
2019年4⽉10⽇2019年度 春学期
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: Bridge 1  １Ｄ-2 春学期月１限 121１年以上 トクマ ウォン

English: Bridge 1  ３Ｄ-2 春学期月１限 251１年以上 マニング ジュリア

ン

English: Theme ６５（春） 春学期月１限 締切1２年以上 ハンクス ジェフ

リー ウイルソン

English: Theme ６８（春） 春学期月１限 締切1２年以上 ノット ジェフリー

 アラン

仏語初級 I（基礎） ３Ｆ 春学期月１限/

木２限

締切2１年以上 國房 吉太郎

仏語初級 I（基礎） ７Ｆ 春学期月１限/

木２限

292１年以上 森 佳⼦

⻄語初級 I（基礎） ３Ｓ 春学期月１限/

水３限

532１年以上 ⾦澤 直也

English: Bridge 1  ４Ｄ-1 春学期月２限 181１年以上 田嶋 圭一

English: Bridge 1  ６Ｄ-1 春学期月２限 131１年以上 澤田 敬司

English: Bridge 1  ３Ｃ-1 春学期月２限 締切1１年以上 ⼄⿊ 亮

English: Bridge 1  ５Ｃ-2 春学期月２限 締切1１年以上 下田 啓

English: Bridge 1  ６Ｃ-2 春学期月２限 締切1１年以上 マニング ジュリア

ン

English: Bridge 1  ５Ｓ-2 春学期月２限 191１年以上 ダッフ ブライアン

English: Theme １０（春） 春学期月２限 101２年以上 ⽯原 健

English: Theme １７（春） 春学期月２限 221２年以上 トクマ ウォン

English: Theme ３８（春） 春学期月２限 181２年以上 ノット ジェフリー

 アラン

English: Theme ８１（春） 春学期月２限 締切1２年以上 ハンクス ジェフ

リー ウイルソン

仏語初級 I（基礎） ４Ｆ 春学期月２限/

木１限

252１年以上 吉田 裕

仏語初級 I（基礎） ５Ｆ 春学期月２限/

木１限

122１年以上 後藤 美和⼦

中国語初級 I（基礎） １Ｃ 春学期月２限/

木３限

締切2１年以上 土⾕ 彰男

中国語初級 I（基礎） ９Ｃ 春学期月２限/

木５限

152１年以上 門田 康宏

⻄語初級 I（基礎） １Ｓ 春学期月２限/

水２限

142１年以上 ⽯田 智恵

⻄語初級 I（基礎） ２Ｓ 春学期月２限/

水１限

212１年以上 ⾦澤 直也

⻄語初級 I（基礎） ６Ｓ 春学期月２限/

火２限

122１年以上 岩村 健⼆郎

⻄語初級 I（演習） ４Ｓ 春学期月２限 341１年以上 Ｎ・ロペス

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

独語中級 II（総合）２（春） 春学期月２限 531２年以上 ⻑⾕川 悦朗

仏語中級 I（総合） ３（春） 春学期月２限 締切1１年以上 ⾕ 昌親

仏語中級 I（表現演習） １（春） 春学期月２限 91１年以上 マニゴ ヴァンサン

仏語中級基礎 I （春） 春学期月２限/

木３限

締切2１年以上 中村 隆之

仏語上級 ２（春） 春学期月２限 341２年以上 守中 ⾼明

中国語中級 I（検定・留学） ３

（春）

春学期月２限 101１年以上 辻 リン

⻄語中級 I（表現演習） ２（春） 春学期月２限 261１年以上 イルマ・オスノ

⺠法 I（総則I）  Ｃ 春学期月２限 2872１年以上 岩志 和一郎

商法 I（会社法） Ａ 春学期月２限/

木２限

締切4２年以上 ⼤塚 英明

⺠事訴訟法 I  Ｂ 春学期月２限/

木２限

584２年以上 勅使川原 和彦

⾏政法 I  Ａ 春学期月２限 1412２年以上 首藤 重幸

犯罪学 I 春学期月２限 642２年以上 河合 幹雄

地域研究（アフリカ） 春学期月２限 締切2３年以上 永岡 宏昌

２年法学演習（刑事法） Ｅ （春） 春学期月２限 202２年以上 中空 壽雅

導入演習（必修） ５ 春学期月３限 52１年以上 ⼤澤 慎太郎

導入演習（必修） １２ 春学期月３限 締切2１年以上 酒巻 匡

導入演習（必修） １３ 春学期月３限 締切2１年以上 清水 章雄

導入演習（必修） ２２ 春学期月３限 182１年以上 寺崎 嘉博

導入演習（必修） ３２ 春学期月３限 62１年以上 山本 研

English: Bridge 1  ９Ｄ-1 春学期月３限 91１年以上 鈴木 順⼦

English: Bridge 1  ９Ｃ-1 春学期月３限 締切1１年以上 田嶋 圭一

English: Bridge 1  ６Ｓ-2 春学期月３限 171１年以上 ダッフ ブライアン

English: Bridge 1  ７Ｓ-2 春学期月３限 541１年以上 下田 啓

English: Theme １２（春） 春学期月３限 締切1２年以上 ⽯原 健

English: Theme ３１（春） 春学期月３限 141２年以上 ⼄⿊ 亮

English: Theme ５６（春） 春学期月３限 締切1２年以上 ハンクス ジェフ

リー ウイルソン

English: Theme ８４（春） 春学期月３限 締切1２年以上 ノット ジェフリー

 アラン

English: Advanced ３（春） 春学期月３限 231３年以上 澤田 敬司

仏語初級 I（基礎） １Ｆ 春学期月３限/

木３限

締切2１年以上 福山 智

仏語初級 I（基礎） ２Ｆ 春学期月３限/

木３限

締切2１年以上 ⾕ 昌親

仏語初級 I（基礎） ６Ｆ 春学期月３限/

木３限

252１年以上 守中 ⾼明

中国語初級 I（基礎） ２Ｃ 春学期月３限/

木３限

締切2１年以上 門田 康宏

中国語初級 I（基礎） ３Ｃ 春学期月３限/

木４限

締切2１年以上 ⼤森 信徳

中国語初級 I（基礎） ６Ｃ 春学期月３限/

木２限

締切2１年以上 土⾕ 彰男

⻄語初級 I（演習） １Ｓ 春学期月３限 361１年以上 イルマ・オスノ

⻄語初級 I（演習） ８Ｓ 春学期月３限 341１年以上 Ｎ・ロペス

独語中級 I（総合） ５（春） 春学期月３限 締切1１年以上 弓削 尚⼦

仏語中級 I（総合） ７（春） 春学期月３限 51１年以上 吉田 裕

仏語中級 I（表現演習） ５（春） 春学期月３限 111１年以上 マニゴ ヴァンサン

中国語中級 I（ｽﾃｯﾌﾟ I） １（春） 春学期月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（春） 春学期月３限/

