
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

JM21350 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
JM10420 医事法政策演習 前期 月曜日 ２講時 2 森田　果 in person April 11

JM32427 国際政治経済論演習 Ⅰ 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

JM82082 知的財産法実務演習Ⅰ 前期 月曜日 ３講時 2 戸次　一夫

本授業は、オンライン（リアルタイム型）により

実施する。　　履修者の希望を踏まえつつ、企業

等の現場訪問・web訪問も実施する予定。

4月11日(月)3限

JM26000 租税法演習Ⅰ 前期 月曜日 ３講時 2 他 対面の形式で実施する。 4月11日（月）3講時

JM24900 日本法制史演習Ⅰ 前期 月曜日 ４講時 2 坂本　忠久 対面式で行う ４月１1日（月）

JM22200 民法演習Ⅰ 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

JM32010 比較政治学演習Ⅰ 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。

JM28093 国際法演習Ⅲ 前期 月曜日 ５講時 2 西本　健太郎
In person (online participation will be possible for
participants unable to enter Japan) April 18th, 5th period

JM28380 外国法文献研究Ⅲ（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

JM83075 Peace and Multiculturalism in North East
Asia 前期 火曜日 ２講時 2 金　敬黙 リアルタイム（Online class) 12th April (Tuesday) 2nd peripd

JM20401 比較憲法演習Ⅰ 前期 火曜日 ３講時 2 佐々木　弘通 　対面 　4月12日（火）3講時

JM83060 アメリカ信託法演習Ⅰ 前期 火曜日 ４講時 2 ＷＥＮ　ＸＩＡＯＴＯＮ

Ｇ

ハイブリッド方式によります（オンライン授業の
場合、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）を使用する）。（続きは
シラバスでご確認ください）

4月12日（火曜日）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）

JM28305 国際私法演習Ⅰ 前期 火曜日 ４講時.前期 火曜日 ４講時 2 井上　泰人 対面 ４月１２日（火）４講時

JM28080 国際法演習 前期 火曜日 ５講時 2 西本　健太郎
対面
In person ４月19日　April 19th

JM63082 Contemporay Chinese Diplomacy 前期 火曜日 ５講時 2
阿南　友亮.
ＲＯＴＨ　ＡＮＴＯＩＮ
Ｅ　ＡＲＭＩＮ

This class will initially be conducted online on
Google Classroom, and will switch to in-person
learning if and when the situation allows.

