
2018年9月28日2018年度秋学期
2次科目登録後　余裕定員表

＜月曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Gate １Ｄ-2 秋学期月１限 161１年以上    吉野　舞起子

English: Gate ３Ｄ-2 秋学期月１限 131１年以上    マニング　ジュリア

ン

English: Theme １７（秋） 秋学期月１限 締切1２年以上    白鳥　義博

English: Theme ３１（秋） 秋学期月１限 141２年以上    ハンクス　ジェフ

リー　ウイルソン

仏語初級 II（基礎）　３Ｆ 秋学期月１限/

木２限

締切2１年以上    谷　昌親

仏語初級 II（基礎）　７Ｆ 秋学期月１限/

木２限

202１年以上    塚原　史

露語初級 II（基礎）　１Ｒ 秋学期月１限/

木２限

162１年以上    岩田　貴

西語初級 II（基礎）　３Ｓ 秋学期月１限/

水３限

112１年以上    金澤　直也

西語中級 I（総合）　８（秋） 秋学期月１限 締切1１年以上    睦月　規子

応用民法 II 秋学期月１限 502３年以上    山野目　章夫

導入演習（選択）　９ 秋学期月２限 締切2１年以上    酒巻　匡

English: Gate ４Ｄ-1 秋学期月２限 231１年以上    田嶋　圭一

English: Gate ６Ｄ-1 秋学期月２限 111１年以上    澤田　敬司

English: Gate ３Ｃ-1 秋学期月２限 81１年以上    乙黒　亮

English: Gate ５Ｃ-2 秋学期月２限 締切1１年以上    下田　啓

English: Gate ６Ｃ-2 秋学期月２限 81１年以上    マニング　ジュリア

ン

English: Gate ５Ｓ-2 秋学期月２限 151１年以上    ダッフ　ブライアン

English: Theme １０（秋） 秋学期月２限 締切1２年以上    石原　健

English: Theme ４２（秋） 秋学期月２限 201２年以上    ハンクス　ジェフ

リー　ウイルソン

仏語初級 II（基礎）　４Ｆ 秋学期月２限/

木１限

152１年以上    吉田　裕

仏語初級 II（基礎）　５Ｆ 秋学期月２限/

木１限

132１年以上    中村　隆之

中国語初級 II（基礎）　１Ｃ 秋学期月２限/

木３限

締切2１年以上    土谷　彰男

西語初級 II（基礎）　２Ｓ 秋学期月２限/

水１限

122１年以上    金澤　直也

西語初級 II（演習）　４Ｓ 秋学期月２限 181１年以上    Ｎ・ロペス

独語中級 I（文法・作文）  １（秋） 秋学期月２限 締切1１年以上    江口　大輔

独語中級 II（総合）１（秋） 秋学期月２限 211２年以上    

仏語中級 I（総合）  ３（秋） 秋学期月２限 締切1１年以上    後藤　美和子

仏語中級 I（総合）  ４（秋） 秋学期月２限 201１年以上    田口　啓子

仏語中級 I（総合）  ６（秋） 秋学期月２限 131１年以上    谷　昌親

仏語中級 I（総合）  ７（秋） 秋学期月２限 201１年以上    塚原　史

仏語中級基礎  I （秋） 秋学期月２限/

木５限

締切2１年以上    守中　高明

中国語中級 II（ｽﾃｯﾌﾟ II）　１（秋） 秋学期月２限/

水４限

締切2２年以上    辻　リン

露語中級 II（総合） （秋） 秋学期月２限 331２年以上    岩田　貴

社会学 I　Ｂ （井関） 秋学期月２限 302１年以上    井関　正久

ジェンダー論 I　Ａ （田崎） 秋学期月２限 2052１年以上    田崎　英明

日本史 I　Ｄ （上田） 秋学期月２限 2272１年以上    上田　美和

民法 I（総則II）　Ｃ 秋学期月２限 1282１年以上    岩志　和一郎

行政法 II　Ａ 秋学期月２限 482２年以上    首藤　重幸

社会政策（労働経済論）  Ｂ 秋学期月２限/

木２限

94３年以上    白木　三秀

International Business Law 秋学期月２限 212２年以上    ラーデマッハ　クリ

ストフ

医事刑法 秋学期月２限 2142２年以上    甲斐　克則

会社法 III 秋学期月２限/

木２限

274３年以上    福島　洋尚

商法（保険法） 秋学期月２限/

火２限

554３年以上    大塚　英明

外国書講読（中国の環境と法）II 秋学期月２限 212３年以上    文　元春

導入演習（選択）　１０ 秋学期月３限 締切2１年以上    清水　章雄

導入演習（選択）　３０ 秋学期月３限 締切2１年以上    山本　研

English: Gate ９Ｄ-1 秋学期月３限 51１年以上    鈴木　順子

English: Gate ９Ｃ-1 秋学期月３限 51１年以上    田嶋　圭一

English: Gate ６Ｓ-2 秋学期月３限 141１年以上    ダッフ　ブライアン

English: Gate ７Ｓ-2 秋学期月３限 121１年以上    下田　啓

English: Theme １２（秋） 秋学期月３限 締切1２年以上    石原　健

English: Theme ４１（秋） 秋学期月３限 締切1２年以上    乙黒　亮

English: Theme ５１（秋） 秋学期月３限 71２年以上    ハンクス　ジェフ

リー　ウイルソン

English: Advanced ３（秋） 秋学期月３限 171３年以上    澤田　敬司

仏語初級 II（基礎）　１Ｆ 秋学期月３限/

木３限

締切2１年以上    立花　英裕

仏語初級 II（基礎）　２Ｆ 秋学期月３限/

木３限

締切2１年以上    中村　隆之

仏語初級 II（基礎）　６Ｆ 秋学期月３限/

木３限

122１年以上    守中　高明

中国語初級 II（基礎）　２Ｃ 秋学期月３限/

木３限

締切2１年以上    門田　康宏

中国語初級 II（基礎）　３Ｃ 秋学期月３限/

木４限

締切2１年以上    大森　信徳

中国語初級 II（基礎）　６Ｃ 秋学期月３限/

木２限

62１年以上    土谷　彰男

西語初級 II（演習）　１Ｓ 秋学期月３限 361１年以上    Ｈ・オスノ

西語初級 II（演習）　８Ｓ 秋学期月３限 101１年以上    Ｎ・ロペス

仏語中級 I（総合）  １（秋） 秋学期月３限 締切1１年以上    吉田　裕

仏語中級 II　１（秋） 秋学期月３限 締切1２年以上    谷　昌親

仏語中級 II　２（秋） 秋学期月３限 151２年以上    後藤　美和子

仏語上級  ２（秋） 秋学期月３限 261２年以上    塚原　史

中国語中級 I（ｽﾃｯﾌﾟ I）　１（秋） 秋学期月３限/

水３限

締切2１年以上    山本　律

中国語中級 I（ｽﾃｯﾌﾟ I）　２（秋） 秋学期月３限/

水３限

締切2１年以上    辻　リン

中国語中級 I（表現演習）　３（秋） 秋学期月３限 締切1１年以上    呉　念聖

倫理学 II　 （野尻） 秋学期月３限 締切2１年以上    野尻　英一

地域文化 I　Ｂ （奥村） 秋学期月３限 締切2１年以上    奥村　優子

民事訴訟法 I  Ｄ 秋学期月３限/

木３限

1694２年以上    菅原　郁夫

刑事訴訟法  Ｃ 秋学期月３限/

木３限

314２年以上    寺崎　嘉博

ヨーロッパ法学の歴史 秋学期月３限 172２年以上    原田　俊彦

民事執行・保全法 秋学期月３限 212３年以上    

国際私法 II 秋学期月３限 3372２年以上    江泉　芳信

International Law 秋学期月３限 342３年以上    河野　真理子

２年法学演習（民法）  Ｓ （秋） 秋学期月３限 締切2２年以上    白石　大

外国書講読（ドイツ刑事法入門）II 秋学期月３限 232３年以上    芥川　正洋

導入演習（選択）　１８ 秋学期月４限 締切2１年以上    寺崎　嘉博

English: Gate ５Ｄ-1 秋学期月４限 171１年以上    乙黒　亮

English: Gate ８Ｄ-1 秋学期月４限 締切1１年以上    鈴木　順子

English: Gate ７Ｄ-2 秋学期月４限 121１年以上    ダッフ　ブライアン

English: Theme ８（秋） 秋学期月４限 締切1２年以上    小竹　直

English: Theme ３２（秋） 秋学期月４限 締切1２年以上    田嶋　圭一

English: Theme ３７（秋） 秋学期月４限 締切1２年以上    澤田　敬司

English: Theme ６１（秋） 秋学期月４限 221２年以上    川成　美香

中国語初級 II（基礎）　４Ｃ 秋学期月４限/

木４限

締切2１年以上    門田　康宏

中国語初級 II（基礎）　５Ｃ 秋学期月４限/

金３限

42１年以上    大森　信徳

西語初級 II（基礎）　６Ｓ 秋学期月４限/

木１限

142１年以上    阿由葉　恵利子

西語初級 II（演習）　９Ｓ 秋学期月４限 131１年以上    Ｈ・オスノ

中国語中級 II（チュートリアル）２

（秋）

秋学期月４限 291２年以上    呉　念聖

地域文化 I　Ｄ （立花） 秋学期月４限 992１年以上    立花　英裕

民法 III（債権総論 II）  Ｃ 秋学期月４限 2362２年以上    鎌野　邦樹

民法 V（担保法）　Ａ 秋学期月４限 締切2３年以上    近江　幸治

外国法総論（中国法II） 秋学期月４限 822２年以上    文　元春

外国法特論（英米法）II Ａ 秋学期月４限 352３年以上    大坂　恵里

国際関係論 II  Ａ 秋学期月４限 162２年以上    河野　真理子

国際取引法特論（国際ビジネス法） 秋学期月４限 1402３年以上    浜辺　陽一郎

導入演習（必修）　１４ 秋学期月５限 締切2１年以上    高橋　則夫

導入演習（選択）　７ 秋学期月５限 締切2１年以上    河野　真理子

English: Gate ８Ｃ-2 秋学期月５限 111１年以上    ダッフ　ブライアン

English: Theme ６３（秋） 秋学期月５限 191２年以上    川成　美香

English: Theme ７８（秋） 秋学期月５限 締切1２年以上    鈴木　順子

仏語初級 I（基礎）　８Ｆ 秋学期月５限/

木４限

292１年以上    福山　智

西語中級 I（表現演習） ３（秋） 秋学期月５限 191１年以上    Ｒ・ルイス

憲法 II  Ａ 秋学期月５限 4062１年以上    長谷部　恭男

民法 VI（家族法）II 秋学期月５限 1232３年以上    橋本　有生

行政争訟法 II 秋学期月５限 532３年以上    首藤　重幸

国際経済法 II 秋学期月５限 1912３年以上    清水　章雄

＜火曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Gate １Ｄ-1 秋学期火１限 231１年以上    五十嵐　義行

English: Gate ６Ｆ-1 秋学期火１限 131１年以上    福岡　眞知子

English: Gate ７Ｆ-1 秋学期火１限 41１年以上    中澤　はるみ

English: Gate ７Ｃ-2 秋学期火１限 111１年以上    ファイラー　ジャ

ミェル　チャールズ

English: Gate ４Ｓ-2 秋学期火１限 171１年以上    ローリー　ゲイ
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English: Theme ６（秋） 秋学期火１限 271２年以上    小林　テレサ　ジ