水３限

締切2１年以上 辻 リン

⻄語中級 II  １（春） 春学期月３限 321２年以上 岩村 健⼆郎

社会学 I Ｂ （井関） 春学期月３限 472１年以上 井関 正久

刑事訴訟法 Ｂ 春学期月３限/

木３限

締切4２年以上 ⼩川 佳樹

ローマ法の歴史 春学期月３限 302２年以上 原田 俊彦

中国法史 春学期月３限 122３年以上 水間 ⼤輔

憲法特論 I（総論・統治） 春学期月３限 1422２年以上 中島 徹

情報法 春学期月３限 締切2２年以上 田島 泰彦

犯罪学 II 春学期月３限 締切2２年以上 河合 幹雄

国際関係論 I Ａ 春学期月３限 締切2２年以上 河野 真理⼦

外国書講読（ドイツ刑事法入門）I 春学期月３限 202３年以上 芥川 正洋

教養演習（フランス語圏）Ａ 春学期月３限 242３年以上 中村 隆之

English: Bridge 1  ５Ｄ-1 春学期月４限 91１年以上 ⼄⿊ 亮

English: Bridge 1  ８Ｄ-1 春学期月４限 61１年以上 鈴木 順⼦

English: Bridge 1  ７Ｄ-2 春学期月４限 131１年以上 ダッフ ブライアン

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

English: Theme ９（春） 春学期月４限 締切1２年以上 渡辺 幸倫

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

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

English: Theme ４０（春） 春学期月４限 締切1２年以上 首藤 佐智⼦

English: Theme ６１（春） 春学期月４限 201２年以上 川成 美香

中国語初級 I（基礎） ４Ｃ 春学期月４限/

木４限

締切2１年以上 門田 康宏

中国語初級 I（基礎） ５Ｃ 春学期月４限/

⾦３限

締切2１年以上 ⼤森 信徳

⻄語初級 I（演習） ９Ｓ 春学期月４限 391１年以上 イルマ・オスノ

仏語上級 １（春） 春学期月４限 241２年以上 ⾕ 昌親

⺠法 III（債権総論 I）  Ｃ 春学期月４限 2712２年以上 後藤 巻則

刑事訴訟法 Ａ 春学期月４限/

木４限

624２年以上 寺崎 嘉博

⺠法 VI（家族法）I 春学期月４限 582３年以上 棚村 政⾏

外国法総論（中国法I） 春学期月４限 締切2２年以上 ⽂ 元春

外国法特論（英⽶法）I Ｅ 春学期月４限 342３年以上 ⼤坂 恵⾥

国際取引法特論（国際ビジネス法）I 春学期月４限 1112３年以上 浜辺 陽一郎

国際法特論（国際紛争解決法） 春学期月４限 602３年以上 河野 真理⼦

開発経済論 春学期月４限 532３年以上 ⾕村 光浩

商法（⼿形法・⼩切⼿法） 春学期月４限/

⾦４限

484３年以上 尾崎 安央

教養演習（歴史・思想）Ｆ 春学期月４限 262３年以上 井関 正久

導入演習（必修） １０ 春学期月５限 締切2１年以上 河野 真理⼦

English: Bridge 1  ８Ｃ-2 春学期月５限 締切1１年以上 ダッフ ブライアン

English: Theme ６３（春） 春学期月５限 181２年以上 川成 美香

English: Theme ６４（春） 春学期月５限 締切1２年以上 渡辺 幸倫

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

仏語初級 II（基礎） ８Ｆ 春学期月５限/

木４限

282１年以上 福山 智

⻄語中級 I（表現演習） ３（春） 春学期月５限 261１年以上 Ｒ・ルイス

環境論 I Ａ （⼩島・藤岡） 春学期月５限 852１年以上 ⼩島 恵

藤岡 典夫

総合講座「ドイツ語圏を知る」 春学期月５限 482１年以上 星井 牧⼦

楜澤 能生

水島 朝穂

⾼橋 則夫

弓削 尚⼦

⼤場 浩之

近藤 孝弘

岡 佑介

江⼝ ⼤輔
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総合講座「表象文化研究入門」 春学期月５限 32１年以上 ⻑⾕川 章

⾕ 昌親

澤田 敬司

林 浩平

渡邊 未帆

憲法 I Ａ 春学期月５限 3942１年以上 ⻑⾕部 恭男

⾏政争訟法 I 春学期月５限 952３年以上 首藤 重幸

賠償医学・法医学 春学期月５限 4432３年以上 ⼤野 曜吉

国際経済法 I 春学期月５限 締切2３年以上 清水 章雄

地域研究（韓国） 春学期月５限 402３年以上 木宮 正史

２年法学演習（⺠法）  Ｊ （春） 春学期月５限 142２年以上 志村 武

教養演習（フランス語圏）Ｂ 春学期月５限 382３年以上 守中 ⾼明

教養演習（フランス語圏）Ｃ 春学期月５限 312３年以上 吉田 裕

＜火曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Bridge 1  １Ｄ-1 春学期火１限 191１年以上 五⼗嵐 義⾏

