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

JB145 比較政治学Ⅰ　①②③④ 横田 JB140 日本法制史Ⅰ　③④ 坂本 JB129 租税法　③④ 藤岡 JB124 ◇民事訴訟法　②③④ 宇野 JB154 農林水産政策　③④ 仙台

JB122 家族法　③ 久保野 JB135 ◇経済法　③④ 滝澤 JB187 通年　日本法制史演習　③④ 坂本

JB127 比較憲法　③④ 佐々木 JB176 知的財産法演習Ⅱ　③④ 戸次

JB179 民事法実務演習　③④ 吉永・得津

JB204 比較政治学演習Ⅰ　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 横田

JB231 民法演習　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－石綿・池田

JB104 法と歴史Ⅰ　① 大内 JB115 刑法Ⅱ　②③④ 坂下 JB103 司法制度論　① 坂田 JB167 民法実務演習　②③ 鳥山 JB148 ◇ヨーロッパ政治史Ⅱ　③④ 平田

JB128 地方自治概論　③④ 木村 JB192 日本政治外交史演習Ⅰ　②③④ 伏見 JB147 ◇日本政治外交史Ⅱ　③④ 伏見 JB182 倒産法演習　③④ 宇野

JB185 医事法政策演習　③④ 森田 JB135 ◇経済法　③④ 滝澤 JB171 商法演習Ⅴ　②③④ 得津

JB200 国際法演習Ⅲ　③④ 西本 JB232 商法演習Ⅲ　③④ 得津

JB191 現代政治分析演習　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 尾野 JB151 中国政治論　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 阿南

JB203 比較政治学演習（発展）　①②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 横田 JB125 現代政治分析　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 尾野

JB106 比較法社会論　①② 芹澤 JB225 信託法　③④ 田中 JB152 環境法概論　②③④ 深見 JB214 インターンシップ（国際コース） 嵩・岡部

JB147 ◇日本政治外交史Ⅱ　③④ 伏見 JB213 留学（国際コース） ローツ

JB183 労働法演習　③④ 桑村

JB169 実証分析演習Ⅰ　①②③④ 森田

JB163 民法演習　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 渡辺

JB195 ヨーロッパ政治史演習Ⅰ　④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 平田

JB112 行政法Ⅰ　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 飯島 JB157 通年　憲法演習Ⅱ　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 中林

JB101 民事法入門　① 渡辺 JB150 国際政治経済論　②③④ 岡部 JB138 法理学Ⅰ　③④ 樺島 JB110 憲法Ⅱ　② 中林 JB153 海洋法　③④ 西本

JB173 商法実務演習　③④ 吉原 JB124 ◇民事訴訟法　②③④ 宇野 JB148 ◇ヨーロッパ政治史Ⅱ　③④ 平田 JB197 国際関係論演習Ⅰ　②③④ 戸澤

JB188 西洋法制史演習Ⅰ　③④ 大内 JB199 国際法演習　③④ 西本 JB186 法理学演習　③④ 樺島

JB207 中国政治演習Ⅰ　③④ 阿南 JB196 通年　西洋政治思想史演習　③④ 鹿子生

JB223 日本外交政策入門　②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 今西

JB102 刑事法入門　① 大谷 JB142
西洋法制史特論Ⅰ（イングランド
法制史）　④

大内 JB228 法とジェンダー演習　②③ ローツ JB162 刑事訴訟法実務演習　③④ 大谷

JB175 知的財産法演習Ⅰ　③④ 蘆立 JB226 国際政治史　③④ 戸澤

JB161 刑法実務演習　③④ 坂下

JB137 社会保障法　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 嵩

JB155 農林水産政策　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 仙台

JB211 農林水産政策演習Ⅲ　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 仙台 JB120 契約法・債権総論　②－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 石綿

◇同期間内で２コマに分けて開講する科目（週２回開講） （令和2年4月10日現在）

①～④：配当学年

１３：００～１４：３０
4

※前期のすべての授業が、当面の間オンラインにより実施されますので、講義動画および資料の配信日程については、上記の時間割とは異なる場合があります。
もし時間割に変更がある場合は、Google Classroomの科目ごとのページにて通知が行われますので、ご確認をお願いします。
Classroomにアクセスするためのクラスコードはシラバスに掲載されるほか、後日法学部ウェブサイトへ掲載予定です。

