
ドイツ法 （八） 服部 ②③ 民法第一部 （一） 西内 知的財産法 （七） 愛知 ② 日本法制史 （四） 伊藤 租税論 （五） 川勝

② 財政学 （四） 諸富 民事訴訟法 （四） 山本（克） 国際私法 （八） 中西(康) 英米法概論 （八） 木南 演習 （英米法） （７演） 木南

労働法 （七） 村中 ②③ 刑法第一部 （四） 高山 国際法第二部 （六） 酒井 演習 （憲法） （５演） 土井

② 行政学 （六） 曽我 ② アメリカ政治 （六） 待鳥 ② 政治過程論 （七） 近藤（正） 演習 （国際法） （10演） 酒井

演習 （政治過程論） （１演） 近藤(正) ② 金融論 （二） 島本 演習 （商法） （１演） 洲崎

社会政策論 （五） 久本 演習 （商法） （６演） 北村

演習 （経済法） （３演） 川濵

演習 （国際私法） （８演） 中西(康)

演習 （刑事訴訟法） （法科４演） 池田

演習 （比較政治学） （９演） 島田(幸)

演習 （国際政治経済分析） （４演） 鈴木(基)

民法第三部 （四） 潮見 ②③ 憲法第一部 （一） 毛利 ② 法社会学 （八） 船越 ② ローマ法 （六） 佐々木(健) 演習 （法社会学） （７演） 船越

① 法学入門Ⅰ （一） 安田　他 商法第二部 （四） 洲崎 行政法第一部 （一） 高木 ② 政治史 （一） 唐渡 演習 （日本法制史） （２演） 伊藤

② 日本政治外交史 （六） 奈良岡 外国文献研究（英） （３演） 鈴木(秀) 演習 （行政法） （９演） 仲野

外国文献研究（独） （４演） 西谷 演習 （民法） （４演） 横山

演習 （商法） （３演） 前田

演習 （労働法） （６演） 村中

演習 （社会保障法） （５演） 稲森

演習 （政治史） （８演） 唐渡

演習 （日本政治外交史） （１演） 奈良岡

ドイツ法 （八） 服部 民事訴訟法 （四） 山本（克） 知的財産法 （七） 愛知 ② 日本法制史 （四） 伊藤 演習 （ローマ法） （９演） 佐々木（健）

国際法第二部 （六） 酒井 労働法 （七） 村中 国際私法 （八） 中西(康) 英米法概論 （八） 木南 演習 （民法） （２演） 山本（敬）

② 行政学 （六） 曽我 ②③ 刑法第一部 （四） 高山 ② 政治過程論 （七） 近藤（正） 演習 （民法） （６演） 橋本

① 政治学入門Ⅰ （一） 森川・奈良岡 ② アメリカ政治 （六） 待鳥 演習 （刑法） （１演） 安田

外国文献研究（英） （７演） 島田（幸） ① 家族と法 （一） 和田 演習 （政治原論） （４演） 建林

経済学史 （二） 佐々木（啓） ② ミクロ経済学１ （二） 若井 演習 （国際政治学） （７演） 中西(寛）

②③ 憲法第一部 （一） 毛利

商法第二部 （四） 洲崎

② 日本政治外交史 （六） 奈良岡

② 社会経済学１ （七） 宇仁 ②③ 民法第一部 （一） 西内 ② 法社会学 （八） 船越 ② ローマ法 （六） 佐々木(健) 演習 （ドイツ法） （10演） 服部

行政法第一部 （一） 高木 民法第三部 （四） 潮見 演習 （憲法） （２演） 曽我部

② 政治史 （一） 唐渡 演習 （租税法） （７演） 岡村

演習 （国際機構法） （８演） 濵本

演習 （民法） （３演） 潮見

演習 （民法） （４演） 吉政

演習 （刑法） （１演） 塩見

演習 （政治思想史） （６演） 森川

注１．科目名の前の○数字は配当学年を示す。①は１回生配当、②は２回生以上配当、②③は２・３回生配当、無印は３・４回生配当である。

注２．（　）内の漢数字は教室を表す。

注３．「経済史１」は夏期休業期間中に実施する。詳細は決定次第掲示する。

注４．時間割、教室変更の際は掲示する。ただし、経済関係科目については、経済学部教務掛の掲示にも注意すること。

（六） マーフィー
特別講義「International
History 1900 to the Present」②

（十一） ヒジノ

小久保
二本松
松本

（六）

金

木

特別講義
「日本政治思想史」

（法科一）

月

火

水

②
特別講義
「Japanese Politics from a
Comparative Perspective」

特別講義「国際企業取引
の実務と法」 （四） 西谷　他

②③
特別講義
「現代社会と裁判」

平成３１（２０１９）年度【前期】　法学部授業時間割

８：４５　～　１０：１５ １０：３０　～　１２：００ １３：００　～　１４：３０ １４：４５　～　１６：１５
Ⅴ

１６：３０　～　１８：００
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

尾原

②
特別講義「Introduction to
European Law」 （四） カライスコス

特別講義
「日本政治思想史」

（法科一） 尾原



② 東洋法史 （七） 鈴木(秀) ② 刑法第二部 （一） 安田 ② 西洋法制史 （八） 佐藤 演習 （行政法） （８演） 仲野

② 民法第二部 （四） 山本（敬） ② 国際政治経済分析 （六） 鈴木(基) ② 国際法第一部 （一） 濵本 演習 （経済法） （３演） 和久井

経済法 （八） 和久井 ※① 民法第一部 （四） 木村 演習 （民事訴訟法） （５演） 山田

刑事訴訟法 （一） 堀江 ② 政治原論 （六） 建林 演習 （比較政治学） （９演） 島田(幸)