English: Bridge 1  ６Ｆ-1 春学期火１限 361１年以上 福岡 眞知⼦

English: Bridge 1  ７Ｆ-1 春学期火１限 261１年以上 藤本 智香

English: Bridge 1  ７Ｃ-2 春学期火１限 締切1１年以上 ファイラー ジャ

ミェル チャールズ

English: Bridge 1  ４Ｓ-2 春学期火１限 231１年以上 ハンクス ジェフ

リー ウイルソン

English: Theme ６（春） 春学期火１限 221２年以上 ⼩林 テレサ ジ

エーン

English: Advanced １（春） 春学期火１限 261３年以上 鈴木 理恵⼦

独語初級 I（基礎） ６Ｄ 春学期火１限/

⾦２限

202１年以上 前川 一貴

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

ルクス

中国語初級 II（基礎） １０Ｃ 春学期火１限/

⾦２限

締切2１年以上 尾形 洋一

中国語初級 I（演習） １Ｃ 春学期火１限 締切1１年以上 柴 森

中国語初級 I（演習） ５Ｃ 春学期火１限 締切1１年以上 徐 揚

露語初級 I（基礎） １Ｒ 春学期火１限/

木２限

392１年以上 梶 重樹

⻄語初級 I（演習） ７Ｓ 春学期火１限 111１年以上 Ｍ・Ｓ・アロンソ

独語中級 I（表現演習） ６（春） 春学期火１限 271１年以上 トロール ヘルマン

 Ｊ

生物学 I （新海） 春学期火１限 102１年以上 新海 正

刑法 II（刑法各論） Ａ 春学期火１限/

⾦１限

674２年以上 北川 佳世⼦

外国法総論（英⽶法I）  Ｂ 春学期火１限 512２年以上 淺香 吉幹 

２年法学演習（憲法） Ｃ （春） 春学期火１限 202２年以上 波多江 悟史

導入演習（必修） ３ 春学期火２限 172１年以上 江原 勝⾏

導入演習（必修） ２６ 春学期火２限 142１年以上 波多江 悟史

導入演習（必修） ２８ 春学期火２限 192１年以上 ⽂ 元春

導入演習（必修） ３３ 春学期火２限 172１年以上 ラーデマッハ クリ

ストフ

English: Bridge 1  ３Ｓ-1 春学期火２限 221１年以上 五⼗嵐 義⾏

English: Bridge 1  ５Ｓ-1 春学期火２限 381１年以上 福岡 眞知⼦

English: Bridge 1  ４Ｆ-2 春学期火２限 331１年以上 ファイラー ジャ

ミェル チャールズ

English: Bridge 1  ５Ｆ-2 春学期火２限 151１年以上 ストックウェル グ

レン

English: Bridge 1  ４Ｃ-2 春学期火２限 締切1１年以上 ハンクス ジェフ

リー ウイルソン

English: Theme １５（春） 春学期火２限 51２年以上 桜井 真理⼦

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

エーン

English: Theme ２２（春） 春学期火２限 締切1２年以上 ⼩林 亜紀⼦

English: Theme ７５（春） 春学期火２限 締切1２年以上 藤本 智香

独語初級 I（基礎） ５Ｄ 春学期火２限/

⾦１限

締切2１年以上 星井 牧⼦

独語初級 II（基礎） １０Ｄ 春学期火２限/

⾦２限

482１年以上 ⼤山 浩太

中国語初級 I（基礎） ７Ｃ 春学期火２限/

⾦２限

締切2１年以上 ⼤森 信徳

⻄語初級 I（基礎） ６Ｓ 春学期火２限/

月２限

122１年以上 岩村 健⼆郎

⻄語初級 I（演習） ２Ｓ 春学期火２限 101１年以上 Ｍ・Ｓ・アロンソ

独語中級 I（表現演習） ４（春） 春学期火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（春） 春学期火２限 311１年以上 グユルベルク ニー