エーン

English: Theme ６０（秋） 秋学期火１限 161２年以上    原田　康也

English: Intensive Theme １（秋） 秋学期火１限/

木１限

172２年以上    鈴木　理恵子

English: Intensive Theme ３（秋） 秋学期火１限/

水１限

162２年以上    ストックウェル　グ

レン

独語初級 II（基礎）　６Ｄ 秋学期火１限/

金２限

112１年以上    前川　一貴

独語初級 II（演習）　４Ｄ 秋学期火１限 締切1１年以上    グラスミュック　マ

ルクス

中国語初級 I（基礎）　１０Ｃ 秋学期火１限/

金１限

92１年以上    尾形　洋一

中国語初級 II（演習）　５Ｃ 秋学期火１限 51１年以上    徐　揚

西語初級 II（演習）　７Ｓ 秋学期火１限 131１年以上    Ｍ．Ｓ．アロンソ

独語中級 I（表現演習）  ６（秋） 秋学期火１限 201１年以上    トロール　ヘルマン

　Ｊ

独語上級（留学準備）１（秋） 秋学期火１限 491２年以上    

生物学 II　（新海） 秋学期火１限 332１年以上    新海　正

外国書講読（ドイツ私法入門）II 秋学期火１限 202３年以上    熊谷　芝青

導入演習（選択）　２４ 秋学期火２限 締切2１年以上    文　元春

English: Gate ３Ｓ-1 秋学期火２限 151１年以上    五十嵐　義行

English: Gate ５Ｓ-1 秋学期火２限 161１年以上    福岡　眞知子

English: Gate ４Ｆ-2 秋学期火２限 121１年以上    ファイラー　ジャ

ミェル　チャールズ

English: Gate ５Ｆ-2 秋学期火２限 171１年以上    ストックウェル　グ

レン

English: Gate ４Ｃ-2 秋学期火２限 41１年以上    下田　啓

English: Theme １５（秋） 秋学期火２限 221２年以上    桜井　真理子

English: Theme １６（秋） 秋学期火２限 締切1２年以上    中澤　はるみ

English: Theme ２０（秋） 秋学期火２限 261２年以上    小林　テレサ　ジ

エーン

English: Theme ２２（秋） 秋学期火２限 121２年以上    小林　亜紀子

English: Theme ３８（秋） 秋学期火２限 251２年以上    ローリー　ゲイ

English: Advanced ５（秋） 秋学期火２限 151３年以上    原田　康也

独語初級 II（基礎）　２Ｄ 秋学期火２限/

金１限

締切2１年以上    星井　牧子

中国語初級 II（基礎）　７Ｃ 秋学期火２限/

金２限

72１年以上    大森　信徳

中国語初級 II（基礎）　９Ｃ 秋学期火２限/

金２限

72１年以上    土谷　彰男

西語初級 II（演習）　２Ｓ 秋学期火２限 141１年以上    Ｍ．Ｓ．アロンソ

独語中級 I（講読）  ４（秋） 秋学期火２限 311１年以上    江口　陽子

独語中級 I（表現演習）  ４（秋） 秋学期火２限 締切1１年以上    グラスミュック　マ

ルクス

独語中級 I（文法・作文）  ２（秋） 秋学期火２限 181１年以上    グユルベルク　ニー

ルス

独語中級 I（文法・作文）  ３（秋） 秋学期火２限 191１年以上    トロール　ヘルマン

　Ｊ

中国語中級 I（総合）　３（秋） 秋学期火２限 締切1１年以上    尾形　洋一

中国語中級 I（表現演習）　２（秋） 秋学期火２限 61１年以上    徐　揚

西語中級 I（総合）　６（秋） 秋学期火２限 71１年以上    工藤　瞳

言語学 I　Ｄ （乙黒） 秋学期火２限 2302１年以上    乙黒　亮

民法 I（総則II）　Ａ 秋学期火２限 622１年以上    青木　則幸

民法 II（物権法）　Ｃ 秋学期火２限 4682２年以上    大場　浩之

民法IV（債権各論I）　Ｄ 秋学期火２限 1912３年以上    磯村　保

民事訴訟法 I  Ｃ 秋学期火２限/

金２限

2714２年以上    加藤　哲夫

商法（総則・商行為法） 秋学期火２限/

金２限

564３年以上    箱井　崇史

法哲学（法概念論） 秋学期火２限 492２年以上    郭　舜

知的財産権法 II 秋学期火２限 1172２年以上    高林　龍

応用刑法 II（各論） 秋学期火２限 932３年以上    北川　佳世子

情報化社会と法 II（コンピュータと

法）

秋学期火２限 締切2３年以上    上野　達弘

商法（保険法） 秋学期火２限/

月２限

554３年以上    大塚　英明

２年法学演習（刑事法）　Ｈ （秋） 秋学期火２限 締切2２年以上    田山　聡美

外国書講読（現代フランス社会と治

安）II

秋学期火２限 142３年以上    石川　裕一郎

全学年独語（初級）II 秋学期火２限 301１年以上    江口　大輔

English: Gate ３Ｆ-1 秋学期火３限 141１年以上    桜井　真理子

English: Gate １Ｒ-1 秋学期火３限 191１年以上    乙黒　亮

English: Gate １Ｆ-2 秋学期火３限 151１年以上    小林　テレサ　ジ

エーン

English: Theme １８（秋） 秋学期火３限 締切1２年以上    中澤　はるみ

English: Theme １９（秋） 秋学期火３限 211２年以上    福岡　眞知子

English: Theme ２４（秋） 秋学期火３限 締切1２年以上    齊藤　貴子

English: Theme ２６（秋） 秋学期火３限 締切1２年以上    澤田　敬司

English: Theme ２７（秋） 秋学期火３限 締切1２年以上    下田　啓

English: Theme ３４（秋） 秋学期火３限 締切1２年以上    パウエル　リチヤー

ド

English: Theme ６８（秋） 秋学期火３限 締切1２年以上    原田　康也

English: Theme ６９（秋） 秋学期火３限 締切1２年以上    五十嵐　義行

