
講義コード 科目名 曜日・講時 単位数 担当教員 授業実施方法 備考

JB51821 商法総論・商行為法 後期 火曜日 ２講時 2 森田　果 対面

JB51890 現代民法特論Ⅲ 後期 火曜日 ３講時 2 鳥山　泰志 対面

JB55060 決済法 後期 火曜日 ４講時 2 得津　晶 対面

JB50720 英米法 後期 火曜日 ４講時 2 芹澤　英明 対面

JB55020 地方自治法 後期 水曜日 ２講時 2 諸岡　慧人 対面

JB55070 知的財産法
後期 水曜日 ２講時
後期 金曜日 ２講時

4 戸次　一夫
蘆立　順美

対面

JB51415 国際法
後期 水曜日 ４講時
後期 水曜日 ５講時

4 植木　俊哉 対面

JB83060 公共政策学（農林水産政策） 後期 木曜日 ３講時 2 松村　孝典 対面

JB50035 西洋法制史特論Ⅱ（アメリカ法制史） 後期 金曜日 ２講時 2 大内　孝 対面

JB51530 国際関係論
後期 金曜日 ２講時
後期 金曜日 ３講時

4 戸澤　英典 対面

JB83050 実務政策学Ｈ社会安全政策論 後期 金曜日 ３講時 2 坪原　和洋 対面

JB50110 憲法Ⅰ 後期 月曜日 ２講時 2 佐々木　弘通 オンライン（リアルタイム）

JB55040 租税法 後期 月曜日 ２講時 2 藤原　健太郎 オンライン（リアルタイム）

JB50510 労働法
後期 火曜日 ３講時
後期 木曜日 ２講時

4 桑村　裕美子 オンライン（リアルタイム）

JB51350 行政法Ⅱ
後期 水曜日 １講時
後期 水曜日 ２講時

4 北島　周作 オンライン（リアルタイム）

JB50100 ヨーロッパ政治史Ⅰ 後期 火曜日 ４講時 2 平田　武 オンライン（オンデマンドとリアルタイム併用）

JB50440 不法行為法 後期 月曜日 ５講時 2 池田　悠太 オンラインおよび対面を併用する
初回はオンライン（リアルタイム＋オンデマンド）
にて実施予定

JB50420 物権法 後期 木曜日 ３講時 2 池田　悠太 オンラインおよび対面を併用する
初回はオンライン（リアルタイム＋オンデマンド）
にて実施予定

JB51543 比較政治学Ⅱ 後期 月曜日 １講時 2 横田　正顕 オンライン（オンデマンド）

JB50230 刑事訴訟法
後期 月曜日 １講時
後期 月曜日 ２講時

4 大谷　祐毅 オンライン（オンデマンド）

JB51030 日本法制史Ⅱ 後期 月曜日 ２講時 2 坂本　忠久 オンライン（オンデマンド）

JB50410 民法総則 後期 火曜日 １講時 2 櫛橋　明香 オンライン（オンデマンド）

JB51525 西洋政治思想史Ⅱ 通年 火曜日 ２講時 4 鹿子生　浩輝 オンライン（オンデマンド）

JB50218 刑法Ⅲ
後期 火曜日 ２講時
後期 火曜日 ３講時

4 坂下　陽輔 オンライン（オンデマンド）

JB51610 行政学
後期 火曜日 ２講時
後期 火曜日 ３講時

4 西岡　晋 オンライン（オンデマンド）

JB55095 倒産処理法 後期 木曜日 ２講時 2 今津　綾子 オンライン（オンデマンド）