ルス

独語上級（総合）２（春） 春学期火２限 261２年以上 トロール ヘルマン

 Ｊ

独語上級（留学準備）１（春） 春学期火２限 271２年以上 岡 佑介

仏語中級 II（留学準備） （春） 春学期火２限 241２年以上 マニゴ ヴァンサン

中国語中級 I（総合） ３（春） 春学期火２限 締切1１年以上 尾形 洋一

中国語中級 I（表現演習） ２（春） 春学期火２限 締切1１年以上 徐 揚

⻄語中級 I（総合） ６（春） 春学期火２限 締切1１年以上 工藤 瞳

⺠法 I（総則I）  Ａ 春学期火２限 3102１年以上 ⼤場 浩之

⺠法 II（物権法） Ａ 春学期火２限 1142２年以上 ⼤澤 慎太郎

法哲学（正義論） 春学期火２限 締切2２年以上 郭 舜

地方自治法 I 春学期火２限 締切2３年以上 田村 達久

倒産法 I 春学期火２限 締切2３年以上 加藤 哲夫

知的財産権法 I 春学期火２限 632３年以上 ⾼林 ⿓

経済刑法 春学期火２限 締切2３年以上 田山 聡美

国際政治学 I 春学期火２限 42３年以上 森井 裕一

外国書講読（現代フランス社会と治

安）I

春学期火２限 152３年以上 ⽯川 裕一郎

外国書講読（ドイツ⺠法入門）I 春学期火２限 182３年以上 喜友名 菜織

外国書講読（⽐較法討論）I 春学期火２限 172３年以上 シャープ ジェーム

ズ フィリップ ス

タントン

教養演習（英語圏）Ｃ 春学期火２限 192３年以上 澤田 敬司

教養演習（歴史・思想）Ｃ 春学期火２限 412３年以上 弓削 尚⼦

教養演習（言語情報）Ｂ 春学期火２限 212３年以上 ⼄⿊ 亮

全学年独語（初級）I 春学期火２限 291１年以上 江⼝ ⼤輔

導入演習（必修） １４ 春学期火３限 182１年以上 末宗 達⾏

English: Bridge 1  ３Ｆ-1 春学期火３限 71１年以上 桜井 真理⼦

English: Bridge 1  １Ｒ-1 春学期火３限 141１年以上 ⼄⿊ 亮

English: Bridge 1  １Ｆ-2 春学期火３限 511１年以上 ⼩林 テレサ ジ

エーン

English: Theme １９（春） 春学期火３限 171２年以上 福岡 眞知⼦

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

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

English: Theme ３３（春） 春学期火３限 211２年以上 原田 康也

English: Theme ３４（春） 春学期火３限 41２年以上 パウエル リチヤー

ド

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

English: Intensive Theme ２（春） 春学期火３限/

⾦１限

142２年以上 本山 哲人

独語初級 I（基礎） ３Ｄ 春学期火３限/

⾦２限

締切2１年以上 弓削 尚⼦

中国語初級 I（基礎） ８Ｃ 春学期火３限/

⾦３限

締切2１年以上 土⾕ 彰男

独語上級（総合）１（春） 春学期火３限 371２年以上 グユルベルク ニー

ルス

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

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

露語中級 I（総合） （春） 春学期火３限 381１年以上 梶 重樹

⻄語中級 I（表現演習） １（春） 春学期火３限 121１年以上 Ｍ・Ｓ・アロンソ

⺠法 I（総則I）  Ｂ 春学期火３限 締切2１年以上 ⻘木 則幸

商法 I（会社法） Ｂ 春学期火３限/

⾦３限

1174２年以上 鳥山 恭一

国際法 I Ａ 春学期火３限 572２年以上 萬歳 寛之

⺠事訴訟法 II  Ａ 春学期火３限 332２年以上 松村 和

応⽤刑法 I（総論） 春学期火３限 872３年以上 杉本 一敏

国際取引法 I Ｂ 春学期火３限 502３年以上 久保田 隆

独占禁止法 I 春学期火３限 1412３年以上 土田 和博

２年法学演習（⺠法）  Ａ （春） 春学期火３限 142２年以上 ⼤澤 慎太郎

２年法学演習（⺠法）  Ｅ （春） 春学期火３限 212２年以上 三枝 健治

外国書講読（アメリカ憲法判例を読

む）I

春学期火３限 142３年以上 ⾦澤 孝

外国書講読（フランス第5共和制研

究）

春学期火３限 192３年以上 波多江 悟史

外国書講読（現代中国法論）I 春学期火３限 212３年以上 國⾕ 知史

教養演習（ドイツ語圏）Ｂ 春学期火３限 212３年以上 江⼝ ⼤輔

教養演習（スペイン語圏）Ａ 春学期火３限 192３年以上 岩村 健⼆郎

教養演習（表象文化）Ａ 春学期火３限 282３年以上 マニゴ ヴァンサン

教養演習（表象文化）Ｅ 春学期火３限 262３年以上 ⾕ 昌親

導入演習（必修） １８ 春学期火４限 締切2１年以上 棚村 政⾏

English: Bridge 1  ２Ｃ-1 春学期火４限 締切1１年以上 ⼩竹 直

English: Bridge 1  １Ｓ-2 春学期火４限 541１年以上 ⼩林 テレサ ジ

エーン

English: Theme ２５（春） 春学期火４限 21２年以上 広川 治

English: Theme ３５（春） 春学期火４限 161２年以上 パウエル リチヤー

ド

English: Theme ５８（春） 春学期火４限 71２年以上 桜井 真理⼦

English: Theme ５９（春） 春学期火４限 221２年以上 ⼄⿊ 亮

English: Theme ６０（春） 春学期火４限 241２年以上 原田 康也

独語初級 I（基礎） １Ｄ 春学期火４限/

⾦４限

締切2１年以上 岡 佑介

独語初級 I（基礎） ２Ｄ 春学期火４限/

⾦３限

締切2１年以上 井⼝ 三奈⼦

独語初級 I（基礎） ８Ｄ 春学期火４限/

⾦４限

212１年以上 城田 千鶴⼦

独語初級 I（基礎） ９Ｄ 春学期火４限/

⾦４限

212１年以上 北岡 幸代

独語中級 I（表現演習） ７（春） 春学期火４限 341１年以上 グユルベルク ニー

ルス

仏語中級 I（総合） ６（春） 春学期火４限 161１年以上 上杉 未央

中国語中級 II（チュートリアル）１

（春）

春学期火４限 231２年以上 辻 リン

⽂学 I Ｄ （藤井） 春学期火４限 632１年以上 藤井 省三
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演劇論 I  （澤田） 春学期火４限 642１年以上 澤田 敬司