12 April 2022

JM28370 外国法文献研究Ⅰ（英米法） 前期 火曜日 ６講時 2 芹澤　英明 対面 未定

JM23600 知的財産法演習Ⅰ 前期 水曜日 ２講時 2 蘆立　順美

原則、対面で実施する。　ただし、今後の状況や

履修者の希望により、オンライン（リアルタイ

ム）とする場合がある。

4月20日（水）

JM83055 情報関係法令論 前期 水曜日 ２講時 2
飯島　淳子.
大江　裕幸.
北島　周作

原則対面で実施するが、初回はオンラインで実施

する。詳細はGoogleClassroomにて連絡する。
4月13日（水）2限

JM11110 経済法 前期 水曜日 ３講時 .前期 水曜日 ４講時 4 滝澤　紗矢子

講義室が使えるようになるまでは、オンライン

（オンデマンド）を中心に授業を進めつつ、オン

ライン（リアルタイム）で質問を受け付ける機会

を設ける。講義室が使えるようになり次第、対面

を中心として一部オンライン（オンデマンド）を

併用して授業を進める。

時間割上は4月13日（水）3講時だが、Google
classroomで早めにオンデマンドの授業を配信

する。

JM27500 日本政治外交史演習Ⅰ 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）

JM29800 ヨーロッパ政治史演習Ⅰ 前期 水曜日 ４講時 .前期 水曜日 ５講時 2 平田　武

　対面での実施を予定しているが、COVID-19の
感染状況によっては、オンラインでの開催となる

場合もある。

　クラスルームにおいて、追って連絡する。初

回開講日は説明会で、オンラインで開催する。

JM21780IY 民法演習
前期 水曜日 ４講時 .
前期 水曜日 ５講時

2 池田　悠太 対面 4月27日（水）4限

JM20560 刑法演習Ⅰ 前期 水曜日 ５講時 2 成瀬　幸典 対面式で実施する予定です。
参加許可者とともに、後日、クラスルームに掲

載します。

JM25160 西洋法制史演習Ⅰ 前期 木曜日 ２講時 2 大内　孝 対面 4月1４日（木）

JM27130 行政学演習Ⅰ 前期 木曜日 ２講時 2 西岡　晋
リアルタイム（新型コロナウイルスの感染状況が

落ち着いていれば対面に変更する可能性もある）
4月14日（木）

JM28090 国際法演習Ⅰ 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

JM22800 商法演習Ⅱ 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）

JM14100 現代民法特論I 前期 木曜日 ３講時 2 池田　悠太

ハイブリッド（対面＋オンライン（オンデマン

ド））。ただし、当面は「オンライン（リアルタ

イム）＋オンライン（オンデマンド）」のハイブ

リッド形式とする（講義棟の復旧状況によ

る。）。

4月14日（木）3限

JM23700 知的財産法演習Ⅱ 前期 木曜日 ３講時 2 戸次　一夫
対面とオンライン(リアルタイム型)とを併用して

実施する。
4月14日(木)3限

JM10487 アジア政治経済論演習Ⅰ 前期 木曜日 ３講時 2 岡部　恭宜

ハイブリッド方式を予定していますが、感染状況

によって変更もあります。まずはGoogle
Classroomに登録して担当教員からの連絡を待っ

て下さい。
ハイブリッドで実施する場合、対面希望者は教室

で、オンライン希望者は下記のMeetで、それぞれ

参加して下さい。

4月14日(木)

JM105010 開発協力論演習 前期 木曜日 ４講時 2 岡部　恭宜

ハイブリッド方式を予定していますが、感染状況

によって変更もあります。まずはGoogle
Classroomに登録して担当教員からの連絡を待っ

て下さい。
ハイブリッドで実施する場合、対面希望者は教室

で、オンライン希望者は下記のMeetで、それぞれ

参加して下さい。

4月14日(木)

JM32425 日本外交政策入門 前期 木曜日 ４講時 .前期 木曜日 ５講時 2 今西　淳 対面

第１回目の講義は４月１４日（木）、特別ゲス

ト（駐日大使）が来訪し、講演予定
詳細はクラスルームを確認すること。
片平エクステンション棟（２０１）で開講する

ため、川内からの移動で遅れる場合には配慮し

ます

JM24600 法理学演習Ⅰ 前期 木曜日 ５講時 2 樺島　博志 対面

JM32417 海洋法 前期 木曜日 ５講時 2 西本　健太郎 Online On-Demand Course (until further notice) April 14th. 5th period

JM30400 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

JM11800 西洋法制史特論Ⅰ（イングランド法制史） 前期 金曜日 ２講時 2 大内　孝
対面の予定だが，下記「その他」に注意するこ

と。
４月15日（金）

JM27010 西洋政治思想史演習Ⅰ 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）

JM21780KE 民法演習 前期 金曜日 ３講時 2 久保野　恵美子 授業は対面で実施予定です。 4月15日（金）

JM32300 中国政治演習Ⅰ 前期 金曜日 ３講時 2 阿南　友亮 リアルタイム

JM70540 国際政治史 前期 金曜日 ３講時 2 戸澤　英典

原則として対面　（ただし、開講から当面の間は

リアルタイムZoomミーティング＋オンデマンドで

行う）

4月8日

JM26720 現代政治分析演習Ⅱ 前期 金曜日 ４講時 2 金子　智樹 対面 4月15日（金）4講時

JM28310 国際関係論演習Ⅰ 前期 金曜日 ４講時 .前期 金曜日 ５講時 2 戸澤　英典 対面
4月22日（金）　※それ以前に下記の説明会を

行うので必ず出席すること。

JM32432 中国商事法演習 前期 金曜日 ４講時 2 ＷＥＮ　ＸＩＡＯＴＯＮ

Ｇ

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）

JM83065h 刑事訴訟法法曹実務演習 前期 金曜日 ５講時 2 大谷　祐毅

対面
今後のCOVID-19の状況や参加者の人数等によ

り，オンライン（リアルタイム）で行うこともあ

り得る。

4月22日（金）5講時

JM20100 憲法演習Ⅱ 通年 金曜日 ４講時 .通年 金曜日 ５講時 4 中林　暁生 対面

JM30502 社会法研究会Ⅰ

通年 土曜日 ３講時 .
通年 土曜日 ４講時 .
通年 土曜日 ５講時

2 桑村　裕美子.
嵩　さやか

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

JM30650 刑事法判例研究会Ⅰ 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。

JM70010 国際コロキアムⅠ 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年度前期　研究大学院（博士課程前期２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。

令和4年4月4日現在
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