English: Intensive Theme ２（秋） 秋学期火３限/

金１限

102２年以上    本山　哲人

独語初級 II（基礎）　３Ｄ 秋学期火３限/

金３限

締切2１年以上    

独語初級 II（基礎）　５Ｄ 秋学期火３限/

金２限

締切2１年以上    弓削　尚子

中国語初級 II（基礎）　８Ｃ 秋学期火３限/

金３限

142１年以上    門田　康宏

独語上級（総合）１（秋） 秋学期火３限 371２年以上    グユルベルク　ニー

ルス

中国語中級 I（総合）　２（秋） 秋学期火３限 締切1１年以上    伴　俊典

中国語中級 I（表現演習）　１（秋） 秋学期火３限 締切1１年以上    尾形　洋一

中国語中級 I（応用演習）　１（秋） 秋学期火３限 締切1１年以上    山本　律

中国語中級 II（チュートリアル）１

（秋）

秋学期火３限 201２年以上    辻　リン

露語中級 I（総合） （秋） 秋学期火３限 291１年以上    岩田　貴

経済学 （横山） 秋学期火３限/

金３限

締切4１年以上    横山　将義

基礎会計学（山内） 秋学期火３限/

金３限

154１年以上    山内　暁

地域文化 I　Ｅ （石田） 秋学期火３限 472１年以上    石田　智恵

民法 I（総則II）　Ｂ 秋学期火３限 4062１年以上    近江　幸治

刑法 I（刑法総論）  Ｂ 秋学期火３限/

金３限

締切4１年以上    高橋　則夫

刑法 II（刑法各論）  Ｃ 秋学期火３限/

金３限

924２年以上    田山　聡美

外国法総論（ドイツ法 II） 秋学期火３限 922２年以上    田村　達久

ローマ私法 秋学期火３限 362３年以上    原田　俊彦

信託法 II 秋学期火３限 2072３年以上    大塚　英明

不動産登記法 秋学期火３限 952３年以上    後藤　浩平

国際取引法 II  Ｂ 秋学期火３限 締切2３年以上    久保田　隆

外国書講読（現代中国法論）II 秋学期火３限 212３年以上    野沢　秀樹

導入演習（選択）　３ 秋学期火４限 締切2１年以上    内田　義厚

English: Gate ２Ｃ-1 秋学期火４限 31１年以上    小竹　直

English: Gate １Ｓ-2 秋学期火４限 181１年以上    小林　テレサ　ジ

エーン

English: Theme ２５（秋） 秋学期火４限 締切1２年以上    広川　治

English: Theme ３３（秋） 秋学期火４限 91２年以上    乙黒　亮

English: Theme ３５（秋） 秋学期火４限 151２年以上    パウエル　リチヤー

ド

English: Theme ５８（秋） 秋学期火４限 171２年以上    桜井　真理子

独語初級 I（基礎）　１０Ｄ 秋学期火４限/

金２限

302１年以上    大山　浩太

独語初級 II（基礎）　１Ｄ 秋学期火４限/

金４限

締切2１年以上    江口　大輔

独語初級 II（基礎）　８Ｄ 秋学期火４限/

金４限

112１年以上    城田　千鶴子

独語初級 II（基礎）　９Ｄ 秋学期火４限/

金４限

112１年以上    北岡　幸代

独語中級 I（表現演習）  ７（秋） 秋学期火４限 181１年以上    グユルベルク　ニー

ルス

独語中級 I（表現演習）  ８（秋） 秋学期火４限 191１年以上    Ｅ・ヘルメル

中国語中級 I（総合）　４（秋） 秋学期火４限 締切1１年以上    伴　俊典

中国語中級 I（発展演習）　（秋） 秋学期火４限 71１年以上    辻　リン

西語中級 I（表現演習） １（秋） 秋学期火４限 131１年以上    Ｍ．Ｓ．アロンソ

文学 I　Ａ （門田） 秋学期火４限 締切2１年以上    門田　康宏

商法 I（会社法）  Ｃ 秋学期火４限/

金４限

3714２年以上    上村　達男

民法IV（債権各論II）　Ｃ 秋学期火４限 2932３年以上    山口　斉昭

独占禁止法 II 秋学期火４限 1882３年以上    土田　和博

２年法学演習（行政法）  Ａ （秋） 秋学期火４限 締切2２年以上    人見　剛

２年法学演習（刑事法）　Ｌ （秋） 秋学期火４限 締切2２年以上    芥川　正洋

導入演習（選択）　１ 秋学期火５限 締切2１年以上    芥川　正洋

導入演習（選択）　６ 秋学期火５限 締切2１年以上    中本　香織

導入演習（選択）　１７ 秋学期火５限 締切2１年以上    勅使川原　和彦

English: Theme ２１（秋） 秋学期火５限 締切1２年以上    広川　治

English: Theme ２８（秋） 秋学期火５限 241２年以上    小林　テレサ　ジ

エーン

English: Theme ５０（秋） 秋学期火５限 締切1２年以上    小竹　直

独語初級 II（基礎）　７Ｄ 秋学期火５限/

金５限

162１年以上    羽田野　まち子

西語初級 I（演習）　１０Ｓ 秋学期火５限 341１年以上    Ｒ・ルイス

独語中級 I（講読）  ２（秋） 秋学期火５限 91１年以上    堀内　美江

独語中級 II（表現演習）２（秋） 秋学期火５限 341２年以上    グユルベルク　ニー

ルス

西語中級 I（総合） １（秋） 秋学期火５限 締切1１年以上    石田　智恵

地域文化 I　Ｇ （濱田） 秋学期火５限 552１年以上    濱田　英作

刑法 I（刑法総論）  Ｃ 秋学期火５限/

金５限

3964１年以上    松澤　伸

民法IV（債権各論II）　Ｂ 秋学期火５限 3792３年以上    大塚　直

外国書講読（英米法哲学）II 秋学期火５限 212３年以上    郭　舜

＜水曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員
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English: Gate ２Ｄ-2 秋学期水１限 151１年以上    スナイダー　マイケ

