
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

JM21350 刑事訴訟法演習　修 井上 JM11110 ◇経済法　修 滝澤 JM26000 租税法演習Ⅰ　修 藤原 JM24900 日本法制史演習Ⅰ　修 2演 坂本 JM25050 日本法演習　修 ローツ

JD1000160 刑事訴訟法演習　博 井上 JM70525 Academic Writing in English 修
ローツ・ロート・
清水

JM32427 国際政治経済論演習Ⅰ　修 岡部 JM28380 外国法文献研究Ⅲ（フランス法）　修
片平
303

嵩

JD1000331 西洋法制史演習A　博　 2演 大内 JM82082 知的財産法実務演習Ⅰ　修 戸次 JD1002017 国際政治経済論演習Ｃ　博 岡部

JD1000316 子どもと法演習　博
片平
301

久保野

JM28560 農林水産政策　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－法１ 仙台

JM32010 比較政治学演習Ⅰ　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－横田

JD1000612 比較政治学演習A　博　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－横田

JM28093 国際法演習Ⅲ　修 西本 JD1000111 憲法演習Ａ　博 3演 佐々木 JM63102 統計分析入門　修 大貫 JM22530 民事手続法演習Ⅲ　修 4演 宇野 JM28370 外国法文献研究Ⅰ（英米法）　修
片平
演206

芹澤

JM20401 比較憲法演習Ⅰ　修 3演 佐々木 JM22807 商法演習Ⅴ　修 4演 森田 JM63082 現代中国外交　修 阿南・ロート JD1000531 外国法文献研究Ａ（英米法）　博
片平
演206

芹澤

JM10420 医事法政策演習　修 4演 森田 JD1000265 民事手続法演習Ａ　博 坂田 JD1000262 民事手続法演習Ｂ　博 坂田

JM22510 民事手続法演習Ⅰ　修 今津

JM22800 商法演習Ⅱ　修 得津 JM22200 民法演習Ⅰ　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2演 吉永

JD1000121 比較憲法演習Ａ　博 3演 佐々木 JD1000191 民法演習Ａ　博　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2演 吉永

JM32350 グローバル・ガバナンス論　修 ゴメズ JM23261 実証分析演習Ⅰ　修 2演 森田 JM70542 通年　国際コロキアム・国際カンファレンスＩ　修　隔週 ローツ JM20560 刑法演習Ⅰ　修 3演 成瀬

JD1000321 日本法制史演習Ａ　博 3演 坂本 JD1002019 通年　国際コロキアム・国際カンファレンスＡ　博　隔週 ローツ JD1000151 刑法演習Ａ　博 3演 成瀬

JM70552 金融法　修
片平
301

得津 JM27500 日本政治外交史演習Ⅰ 修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 2演 伏見

JD1000401 日本政治外交史演習Ａ　博　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－2演 伏見

JD1000532 外国法文献研究Ｂ（ドイツ法）　博　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－大江

JM20100 通年　憲法演習Ⅱ　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4演 中林

JM11110 ◇経済法　修 滝澤 JM28080 国際法演習　修 4演 西本 JM32417 海洋法　修 西本 JM11600 法理学特論　修 樺島

JM22850 商法演習　修 2演 吉原 JM10487 アジア政治経済論演習Ⅰ　修 岡部 JD1000313 法理学演習C　博 樺島

JM25160 西洋法制史演習Ⅰ　修 3演 大内 JM32432 中国商事法演習　修 3演 温

JM20550 刑法演習　修 4演 坂下 JM23700 知的財産法演習Ⅱ　修 5演 戸次 JM24600 法理学演習Ⅰ　修 樺島

JM28090 国際法演習Ⅰ　修 植木 JD1002018 中国商事法演習　博 3演 温 JD1000311 法理学演習A　博 樺島

JD1000291 国際法演習Ａ　博 植木

JD1000150 刑法演習　博 4演 坂下 JM32425 日本外交政策入門　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
片平
302講

今西

JM30400 通年　民法研究会　修－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－共同

JD1000552 通年　民法研究会　博－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－共同

JM27010 西洋政治思想史演習Ⅰ　修 鹿子生 JM32300 中国政治演習Ⅰ　修 阿南 JM23600 知的財産法演習Ⅰ　修 2演 蘆立 JM21520 刑事訴訟法実務演習　修 大谷

JD1000421 西洋政治思想史演習Ａ　博 鹿子生 JD1000491 中国政治演習Ａ　博 阿南 JM32426 法とジェンダー演習　修 ローツ

JM28310 国際関係論演習Ⅰ　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－4演 戸澤

JM22240 民法実務演習　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－3演 池田

JM32421 農林水産政策演習Ⅰ　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
片平
302講

仙台

JM30650 通年　刑事法判例研究会Ⅰ　修　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－大会 共同

JD1000591 通年　刑事法判例研究会Ａ　博　隔週－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－大会 共同

JM30502 通年　社会法研究会Ⅰ　修－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－嵩

JD1000571 通年　社会法研究会Ａ　博－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 嵩

◇同期間内で２コマに分けて開講する科目（週２回開講） 授業実施方法について （令和3年4月8日現在）

①～④：配当学年 オンライン（オンデマンド型）

オンライン（リアルタイム型）

オンラインおよび対面を併用する科目

対面

色なし 授業担当教員に直接確認すること

令和３（２０２１）年度法学研究科　　前期時間割表

月

火

水

木

6

１８：００～１９：３０

【注意事項】
※初回授業日については、シラバスまたはグーグルクラスルームをご確認ください。クラスルームにアクセスする
　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。
※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。

その他（掲示「令和3年度前期　授業実施方法について」および各科目のシラバス、クラスルーム
を確認すること）

金

土

4

１４：４０～１６：１０

5

１６：２０～１７：５０

1

８：５０～１０：２０

2

１０：３０～１２：００

3

１３：００～１４：３０

JM63092
援助と開発演習　修　　　　　　　　　牧本・志賀・安達・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武藤・伏見（勝）
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