
≪講義科目≫

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

JB51510 現代政治分析 前期 月曜日 １講時 .前期 月曜日 ２講時 4 金子　智樹
当面は主にオンライン（オンデマンド）

形式で実施
4月11日（月）1・2講時

JB50040 法と歴史Ⅰ 前期 月曜日 ２講時 2 大内　孝 オンライン（オンデマンド） 4月1１日（月）

JB51020 日本法制史Ⅰ 前期 月曜日 ２講時 2 坂本　忠久 オンデマンド方式で行う ４月１1日（月）

JB50510 労働法 前期 月曜日 ２講時 .前期 火曜日 ２講時 4 桑村　裕美子
オンライン　リアルタイム授業

（Zoom）
4月11日（月）

JB83090
刑事学入門Ⅰ～サイバー空間

を含む安全な社会の確保に向

けた近年

前期 月曜日 ２講時 2 坪原　和洋 対面及びオンデマンド 4月11日（月）第2講時

JB51340 行政法Ⅰ 前期 月曜日 ３講時 .前期 月曜日 ４講時 4 大江　裕幸 オンライン（リアルタイム） 4月11日（月）3・4講時

JB51593 中国政治論 前期 月曜日 ３講時 .前期 月曜日 ４講時 4 阿南　友亮 後日掲載予定

JB83050 実務政策学D社会安全政策論 前期 月曜日 ３講時 2 坪原　和洋 対面及びオンデマンド 4月11日（月）第3講時

JB50230 刑事訴訟法 前期 火曜日 １講時 .前期 火曜日 ２講時 4 大谷　祐毅

オンデマンド
今後のCOVID-19の状況等によって変更

する場合がある。

４月１２日（火）１・２

講時

JB50610 国際私法 前期 火曜日 １講時 .前期 木曜日 １講時 4 井上　泰人 オンライン（リアルタイム） ４月１２日（火）１講時

JB50090 西洋政治思想史Ⅰ 前期 火曜日 ２講時 2 鹿子生　浩輝 オンライン（リアルタイム） 4月12日（火）

JB55010 比較憲法 前期 火曜日 ２講時 2 佐々木　弘通 オンライン（リアルタイム） 　4月12日（火）2講時

JB50225 刑法Ⅱ 前期 火曜日 ３講時 2 成瀬　幸典

当面の間はオンライン方式（リアルタイ

ム形式）で行います。
対面式で実施することが可能になった場

合、対面式に切り替えたいと考えていま

す。
教材等はGoogle Classroomに掲載する

予定です。

後日、Google Classroom
で連絡します。

JB51860 社会保障法 前期 火曜日 ３講時 .前期 金曜日 １講時 4 嵩　さやか

オンライン（リアルタイム）で実施しま
すが、対面実施可能となった場合には対
面に切り替えることがあります。
また、担当教員の都合により、特定の回
についてオンライン（オンデマンド）に
変更する場合があります。
（続きはシラバスで確認ください）

4月12日（火）3講時

JB51555 日本政治外交史Ⅱ 前期 火曜日 ３講時 .前期 水曜日 ２講時 4 伏見　岳人

最初の二回はオンデマンド型で実施す

る。その後は、リアルタイム型を中心

に、オンラインで実施する予定である。

４月１２日（火）

JB51811 会社法Ⅰ 前期 火曜日 ４講時 .前期 木曜日 ３講時 4 脇田　将典 オンライン（リアルタイム） 2022/4/12

JB51565 ヨーロッパ政治史Ⅱ 前期 火曜日 ５講時 .前期 木曜日 ４講時 4 平田　武

　授業は対面で開講することを予定して

いるが、COVID-19の感染状況によって

はオンラインとオンデマンド（オンライ

ン講義のアーカイヴ）を併用して開講す

ることとなる場合もある。
　追記：3月16日の地震の影響で講義棟

が使用できない間はオンライン（オンデ

マンド併用）で開講する。

　クラスルームにおい

て、追って連絡する。

JB50030 司法制度論 前期 水曜日 １講時 2 今津　綾子

オンライン授業（オンデマンド方式）

※ただし、第７回（６／１）はリアルタ

イム方式で実施します

４月１３日（水）　１講

時

JB50450 家族法 前期 水曜日 １講時 2 吉永　一行

オンライン（リアルタイム）にて実施す

る。下記 Google Classroom にZoomア

クセス用のURLを掲載する。今後状況が

許せば、対面授業（オンラインとのハイ

ブリッド）を行う可能性がある。対面授

業を行う際には授業の中で指示する。

4月13日

JB50060 比較法社会論 前期 水曜日 ２講時 2 芹澤　英明 オンライン（リアルタイム）　※録画なし 4月13日

JB50120 憲法Ⅱ 前期 水曜日 ２講時 2 中林　暁生 オンデマンド 4月13日

令和4年度前期　学部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。



JB50640 信託法 前期 水曜日 ３講時 2 田中　和明 オンライン（オンデマンド） 2022年4月13日(水)