JB55170 アジア政治経済論 後期 木曜日 ２講時 2 岡部　恭宜 オンライン（オンデマンド）

JB51510 現代政治分析
後期 木曜日 ３講時
後期 木曜日 ４講時

4 金子　智樹 オンライン（オンデマンド）

JB50214 刑法Ⅰ 後期 木曜日 ４講時 2 坂下　陽輔 オンライン（オンデマンド）

JB50050 日本近代法史 後期 金曜日 １講時 2 坂本　忠久 オンライン（オンデマンド）

JB50130 憲法Ⅲ 後期 金曜日 １講時 2 中林　暁生 オンライン（オンデマンド）

JB50912 法理学Ⅱ 後期 木曜日 ３講時 2 樺島　博志 オンライン

JB50070 法学の理論 後期 木曜日 ４講時 2 樺島　博志 オンライン

令和3年度後期　学部の授業実施方法について

≪講義科目≫



講義コード 科目名 曜日・講時 単位数 担当教員 授業実施方法 備考

JB83055 実務政策学Ｉ社会安全政策論演習 後期 月曜日 ３講時 2 坪原　和洋 対面

JB80520 日本法制史演習 通年 月曜日 ３講時 4 坂本　忠久 対面

JB60375EK 民法演習 後期 月曜日 ４講時 2 久保野　恵美子 対面

JB60402KY 民法実務演習Ⅱ

後期 火曜日 ４講時
後期 火曜日 ５講時

隔週

2 吉永　一行 対面

初回のみZoomとし、第２回以降は対面で実施す
る
（ZoomURLはClassroomに掲載済み）
（火曜４・５限の隔週開講です）

JB80320 英米法演習 後期 火曜日 ５講時 2 芹澤　英明 対面

JB61862 東アジア国際政治 後期 火曜日 ５講時 2
ＲＯＴＨ　ＡＮＴＯＩＮＥ　ＡＲＭ
ＩＮ
阿南　友亮

対面

JB62030 日本政治外交史演習Ⅰ 後期 水曜日 ２講時 2 伏見　岳人 対面

JB82272 実証分析演習Ⅱ 後期 水曜日 ２講時 2 森田　果 対面

JB80111 憲法演習Ⅱ

通年 水曜日 ３講時
通年 水曜日 ４講時

隔週

4 中林　暁生 対面

JB83065 公共政策学演習（農林水産政策演習）

後期 水曜日 ３講時
後期 水曜日 ４講時

隔週

2 松村　孝典 対面

JB60385YT 民法実務演習

後期 水曜日 ３講時
後期 水曜日 ４講時

隔週

2 鳥山　泰志 対面

JB83075 社会保障政策演習
後期 水曜日 ３講時
後期 水曜日 ４講時

4 藤田　一郎 対面

JB60205 刑法演習

後期 水曜日 ４講時
後期 水曜日 ５講時

隔週

2 成瀬　幸典 対面

JB80701 行政法演習

後期 水曜日 ４講時
後期 水曜日 ５講時

隔週

2 飯島　淳子 対面

JB83070 まちづくり・地域づくり政策演習 後期 木曜日 ２講時 2 御手洗　潤 対面

JB80670 西洋法制史演習Ⅱ 後期 木曜日 ２講時 2 大内　孝 対面

具体的な授業の形態は，COVID-19の状況と，
参加者数の状況とを勘案して柔軟に決定したい
ので，Google Classroom上の連絡を常時注意さ
れたい。