ル

English: Gate ８Ｄ-2 秋学期水１限 81１年以上    トクマ　ウォン

English: Theme １３（秋） 秋学期水１限 締切1２年以上    メドウズ　アラン

English: Theme ８４（秋） 秋学期水１限 231２年以上    鈴木　理恵子

English: Intensive Theme ３（秋） 秋学期水１限/

火１限

162２年以上    ストックウェル　グ

レン

独語初級 II（演習）　７Ｄ 秋学期水１限 171１年以上    グユルベルク　ニー

ルス

西語初級 II（基礎）　１Ｓ 秋学期水１限/

木２限

132１年以上    石田　智恵

西語初級 II（基礎）　２Ｓ 秋学期水１限/

月２限

122１年以上    金澤　直也

西語初級 II（基礎）　５Ｓ 秋学期水１限/

金３限

152１年以上    杉山　佳子

西語初級 II（基礎）　７Ｓ 秋学期水１限/

木２限

132１年以上    矢田　陽子

独語中級 I（表現演習）  ２（秋） 秋学期水１限 締切1１年以上    藤沢　ダヴィット

独語中級 II（表現演習）１（秋） 秋学期水１限 231２年以上    ククリンスキ　ルー

ベン

中国語中級 I（講読演習）　１（秋） 秋学期水１限 261１年以上    野原　将揮

中国語中級 I（検定・留学）　１

（秋）

秋学期水１限 締切1１年以上    陸　偉栄

日本史 I　Ｃ （泉） 秋学期水１限 402１年以上    泉　正人

外国法総論（英米法II）  Ｂ 秋学期水１限 392２年以上    淺香　吉幹　

外国法特論（フランス法）II 秋学期水１限 282３年以上    大橋　麻也

２年法学演習（憲法）　Ｃ （秋） 秋学期水１限 252２年以上    波多江　悟史

２年法学演習（民法）  Ｏ （秋） 秋学期水１限 締切2２年以上    大場　浩之

導入演習（選択）　２１ 秋学期水２限 締切2１年以上    波多江　悟史

導入演習（選択）　２５ 秋学期水２限 締切2１年以上    本間　靖規

English: Gate １Ｃ-2 秋学期水２限 81１年以上    スナイダー　マイケ

ル

English: Theme １４（秋） 秋学期水２限 締切1２年以上    メドウズ　アラン

English: Theme ５２（秋） 秋学期水２限 261２年以上    トクマ　ウォン

English: Theme ５６（秋） 秋学期水２限 261２年以上    ストックウェル　グ

レン

English: Theme ５９（秋） 秋学期水２限 締切1２年以上    下田　啓

独語初級 II（基礎）　４Ｄ 秋学期水２限/

金２限

締切2１年以上    河村　麻里子

独語初級 I（演習）　１０Ｄ 秋学期水２限 321１年以上    グユルベルク　ニー

ルス

独語初級 II（演習）　２Ｄ 秋学期水２限 締切1１年以上    藤沢　ダヴィット

独語初級 II（演習）　５Ｄ 秋学期水２限 締切1１年以上    シュミット　ウテ

中国語初級 II（演習）　４Ｃ 秋学期水２限 締切1１年以上    呉　念聖

露語初級 II（演習）　１Ｒ 秋学期水２限 181１年以上    東井　ナジェージュ

ダ

西語初級 II（基礎）　４Ｓ 秋学期水２限/

金４限

152１年以上    井垣　昌

西語初級 II（基礎）　８Ｓ 秋学期水２限/

金４限

82１年以上    杉山　佳子

西語初級 II（基礎）　９Ｓ 秋学期水２限/

木１限

122１年以上    石田　智恵

独語中級 I（総合）　６（秋） 秋学期水２限 151１年以上    長谷川　悦朗

独語中級 I（表現演習）  １（秋） 秋学期水２限 締切1１年以上    ククリンスキ　ルー

ベン

仏語中級 I（総合）  ２（秋） 秋学期水２限 締切1１年以上    立花　英裕

仏語中級 II　３（秋） 秋学期水２限 181２年以上    ジュンタ　レナ

中国語中級 I（総合）　１（秋） 秋学期水２限 締切1１年以上    石　碩

中国語中級 I（講読演習）　２（秋） 秋学期水２限 241１年以上    野原　将揮

中国語中級 I（検定・留学）　２

（秋）

秋学期水２限 71１年以上    陸　偉栄

西語中級 I（総合）　７（秋） 秋学期水２限 締切1１年以上    小倉　麻由子

文学 I　Ｅ （吉田） 秋学期水２限 締切2１年以上    吉田　裕

民法 III（債権総論 II）  Ｂ 秋学期水２限 532２年以上    三枝　健治

外国法総論（英米法II）  Ａ 秋学期水２限 締切2２年以上    中村　民雄

日本法史特論 秋学期水２限 252３年以上    和仁　かや

法政策論 II  Ｂ 秋学期水２限 3672２年以上    水島　朝穂

憲法特論 III（人権Ｂ） 秋学期水２限 1322２年以上    金澤　孝

経済行政法 秋学期水２限 402３年以上    岡田　正則

友岡　史仁

商法（手形法・小切手法） 秋学期水２限/

金２限

464３年以上    尾崎　安央

２年法学演習（民法）  Ｂ （秋） 秋学期水２限 162２年以上    秋山　靖浩

外国書講読（中国の法と社会）II 秋学期水２限 122３年以上    但見　亮

外国書講読（企業とエリート達の犯

罪）II

秋学期水２限 232３年以上    小西　暁和

外国書講読（イギリス家族法の判例を

読む）II

秋学期水２限 162３年以上    橋本　有生

English: Gate ４Ｄ-2 秋学期水３限 241１年以上    ヤング　ジェローム

English: Theme ４４（秋） 秋学期水３限 131２年以上    スナイダー　マイケ

ル

English: Theme ５４（秋） 秋学期水３限 締切1２年以上    トクマ　ウォン

English: Theme ７７（秋） 秋学期水３限 締切1２年以上    グラス　ジェシー

独語初級 II（演習）　１Ｄ 秋学期水３限 締切1１年以上    ククリンスキ　ルー

ベン

仏語初級 II（演習）　１Ｆ 秋学期水３限 締切1１年以上    ジュンタ　レナ

仏語初級 II（演習）　２Ｆ 秋学期水３限 締切1１年以上    マルティネル　ルイ

　ソロ

