
コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員

JB318 比較政治学Ⅰ　③④ 小講１ 横田 JB314 日本法制史Ⅰ　③④ 法３ 坂本 JB303 租税法　③④ 法３ 藤岡 JB463 日本法演習　④ ２演 ローツ JB423 民事訴訟法実務演習　②③④ ４演 坂田

JB414 民法実務演習　② ４演 久保野 JB430 通年　日本法制史演習　③④ ３演 坂本

JB478 知的財産法演習Ⅱ　③④ ４演 戸次

JB438 日本政治外交史演習Ⅱ　②③④ ５演 伏見

JB309 経済法　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法１ 滝澤

JB104 法と歴史Ⅰ　① 法１ 大内 JB408 刑法実務演習　②③④ ３演 坂下 JB103 司法制度論　① 法１ 坂田 JB480 民法演習　③④ ２演 池田 JB425 民事訴訟法演習Ⅲ　③④ ５演 宇野 JB482 商法演習Ⅰ　③④ ２演 得津

JB424 民事訴訟法演習Ⅱ　③④ ２演 今津 JB212 ◇契約法・債権総論　② 法２ 吉永

JB428 医事法政策演習　①②③④ ４演 森田 JB215 ◇会社法Ⅰ　③ 法３ 得津

JB411 民法演習　②③④ ３演 鳥山

JB204 行政法Ⅰ　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法２ 北島 JB469 商法演習Ⅲ　③④ ４演 森田

JB451 比較政治学演習（発展）　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－５演 横田 JB219 現代政治分析　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法２ 尾野

JB435 現代政治分析演習Ⅰ　②③④ ５演 尾野 JB106 比較法社会論　①② 法３ 芹澤 JB327 信託法　③④ 小講１ 田中 JB475 中国の社会と法演習Ⅰ　①②③④ ５演 チ JB465 留学（国際コース） ２演 樺島

JB221 ◇行政学　②③ 小講１ 西岡 JB473 中国法入門演習Ⅰ　①②③④ ５演 チ JB466 インターンシップ（国際コース） ２演 樺島

JB417 実証分析演習Ⅰ　①②③④ ４演 森田

JB436 現代政治分析演習Ⅱ　②③④ ５演 尾野 JB410 民法演習　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４演 渡辺

JB441 ヨーロッパ政治史演習Ⅰ　④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－情処 平田

JB205 行政法Ⅱ　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法２ 北島 JB446 行政学演習　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３演 西岡

JB101 民事法入門　① 法１ 水野 JB214 家族法　③ 法１ 久保野 JB202 憲法Ⅱ　② 法１ 糠塚 JB221 ◇行政学　②③ 小講１ 西岡 JB324 海洋法　②③④ 法２ 西本

JB321 国際政治経済論　②③④ 法２ 岡部 JB312 法理学Ⅰ　③④ 法３ 樺島 JB429 法理学演習　③④ １０演 樺島 JB404 行政法実務演習Ⅰ　③④ ２演 中原

JB403 通年　憲法演習Ⅲ　③④ ４演 中林 JB448 国際法演習Ⅲ　②③④ ３演 西本 JB452 アジア政治経済論演習Ⅰ　②③④ ６演 岡部

JB421 商法実務演習　③④ ５演 吉原

JB431 西洋法制史演習Ⅰ　③④ ６演 大内

JB447 国際法演習　②③④ ３演 西本

JB455 中国政治演習Ⅰ　③④ ２演 阿南

JB102 刑事法入門　① 法１ 大谷 JB467 農林水産政策　③④ 片平 仙台 JB108 日本政治外交史Ⅰ　①② 法１ 伏見 JB212 ◇契約法・債権総論　② 法１ 吉永 JB409 刑事訴訟法実務演習　③④ ３演 大谷

JB215 ◇会社法Ⅰ　③ 法２ 得津 JB422 知的財産法演習Ⅰ　③④ ２演 蘆立 JB406 租税法演習Ⅰ　③④ ４演 藤岡 JB419 商法演習Ⅵ　②③④ ２演 得津

JB437 日本政治外交史演習Ⅰ　②③④ ５演 伏見 JB461 国際総合演習Ⅰ　② ２演 ローツ JB471 農林水産政策演習Ⅰ　③④ ３演 仙台

JB311 社会保障法　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法２ 嵩 JB444 国際関係論演習Ⅰ　②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４演 戸澤

◇は同期間内で２コマに分けて開講する科目（週２回開講）　　　丸数字は配当学年

月

平成３１（２０１９）年度　法学部　前期時間割表

6
１８：００～１９：３０

3
１３：００～１４：３０

（平成３１年４月１日現在）

水

木

金

火

1 5
１６：２０～１７：５０１０：３０～１２：００８：５０～１０：２０

2 4
１４：４０～１６：１０

土

法１・・・法学部第１講義室（文科系総合講義棟２階） 小講１・・・法学部第１小講義室（文科系総合講義棟２階）
法２・・・法学部第２講義室（文科系総合講義棟２階） ２～６演・・・演習室２～６番（法学部棟２階）
法３・・・法学部第３講義室 情処・・・情報処理演習室（文学部・法学部合同研究棟５階）



コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員 コード 授業科目 教室 教員

JB319 比較政治学Ⅱ　③④ 小講１ 横田 JB201 憲法Ⅰ　① 法１ 佐々木 JB430 通年　日本法制史演習　③④ ３演 坂本 JB218 ◇民事訴訟法　②③④ 法２ 宇野 JB213 不法行為法　② 法１ 石綿