JB55080 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。

JB55180 国際政治経済論 前期 木曜日 ２講時 2 岡部　恭宜
Google Classroomによるオンデマンド

講義とリアルタイム議論
4月14日(木)

JB50911 法理学Ⅰ 前期 木曜日 ３講時 2 樺島　博志 オンライン（オンデマンド）

JB51870 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

JB83061 公共政策学（農林水産政策

Ⅰ）
前期 木曜日 ３講時 2 松村　孝典 対面

４月１４日（木）　３講

時

JB51556 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１

４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

JB51542 比較政治学Ⅰ 前期 木曜日 ５講時 2 横田　正顕

4月中はオンライン（リアルタイム）と

し、以後教室での対面方式に切り替える

（ローテーションを組むかどうかは履修

登録の人数による）。

Google Classroomにおい

て告知する。

JB55230 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

JB50020 刑事法入門 前期 金曜日 １講時 2 大谷　祐毅

オンデマンド
今後のCOVID-19の状況等によって変更

する場合がある。

4月15日（金）1講時

JB50430 契約法・債権総論 前期 金曜日 １講時 .前期 金曜日 ２講時 4 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15日（金）1限

JB50010 民事法入門 前期 金曜日 ２講時 2 久保野　恵美子 リアルタイム・オンライン方式を予定 4月15日（金）

JB55110 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。

以下、「その他」の内容

本講義はその内容上、「法と歴史Ⅰ、
Ⅱ」を既に履修していることを前提とす
る（厳密な意味での「履修要件」とする
趣旨ではない）。次回開講は202４年度
の予定。
なお，初回授業を対面で開始するが，万
一出席人数が「対面授業」の許容人数を
超えた場合はオンラインに移行せざるを
えない。人数を把握する必要性が高いの
で，意思ある者は履修登録とともに，可
能な限り教室に出席すること。

４月15日（金）

JB51900 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

JB83095 公共政策特論Ⅱ
通年 金曜日 ５講時

通年 金曜日 ６講時
2

藤田　一郎.
今西　淳.
坪原　和洋.
廣木　雅史.
松村　孝典.
御手洗　潤

　原則対面で実施予定であるが、講義時

の新型コロナ感染症の状況等を踏まえ、

リアルタイムオンラインで実施する場合

もある。講義形式については、クラス

ルームの案内を随時確認すること。

４月１５日（金）



≪演習科目≫

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

JB60657 医事法政策演習 前期 月曜日 ２講時 2 森田　果 in person April 11

JB899006h 民法法曹実務演習Ⅰ 前期 月曜日 ２講時 2 吉永　一行

初回授業はオンライン（リアルタイム）

でのみ行う。下記 Google Classroom に
Zoomアクセス用のURLを掲載する。２

回目以降の授業は対面を原則とするが、

受講人数などの事情によっては、オンラ

イン（リアルタイム）のみ、または対面

とオンラインのハイブリッドで行う。初

回授業において指示する。

4月11日

JB80810 租税法演習Ⅰ 前期 月曜日 ３講時 2 藤原　健太郎 対面の形式にて実施する。 4月11日（月）3講時

JB82082 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。

初回：4月11日(月)3限
※本演習は、法曹コース

の選択必修科目ではあり

ません。

JB61418 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

JB80520 日本法制史演習 通年 月曜日 ３講時 4 坂本　忠久 対面式で行う ４月１1日（月）

JB61830 比較政治学演習（発展） 前期 火曜日 １講時 .前期 火曜日 ２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。