令和２（２０２０）年度法学部・法学研究科研究大学院　　前期時間割表

月

火

水

木

金

土

１４：４０～１６：１０
5

１６：２０～１７：５０
6

１８：００～１９：３０
1

８：５０～１０：２０
2

１０：３０～１２：００
3



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

JB146 比較政治学Ⅱ　①②③④ 横田 JB111 佐々木 JB132 現代民法特論Ⅱ　③④ 吉永 JB229 多様性、グローバリゼーションと法　③④ ローツ

JB166 民法実務演習　② ２演 久保野 JB141 坂本 JB174 経済法演習　③④ 滝澤

JB213

憲法Ⅲ　②

日本法制史Ⅱ　③④ 

留学（国際コース） ローツ JB187 通年　日本法制史演習　③④ 法１ 坂本

JB177 知的財産法演習Ⅲ　③④ 法２ 戸次

JB221 地域福祉政策演習　③④ 橋本

JB117 刑事訴訟法　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－大谷

JB123 商法総論・商行為法　③④ 得津 JB133 商取引法　③④ 森田 JB108 西洋政治思想史Ⅰ　① 鹿子生 JB144 英米法　②③④ 芹澤 JB121 不法行為法　② 鳥山

JB181 民事訴訟法演習Ⅱ　③④ ２演 今津 JB119 物権法　② 鳥山 JB190 英米法演習　②③④ ３演 芹澤

JB136 ◇労働法　③④ 桑村

JB116 刑法Ⅲ　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－坂下

JB202 比較政治学演習（基礎）　①②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－横田 JB168 民法実務演習　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－吉永

JB178 知的財産法演習Ⅳ　③④ ２演 蘆立 JB134 ◇知的財産法　③④ 蘆立・戸次 JB214 インターンシップ（国際コース） ５演 嵩・岡部

JB220 会社法Ⅱ　②③ 温

JB170 実証分析演習Ⅱ　①②③④ 森田

JB160 刑法演習　②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２演 成瀬

JB130 国際法　②③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－植木

JB165 民法基礎演習　②　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－渡辺

JB193 日本政治外交史演習Ⅱ　②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－伏見

JB164 民法演習　③④ 隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－池田

JB210 交渉演習Ⅱ　①②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３演 石綿

JB113 行政法Ⅱ　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－飯島 JB157 通年　憲法演習Ⅱ　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－中林

JB109 憲法Ⅰ　① 中林 JB136 ◇労働法　③④ 桑村 JB139 法理学Ⅱ　③④ 樺島 JB107 法学の理論　② 樺島 JB201 国際法演習Ⅳ　③④ 西本 JB205 農林水産政策　③④ 片平 仙台

JB149 アジア政治経済論　②③ 岡部 JB118 民法総則　① 池田 JB114 刑法Ⅰ　①②③④ 坂下

JB189 西洋法制史演習Ⅱ　③④ ２演 大内 JB209 中国政治論文演習　③④ 阿南 JB156 憲法実務演習　②③④ ３演 佐々木

JB208 中国政治演習Ⅱ　③④ 阿南 JB196 通年　西洋政治思想史演習　③④ 鹿子生 JB206 アジア政治経済論演習Ⅱ　③④ 岡部

JB224 日本外交政策演習　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 法１ 今西

JB105 日本近代法史　① 坂本 JB134 ◇知的財産法　③④ 蘆立・戸次 JB159 租税法演習Ⅰ　③④ ４演 藤岡 JB172 商法演習Ⅵ　②③④ ５演 得津

JB131 現代民法特論I　③④ 池田 JB143 法と歴史Ⅱ　③④ 法１ 大内 JB230 ヨーロッパ法演習　③④ ローツ JB180 民事訴訟法実務演習　②③④ ２演 坂田

JB222 農林水産政策　③④ 仙台 JB184 社会保障法演習　③④ ３演 嵩 JB227 EU法政論　③④ 戸澤

JB194 日本政治外交史論文演習　②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－伏見

JB219 会社法Ⅰ　②③－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－温 JB198 国際関係論演習Ⅱ　②③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－３演 戸澤

JB158 行政法実務演習　③④－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－２演 飯島 JB212 農林水産政策演習Ⅳ　③④　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法１ 仙台

◇同期間内で２コマに分けて開講する科目（週２回開講） 色なし すべてオンラインによる授業を実施する科目

①～④：配当学年 オンラインおよび対面を併用する科目

すべて対面による授業を実施する科目

授業実施方法について、シラバス公表後ご確認ください

１３：００～１４：３０

4

１４：４０～１６：１０ １６：２０～１７：５０

6

１８：００～１９：３０

土

Introduction to Latin American Politics
③④

JB235
岡部・
清水

2

１０：３０～１２：００

3

JB233
Academic Writing in English　③
④

ローツ・
ロート・
清水

令和２（２０２０）年度法学部　　後期時間割表

1

８：５０～１０：２０

5

（令和2年9月17日現在）

月

火

水

木

金

※オンラインにより実施される授業について、講義動画および資料の配信日程については、上記の時間割とは異なる場合があります。
もし時間割に変更がある場合は、Google ClassroomまたはISTUの科目ごとのページにて通知が行われますので、ご確認をお願いします。 
Classroomにアクセスするためのクラスコードは、シラバスに掲載されます。
※オンライン授業および対面による授業を履修される場合、移動に無理が生じないよう時間割を立ててください。

阿南・
ロート

International Politics of East Asia　③④JB234
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