刑法 I（刑法総論） Ａ 春学期火４限/

⾦４限

締切4１年以上 松原 芳博

刑法 II（刑法各論） Ｂ 春学期火４限/

⾦４限

2044２年以上 ⾼橋 則夫

⺠法IV（債権各論I） Ｃ 春学期火４限 3112３年以上 山⼝ ⻫昭

⺠事訴訟法 I  Ａ 春学期火４限/

⾦４限

804２年以上 田 昌宏

信託法 I 春学期火４限 222３年以上 三枝 健治

農業法 春学期火４限 412３年以上 楜澤 能生

労使関係法 春学期火４限 202３年以上 ⼤木 正俊

２年法学演習（⺠法）  Ｎ （春） 春学期火４限 182２年以上 松原 哲

２年法学演習（中国法）  Ａ 春学期火４限 172２年以上 ⽂ 元春

教養演習（英語圏）Ａ 春学期火４限 72３年以上 本山 哲人

導入講義（法学入門）II 春学期火５限 4032１年以上 原田 俊彦

導入演習（必修） １ 春学期火５限 142１年以上 芥川 正洋

導入演習（必修） ８ 春学期火５限 172１年以上 末宗 達⾏

導入演習（必修） ２１ 春学期火５限 82１年以上 勅使川原 和彦

導入演習（必修） ２４ 春学期火５限 182１年以上 中本 香織

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

English: Theme ２８（春） 春学期火５限 151２年以上 ⼩林 テレサ ジ

エーン

English: Theme ３６（春） 春学期火５限 締切1２年以上 堀田 千⾥

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

独語初級 I（基礎） ７Ｄ 春学期火５限/

⾦５限

192１年以上 羽田野 まち⼦

⻄語初級 II（演習） １０Ｓ 春学期火５限 321１年以上 Ｒ・ルイス

独語中級 II（表現演習）２（春） 春学期火５限 421２年以上 グユルベルク ニー

ルス

中国語中級 II（ｽﾃｯﾌﾟ II） １（春） 春学期火５限/

木２限

締切2２年以上 辻 リン

中国語中級 II（ステップ II） ２

（春）

春学期火５限/

木２限

締切2２年以上 柴 森

⽇本史 I Ａ （瀧音） 春学期火５限 282１年以上 瀧音 能之

⺠法IV（債権各論I） Ｂ 春学期火５限 2482３年以上 磯村 保

ジェンダーと法 I 春学期火５限 2172３年以上 ⽯田 京⼦

教育法 I 春学期火５限 752２年以上 廣澤 明

２年法学演習（刑事法） Ｂ （春） 春学期火５限 締切2２年以上 内山 良雄

外国書講読（英米法哲学）I 春学期火５限 182３年以上 郭 舜

導入講義（選択） ―法曹の仕事を知

る―

春学期火６限 92１年以上 白⽯ ⼤

＜水曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Bridge 1  ２Ｄ-2 春学期水１限 151１年以上 ストックウェル グ

レン

English: Bridge 1  ８Ｄ-2 春学期水１限 101１年以上 鈴木 理恵⼦

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

English: Theme １８（春） 春学期水１限 締切1２年以上 吉野 舞起⼦

独語初級 I（演習） ７Ｄ 春学期水１限 311１年以上 グユルベルク ニー

ルス

仏語初級 I（演習） ２Ｆ 春学期水１限 締切1１年以上 マニゴ ヴァンサン

⻄語初級 I（基礎） ２Ｓ 春学期水１限/

月２限

212１年以上 ⾦澤 直也

⻄語初級 I（基礎） ９Ｓ 春学期水１限/

木２限

272１年以上 矢田 陽⼦

独語中級 I（表現演習） ２（春） 春学期水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（春） 春学期水１限 211２年以上 ククリンスキ ルー

ベン

中国語中級 I（検定・留学） １

（春）

春学期水１限 締切1１年以上 陸 偉栄

⻄語中級 I（総合） ４（春） 春学期水１限 531１年以上 杉山 佳⼦

哲学・思想 I Ｂ （⾼岡） 春学期水１限 132１年以上 岡 佑介

⽇本史 I Ｂ （堀） 春学期水１限 6292１年以上 堀 新

科学史 I  （矢島） 春学期水１限 302１年以上 矢島 道⼦

応⽤⺠法 I 春学期水１限 1062３年以上 磯村 保

外国書講読（中国の環境と法）I 春学期水１限 152３年以上 ⽂ 元春

導入演習（必修） ６ 春学期水２限 102１年以上 ⼤橋 ⿇也

導入演習（必修） １５ 春学期水２限 締切2１年以上 菅原 郁夫

導入演習（必修） １６ 春学期水２限 締切2１年以上 杉本 一敏

導入演習（必修） ２５ 春学期水２限 締切2１年以上 橋本 有生

導入演習（必修） ２９ 春学期水２限 締切2１年以上 本間 靖規

English: Bridge 1  １Ｃ-2 春学期水２限 締切1１年以上 メドウズ アラン

独語初級 I（基礎） ４Ｄ 春学期水２限/

⾦２限

締切2１年以上 河村 ⿇⾥⼦

独語初級 I（演習） ２Ｄ 春学期水２限 締切1１年以上 藤沢 ダヴィット

独語初級 I（演習） ５Ｄ 春学期水２限 締切1１年以上 シュミット ウテ

独語初級 II（演習） １０Ｄ 春学期水２限 381１年以上 グユルベルク ニー

ルス

仏語初級 I（演習） ５Ｆ 春学期水２限 141１年以上 マニゴ ヴァンサン

中国語初級 I（演習） ４Ｃ 春学期水２限 締切1１年以上 潘 藝梅

露語初級 I（演習） １Ｒ 春学期水２限 161１年以上 東井 ナジェージュ

ダ

⻄語初級 I（基礎） １Ｓ 春学期水２限/

月２限

142１年以上 ⽯田 智恵

⻄語初級 I（基礎） ４Ｓ 春学期水２限/

⾦４限

122１年以上 井垣 昌

⻄語初級 I（基礎） ７Ｓ 春学期水２限/

木３限

112１年以上 岩村 健⼆郎

独語中級 I（講読） １（春） 春学期水２限 501１年以上 ⻑⾕川 悦朗

独語中級 I（表現演習） １（春） 春学期水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） ５（春） 春学期水２限 71１年以上 中村 隆之