JB83085 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

JB83042 アメリカ信託法演習Ⅰ 前期 火曜日 ４講時 2 ＷＥＮ　ＸＩＡＯＴＯ

ＮＧ

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）

JB62050 日本政治外交史演習 前期 火曜日 ４講時 .前期 火曜日 ５講時 4 伏見　岳人 対面 ４月１９日（火）

JB61417 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

JB899003h 刑法法曹実務演習 前期 火曜日 ５講時 2 成瀬　幸典

対面式で行うことを予定しています。
ただし、新型コロナウイルスの流行状況

によっては、オンラインで実施する場合

もあります。その場合は、Google
Classroomで連絡します。

参加許可者とともに、

Google Classroomにて掲

示します。

JB63082 Contemporay Chinese
Diplomacy 前期 火曜日 ５講時 2

阿南　友亮.
ＲＯＴＨ　ＡＮＴＯＩ
ＮＥ　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

JB83030
留学

※国際コース登録者のみ
通年　火曜日　３講時 2 森田　果

山田　祥子

授業はオンラインで行います。

初回は、オンデマンドの動画になります。4月第１週ま

でにGoogle Classroomにアップロードする予定なの

で、早めに必ず視聴してください。

それ以外の演習は、リアルタイムで行う予定です。詳し
くはGoogle Classroomにてお知らせします。

開講日・時間は、火曜3限を原則としつつ、受講希望者

と協議の上、決定します。

授業は主に日本語で行いますがが、英語で書かれた
教科書を読んでもらうほか、外国人留学生との交流も
（少なくとも一部は）英語で行う予定です。

前期のみ事前指導を行う予定であるため、交換留学
の２次募集（応募期間：５月～６月）に応募しようと考え
ている者は、４月から応募書類等の準備と並行で「留
学演習」も受講してください。

-

JB60555 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

の状況等により、オンライン（リアルタ

イム）とする場合がある。

4月20日（水）



JB82210 商法演習Ⅰ 前期 水曜日 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13日（水）

JB62130 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。

JB60375KS 民法演習 前期 水曜日 ４講時 .前期 水曜日 ５講時 2 櫛橋　明香
第1回目はオンライン（リアルタイ

ム）、第２回目以降は対面で実施する。
4月13日（水）

JB899002h 行政法法曹実務演習 前期 水曜日 ４講時 .前期 水曜日 ５講時 2 北島　周作

初回については、オンライン（リアルタ

イム型）で実施する。その後は、対面型

を原則とし、内容によりオンライン形式

を併用する形での実施を予定している

が、履修人数等を考慮して最終的に決定

する。詳細はGoogleClassroomを参照さ

れたい。

4月13日（水）

JB60375IY 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

JB63110 政治思想史論文演習 通年 水曜日 ４講時 2 鹿子生　浩輝
対面（コロナウィルスの感染状況により

変更することがある）
４月13日（水）

JB83031
インターンシップ

※国際コース登録者のみ

通年 水曜日 ５講時（不定期） 2 岡部　恭宜.
鹿子生　浩輝

対面、オンライン（リアルタイム、オン

デマンド）。まずはGoogle Classroom
に登録して下さい。

-

JB61937 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）

JB80660 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）

JB61840 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)

JB82030 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

JB60660 法理学演習 前期 木曜日 ４講時 2 樺島　博志
対面　※申込み不要のため、直接演習室
へお越しください。

JB61630 西洋政治思想史演習Ⅰ 前期 木曜日 ４講時 2 鹿子生　浩輝
対面（コロナウィルスの感染状況により

変更することがある）
４月14日（木）

JB63115 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)

JB82540 中国政治演習Ⅰ 前期 金曜日 ２講時 2 阿南　友亮 リアルタイム

JB60375KE 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

JB82523 環境政策論演習 前期 金曜日 ３講時 前期 金曜日 ４講時 2 廣木　雅史

基本的に片平キャンパス・エクステン

ション教育研究棟302講義室において対

面授業で行う（オンラインも併用）が、

現地調査も実施予定（調整中）。

4月15日（金）3,4限

JB61702 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。

JB899005hK 民法法曹実務演習 前期 金曜日 ４講時 .前期 金曜日 ５講時 2 櫛橋　明香
オンライン（リアルタイム）　ただし、

第１５回は対面で行う予定である。
4月22日（金）



JB61511 現代政治分析演習Ⅰ 前期 金曜日 ５講時 2 金子　智樹 対面 4月15日（金）5講時

JB899004h 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

JB80111 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

※赤字は「4月1日現在」版からの修正・追記箇所となります。
令和4年4月5日現在
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