0027 通年・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0023 春期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0036 春期・単位互換（4単位）の科目 - - -

X0024 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - - X0037 秋期・単位互換（4単位）の科目 - - -

法
律
学

月 火 水 木 金 土

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

後日掲示 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。

4/29（水）、4/30（木）、5/1（金）、5/3（日）、5/5（火） 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。