仏語初級 II（演習）　４Ｆ 秋学期水３限 181１年以上    ベルテ　ディディエ

中国語初級 II（演習）　６Ｃ 秋学期水３限 31１年以上    呉　念聖

中国語初級 II（演習）　９Ｃ 秋学期水３限 41１年以上    陸　偉栄

西語初級 II（基礎）　３Ｓ 秋学期水３限/

月１限

112１年以上    金澤　直也

独語中級 I（表現演習）  ３（秋） 秋学期水３限 締切1１年以上    シュミット　ウテ

仏語中級 I（文法・作文）  １（秋） 秋学期水３限 締切1１年以上    北村　喜久子

中国語中級 I（ｽﾃｯﾌﾟ I）　１（秋） 秋学期水３限/

月３限

締切2１年以上    山本　律

中国語中級 I（ｽﾃｯﾌﾟ I）　２（秋） 秋学期水３限/

月３限

締切2１年以上    辻　リン

中国語上級I（チュートリアル）１

（秋）

秋学期水３限 311２年以上    潘　藝梅

露語中級 I（演習） （秋） 秋学期水３限 111１年以上    東井　ナジェージュ

ダ

露語中級 II（講読） （秋） 秋学期水３限 321２年以上    梶　重樹

西語中級 I（総合） ３（秋） 秋学期水３限 51１年以上    伊香　祝子

外国法特論（ロシア＝東中欧法・ＥＵ

法）II

秋学期水３限 152３年以上    小田　博

Business and Law in Japanese 

Society II

秋学期水３限 512２年以上    渡辺　宏之

外国書講読（フランスの政治） 秋学期水３限 192３年以上    波多江　悟史

English: Gate ８Ｃ-1 秋学期水４限 141１年以上    宮川　敬子

English: Gate ２Ｆ-2 秋学期水４限 71１年以上    グラス　ジェシー

English: Theme ５７（秋） 秋学期水４限 締切1２年以上    森本　美樹

English: Theme ６４（秋） 秋学期水４限 締切1２年以上    渡辺　幸倫

English: Theme ８３（秋） 秋学期水４限 締切1２年以上    ヤング　ジェローム

独語初級 II（演習）　３Ｄ 秋学期水４限 締切1１年以上    シュミット　ウテ

独語初級 II（演習）　６Ｄ 秋学期水４限 101１年以上    レフェルホルツ　ア

ンドレアス

独語初級 II（演習）　８Ｄ 秋学期水４限 101１年以上    Ｅ・ヘルメル

仏語初級 I（演習）　８Ｆ 秋学期水４限 331１年以上    マルティネル　ルイ

　ソロ

仏語初級 II（演習）　３Ｆ 秋学期水４限 締切1１年以上    ベルテ　ディディエ

中国語初級 I（演習）　１０Ｃ 秋学期水４限 281１年以上    呉　念聖

中国語初級 II（演習）　３Ｃ 秋学期水４限 締切1１年以上    独孤　嬋覚

独語中級 II（総合）２（秋） 秋学期水４限 291２年以上    長谷川　悦朗

仏語中級演習　I （秋） 秋学期水４限 締切1１年以上    ジュンタ　レナ

中国語中級 II（ｽﾃｯﾌﾟ II）　１（秋） 秋学期水４限/

月２限

締切2２年以上    辻　リン

西語中級 I（総合） ４（秋） 秋学期水４限 51１年以上    伊香　祝子

心理学II　Ａ （近藤） 秋学期水４限 締切2１年以上    近藤　育代

現代史 I　 （大森） 秋学期水４限 締切2１年以上    大森　北文

外国書講読（アメリカの人権判例を読

む）II

秋学期水４限 142３年以上    小竹　聡

English: Gate ３Ｓ-2 秋学期水５限 131１年以上    グラス　ジェシー

English: Theme ９（秋） 秋学期水５限 締切1２年以上    渡辺　幸倫

English: Theme ６７（秋） 秋学期水５限 221２年以上    ヤング　ジェローム

独語初級 II（演習）　９Ｄ 秋学期水５限 121１年以上    ベルトラム　ラース

中国語初級 II（演習）　７Ｃ 秋学期水５限 31１年以上    独孤　嬋覚

独語中級 I（表現演習）  ５（秋） 秋学期水５限 181１年以上    レフェルホルツ　ア

ンドレアス

仏語中級 I（総合）　８（秋） 秋学期水５限 131１年以上    今村　真介

仏語中級 I（表現演習）  ２（秋） 秋学期水５限 締切1１年以上    ベルテ　ディディエ

仏語中級 I（表現演習）  ３（秋） 秋学期水５限 121１年以上    マルティネル　ルイ

　ソロ

人類学 II　 （岩淵） 秋学期水５限 1582１年以上    岩淵　聡文

Business Organisations and Law 

in Japan

秋学期水５限 152３年以上    渡辺　宏之

２年法学演習（憲法）  Ｂ （秋） 秋学期水５限 162２年以上    小竹　聡

＜木曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Gate ７Ｄ-1 秋学期木１限 111１年以上    吉野　舞起子

English: Gate ５Ｃ-1 秋学期木１限 81１年以上    夏目　康子

English: Gate ６Ｄ-2 秋学期木１限 121１年以上    ローリー　ゲイ

English: Theme ５３（秋） 秋学期木１限 締切1２年以上    オコーナー　ウイリ

アム　Ｆ

English: Theme ６５（秋） 秋学期木１限 締切1２年以上    ノット　ジェフリー

　アラン

English: Intensive Theme １（秋） 秋学期木１限/

火１限

172２年以上    鈴木　理恵子

仏語初級 II（基礎）　４Ｆ 秋学期木１限/

月２限

152１年以上    吉田　裕

仏語初級 II（基礎）　５Ｆ 秋学期木１限/

月２限

132１年以上    中村　隆之

中国語初級 II（演習）　８Ｃ 秋学期木１限 21１年以上    徐　揚

西語初級 II（基礎）　６Ｓ 秋学期木１限/

月４限

142１年以上    阿由葉　恵利子

西語初級 II（基礎）　９Ｓ 秋学期木１限/

水２限

122１年以上    石田　智恵
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仏語中級 I（表現演習）  １（秋） 秋学期木１限 締切1１年以上    セルジュ　ジュンタ