② 経済史２ （二） 坂出 演習 （アメリカ政治） （１演） 待鳥

演習 （商法） （３演） 齊藤 ◆ 法学部基礎演習⑤ （６演） 佐藤・和田

演習 （政治過程論） （１演） 近藤(正) ◆ 法学部基礎演習⑥ （７演） 和田・佐藤

国際機構法 （十一） 濵本 ② 法理学 （法科一） 近藤（圭） 行政法第二部 （一） 高木 租税法 （六） 岡村 演習 （法社会学） （７演） 船越

②③ 憲法第二部 （四） 曽我部 刑事学 （六） 稲谷 民法第四部 （四） 吉政 演習 （ローマ法） （９演） 佐々木（健）

商法第一部 （一） 北村 特別講義「外交史」 （八） 中嶋 ② 政治思想史 （一） 森川 演習 （民法） （４演） 横山

② 国際政治学 （六） 中西(寛) 演習 （商法） （３演） 前田

特別講義「外交史」 （八） 中嶋 演習 （知的財産法） （２演） 愛知

経済統計学 （三） 矢野 日本経済史 （二） 渡邊 演習 （労働法） （６演） 村中

演習 （日本政治外交史） （１演） 奈良岡

◆ 法学部基礎演習① （５演） 山下・須田

◆ 法学部基礎演習② （８演） 須田・山下

② 国際法第一部 （一） 濵本 ② 東洋法史 （七） 鈴木(秀) ② 刑法第二部 （一） 安田 ② 西洋法制史 （八） 佐藤 演習 （東洋法史） （法科7演） 鈴木(秀)

◆ 法学部基礎演習⑪ （１演） 近藤(正) ※① 民法第一部 （四） 木村 ② 国際政治経済分析 （六） 鈴木(基) ② 政治原論 （六） 建林 演習 （英米法） （４演） 木南

国際取引法 （十） 西谷 ① 政治学入門Ⅱ （四） 待鳥 演習 （行政法） （１演） 原田

社会保障法 （八） 稲森 ② ミクロ経済学２ （五） 若井 演習 （民法） （２演） 山本（敬）

② 比較政治学 （六） 島田(幸) 演習 （民法） （６演） 橋本

④ 社会経済学２ （二） 佐々木（啓） 演習 （国際取引法） （９演） 西谷

演習 （刑法） （３演） 高山

演習 （国際政治学） （７演） 中西(寛）

演習 （政治史） （10演） 唐渡

演習 （行政学） （８演） 曽我

◆ 法学部基礎演習⑦ （法科３演） 近藤（圭）・島田(裕)

◆ 法学部基礎演習⑧ （法科５演） 島田(裕)・近藤（圭）

国際機構法 （十一） 濵本 ② 法理学 （法科一） 近藤（圭）

経済法 （八） 和久井 ②③ 憲法第二部 （四） 曽我部

商法第一部 （一） 北村

② 国際政治学 （六） 中西(寛)

外国文献研究（英） （１演） 川濵

◆ 法学部基礎演習③ （５演） 高谷・長野

◆ 法学部基礎演習④ （６演） 長野・高谷

◆ 法学部基礎演習⑨ （７演） 木村・髙橋

◆ 法学部基礎演習⑩ （８演） 髙橋・木村

① 法学入門Ⅱ （四） 酒井 　他 ② 民法第二部 （四） 山本（敬） 行政法第二部 （一） 高木 租税法 （六） 岡村 演習 （憲法） （１演） 毛利

刑事訴訟法 （一） 堀江 刑事学 （六） 稲谷 民法第四部 （四） 吉政 演習 （憲法） （２演） 曽我部

② 比較政治学 （六） 島田(幸) ② 公共政策 （八） 久米 ② 政治思想史 （一） 森川 演習 （国際機構法） （８演） 濵本

外国文献研究（仏） （６演） 稲森 ② 公共政策 （八） 久米 演習 （民法） （３演） 潮見

演習 （民法） （４演） 吉政

演習 （政治思想史） （６演） 森川

注１．科目名の前の○数字は配当学年を示す。①は１回生配当、②は２回生以上配当、②③は２・３回生配当、無印は３・４回生配当、④は4回生配当である。◆は法学部が開講する１回生を対象とする教養科目である。

注２．※①については、平成３２（２０２０）年度からは１・２・３回生配当科目となる予定である。

注２．（　）内の漢数字は教室を表す。

注３．時間割、教室変更の際は掲示する。ただし、経済関係科目については、経済学部教務掛の掲示にも注意すること。

特別講義
「生命保険の実務と法」

（四） 洲崎　他

特別講義
「金融法と銀行実務」

（四） 潮見　他

Ⅴ
１６：３０　～　１８：００

特別講義
「信託法の理論と実務」

橋本　他
特別講義
「現代社会と弁護士」

山本（敬）他②③（四） （四）

特別講義
「民事執行・保全法」

笠井

特別講義「ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄの実務と法」

（五） 前田　他

水

木

金

火

月

平成３１（２０１９）年度【後期】　法学部授業時間割
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

８：４５　～　１０：１５ １０：３０　～　１２：００ １３：００　～　１４：３０ １４：４５　～　１６：１５

（八）
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