
講義コード 科目名 曜日・講時 単位数 担当教員
実施方法(対面・リアルタイム・オンデマン

ド・ハイブリッド等) 初回授業日等

JD1000331 西洋法制史演習Ａ 前期 月曜日 １講時 2 大内　孝 対面
4月1１日（月）。なお下記その他を参照のこ

と

JD1000160 刑事訴訟法演習 前期 月曜日 １講時 2 井上　和治 対面 4月11日

JD1002015 国際政治経済論演習Ａ 前期 月曜日 ３講時 2 岡部　恭宜

Hybrid (Face-to-face and online). Students are
required to register for the course at Google
Classroom, through which class information will be
provided.

April 11 (Mon.), 3rd period

JD1000321 日本法制史演習Ａ 前期 月曜日 ４講時 2 坂本　忠久 対面式で行う

JD1000191 民法演習Ａ 前期 月曜日 ４講時 .前期 月曜日 ５講時 2 吉永　一行

対面を原則とし、新型コロナ感染症の状況に応

じてオンライン（リアルタイム）にて実施する

か、対面とオンラインのハイブリッドで行う。

初回授業をオンライン（リアルタイム）でのみ

行う必要がある場合には、下記 Google
Classroom にZoomアクセス用のURLを掲載す

る。

4月13日

JD1000612 比較政治学演習Ａ 前期 月曜日 ４講時 .前期 月曜日 ５講時 2 横田　正顕

初回（説明会）のみオンライン（リアルタイ

ム）で実施し、以後演習室にて対面方式で行う

（国外在住者についてはオンラインでの参加が

可能）。

Google Classroomにおいて告知する。

JD1002035 多様性社会と法演習 前期 月曜日 ４講時 2
久保野　恵美子.
今津　綾子.
嵩　さやか

原則として対面で実施するが、新型コロナウイ

ルス感染症の状況等によりオンライン（リアル

タイム）で実施する場合がある。

4月11日（月）　4講時

JD28382 外国法文献研究C（フランス法） 前期 火曜日 １講時 2 嵩　さやか

原則として、対面で実施するが、新型コロナウ

イルス感染症の状況によりオンライン（リアル

タイム）に切り替える場合がある。

4月12日（火）　1講時

JD1000121 比較憲法演習Ａ 前期 火曜日 ３講時 2 佐々木　弘通 　対面 　4月12日（火）3講時

JD1000111 憲法演習Ａ 前期 火曜日 ４講時 2 佐々木　弘通 　対面 　4月12日（火）4講時

JD1000265 民事手続法演習Ａ 前期 火曜日 ５講時 2 今津　綾子 対面 ４月１２日（火）５講時

JD1002040 外国法文献研究C（英米法） 前期 火曜日 ５講時 .前期 火曜日 ６講時 2 北島　周作

初回はオンライン（リアルタイム型）で実施す

る。その後は、対面型を原則とする予定である

が、最終的には、参加者と相談し、その状況を

考慮して決定する。詳細はGoogleClassroomを参

照されたい。

4月12日

JD1000531 外国法文献研究Ａ（英米法） 前期 火曜日 ６講時 2 芹澤　英明 対面 未定

JD1000262 民事手続法演習Ｂ 前期 火曜日 ６講時 2 今津　綾子 対面 ４月１２日（火）６講時

JD1000401 日本政治外交史演習Ａ 前期 水曜日 ４講時 .前期 水曜日 ５講時 2 伏見　岳人 対面 ４月１３日（水）

JD1000151 刑法演習Ａ 前期 水曜日 ５講時 2 成瀬　幸典 対面式で行う予定である。
参加許可者とともに、後日、クラスルームで

連絡する。

JD1000291 国際法演習Ａ 前期 木曜日 ２講時 2 植木　俊哉
当面はオンラインで実施する。但し、参加者の

希望等を踏まえて変更する場合がある。
2022年4月14日（木）２講時

JD1002025 商法演習B 前期 木曜日 ２講時 2 石川　真衣
対面（状況に応じてオンライン（リアルタイ

ム）にする可能性がある）
4月14日（木）

JD1000311 法理学演習Ａ 前期 木曜日 ６講時 2 樺島　博志 対面

JD1000552 民法研究会 通年 木曜日 ４講時 .通年 木曜日 ５講時 4 鳥山　泰志
当面の間はオンライン（リアルタイム）とす

る。
Google Classroomにて掲示予定

JD1000421 西洋政治思想史演習Ａ 前期 金曜日 ２講時 2 鹿子生　浩輝
対面（コロナウィルスの状況に応じて変更する

ことがある）
4月15日（金）

JD1000491 中国政治演習Ａ 前期 金曜日 ３講時 2 阿南　友亮 リアルタイム

JD1000426 現代政治分析演習Ａ 前期 金曜日 ４講時 2 金子　智樹 対面 4月15日（金）4講時

JD1002018 中国商事法演習 前期 金曜日 ４講時 2 ＷＥＮ　ＸＩＡＯＴＯ

ＮＧ

ハイブリッド方式（オンライン授業の場合、基

本的にリアルタイムで実施します。また、クラ

スルームではなく、東北大学インタネットス

クール（ISTU）を通じてZoom講義のリング、

講義ID及びパスコードを通知します）。

4月15日（金曜日）４講時の初回授業は、

Zoomを通じてオンライン（リアルタイム）
で実施します。（続きはシラバスで確認くだ
さい）

JD1000591 刑事法判例研究会Ａ 通年 土曜日 ３講時 .通年 土曜日 ４講時 2 成瀬　幸典

対面式で行うことを予定していますが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染状況によっては、オ

ンライン形式で行います。

報告者とともに、後日、クラスルームに掲載

します。

JD1000571 社会法研究会Ａ 通年 土曜日 ３講時 .通年 土曜日 ４講時 .通年 土曜日 ５講  2 嵩　さやか.
桑村　裕美子

オンライン（リアルタイム）。ただし、今後の

COVID-19の状況次第では、対面に切り替える場

合もある。

4月16日（土）　3講時

令和4年度前期　研究大学院（博士課程後期３年）の授業実施方法について

※各科目の「実施方法」「初回授業日等」について、3月28日の学務情報シラバスデータにより記載しております。授業開始前に、必ず、シラ
バスおよびクラスルームも参照ください。初回等の一部の授業について、他の実施方法にて行われる場合があります。

※「初回授業日等」について空欄の場合には、シラバスやクラスルーム等に掲載される授業担当教員の指示に従ってください。不明の場合に
は、4月11日の週から授業に参加できるようご準備ください。

※クラスルームのクラスコードについては、シラバスにてご確認ください。



JD1002010 国際コロキアムＡ 前期 1 滝澤　紗矢子
山田　祥子

オンライン（リアルタイム）
arranging the class dates in May and June with
participants

※赤字は前回からの修正・追記箇所となります。
令和4年4月4日現在
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