導入演習（選択）　４ 秋学期木２限 締切2１年以上    遠藤　聡太

English: Gate ２Ｄ-1 秋学期木２限 141１年以上    鈴木　武生

English: Gate ３Ｄ-1 秋学期木２限 151１年以上    吉野　舞起子

English: Gate ５Ｆ-1 秋学期木２限 161１年以上    首藤　佐智子

English: Gate ５Ｄ-2 秋学期木２限 61１年以上    オコーナー　ウイリ

アム　Ｆ

English: Theme ７（秋） 秋学期木２限 締切1２年以上    アレン　デイビット

　ブライアン

English: Theme ２３（秋） 秋学期木２限 締切1２年以上    加藤　順子

English: Theme ６２（秋） 秋学期木２限 締切1２年以上    小林　亜紀子

English: Theme ８０（秋） 秋学期木２限 締切1２年以上    夏目　康子

English: Theme ８１（秋） 秋学期木２限 171２年以上    ノット　ジェフリー

　アラン

English: Theme ８２（秋） 秋学期木２限 271２年以上    福岡　眞知子

English: Advanced ４（秋） 秋学期木２限 151３年以上    ローリー　ゲイ

仏語初級 II（基礎）　３Ｆ 秋学期木２限/

月１限

締切2１年以上    谷　昌親

仏語初級 II（基礎）　７Ｆ 秋学期木２限/

月１限

202１年以上    塚原　史

中国語初級 II（基礎）　６Ｃ 秋学期木２限/

月３限

62１年以上    土谷　彰男

露語初級 II（基礎）　１Ｒ 秋学期木２限/

月１限

162１年以上    岩田　貴

西語初級 II（基礎）　１Ｓ 秋学期木２限/

水１限

132１年以上    石田　智恵

西語初級 II（基礎）　７Ｓ 秋学期木２限/

水１限

132１年以上    矢田　陽子

独語中級 I（総合）　７（秋） 秋学期木２限 181１年以上    江口　陽子

独語中級 I（講読）  ５（秋） 秋学期木２限 71１年以上    津山　拓也

仏語中級 I（総合）  ５（秋） 秋学期木２限 71１年以上    門間　広明

仏語中級 II（留学準備）　（秋） 秋学期木２限 211２年以上    セルジュ　ジュンタ

中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）　２

（秋）

秋学期木２限 締切1１年以上    徐　揚

中国語上級I（チュートリアル）２

（秋）

秋学期木２限 221２年以上    王　傑

現代企業論 I　（平川） 秋学期木２限 542１年以上    平川　克美

外国史概論 II 秋学期木２限 締切2２年以上    松園　伸

民法IV（債権各論I）　Ａ 秋学期木２限 272３年以上    秋山　靖浩

雇用関係法 II 秋学期木２限 締切2３年以上    島田　陽一

法社会学 I 秋学期木２限 3032２年以上    楜澤　能生

グローバル法哲学 秋学期木２限 312３年以上    郭　舜

外国法特論（英米法）II Ｃ 秋学期木２限 382３年以上    原口　佳誠

地方自治法 II 秋学期木２限 492３年以上    田村　達久

社会政策（労働経済論）  Ｂ 秋学期木２限/

月２限

94３年以上    白木　三秀

応用民法 III 秋学期木２限 522３年以上    山野目　章夫

消費者法 秋学期木２限 442３年以上    後藤　巻則

齋藤　雅弘

国際取引法 II  Ａ 秋学期木２限 592３年以上    江泉　芳信

国際法特論（国際刑事法） 秋学期木２限 702３年以上    古谷　修一

会社法 III 秋学期木２限/

月２限

274３年以上    福島　洋尚

２年法学演習（刑事法）　Ｊ （秋） 秋学期木２限 締切2２年以上    杉本　一敏

外国書講読（フランスの裁判） II 秋学期木２限 282３年以上    大橋　麻也

外国書講読（比較法討論）II 秋学期木２限 182３年以上    シャープ　ジェーム

ズ　フィリップ　ス

タントン

導入演習（選択）　２３ 秋学期木３限 締切2１年以上    古谷　修一

導入演習（選択）　２８ 秋学期木３限 締切2１年以上    水島　朝穂

English: Gate ６Ｃ-1 秋学期木３限 91１年以上    原田　康也

English: Gate ９Ｄ-2 秋学期木３限 31１年以上    オコーナー　ウイリ

アム　Ｆ

English: Gate ３Ｃ-2 秋学期木３限 91１年以上    ストックウェル　グ

レン

English: Gate ９Ｓ-2 秋学期木３限 151１年以上    アレン　デイビット

　ブライアン

English: Theme ３（秋） 秋学期木３限 締切1２年以上    鈴木　武生

English: Theme ４３（秋） 秋学期木３限 261２年以上    小張　敬之

English: Theme ５５（秋） 秋学期木３限 締切1２年以上    加藤　順子

English: Theme ６６（秋） 秋学期木３限 締切1２年以上    首藤　佐智子

English: Theme ７１（秋） 秋学期木３限 締切1２年以上    夏目　康子

仏語初級 II（基礎）　１Ｆ 秋学期木３限/

月３限

締切2１年以上    立花　英裕

仏語初級 II（基礎）　２Ｆ 秋学期木３限/

月３限

締切2１年以上    中村　隆之

仏語初級 II（基礎）　６Ｆ 秋学期木３限/

月３限

122１年以上    守中　高明

中国語初級 II（基礎）　１Ｃ 秋学期木３限/

月２限

締切2１年以上    土谷　彰男

中国語初級 II（基礎）　２Ｃ 秋学期木３限/

月３限

締切2１年以上    門田　康宏

西語初級 I（基礎）　１０Ｓ 秋学期木３限/

土２限

242１年以上    渕上　英二

大岩　功

西語初級 II（演習）　３Ｓ 秋学期木３限 151１年以上    Ｈ・オスノ

独語中級 I（講読）  １（秋） 秋学期木３限 221１年以上    井口　三奈子

独語上級（総合）２（秋） 秋学期木３限 271２年以上    ニッケル　フランク

中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）　４

（秋）

秋学期木３限 締切1１年以上    王　傑

露語中級 I（講読） （秋） 秋学期木３限 241１年以上    岩田　貴

西語中級 II  １（秋） 秋学期木３限 331２年以上    矢田　陽子

宗教学 II　 （鎌田） 秋学期木３限 締切2１年以上    鎌田　東二

日本史概論 II 秋学期木３限 締切2２年以上    遠藤　正敬

芸術論 II （塚原） 秋学期木３限 1262１年以上    塚原　史

憲法 II  Ｂ 秋学期木３限 4352１年以上    中島　徹

民事訴訟法 I  Ｄ 秋学期木３限/

月３限

1694２年以上    菅原　郁夫

刑事訴訟法  Ｃ 秋学期木３限/

月３限

314２年以上    寺崎　嘉博

行政法 II　Ｂ 秋学期木３限 632２年以上    田村　達久

日本法史 II（近代） 秋学期木３限 1112２年以上    和仁　かや

西洋法史 II 秋学期木３限 締切2２年以上    藤野　奈津子

Law and Practice of International 

Business Transaction II

秋学期木３限 92３年以上    小田　博

商法（海商法）II 秋学期木３限 222３年以上    箱井　崇史

外国書講読（アメリカ法の現代的展

開）

秋学期木３限 112３年以上    三枝　健治

全学年仏語（初級）II 秋学期木３限 221１年以上    吉田　裕

導入演習（選択）　２ 秋学期木４限 締切2１年以上    石川　真衣

導入演習（選択）　２２ 秋学期木４限 締切2１年以上    稗田　雅洋

English: Gate １Ｆ-1 秋学期木４限 91１年以上    宮川　敬子

English: Gate ７Ｃ-1 秋学期木４限 81１年以上    原田　康也

English: Gate ８Ｓ-1 秋学期木４限 131１年以上    夏目　康子

English: Theme １１（秋） 秋学期木４限 締切1２年以上    長谷川　秀子

English: Theme ３９（秋） 秋学期木４限 締切1２年以上    鈴木　武生

English: Theme ４５（秋） 秋学期木４限 181２年以上    小張　敬之

English: Advanced ７（秋） 秋学期木４限 171３年以上    ストックウェル　グ

レン

仏語初級 I（基礎）　８Ｆ 秋学期木４限/

月５限

292１年以上    福山　智

中国語初級 II（基礎）　３Ｃ 秋学期木４限/

月３限

締切2１年以上    大森　信徳

中国語初級 II（基礎）　４Ｃ 秋学期木４限/

月４限

締切2１年以上    門田　康宏

仏語上級  １（秋） 秋学期木４限 251２年以上    立花　英裕

西語中級 I（総合） ２（秋） 秋学期木４限 101１年以上    大岩　功

西語中級 I（表現演習） ２（秋） 秋学期木４限 111１年以上    Ｈ・オスノ

人類学 I　Ｂ （楠本） 秋学期木４限 752１年以上    楠本　彩乃

哲学 II　 （関口） 秋学期木４限 902１年以上    関口　浩

西洋史 I　Ｂ （弓削） 秋学期木４限 1082１年以上    弓削　尚子

外国法総論（フランス法II） 秋学期木４限 642２年以上    大橋　麻也

外国法特論（ドイツ法）II A 秋学期木４限 312３年以上    芥川　正洋

租税法総論 II 秋学期木４限 392２年以上    渡辺　徹也

民事訴訟法 II  Ｂ 秋学期木４限 142２年以上    

民事訴訟法特論 秋学期木４限 272３年以上    菅原　郁夫

応用刑事訴訟法 II 秋学期木４限 282３年以上    寺崎　嘉博

社会保障法II 秋学期木４限 732３年以上    菊池　馨実

資本市場法 II 秋学期木４限 282３年以上    黒沼　悦郎

外国書講読（アメリカ法の諸相） 秋学期木４限 142３年以上    江泉　芳信

外国書講読（アメリカ憲法判例を読

む）II

秋学期木４限 締切2３年以上    金澤　孝

English: Gate ６Ｓ-1 秋学期木５限 141１年以上    小張　敬之

English: Gate ７Ｓ-1 秋学期木５限 161１年以上    原田　康也

English: Theme ３０（秋） 秋学期木５限 101２年以上    長谷川　秀子

English: Theme ４７（秋） 秋学期木５限 241２年以上    ローリー　ゲイ

仏語中級基礎  I （秋） 秋学期木５限/

月２限

締切2１年以上    守中　高明

民法 III（債権総論 II）  Ａ 秋学期木５限 2602２年以上    白石　大

雇用差別と法 秋学期木５限 1152３年以上    浅倉　むつ子

２年法学演習（国際私法） （秋） 秋学期木５限 72２年以上    江泉　芳信

総合講座『法批判への招待』 秋学期木６限 602１年以上    高橋　則夫

弓削　尚子

守中　高明

杉本　一敏

和田　仁孝

鵜飼　哲

金　富子

＜金曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Gate １Ｃ-1 秋学期金１限 71１年以上    中野　葉子

English: Gate ９Ｃ-2 秋学期金１限 締切1１年以上    オリファント　ジョ

ン

English: Gate ８Ｓ-2 秋学期金１限 121１年以上    トクマ　ウォン

English: Theme ７０（秋） 秋学期金１限 締切1２年以上    中林　正身
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English: Theme ７９（秋） 秋学期金１限 締切1２年以上    愛甲　雄一

