
③◎ 民法第２部 阿部 25 ④ 東洋法制史 松原 26 ③◎ 行政法第１部 巽 25 ③◎ 日本政治外交史 五百籏頭 25 ④◆ 国際私法 原田 ■101

④☆
特別講義
都市行政学

金井 26 ④☆※ 比較政治Ⅱ 大串 22 ④ ドイツ法 大西 22 ④ 租税法 神山 21

④◎ 国際経済論Ⅰ、Ⅱ 古澤・西岡 経 ④ 政治学史 川出（良） 21

④☆※ 国際ビジネス法 ●外 平野（温） 21

③◎ 商法第１部 飯田（秀） 25 ③ 西洋法制史 田口 26 ③ 国際法第２部 伊藤（一） 25 ③◎ 日本政治 境家 25 ④☆※◆ 特別講義 医事法 米村 ■101

④☆※
特別講義
現代日本政治

谷口 26 ④ 民法第４部 小粥 25 ④ 国際政治史 板橋 21 ④◎ 商法第３部 松井 21

④◎ 金融論Ⅰ、Ⅱ 長田・田中 経 ④ 財政学 國枝 22 ④ 財政学 國枝 22

④☆※
特別講義
旧ユーゴスラヴィアの政治 久保 22 ④☆◆ 特別講義 法医学 岩瀬 ■204 ④☆※

特別講義
現代中東の政治

池内 26

③ 刑法第２部 橋爪 25 ③◎ 行政法第１部 巽 25 ③◎ 日本政治外交史 五百籏頭 25 ③◎ 民法第２部 阿部 25 ④◆ 国際私法 原田 ■101

④ 英米法 溜箭 21 ④ 社会保障法 笠木 22 ④ フランス法 齋藤(哲) 26 ④ 民事訴訟法第２部 畑 22

④☆※ アジア・ビジネス法 平野（温） 19 ④※
特別講義
International Criminal Law
and Human Rights

●外 Hafetz 21 ④ 租税法 神山 21

④☆※
特別講義
現代中国の政治

高原 22

③ 国際法第２部 伊藤（一） 25 ③◎ 商法第１部 飯田（秀） 25 ③ 会計学 齋藤（真） 22 ③ 民法基礎演習 小山 21

④☆※
特別講義
国際政治経済論

飯田（敬） 21 ④ ドイツ法 大西 22 ③ 民法基礎演習 大嵜 21 ③ 民法基礎演習 辰野 22

④ 政治学史 川出（良） 21 ③ 民法基礎演習 松本 26 ③ 民法基礎演習 沼田 26

④◎ 国際経済論Ⅰ、Ⅱ 古澤・西岡 経 ③ 民法基礎演習 中山（達） 27 ③ 民法基礎演習 堀内 27

③◎ 日本政治 境家 25 ③ 西洋法制史 田口 26 ③ 刑法第２部 橋爪 25 ④ 民法第４部 小粥 25

④ 民事訴訟法第２部 畑 22 ④◎ 商法第３部 松井 21 ④ 英米法 溜箭 21 ④ 国際政治史 板橋 21

④ フランス法 齋藤(哲) 26 ④◆ 消費者法 米村 ■203 ④☆※
特別講義
現代アメリカの政治 梅川 26

④☆※
特別講義
グローバル紛争研究

●外 遠藤 21 ④◎ 金融論Ⅰ、Ⅱ 長田・田中 経

備考 １．③・④は科目の配置学年を示す。◎印は経済学部、※印は総合法政専攻、◆は法曹養成専攻、☆印は公共政策大学院との合併科目を示す。
２．次の特別講義の開講日は別途掲示する。  ④☆※ Quantitive Social Science（今井）　 ④☆※ 現代日本外交（LIPSCY）
３．■印は、総合教育棟の教室を示す。
４．点線の下段は、演習を示す。
５．教員名の前にある(通)は、通年で開講することを示す。

※◆　　水津　A1

※◆　　平野（温）　27

☆◎　　 高原　A1
※☆　　 松里　A2

※　　　　両角　A3
　　　　　 菱田　B4

※◆　　 米村　B1
◆　　　　水津　B2

※◆　　 後藤　B3

※　　　平田　19

　　　　　田中（綾）　B3

※☆　　 谷口　B2

※◆　　小島・齋藤（哲）　A1
※◆　　朱　B1

※☆　　谷口　B2
※◆　　小島・齋藤（哲）　A1

　　　　　田中（綾）　B3

※☆　　（通）金井　Y2
※　　　　遠藤　19

※◆　　 神山　A4
※☆　　（通）梅川　A3

※◆　　 石川（博）　A2

※　　　　平野（温）・フット　27
※☆　　 苅部　A6

◆　　　　VANOVERBEKE　B2
　　　　　 宍戸　B3

※☆　　（通）金井　Y2
※◆☆　伊藤（洋）　A1

※◆　　 加藤（貴）　B1

　　　　佐橋　東文研

※　　　 川出（良）　A3
　　　　　川出（敏）　B1

※　　　　板橋　B5
※☆　　 水野　B2

※☆　　城山　演習室E
※☆　　谷口・佐藤　26

◆　　　 垣内　A6
※　　　 和仁　B3

※◆　　 大渕　A2
※　　　　新田　A3

※　　　　神作　Y2
※◆　　 田口　■303

※☆　　 松原　A4
※◆　　 和田・神吉　19

※☆　　大串　19
※　　　 高原　A2

　　　　　中谷　27
※　　　 齋藤（誠）　Y2

※◆☆　松原・TIOJANCO　A1
※　　　　松田　東文研

金

２０２２（令和４）年度 法学部Ｓセメスター授業時間表
（2022．4～2022．8）

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）

※☆　　寺谷　A2
※◆　　垣内　A6

◆　　　 樋口　B1
※◆　　巽　B2

※　　　松田　東文研

　　　　飯田（秀）　A4
　　　　高見澤　東文研

※　　　前田　A1

※◆　　権・沖野　B1

月

火

水

木

※◆☆　増井　19