JB80116 憲法実務演習 後期 木曜日 ４講時 2 佐々木　弘通 対面

JB83012 日本外交政策演習

後期 木曜日 ４講時
後期 木曜日 ５講時

隔週

2 今西　淳 対面

JB82453 交渉演習
後期　金曜日　３講時
後期　金曜日　４講時
※

2 森田　果 対面
※「交渉演習」は、１０月１日～１１月１２日の期間
に、毎週実施される予定です。

JB61703 国際関係論演習Ⅱ

後期 金曜日 ４講時
後期 金曜日 ５講時

隔週

2 戸澤　英典 対面

JB60375YI 民法演習

後期 金曜日 ４講時
後期 金曜日 ５講時

隔週

2 池田　悠太 対面
ただし体調不良等の場合にはオンラインおよび
対面の併用

JB63075 Introduction to Latin American Politics 後期 月曜日 ４講時 2 岡部　恭宜
清水　麻友美

11月半ばまではオンライン、
それ以降は対面を予定している

JB61511 現代政治分析演習Ⅰ 後期 火曜日 ５講時 2 金子　智樹 オンラインおよび対面を併用する

JB61936 行政学演習 後期 水曜日 ２講時 2 西岡　晋 オンラインおよび対面を併用する

JB62130 ヨーロッパ政治史演習Ⅰ

後期 水曜日 ４講時
後期 水曜日 ５講時

隔週

2 平田　武 オンラインおよび対面を併用する

JB82050 知的財産法演習Ⅲ 後期 木曜日 ３講時 2 戸次　一夫 オンラインおよび対面を併用する
対面で行う回については、オンライン(リアルタイ
ム型)での参加も可能なハイブリッド型を採用する
予定。

JB62100 ヨーロッパ政治史基礎演習
後期 木曜日 ４講時
後期 木曜日 ５講時

4 平田　武 オンラインおよび対面を併用する

JB61419 国際法演習Ⅳ 後期 木曜日 ５講時 2 西本　健太郎 オンラインおよび対面を併用する

JB60655 社会保障法演習 後期 金曜日 ２講時 2 嵩　さやか オンラインおよび対面を併用する

JB83045 U.S. Foreign Policy 後期 月曜日 ２講時 2 日高　薫
岡部　恭宜

オンライン（リアルタイム）

JB82083 知的財産法実務演習Ⅱ 後期 月曜日 ３講時 2 戸次　一夫 オンライン（リアルタイム）

JB61812 比較政治学演習（基礎）

後期 火曜日 １講時
後期 火曜日 ２講時

隔週

2 横田　正顕 オンライン（リアルタイム）

JB63055 行政法実務演習

後期 火曜日 ４講時
後期 火曜日 ５講時

隔週

2 北島　周作 オンライン（リアルタイム）

JB60455 民事訴訟法実務演習 後期 水曜日 ２講時 2 坂田　宏
今津　綾子

オンライン（リアルタイム）

JB83031 インターンシップ 通年 水曜日 ４講時 2 岡部　恭宜
坂下　陽輔

オンライン（リアルタイム） 国際コースのみ

JB61642S 西洋政治思想史演習Ⅱ 後期 木曜日 ２講時 2 鹿子生　浩輝 オンライン（リアルタイム）

JB61841 アジア政治経済論演習Ⅱ 後期 木曜日 ４講時 2 岡部　恭宜 オンライン（リアルタイム）

≪演習科目≫



JB82542 中国政治演習Ⅱ 後期 金曜日 ２講時 2 阿南　友亮 オンライン（リアルタイム）

JB82550 中国政治論文演習 後期 金曜日 ４講時 2 阿南　友亮 オンライン（リアルタイム）

JB60402AK 民法実務演習Ⅱ

後期 金曜日 ４講時
後期 金曜日 ５講時

隔週

2 櫛橋　明香 オンライン（リアルタイム）

JB83030 留学

通年

「留学」（演習）の時間割は、ク
ラスルームにて周知予定

2 滝澤　紗矢子
ＲＯＯＴＳ　ＭＡＩＡ

オンライン（リアルタイム） 国際コースのみ

JB82310 経済法演習 後期 金曜日 ３講時 2 滝澤　紗矢子

初回（10/8)は、参集して、対面で演習の内容
を説明する。
その後の演習実施方法は、対面を基本としつ
つ、参加者の希望を聞いて、決定する。

（令和3年10月19日現在）

・初回授業日については、シラバスを確認してください。

・授業実施方法が「未定」の科目については、随時クラスルーム等を確認してください。

・赤字の箇所は、前回からの変更点となります。


	後期・学部のみ

