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試験日 曜日時限 科目名 教員氏名 教室名 備考

7月11日 火曜2時限 アメリカ政治史 中野　勝郎 ５５２ 最終授業日（7/18）ではないので注意。

7月12日 水曜3時限 外国書講読（朝鮮語）Ⅰ 崔　先鎬 １２０４ 黒油性ボールペンのみ使用可。

7月13日 木曜2時限 ジェンダー論Ⅰ 衛藤　幹子 Ｇ４０１ 掲示要確認。

7月17日 月曜1時限 財政学Ⅰ・財政学Ａ 島澤　諭 ５５１

7月17日 月曜2時限 国際民事訴訟法 小川　和茂 ０７０６

7月17日 月曜2時限 会社法 潘　阿憲 Ｇ４０１

7月17日 月曜3時限 国際私法Ⅰ 小川　和茂 Ｓ４０１

7月17日 月曜3時限 民事訴訟法Ⅲ 廣尾　勝彰 ８７０

7月17日 月曜4時限 現代政治思想Ⅰ 高田　宏史 ０５０１

7月17日 月曜4時限 法律学特講（社会保障法の現代的課題）Ⅰ 大原　利夫 Ｆ４０３

7月17日 月曜4時限 政治意識論Ⅰ 松本　正生 ５７４

7月17日 月曜5時限 アジア国際政治特講／海の国際政治学Ⅰ 小谷　哲男 Ｆ３１０

7月18日 火曜1時限 民事訴訟法Ⅰ 廣尾　勝彰 Ｇ４０３

7月18日 火曜2時限 ヨーロッパ政治思想史Ⅰ 犬塚　元 ５６１

7月18日 火曜2時限 生命倫理と人権Ⅰ 神里　彩子 Ｇ４０３ 授業教室（Ｓ２０５）と異なるため注意

7月18日 火曜2時限 平和・軍事研究Ⅰ 権　鎬淵 ５７４

7月18日 火曜2時限 法学入門演習 土屋　文昭 Ｓ３０３

7月18日 火曜2時限 中国の政治と外交Ⅰ 福田　円 ８４４ 授業教室（８７８Ａ）と異なるため注意

7月18日 火曜3時限 行政作用法Ⅰ 髙橋　滋 Ｓ３０６

7月18日 火曜3時限 金融商品取引法Ⅰ 潘　阿憲 Ｆ３０１

7月18日 火曜3時限 アジア比較政治論Ⅰ 福田　円 ８４４ 授業教室（８５５）と異なるため注意。

7月18日 火曜3時限 自治体論Ⅰ 宮﨑　伸光 ８５６

7月18日 火曜3時限 国際機構論Ⅰ 弓削　昭子 Ｓ４０７

7月18日 火曜3時限 法と遺伝学Ⅰ 和田　幹彦 ８３４
授業教室（８６９）と異なるため注意。
7月25日（火）３限　「試験の講評」あり。

7月18日 火曜4時限 政治学特殊講義（安全保障政策）Ⅰ 半田　滋 ５５３

7月18日 火曜4時限 法律学特講（権利救済の法政策） 金子　匡良 ８６９

7月18日 火曜4時限 法社会学 北村　隆憲 ５５４

7月18日 火曜5時限 日本政治論Ⅰ 今西　光男 ５６１

7月18日 火曜5時限 国際経済論Ⅰ・国際経済論Ａ 佐藤　仁志 ８６６

7月18日 火曜5時限 刑事訴訟法Ⅰ 田中　開 ５７４

7月18日 火曜5時限 金融商品取引法Ⅰ 潘　阿憲 ８６０

7月19日 水曜1時限 福祉政策Ⅰ 石川　久 Ｇ５０３

7月19日 水曜2時限 朝鮮半島の政治と社会Ⅰ 権　鎬淵 ０６１０

7月19日 水曜2時限 公共哲学Ⅰ 名和田　是彦 Ｓ４０１

7月19日 水曜2時限 行政法入門Ⅰ 髙橋　滋 Ｇ４０３または５３１

学科、学年、クラスによって実施教室が異なるため注意。
法律学科２年生Ａ－Ｆクラス　→　Ｇ４０３
法律学科２年生Ｇクラス、３年生　→　５３１
政治学科全学年　→　５３１

