
平成31（2019）年度 ［Aセメスター（冬学期）］ 法科大学院 授業時間割表 2019.9 ～ 2020.1

月 １年 A基本科目民法３ 森田（宏） 203 Ａ基本科目民事訴訟法 高田 203

Ｂ基本科目民事訴訟法畑（瑞） 204 Ｂ基本科目民法３ 森田（宏） 204

２年 ①刑事実務基礎 小倉・ 201 ②刑事実務基礎 小倉・ 201 ③刑事実務基礎 宮崎・ 201 ④刑事実務基礎 宮崎・ 201

岩本・ 岩本・ 岩本・ 宮村・

熊代 熊代 西山 西山

３年 現代法の基本問題 松原・ 102 ②法曹倫理 新川 101 民事模擬裁判 森（健）・ 401 （共） 立法学 茅野 101

石本 （総） 国際民事訴訟法 菱田 305 波田野 （共） 経済刑法 樋口 203

（共） 国際商事仲裁 唐津 204 （総） 消費者法 森田（修） 21番

演習 （総・法） 民法 中原 303 民事訴訟法 畑（瑞） 303

中国法 高見澤 東文研3階

第二会議室

（共・法） ドイツ法制史入門 西川 A1

（総・法） ドイツ法 海老原 B1

（総） 労働法(労働法政策の 荒木 402

 現代的課題)

火 １年 Ａ基本科目商法 後藤 203 A基本科目民法３ 森田（宏） 203

Ｂ基本科目民法３ 森田（宏） 204 Ｂ基本科目商法 飯田（秀） 204

２年 ①上級刑法 佐伯 101 （総） 租税法 増井 101 （総） 国際私法 原田 303 （総） 倒産法 松下 31番

②上級民法１ 道垣内 102

③上級刑法 橋爪 201

④上級民法１ 沖野 301

２・３年 （総） 国際契約交渉 平野・ 304

フット

３年 （総・文） 法制史１ 西川 B1 （総） 裁判外紛争処理法 垣内 404 ④法曹倫理 波田野 301 （共） 国際経済法 中谷・ 21番 法律相談クリニック 原 法律相談クリニック 原

（共） 上級金融商品取引法 飯田（秀） 201 北村 法律相談クリニック 笠原 法律相談クリニック 笠原

（共） 現代ドイツ法 海老原 204

（総） コンピュータ法 城山 203

（総） 英語で学ぶ法と実務１ 大井 402

演習 （総・法） 国際私法 原田 303 民事訴訟法 菱田 304

（総・法） 商法 後藤 B2

（共・法） 租税法 増井 19番

（法） 刑法 樋口 B6

水 １年

Ｂ基本科目民事訴訟法 畑（瑞） 204

２年 ①上級行政法 山本（隆） 101 国際法 中谷 31番 ①民事実務基礎 石田 101 上級商法１（Ｍ＆Ａ） 石綿 101

②民事実務基礎 石田 102 ②上級行政法 山本（隆） 102

③上級行政法 太田（匡） 201 ③民事実務基礎 木村 201

④民事実務基礎 木村 301 ④上級行政法 太田（匡） 301

２・３年

３年 （共・文) ヨーロッパ法 伊藤（洋） 404 （共） 刑事政策 川出 303 （総） ビジネスプランニング 増田 27番 法律相談クリニック 佐藤（正） 法律相談クリニック 佐藤（正）

(総) 法と経済学 田中 301 （共） 地方自治法 板垣 203 法律相談クリニック 三上 法律相談クリニック 三上

（共） 現代アメリカ法１ 浅香 203

（総） 金融取引課税法 佐藤（修） 204

（共） 資本市場と公共政策 小野・ 102

湯山

（総） 商法 加藤 304 （総） 労働法(アメリカ労働法研究) 山川 304 （共） 国際法 寺谷 304 （総・法） 民法 石川（博） 303

演習 （総） 知的財産法 田村 203 （共・法） 租税法 中里・ 21番

米田

（総） 労働法(労働紛争処理と 山川 304

要件事実)

（共・法） 法社会学 フット 404

（総・法） 民法 米村 B6

（法） 少年法 川出 B2

（共・法） 憲法 石川（健） 公共E演習室

木 １年 Ａ基本科目民事訴訟法 高田 203 A基本科目行政法 大橋 203

Ｂ基本科目行政法 大橋 204

２年 ①上級民法１ 加毛 101 （総） 国際私法 原田 303

②上級刑法 佐伯 102

③上級民法１ 米村 201

④上級刑法 橋爪 301

３年 （総） 比較法１ 海老原 305 現代法の基本問題 浅香 101 （総） 社会保障法 岩村 304

現代法の基本問題 両角 201

現代法の基本問題 飯田（高） 301

演習 （総・法） 刑事訴訟法 成瀬 305

金 １年 A基本科目刑事訴訟法 川出 203 Ａ基本科目商法 後藤 203

Ｂ基本科目商法 飯田（秀） 204 Ｂ基本科目刑事訴訟法 川出 204

２年 上級商法１（総合） 神作 101 （総） 倒産法 松下 31番 （総） 租税法 増井 101 上級商法１（閉鎖会社） 新川 102

上級商法１（総合） 加藤 102

上級商法１（総合） 藤田 305

３年 （共） 国際人権法 寺谷 22 番 （共） 現代法の基本問題 伊藤・ 402 民事模擬裁判 原・ 401 ①法曹倫理 佐藤（正） 101 （総） 会社労使関係法 荒木・ 201 （総） 倒産処理研究 松下・ 204

網谷 水口 ③法曹倫理 笠原 102 石綿・ 髙木・

（総） 国際取引法 藤田・ 301 三上・ 上野

唐津・ 水口

高田・ （総） 英語で学ぶ法と実務２ 古田・ 301

平野・ Bailey・

中谷・ Hunt・

増井 Goldstein・

佐藤・

Takatori

演習 （総・法） 商法（Asian Business 平野 27番 （総） 刑事訴訟法 大澤 303 （共） 商法 唐津 301 （共・法） 民法 米村 203

         Law Seminar 2） （総・法） 経済法
VANDE
WALLE

404 （総・法） 信託法 加毛 A2

民事実務 森（健二） 304

刑事実務 宮崎 402

２０１９年１０月１７日更新

２０１９年１０月９日更新

２０１９年１０月３日更新

２０１９年１０月２日更新

２０１９年９月２７日更新

２０１９年９月２５日更新

（法）は法学部と合併 ２０１９年９月１２日更新

（総）は総合法政と合併 授業期間： ２０１９年８月２６日更新

（公）は公共政策と合併

（共）は総合法政・公共政策と合併

（文）は総合文化研究科と合併

定期試験：

２０１９年２月２２日更新

２０２０年１月１６日（木）～１月３１日（金） ２０１９年２月１５日

２０１９年９月２４日（火）～２０２０年１月８日（水）

※２０１９年１２月２７日（金）、２０２０年１月６日（月）、９日（木）、１０日（金）は補講期間 ２０１９年６月３日更新

２０１９年３月１３日更新

◎ 集中講義 ：  『法律相談クリニック』 　佐藤（正）、原、笠原、三上

１限（8：30～10：15） ２限（10：25～12：10） ３限（13：00～14：45） ４限（１4：55～16：40） ５限（16：50～18：35） ６限（18：45～20：30）