仏語中級 II ３（春） 春学期水２限 111２年以上 ジュンタ レナ

中国語中級 I（総合） １（春） 春学期水２限 締切1１年以上 ⽯ 碩

中国語中級 I（検定・留学） ２

（春）

春学期水２限 締切1１年以上 陸 偉栄

⻄語中級 I（総合） ７（春） 春学期水２限 331１年以上 ⼩倉 ⿇由⼦

⻄語中級 I（総合） ８（春） 春学期水２限 401１年以上 杉山 佳⼦

⻄洋史 I Ａ （水林） 春学期水２限 132１年以上 水林 章

現代史 I  （吉田） 春学期水２限 1702１年以上 吉田 裕

地域⽂化 I Ｈ （下田） 春学期水２限 372１年以上 下田 啓

言語学 I Ｃ （ストックウェル） 春学期水２限 672１年以上 ストックウェル グ

レン

⺠法 III（債権総論 I） Ｂ 春学期水２限 402２年以上 三枝 健治

外国法総論（英⽶法I）  Ａ 春学期水２限 1412２年以上 中村 ⺠雄

外国法総論（ドイツ法 I） 春学期水２限 162２年以上 藤巻 梓

法政策論 I Ｂ 春学期水２限 2532２年以上 水島 朝穂

憲法特論 II（人権Ａ） 春学期水２限 1512２年以上 江原 勝⾏

Intellectual Property Law 春学期水２限 締切2３年以上 ラーデマッハ クリ

ストフ

会社法 II 春学期水２限/

⾦２限

締切4３年以上 尾崎 安央

外国書講読（中国の法と社会）I 春学期水２限 152３年以上 但⾒ 亮

外国書講読（知的財産権法）I 春学期水２限 242３年以上 末宗 達⾏

教養演習（ドイツ語圏）Ｅ 春学期水２限 232３年以上 星井 牧⼦

English: Bridge 1  ４Ｄ-2 春学期水３限 601１年以上 ヤング ジェローム

English: Theme ４４（春） 春学期水３限 締切1２年以上 中澤 はるみ

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

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

ベン

仏語初級 I（演習） １Ｆ 春学期水３限 締切1１年以上 ジュンタ レナ

仏語初級 I（演習） ４Ｆ 春学期水３限 181１年以上 マルティネル ルイ

 ソロ

中国語初級 I（演習） ６Ｃ 春学期水３限 締切1１年以上 潘 藝梅

中国語初級 I（演習） ９Ｃ 春学期水３限 271１年以上 陸 偉栄

⻄語初級 I（基礎） ３Ｓ 春学期水３限/

月１限

532１年以上 ⾦澤 直也

独語中級 I（表現演習） ５（春） 春学期水３限 締切1１年以上 シュミット ウテ

仏語中級 I（総合） １（春） 春学期水３限 締切1１年以上 北村 喜久⼦

仏語中級 I（表現演習） ３（春） 春学期水３限 締切1１年以上 ベルテ ディディエ

中国語中級 I（総合） ２（春） 春学期水３限 締切1１年以上 伴 俊典

中国語中級 I（ｽﾃｯﾌﾟ I） １（春） 春学期水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（春） 春学期水３限/

月３限

締切2１年以上 辻 リン

中国語中級 I（講読演習） １（春） 春学期水３限 締切1１年以上 野原 将揮

露語中級 I（演習） （春） 春学期水３限 131１年以上 東井 ナジェージュ

ダ

露語中級 II（講読） （春） 春学期水３限 281２年以上 梶 重樹

⻄語中級 I（総合） ３（春） 春学期水３限 締切1１年以上 伊香 祝⼦

地域⽂化 I Ｆ （水林） 春学期水３限 382１年以上 水林 章

外国法特論（ロシア＝東中欧法・ＥＵ

法）I

春学期水３限 462３年以上 ⼩田 博

教養演習（表象文化）Ｃ 春学期水３限 締切2３年以上 澤田 敬司

English: Bridge 1  ８Ｃ-1 春学期水４限 31１年以上 宮川 敬⼦

English: Bridge 1  ２Ｆ-2 春学期水４限 121１年以上 グラス ジェシー

English: Theme ５２（春） 春学期水４限 締切1２年以上 中澤 はるみ

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

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

独語初級 I（演習） ３Ｄ 春学期水４限 締切1１年以上 シュミット ウテ

独語初級 I（演習） ６Ｄ 春学期水４限 171１年以上 レフェルホルツ ア

ンドレアス

独語初級 I（演習） ８Ｄ 春学期水４限 191１年以上 Ｅ・ヘルメル

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

中国語初級 I（演習） ３Ｃ 春学期水４限 締切1１年以上 独孤 嬋覚

中国語初級 II（演習） １０Ｃ 春学期水４限 551１年以上 潘 藝梅

仏語中級 I（表現演習） ４（春） 春学期水４限 締切1１年以上 マルティネル ルイ

 ソロ

仏語中級演習 I （春） 春学期水４限 締切1１年以上 ジュンタ レナ

中国語中級 I（総合） ４（春） 春学期水４限 締切1１年以上 伴 俊典

中国語中級 I（講読演習） ２（春） 春学期水４限 締切1１年以上 野原 将揮

芸術論 I Ｄ （陸） 春学期水４限 2052１年以上 陸 偉栄
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外国書講読（アメリカの人権判例を読

む）I

春学期水４限 締切2３年以上 ⼩竹 聡

教養演習（フランス語圏）Ｅ 春学期水４限 262３年以上 水林 章

English: Bridge 1  ３Ｓ-2 春学期水５限 141１年以上 グラス ジェシー

English: Theme ５４（春） 春学期水５限 締切1２年以上 中澤 はるみ

English: Theme ６７（春） 春学期水５限 締切1２年以上 ヤング ジェローム

独語初級 I（演習） ９Ｄ 春学期水５限 211１年以上 レフェルホルツ ア

ンドレアス

仏語初級 II（演習） ８Ｆ 春学期水５限 361１年以上 マルティネル ルイ

 ソロ

中国語初級 I（演習） ７Ｃ 春学期水５限 締切1１年以上 独孤 嬋覚

仏語中級 I（総合） ８（春） 春学期水５限 191１年以上 今村 真介

人類学 I Ａ （岩淵） 春学期水５限 1822１年以上 岩淵 聡⽂

総合講座「フランス語圏を知る」 春学期水５限 82１年以上 吉田 裕

⾕ 昌親

河野 真理⼦

守中 ⾼明

中村 隆之

マニゴ ヴァンサン

情報化社会と法 I（コンピュータと

法）

春学期水５限 412３年以上 笠原 毅彦

２年法学演習（憲法） Ｂ （春） 春学期水５限 202２年以上 ⼩竹 聡

教養演習（表象文化）Ｇ 春学期水５限 292３年以上 ⻑⾕川 章

＜木曜日＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Bridge 1  ７Ｄ-1 春学期木１限 71１年以上 吉野 舞起⼦