English: Intensive Theme ２（秋） 秋学期金１限/

火３限

102２年以上    本山　哲人

English: Advanced ６（秋） 秋学期金１限 161３年以上    鈴木　理恵子

独語初級 II（基礎）　２Ｄ 秋学期金１限/

火２限

締切2１年以上    星井　牧子

中国語初級 I（基礎）　１０Ｃ 秋学期金１限/

火１限

92１年以上    尾形　洋一

西語初級 II（演習）　５Ｓ 秋学期金１限 141１年以上    松村　マルセラ

政治学 I　Ｂ （谷澤） 秋学期金１限 242１年以上    谷澤　正嗣

官僚制論 II 秋学期金１限 2122３年以上    岩井　奉信

導入演習（選択）　８ 秋学期金２限 締切2１年以上    小西　暁和

English: Gate ４Ｆ-1 秋学期金２限 51１年以上    堀田　千里

English: Gate ４Ｃ-1 秋学期金２限 61１年以上    中林　正身

English: Gate ４Ｓ-1 秋学期金２限 171１年以上    中野　葉子

English: Gate ７Ｆ-2 秋学期金２限 131１年以上    本山　哲人

English: Gate ２Ｓ-2 秋学期金２限 161１年以上    ファイラー　ジャ

ミェル　チャールズ

English: Theme ４０（秋） 秋学期金２限 181２年以上    首藤　佐智子

English: Theme ４６（秋） 秋学期金２限 締切1２年以上    オリファント　ジョ

ン

English: Theme ７２（秋） 秋学期金２限 締切1２年以上    愛甲　雄一

English: Theme ７３（秋） 秋学期金２限 締切1２年以上    吉田　聡

独語初級 I（基礎）　１０Ｄ 秋学期金２限/

火４限

302１年以上    大山　浩太

独語初級 II（基礎）　４Ｄ 秋学期金２限/

水２限

締切2１年以上    河村　麻里子

独語初級 II（基礎）　５Ｄ 秋学期金２限/

火３限

締切2１年以上    弓削　尚子

独語初級 II（基礎）　６Ｄ 秋学期金２限/

火１限

112１年以上    前川　一貴

仏語初級 II（演習）　５Ｆ 秋学期金２限 161１年以上    荻野　イザベル

中国語初級 II（基礎）　７Ｃ 秋学期金２限/

火２限

72１年以上    大森　信徳

中国語初級 II（基礎）　９Ｃ 秋学期金２限/

火２限

72１年以上    土谷　彰男

独語中級 I（総合）　２（秋） 秋学期金２限 締切1１年以上    星井　牧子

独語中級 I（総合）　３（秋） 秋学期金２限 締切1１年以上    

仏語中級 I（総合）　９（秋） 秋学期金２限 171１年以上    吉本　素子

中国語中級 II（中国語で中国法を読

む）（秋）

秋学期金２限 331２年以上    尾形　洋一

西語中級 I（表現演習） ４（秋） 秋学期金２限 締切1１年以上    松村　マルセラ

政治学 I　Ａ （的射場） 秋学期金２限 762１年以上    的射場　敬一

文学 I　Ｂ （江口） 秋学期金２限 締切2１年以上    江口　大輔

民事訴訟法 I  Ｃ 秋学期金２限/

火２限

2714２年以上    加藤　哲夫

商法（総則・商行為法） 秋学期金２限/

火２限

564３年以上    箱井　崇史

教育法 ＩI 秋学期金２限 332２年以上    廣澤　明

倒産法 II 秋学期金２限 252３年以上    山本　研

ジェンダーと法 II 秋学期金２限 362３年以上    谷田川　知恵

商法（手形法・小切手法） 秋学期金２限/

水２限

464３年以上    尾崎　安央

外国書講読（ラテンアメリカの法文

化）II

秋学期金２限 212３年以上    奥山　恭子

English: Gate ２Ｆ-1 秋学期金３限 101１年以上    愛甲　雄一

English: Gate ３Ｆ-2 秋学期金３限 171１年以上    ファイラー　ジャ

ミェル　チャールズ

English: Gate ６Ｆ-2 秋学期金３限 71１年以上    ルブレクト　ブライ

アン　Ｇ．

English: Gate １Ｒ-2 秋学期金３限 161１年以上    平倉　菜摘子

English: Theme １（秋） 秋学期金３限 締切1２年以上    オリファント　ジョ

ン

English: Theme ５（秋） 秋学期金３限 締切1２年以上    堀田　千里

English: Theme ７４（秋） 秋学期金３限 締切1２年以上    吉田　聡

独語初級 II（基礎）　３Ｄ 秋学期金３限/

火３限

締切2１年以上    

中国語初級 II（基礎）　５Ｃ 秋学期金３限/

月４限

42１年以上    大森　信徳

中国語初級 II（基礎）　８Ｃ 秋学期金３限/

火３限

142１年以上    門田　康宏

中国語初級 II（演習）　２Ｃ 秋学期金３限 締切1１年以上    喬　志航

西語初級 II（基礎）　５Ｓ 秋学期金３限/

水１限

152１年以上    杉山　佳子

西語初級 II（演習）　６Ｓ 秋学期金３限 91１年以上    松村　マルセラ

独語中級 I（総合）　４（秋） 秋学期金３限 締切1１年以上    河村　麻里子

独語中級 II（講読）１（秋） 秋学期金３限 251２年以上    甲斐崎　由典

仏語中級 I（表現演習）  ４（秋） 秋学期金３限 61１年以上    荻野　イザベル

中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）　１

（秋）

秋学期金３限 締切1１年以上    熊　進

中国語中級 I（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）　１（秋） 秋学期金３限 締切1１年以上    潘　藝梅

中国語中級 I（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ）　２（秋） 秋学期金３限 締切1１年以上    尾形　洋一

経済学 （横山） 秋学期金３限/

火３限