7月19日 水曜2時限 政治理論Ⅰ 森　達也 Ｓ３０６

7月19日 水曜3時限 国際政治への案内 坂根　徹 ５３１または５３２

授業教室（Ｇ４０１）と異なるため注意。
学科、学年、クラスによって実施教室が異なるため注意。
国際政治学科17A3001-17A3110　→　５３１
国際政治学科17A3111-17A3175　→　５３２
国際政治学科15A3001-16A3999　→　５３２
政治学科全学年　→　５３２
7/4追記

7月19日 水曜4時限 環境法 髙橋　滋 ８５５

7月19日 水曜5時限 会社法 柴田　和史 ８４４ 授業教室（５７４）と異なるため注意。

7月19日 水曜5時限 ＣＩＳの政治と社会Ⅰ 山内　聡彦 Ｓ３０７

7月19日 水曜5時限 Global Governance 弓削　昭子 ８６７

7月19日 水曜5時限 オセアニアの政治と社会Ⅰ 今泉　裕美子 ８６８Ｂ

7月19日 水曜5時限 法律学特講（信託法） 小出　卓哉 ８７６

7月20日 木曜1時限 会社法 橡川　泰史 ５５３

7月20日 木曜2時限 手形法・小切手法 橡川　泰史 ５５２

7月20日 木曜3時限 中国の政治と社会Ⅰ 菱田　雅晴 ５５１

7月20日 木曜3時限 公共政策Ⅰ 渕元　初姫 Ｆ４０３

7月20日 木曜3時限 政治過程論Ⅰ 山口　二郎 Ｓ４０７

7月20日 木曜3時限 日本の政治と外交Ⅰ 平良　好利 ５６１

7月20日 木曜4時限 日米関係論Ⅰ 平良　好利 ８７７

7月20日 木曜4時限 国際安全保障法 田中　佐代子 ８５６

7月20日 木曜4時限 法律学特講（大陸思想史） 西村　清貴 Ｓ３０２

7月20日 木曜5時限 法哲学Ⅰ 西村　清貴 ５７２

7月21日 金曜2時限 ドイツ法制史Ⅰ 田中　憲彦 ８４４ 授業教室（Ｓ３０６）と異なるため注意。

7月21日 金曜2時限 政治学特殊講義（概説イタリア政治-歴史と思想）Ⅰ 中村　勝己 ５７１

7月21日 金曜2時限 社会保障法Ⅰ 沼田　雅之 ５７２

7月21日 金曜2時限 海外メディア分析実習 JOHN MILLER PERKINS Ｆ５０２

7月21日 金曜2時限 法律実務入門 藤本　茂 Ｇ２０１

7月21日 金曜2時限 政治体制論Ⅰ 松尾　隆佑 ８７９

7月21日 金曜3時限 英米法Ⅰ 岩田　太 ８６５

7月21日 金曜3時限 海外メディア分析実習 JOHN MILLER PERKINS Ｆ５０２

7月21日 金曜4時限 英米法Ⅱ 岩田　太 ８６５

7月21日 金曜4時限 政治学特殊講義（現代の政治理論）Ⅰ 面　一也 ８７５

7月21日 金曜4時限 海外メディア分析実習 JOHN MILLER PERKINS Ｆ５０２

7月21日 金曜4時限 法学入門 藤本　茂 Ｇ６０１

7月21日 金曜4時限 ＥＵの政治と社会Ⅰ 吉武　信彦 ８７９

7月21日 金曜5時限 国際協力論Ⅰ 志賀　裕朗 富士見坂校舎1F遠隔講義室

7月22日 土曜3時限 教育法Ⅰ 村元　宏行 Ｓ４０７

【注意事項】

2017年度　法学部　専門科目　春学期授業内試験時間割

・上記以外にも授業中の指示等により授業内試験が行なわれる場合もあります。 ・上記以外の授業についても別途レポート提出のある科目があります。

・定期試験時間割（春学期）の掲示は7月7日（金）を予定しています。

・内容に変更がある場合はこちらの掲示を更新しますので、毎日確認するようにしてください。

・ILAC/基礎科目・総合科目については市ヶ谷リベラルアーツセンターの掲示板を見てください。 ・他学部公開科目については、当該主催学部の掲示板を見てください。

・試験実施教室が通常の授業教室とは異なる場合がありますので注意してください。 ・レポート提出や試験に臨む際は、「履修の手引き」（試験および成績の頁）を熟読してください。

・時間割はＨＰにも掲載しています。併せてご確認ください。


