
I 　時　限 Ⅱ　時　限 Ⅲ　時　限 Ⅳ　時　限 Ⅴ　時　限

民法研究４Ａ （前） （２演） 長野 国際法研究１ （５演） 酒井 商法研究１A （前） （２演) 白井 商法特別演習１A （前） （10演） 洲崎 知的財産法研究A （前） （法科3演) 愛知

政治過程論研究 （９演） 近藤（正） 民法研究５Ａ （前） （２演） 潮見・和田 商法研究１B （後） （２演) 白井 商法特別演習２B （後） （10演） 北村 刑法研究２A （前） （８演） 髙山

民法研究５B （後） （２演） 潮見・和田 国際私法研究B （後） （９演） 中西（康） 刑法研究２Ｂ （後） （７演） 髙山

民事手続法研究２A （前） （４演) 笠井 日本政治外交史研究 （３演） 奈良岡　

民事手続法研究２B （後） （４演) 笠井 フランス法概論 （前） （５演） 横山

刑事法政策研究 （１演） 安田 アメリカ法文献読解（山田） （前） （１演） 山田

政治学研究 （７演） 建林・石間

行政法研究１A （前） （１演） 仲野・須田 日本法史研究A （前） （８演） 伊藤・髙谷 経済法研究 （２演） 和久井 企業法研究Ａ （前） （２演) 山下 租税法研究A （前） （10演） 岡村

行政法研究１B （後） （１演） 仲野・須田 日本法史研究B （後） （８演） 伊藤・髙谷 民事手続法研究３A （前） （７演） 山田 刑事学研究A （前） （３演） 稲谷 租税法研究B （後） （10演） 岡村

西洋法史研究 （９演） 佐藤 English Presentation特別演習 （後） （第1RPG） ヒジノ 刑事学研究B （後） （３演） 稲谷

フランス法研究 （４演） 横山 Professional Writing特別演習 （前） （第1RPG） マーフィー

企業法研究Ｂ （後） （５演) 山下 リーガル・プレゼンテーション（独）特別演習 （後） （５演） コツィオール

アメリカ政治研究 （６演） 待鳥 ドイツ・フランス法文献読解（伊藤） （前） （５演） 伊藤

ドイツ法概論 （前） （１０演） 服部

民法研究４B （後） （２演） 長野 法理学研究 （７演） 近藤（圭） 東洋法史研究 （法科4演) 鈴木(秀) ドイツ法研究Ａ （前） （10演） 服部 行政学研究 （10演） 曽我

ドイツ法文献読解（髙山） （前） （４演） 髙山 行政法研究２B （後） （６演） 原田 憲法研究A （前） （１演） 土井・音無 ドイツ法研究Ｂ （後） （10演） 服部

国際法研究２A （前） （５演） 玉田 憲法研究B （後） （１演） 土井・音無 民法研究２A （前） （２演） 吉政・西内

民事法特別演習A （前） （３演) 山本（敬） 民法研究１B （後） （３演) 橋本 民法研究２B （後） （２演） 吉政・西内

民事法特別演習B （後） （３演) 山本（敬） 社会保障法研究 （法科7演) 稲森 国際取引法研究Ａ （前） （５演） 西谷

国際政治学研究 （※） （４演） 中西（寛） 民事手続法研究１A （前） （10演） 山本(克) 政治思想史研究 （３演） 森川

民事手続法研究１Ｂ （後） （10演） 山本(克) 国際政治経済分析研究 （7演) 鈴木（基）・宇治

比較政治学研究 （７演） 島田（幸）

地方政治論特別演習 （５演） ヒジノ

行政法研究２A （前） （６演） 原田 法社会学研究 （法科７演） 船越

民法研究３A （前） （８演） 木村 国際機構法研究 （４演） 濵本

民法研究３B （後） （８演） 木村 商法研究２A （前） （10演） 前田・髙橋

商法研究３B （後） （５演） 齊藤 商法研究２B （後） （10演） 前田・髙橋

刑事法特別演習 （７演） 池田 国際取引法研究B （後） （５演） 西谷

刑法研究１ （３演） 塩見

政治史研究 （７演） 唐渡

政治学特別演習 （前） （９演） 秋月

アメリカ法文献読解（西谷） （前） （５演） 西谷

商法研究３A （前） （５演） 齊藤 ローマ法研究A （前） （５演） 佐々木 商法特別演習２A （前） （10演） 北村 立法学研究A （前） （10演） 曽我部 刑事手続法研究A （前） （７演） 堀江

ローマ法研究B （後） （９演） 佐々木 アメリカ法文献読解（曽我部） （前） （１演） 曽我部 立法学研究B （後） （10演） 曽我部 刑事手続法研究B （後） （７演） 堀江

ヨーロッパ法特別演習A （前） （８演） コツィオール

ヨーロッパ法特別演習B （後） （８演） コツィオール

国法学研究A （前） （１演） 毛利

国法学研究B （後） （５演） 毛利

労働法研究A （前） （２演) 村中・島田(裕)

労働法研究B （後） （６演) 島田(裕)

民事手続法研究３B （後） （７演） 山田

国際政治学研究 （※） （４演） 中西（寛）

アメリカ法文献読解（稲谷） （前） （６演） 稲谷

【注】 1. (漢数字)は教室、（演）は演習室、（研）は授業担当教員研究室である。 3． （※）　国際政治学研究（中西（寛））は、前期金曜日２限、後期水曜日２限に行う。

2. （前）（後）の表示のある科目は、前期（２単位）・後期（２単位）に分けて開講する。
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