
科目名 担当教員 科目名 担当教員

民法研究I 近江 幸治 春学期 月 ５時限 民法特殊研究I 橋本 有生 春学期 木 ５時限
民法研究II 近江 幸治 秋学期 月 ５時限 民法特殊研究II 吉田 克己 秋学期 火 ５時限
民法研究I 岩志 和一郎 春学期 月 ３時限 商法特殊研究（１）I 大塚 英明 春学期 月 ７時限
民法研究II 岩志 和一郎 秋学期 月 ３時限 商法特殊研究（１）II 大塚 英明 秋学期 月 ７時限
民法研究I 棚村 政行 春学期 木 ３時限 商法特殊研究（２）I 箱井 崇史 春学期 土 ４時限
民法研究II 棚村 政行 秋学期 木 ３時限 商法特殊研究（２）II 箱井 崇史 秋学期 土 ４時限
民法研究I 大塚 直 春学期 火 ６時限 商法特殊研究（３）I 鳥山 恭一 春学期 月 ４時限
民法研究II 大塚 直 秋学期 火 ６時限 商法特殊研究（３）II 鳥山 恭一 秋学期 月 ４時限
民法研究I 後藤 巻則 春学期 木 ３時限 企業会計法研究 尾崎 安央 春学期 木 ５時限
民法研究II 後藤 巻則 秋学期 木 ３時限 資本市場法研究 若林 泰伸 春学期 土 １時限
民法研究I 三枝 健治 春学期 水 １時限 信託法研究 渡辺 宏之 春学期 火 ５時限
民法研究II 三枝 健治 秋学期 水 １時限 民事訴訟法特殊研究（１） 高田 昌宏 春学期 水 ２時限
民法研究I 青木 則幸 春学期 月 ５時限 民事訴訟法特殊研究（２） 高田 昌宏 秋学期 水 ２時限
民法研究II 青木 則幸 秋学期 月 ５時限 民事訴訟法特殊研究（４）I 本間 靖規 春学期 木 ５時限
民法研究I 山口 斉昭 春学期 月 ４時限 民事訴訟法特殊研究（４）II 本間 靖規 秋学期 木 ５時限
民法研究II 山口 斉昭 秋学期 月 ４時限 比較民事訴訟法研究I 勅使川原 和彦 春学期 火 ３時限
民法研究I 大場 浩之 春学期 火 ３時限 比較民事訴訟法研究II 勅使川原 和彦 秋学期 火 ３時限
民法研究II 大場 浩之 秋学期 火 ３時限 民事執行・保全法研究 松村 和徳 春学期 火 ５時限
民法研究I 瀬川 信久 春学期 水 ３時限 倒産処理法特殊研究（１） 加藤 哲夫 春学期 金 ３時限
民法研究I 磯村 保 春学期 月 ５時限 倒産処理法特殊研究（２） 加藤 哲夫 秋学期 金 ３時限
民法研究II 磯村 保 秋学期 火 １時限 倒産処理法特殊研究（３） 山本 研 春学期 金 ４時限
民法研究I 山城 一真 春学期 火 ４時限 倒産処理法特殊研究（４） 山本 研 秋学期 金 ４時限
民法研究I 中田 裕康 春学期 木 ４時限 国際民事訴訟法研究 安達 栄司 秋学期 金 ５時限
民法研究II 中田 裕康 秋学期 水 ３時限 労働法特殊研究（２） 竹内 寿 春学期 火 １時限
商法研究I 上村 達男 春学期 土 ２時限 社会保障法特殊研究（１） 中島 誠 秋学期 土 １，２時限 （隔週）
商法研究II 上村 達男 秋学期 土 ２時限 社会保障法特殊研究（２） 福島 豪 ※詳細未定