English: Bridge 1  ５Ｃ-1 春学期木１限 締切1１年以上 夏目 康⼦

English: Bridge 1  ６Ｄ-2 春学期木１限 151１年以上 トクマ ウォン

English: Theme ４（春） 春学期木１限 締切1２年以上 平倉 菜摘⼦

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

アム Ｆ

English: Intensive Theme ３（春） 春学期木１限/

⾦２限

締切2２年以上 ストックウェル グ

レン

仏語初級 I（基礎） ４Ｆ 春学期木１限/

月２限

252１年以上 吉田 裕

仏語初級 I（基礎） ５Ｆ 春学期木１限/

月２限

122１年以上 後藤 美和⼦

中国語初級 I（演習） ８Ｃ 春学期木１限 締切1１年以上 徐 揚

２年法学演習（⺠法）  Ｄ （春） 春学期木１限 312２年以上 喜友名 菜織

導入演習（必修） ４ 春学期木２限 締切2１年以上 遠藤 聡太

導入演習（必修） ７ 春学期木２限 締切2１年以上 郭 舜

導入演習（必修） １１ 春学期木２限 62１年以上 喜友名 菜織

導入演習（必修） ２３ 春学期木２限 182１年以上 道垣内 正人

English: Bridge 1  ２Ｄ-1 春学期木２限 321１年以上 鈴木 武生

English: Bridge 1  ３Ｄ-1 春学期木２限 151１年以上 平倉 菜摘⼦

English: Bridge 1  ５Ｆ-1 春学期木２限 91１年以上 吉野 舞起⼦

English: Bridge 1  ５Ｄ-2 春学期木２限 121１年以上 オコーナー ウイリ

アム Ｆ

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

 ブライアン

English: Theme ２３（春） 春学期木２限 151２年以上 加藤 順⼦

English: Theme ６２（春） 春学期木２限 201２年以上 ⼩林 亜紀⼦

English: Theme ８０（春） 春学期木２限 111２年以上 夏目 康⼦

English: Theme ８２（春） 春学期木２限 271２年以上 トクマ ウォン

English: Advanced ２（春） 春学期木２限 251３年以上 ストックウェル グ

レン

仏語初級 I（基礎） ３Ｆ 春学期木２限/

月１限

締切2１年以上 國房 吉太郎

仏語初級 I（基礎） ７Ｆ 春学期木２限/

月１限

292１年以上 森 佳⼦

中国語初級 I（基礎） ６Ｃ 春学期木２限/

月３限

締切2１年以上 土⾕ 彰男

露語初級 I（基礎） １Ｒ 春学期木２限/

火１限

392１年以上 梶 重樹

⻄語初級 I（基礎） ９Ｓ 春学期木２限/

水１限

272１年以上 矢田 陽⼦

独語中級 I（総合） ７（春） 春学期木２限 821１年以上 江⼝ 陽⼦

独語中級 I（講読） ４（春） 春学期木２限 411１年以上 津山 拓也

仏語中級 I（総合） ２（春） 春学期木２限 締切1１年以上 中村 隆之

仏語中級 I（総合） ４（春） 春学期木２限 191１年以上 後藤 美和⼦

中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） ２

（春）

春学期木２限 締切1１年以上 徐 揚

中国語中級 II（ｽﾃｯﾌﾟ II） １（春） 春学期木２限/

火５限

締切2２年以上 辻 リン

中国語中級 II（ステップ II） ２

（春）

春学期木２限/

火５限

締切2２年以上 柴 森

中国語上級I（チュートリアル）２

（春）

春学期木２限 161２年以上 王 傑

露語中級 II（総合） （春） 春学期木２限 501２年以上 ⻑井 淳

⻄語中級 I（総合） １（春） 春学期木２限 締切1１年以上 ⽯田 智恵

外国史概論 I 春学期木２限 締切2２年以上 林 美希

⽂学 I Ｃ （鈴木） 春学期木２限 22１年以上 鈴木 理恵⼦

芸術論 I Ｃ （守中） 春学期木２限 822１年以上 守中 ⾼明

⺠法 II（物権法） Ｂ 春学期木２限 192２年以上 ⻘木 則幸

商法 I（会社法） Ａ 春学期木２限/

月２限

締切4２年以上 ⼤塚 英明

⺠法IV（債権各論II） Ａ 春学期木２限 1242３年以上 秋山 靖浩

⺠事訴訟法 I  Ｂ 春学期木２限/

月２限

584２年以上 勅使川原 和彦

雇用関係法 I 春学期木２限 3092３年以上 島田 陽一

法社会学 I 春学期木２限 1292２年以上 楜澤 能生

外国法特論（フランス法）I 春学期木２限 432３年以上 ⽯川 真衣

国際取引法 I Ａ 春学期木２限 92３年以上 江泉 芳信

外国書講読（フランスの裁判） I 春学期木２限 232３年以上 ⼤橋 ⿇也

外国書講読（ドイツ公法入門）I 春学期木２限 232３年以上 田村 達久

教養演習（歴史・思想）Ａ 春学期木２限 662３年以上 岩村 健⼆郎

教養演習（言語情報）Ｃ 春学期木２限 242３年以上 江⼝ ⼤輔

導入演習（必修） ２７ 春学期木３限 締切2１年以上 古⾕ 修一

導入演習（必修） ３１ 春学期木３限 締切2１年以上 水島 朝穂

English: Bridge 1  ６Ｃ-1 春学期木３限 締切1１年以上 原田 康也

English: Bridge 1  ９Ｄ-2 春学期木３限 111１年以上 オコーナー ウイリ

アム Ｆ

English: Bridge 1  ３Ｃ-2 春学期木３限 締切1１年以上 ストックウェル グ

レン

English: Bridge 1 ９Ｓ-2 春学期木３限 191１年以上 アレン デイビット

 ブライアン

English: Theme ３（春） 春学期木３限 31２年以上 鈴木 武生

English: Theme １４（春） 春学期木３限 締切1２年以上 藤本 智香

English: Theme ４３（春） 春学期木３限 41２年以上 ⼩張 敬之

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

English: Theme ６６（春） 春学期木３限 91２年以上 首藤 佐智⼦

仏語初級 I（基礎） １Ｆ 春学期木３限/

月３限

締切2１年以上 福山 智

仏語初級 I（基礎） ２Ｆ 春学期木３限/

月３限

締切2１年以上 ⾕ 昌親

仏語初級 I（基礎） ６Ｆ 春学期木３限/

月３限

252１年以上 守中 ⾼明

中国語初級 I（基礎） １Ｃ 春学期木３限/