締切4１年以上    横山　将義

基礎会計学（山内） 秋学期金３限/

火３限

154１年以上    山内　暁

刑法 I（刑法総論）  Ｂ 秋学期金３限/

火３限

締切4１年以上    高橋　則夫

刑法 II（刑法各論）  Ｃ 秋学期金３限/

火３限

924２年以上    田山　聡美

国際法 II  Ａ 秋学期金３限 締切2２年以上    萬歳　寛之

犯罪者処遇法 秋学期金３限 1482３年以上    小西　暁和

ＥＵ法 II 秋学期金３限 912３年以上    須網　隆夫

２年法学演習（憲法）  Ａ （秋） 秋学期金３限 232２年以上    志田　陽子

２年法学演習（民法）  Ｑ （秋） 秋学期金３限 締切2２年以上    橋本　有生

外国書講読（英米のコーポレートガ

ヴァナンスと法）II　

秋学期金３限 192３年以上    尾崎　安央

外国書講読（北欧諸国の社会と法） 秋学期金３限 112３年以上    松澤　伸

ラテン語　II 秋学期金３限 311１年以上    兼利　琢也

English: Gate １Ｓ-1 秋学期金４限 51１年以上    山西　廣司

English: Gate ２Ｃ-2 秋学期金４限 締切1１年以上    ルブレクト　ブライ

アン　Ｇ．

English: Theme ７５（秋） 秋学期金４限 締切1２年以上    ファイラー　ジャ

ミェル　チャールズ

独語初級 II（基礎）　１Ｄ 秋学期金４限/

火４限

締切2１年以上    江口　大輔

独語初級 II（基礎）　８Ｄ 秋学期金４限/

火４限

112１年以上    城田　千鶴子

独語初級 II（基礎）　９Ｄ 秋学期金４限/

火４限

112１年以上    北岡　幸代

中国語初級 II（演習）　１Ｃ 秋学期金４限 締切1１年以上    喬　志航

西語初級 II（基礎）　４Ｓ 秋学期金４限/

水２限

152１年以上    井垣　昌

西語初級 II（基礎）　８Ｓ 秋学期金４限/

水２限

82１年以上    杉山　佳子

独語中級 I（総合）　１（秋） 秋学期金４限 締切1１年以上    井口　三奈子

独語中級 I（講読）  ３（秋） 秋学期金４限 締切1１年以上    甲斐崎　由典

中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）　３

（秋）

秋学期金４限 締切1１年以上    熊　進

中国語中級 I（応用演習）　２（秋） 秋学期金４限 151１年以上    潘　藝梅

企業金融論 I　（岩村） 秋学期金４限 締切2１年以上    岩村　充

東洋史 I　 （張） 秋学期金４限 締切2１年以上    張　士陽

商法 I（会社法）  Ｃ 秋学期金４限/

火４限

3714２年以上    上村　達男

国際租税法 II 秋学期金４限 552３年以上    川端　康之

土地法 秋学期金４限 5142３年以上    鎌野　邦樹

刑事政策　II 秋学期金４限 352３年以上    石川　正興

外国書講読（アメリカの文化と法）II 秋学期金４限 242３年以上    志田　陽子

外国書講読（中国の社会と人権）II 秋学期金４限 342３年以上    土岐　茂

English: Gate ２Ｓ-1 秋学期金５限 101１年以上    山西　廣司

English: Gate ９Ｓ-1 秋学期金５限 141１年以上    白鳥　義博

English: Theme ２（秋） 秋学期金５限 締切1２年以上    ファイラー　ジャ

ミェル　チャールズ

English: Theme ７６（秋） 秋学期金５限 締切1２年以上    ルブレクト　ブライ

アン　Ｇ．

独語初級 II（基礎）　７Ｄ 秋学期金５限/

火５限

162１年以上    羽田野　まち子

社会学 I　Ａ （入江） 秋学期金５限 2122１年以上    入江　正勝

憲法 II  Ｃ 秋学期金５限 4122１年以上    水島　朝穂

刑法 I（刑法総論）  Ｃ 秋学期金５限/

火５限

3964１年以上    松澤　伸

現代家族と法 II 秋学期金５限 482２年以上    江泉　芳信

岩志　和一郎

棚村　政行

橋本　有生

渡辺　徹也

松原　正明

外国書講読（M&A関連の英語文献を

読む）

秋学期金５限 272３年以上    渡辺　宏之

＜土曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Theme ４８（秋） 秋学期土１限 141２年以上    間　晃郎

仏語初級 II（演習）　６Ｆ 秋学期土１限 171１年以上    ピオルンスキ　リ

シャール

国際法特論（安全保障） 秋学期土１限 232３年以上    室田　幸靖

English: Theme ４９（秋） 秋学期土２限 201２年以上    間　晃郎

仏語初級 II（演習）　７Ｆ 秋学期土２限 191１年以上    ピオルンスキ　リ

シャール

西語初級 I（基礎）　１０Ｓ 秋学期土２限/

木３限

242１年以上    渕上　英二

大岩　功

行政学 II  Ｂ 秋学期土２限 1592２年以上    藤井　浩司

環境法 II 秋学期土２限 452３年以上    鷺坂　長美

日本の国際法戦略 II 秋学期土２限 182３年以上    三上　正裕

外国書講読（変革期とドイツ連邦憲法

裁判所）II

秋学期土２限 412３年以上    根森　健

西語中級 I（総合） ５（秋） 秋学期土３限 31１年以上    渕上　英二
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災害と法　―福島復興と早稲田大学― 秋学期土３限 4812２年以上    首藤　重幸

須網　隆夫

中島　徹

菊池　馨実

大坂　恵里

和田　仁孝

岡田　正則

石田　京子

田村　達久

国際法特論（国際立法論） 秋学期土３限 522３年以上    深堀　亮

外国書講読（知的財産と国際取引）II 秋学期土３限 232３年以上    大楽　光江
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