JB315 日本法制史Ⅱ　③④ 法３ 坂本 JB479 知的財産法演習Ⅲ　③④ ４演 戸次

JB464 ヨーロッパ法演習Ⅰ　③④ ２演 ローツ

JB322 中国政治論　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法３ 阿南

JB209 刑事訴訟法　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法２ 大谷

JB217 商法総論・商行為法　③④ 法２ 得津 JB306 決済法　③④ 法３ 森田 JB420 商法基礎演習　①②③④ ２演 得津 JB109 ヨーロッパ政治史Ⅰ　①② 法１ 平田 JB416 民法実務演習　③④ ３演 吉永

JB450 比較政治学演習（基礎）　①② ５演 横田 JB433 西洋法制史基礎演習　①② ３演 大内 JB218 ◇民事訴訟法　②③④ 法２ 宇野 JB434 英米法演習　②③④ 情処 芹澤

JB485 商法演習Ⅱ　③④ ２演 得津 JB317 英米法　②③④ 法３ 芹澤 JB462 国際総合演習Ⅱ　②③④ １演 ローツ

JB443 西洋政治思想史演習Ⅱ　③④ ３演 鹿子生

JB208 刑法Ⅲ　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法１ 坂下

JB203 憲法Ⅲ　② 法１ 中林 JB307 ◇知的財産法　③④ 法１
蘆立
戸次

JB474 中国法入門演習Ⅱ　①②③④ ５演 チ JB476 中国の社会と法演習Ⅱ　①②③④ ５演 チ JB465 留学（国際コース） ２演 樺島

JB407 刑法演習 ２演 成瀬 JB466 インターンシップ（国際コース） ２演 樺島

JB418 実証分析演習Ⅱ　①②③④ ４演 森田 JB304 国際法　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法１ 植木

JB412 民法基礎演習　②　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３演 水野

JB413 民法基礎演習　②　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４演 渡辺

JB481 民法演習　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１演 池田

JB442 ヨーロッパ政治史演習Ⅱ　④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－情処 平田

JB483 地域福祉政策演習　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－６演 橋本

JB210 民法総則　① 法１ 渡辺 JB308 倒産処理法　③④ 小講１ 今津 JB206 刑法Ⅰ　①② 法１ 坂下 JB107 法学の理論　② 法２ 樺島 JB405 行政法実務演習Ⅱ　③④ ２演 中原 JB484 農林水産政策　③④
片平
416演

仙台

JB301 比較憲法　③④ 法３ 中林 JB310 ◇労働法　③④ 法３ 桑村 JB313 法理学Ⅱ　③④ 法２ 樺島 JB402 憲法実務演習　②③④ ４演 佐々木 JB449 国際法演習Ⅳ　②③④ ３演 西本

JB320 アジア政治経済論　②③ 法２ 岡部 JB401 憲法演習Ⅰ　③④ ３演 糠塚 JB454 アジア政治経済論論文演習Ⅰ　③ ６演 岡部

JB403 通年　憲法演習Ⅲ　③④ ４演 中林 JB415 民法実務演習　③④ ５演 石綿

JB432 西洋法制史演習Ⅱ　③④ ６演 大内 JB453 アジア政治経済論演習Ⅱ　③④ ６演 岡部 JB440 ヨーロッパ政治史基礎演習　①②③－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－情処 平田

JB456 中国政治演習Ⅱ　③④ ２演 阿南 JB457 中国政治論文演習　③④ ２演 阿南 JB477 交渉演習Ⅱ　①②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－５演 石綿

JB105 日本近代法史　① 法１ 坂本 JB216 会社法Ⅱ　③④ 法３ 吉原 JB207 刑法Ⅱ　② 法１ 坂下 JB305 現代民法特論Ⅲ　③④ 法１ 池田

JB211 物権法　②③④ 法２ 鳥山 JB307 ◇知的財産法　③④ 法１
蘆立
戸次

JB310 ◇労働法　③④ 法３ 桑村 JB323 環境法概論　②③④ 法２ 深見

JB302 地方自治法　③④ 法３ 飯島 JB427 社会保障法演習　③④ １演 嵩 JB472 農林水産政策演習Ⅱ　③④
片平
416演

仙台

JB468 農林水産政策　③④ 小講１ 仙台 JB316 西洋法制史特論Ⅱ（アメリカ法制史）　④ 小講１ 大内

JB439 日本政治外交史論文演習　②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－５演 伏見

JB220 国際関係論　①②③　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法２ 戸澤 JB445 国際関係論演習Ⅱ　②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－４演 戸澤

◇は同期間内で２コマに分けて開講する科目（週２回開講）　　　丸数字は配当学年

土

火

5
１６：２０～１７：５０

63 4

月

令和元（２０１９）年度　法学部　後期時間割表

1
８：５０～１０：２０ １４：４０～１６：１０

水

１８：００～１９：３０

（令和元年９月２０日現在）

１０：３０～１２：００ １３：００～１４：３０

木

金

2

法１・・・法学部第１講義室（文科系総合講義棟２階） 小講１・・・法学部第１小講義室（文科系総合講義棟２階）

法２・・・法学部第２講義室（文科系総合講義棟２階） ２～６演・・・演習室２～６番（法学部棟２階）
法３・・・法学部第３講義室 情処・・・情報処理演習室（文学部・法学部合同研究棟５階）