商法研究I 尾崎 安央 春学期 木 ３時限 社会保障法特殊研究（３） 秋元 美世 春学期 木 ２時限
商法研究II 尾崎 安央 秋学期 木 ３時限 社会保障法特殊研究（４） 伊奈川 秀和 秋学期 土 １，２時限 （隔週）
商法研究I 箱井 崇史 春学期 土 ３時限 労務管理と法 竹内 寿 秋学期 火 １時限
商法研究II 箱井 崇史 秋学期 土 ３時限 年金制度と法 度山 徹 春学期 土 ２時限
商法研究I 鳥山 恭一 春学期 月 ３時限 社会保障法理論研究 菊池 馨実 春学期 水 ６時限
商法研究II 鳥山 恭一 秋学期 月 ３時限 成年後見・権利擁護と法 岩志 和一郎 秋学期 火 ６時限
商法研究I 大塚 英明 春学期 月 ６時限 医療制度と法 島崎 謙治 春学期 土 １時限
商法研究II 大塚 英明 秋学期 月 ６時限 国際知的財産法 駒田 泰土 春学期 火 ６時限
商法研究I 黒沼 悦郎 春学期 火 ５時限 著作権法研究（１） 今村 哲也 春学期 水 ６時限
商法研究II 黒沼 悦郎 秋学期 火 ５時限 著作権法研究（２） 椙山 敬士 秋学期 火 ６，７時限 （隔週）
商法研究I 福島 洋尚 春学期 火 ４時限 比較知的財産法研究 ラーデマッハ クリストフ 春学期 金 ６時限
商法研究II 福島 洋尚 秋学期 火 ４時限 Comparative Studies of Intellectual Property Law ラーデマッハ クリストフ 秋学期 金 ６時限
商法研究I 若林 泰伸 春学期 木 ４時限 船舶金融法研究 木原 知己 秋学期 月 ６時限
商法研究I 岩原 紳作 春学期 金 ３時限 海上保険法研究 久保 治郎 春学期 木 ６時限
商法研究II 岩原 紳作 秋学期 金 ３時限 国際海事争訟論 雨宮 正啓 春学期 月 ７時限
民事訴訟法研究I 勅使川原 和彦 春学期 火 ４時限 英米海商法研究 中出 哲 秋学期 火 ６時限
民事訴訟法研究II 勅使川原 和彦 秋学期 火 ４時限 傭船契約法研究I 津留崎 裕 春学期 火 ７時限
民事訴訟法研究I 松村 和徳 春学期 月 ４時限 傭船契約法研究II 津留崎 裕 秋学期 火 ７時限
民事訴訟法研究II 松村 和徳 秋学期 火 ５時限
民事訴訟法研究I 菅原 郁夫 春学期 火 ２時限 ※隔週開講科目の開講週については、別途掲示にてお知らせします。
民事訴訟法研究II 菅原 郁夫 秋学期 金 ３時限
民事訴訟法研究I 本間 靖規 春学期 木 １時限
民事訴訟法研究II 本間 靖規 秋学期 木 １時限
民事訴訟法研究I 西口 元 春学期 水 １時限
民事訴訟法研究II 西口 元 秋学期 水 ２時限
民事訴訟法研究I 高田 昌宏 春学期 火 ５時限
民事訴訟法研究II 高田 昌宏 秋学期 火 ５時限
倒産処理法研究I 加藤 哲夫 春学期 火 ３時限
倒産処理法研究II 加藤 哲夫 秋学期 火 ３時限
倒産処理法研究I 山本 研 春学期 金 ５時限
倒産処理法研究II 山本 研 秋学期 金 ５時限
社会保障法研究I 菊池 馨実 春学期 水 ７時限
社会保障法研究II 菊池 馨実 秋学期 水 ６時限
労働法研究I 島田 陽一 春学期 月 ６時限
労働法研究II 島田 陽一 秋学期 月 ６時限
労働法研究I 浅倉 むつ子 春学期 火 ５時限
労働法研究II 浅倉 むつ子 秋学期 火 ５時限
労働法研究I 竹内 寿 春学期 月 ７時限
労働法研究II 竹内 寿 秋学期 月 ７時限
知的財産権法研究I 高林 龍 春学期 木 ６時限
知的財産権法研究II 高林 龍 秋学期 木 ６時限
知的財産権法研究I 上野 達弘 春学期 月 ６時限
知的財産権法研究II 上野 達弘 秋学期 月 ６時限
環境法研究I 大塚 直 春学期 水 ６時限
環境法研究II 大塚 直 秋学期 水 ６時限
経済法研究I 土田 和博 春学期 木 ４時限
経済法研究II 土田 和博 秋学期 木 ３時限
国際取引法研究I 須網 隆夫 春学期 金 ２時限
国際取引法研究II 須網 隆夫 秋学期 木 ２時限
国際私法研究I 江泉 芳信 春学期 火 ５時限
国際私法研究II 江泉 芳信 秋学期 火 ５時限

集中講義（春学期）

民事法学専攻
◆ 専修科目 ◆

時間割

◆ 専修科目以外の科目 ◆
時間割