月２限

締切2１年以上 土⾕ 彰男

中国語初級 I（基礎） ２Ｃ 春学期木３限/

月３限

締切2１年以上 門田 康宏

⻄語初級 I（基礎） ７Ｓ 春学期木３限/

水２限

112１年以上 岩村 健⼆郎

⻄語初級 I（基礎） ８Ｓ 春学期木３限/

⾦３限

332１年以上 睦⽉ 規⼦

⻄語初級 II（基礎） １０Ｓ 春学期木３限/

土２限

152１年以上 渕上 英⼆

⼤岩 功

⻄語初級 I（演習） ３Ｓ 春学期木３限 141１年以上 イルマ・オスノ

独語中級 I（総合） ６（春） 春学期木３限 341１年以上 津山 拓也

独語中級 I（表現演習） ３（春） 春学期木３限 締切1１年以上 レフェルホルツ ア

ンドレアス

仏語中級基礎 I （春） 春学期木３限/

月２限

締切2１年以上 中村 隆之

中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） ４

（春）

春学期木３限 締切1１年以上 王 傑

露語中級 I（講読） （春） 春学期木３限 391１年以上 ⻑井 淳

⻄語中級 I（総合） ９（春） 春学期木３限 521１年以上 矢田 陽⼦

⼼理学I Ａ （⽯川） 春学期木３限 1192１年以上 ⽯川 利江

憲法 I Ｂ 春学期木３限 4332１年以上 中島 徹

刑事訴訟法 Ｂ 春学期木３限/

月３限

締切4２年以上 ⼩川 佳樹

⺠法 V（担保法） Ｂ 春学期木３限 1302３年以上 ⻘木 則幸

⾏政法 I  Ｂ 春学期木３限 592２年以上 田村 達久

日本法史 I（前近代） 春学期木３限 1312２年以上 和仁 かや

⻄洋法史 I 春学期木３限 締切2２年以上 藤野 奈津⼦

比較憲法 I 春学期木３限 522３年以上 江原 勝⾏

応⽤⺠事訴訟法 春学期木３限 342３年以上 本間 靖規

少年法 春学期木３限 982３年以上 吉開 多一

応用刑事訴訟法 I 春学期木３限 382３年以上 寺崎 嘉博

国際私法 I 春学期木３限 212２年以上 種村 佑介

Law and Practice of International

Business Transaction I

春学期木３限 122３年以上 ⼩田 博

商法（海商法）I 春学期木３限 522３年以上 箱井 崇史

Business and Law in Japanese

Society I

春学期木３限 72２年以上 渡辺 宏之

２年法学演習（⾏政法）  Ａ （春） 春学期木３限 締切2２年以上 渡辺 徹也

２年法学演習（⺠法）  Ｉ （春） 春学期木３限 締切2２年以上 橋本 有生

外国書講読（アメリカの商事文化と

法）

春学期木３限 締切2３年以上 江泉 芳信

全学年仏語（初級）I 春学期木３限 221１年以上 吉田 裕

導入演習（必修） ２ 春学期木４限 締切2１年以上 ⽯川 真衣

導入演習（必修） １９ 春学期木４限 102１年以上 種村 佑介

English: Bridge 1  １Ｆ-1 春学期木４限 101１年以上 宮川 敬⼦

English: Bridge 1  ７Ｃ-1 春学期木４限 締切1１年以上 原田 康也

English: Bridge 1  ８Ｓ-1 春学期木４限 351１年以上 藤本 智香
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English: Theme １１（春） 春学期木４限 締切1２年以上 ⻑⾕川 秀⼦

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

English: Theme ４５（春） 春学期木４限 締切1２年以上 ⼩張 敬之

仏語初級 II（基礎） ８Ｆ 春学期木４限/

月５限

282１年以上 福山 智

中国語初級 I（基礎） ３Ｃ 春学期木４限/

月３限

締切2１年以上 ⼤森 信徳

中国語初級 I（基礎） ４Ｃ 春学期木４限/

月４限

締切2１年以上 門田 康宏

⻄語初級 I（基礎） ５Ｓ 春学期木４限/

⾦４限

352１年以上 睦⽉ 規⼦

独語中級 I（表現演習） ８（春） 春学期木４限 361１年以上 Ｅ・ヘルメル

中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） １

（春）

春学期木４限 締切1１年以上 喬 志航

中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） ３

（春）

春学期木４限 締切1１年以上 王 傑

⻄語中級 I（総合） ２（春） 春学期木４限 111１年以上 ⼤岩 功

宗教学 I  （鎌田） 春学期木４限 締切2１年以上 鎌田 東⼆

哲学 I  （関⼝） 春学期木４限 482１年以上 関⼝ 浩

⽇本史概論 I 春学期木４限 82２年以上 遠藤 正敬

映像論 I  （⾕） 春学期木４限 92１年以上 ⾕ 昌親

言語学 I Ａ （首藤） 春学期木４限 642１年以上 首藤 佐智⼦

刑事訴訟法 Ａ 春学期木４限/

月４限

624２年以上 寺崎 嘉博

外国法総論（フランス法I） 春学期木４限 842２年以上 ⼤橋 ⿇也

外国法特論（ドイツ法）II A 春学期木４限 192３年以上 芥川 正洋

法政策論 I Ａ 春学期木４限 2182２年以上 藤井 浩司

租税法総論 I 春学期木４限 552２年以上 渡辺 徹也

社会保障法I 春学期木４限 1222３年以上 菊池 馨実

外国書講読（イギリス家族法の判例を

読む）I

春学期木４限 402３年以上 橋本 有生

導入講義（法学入門）I 春学期木５限 3732１年以上 棚村 政⾏

導入演習（必修） ３４ 春学期木５限 42１年以上 渡辺 宏之

English: Bridge 1  ６Ｓ-1 春学期木５限 531１年以上 ⼩張 敬之

English: Bridge 1  ７Ｓ-1 春学期木５限 181１年以上 原田 康也

English: Theme ４２（春） 春学期木５限 31２年以上 ⻑⾕川 秀⼦

English: Theme ４７（春） 春学期木５限 締切1２年以上 白鳥 義博

中国語初級 I（基礎） ９Ｃ 春学期木５限/

月２限

152１年以上 門田 康宏

独語中級 I（講読） ３（春） 春学期木５限 421１年以上 江⼝ 陽⼦

仏語中級 II １（春） 春学期木５限 締切1２年以上 守中 ⾼明

中国語中級 II（チュートリアル）２

（春）

春学期木５限 311２年以上 喬 志航

倫理学 I  （合田） 春学期木５限 422１年以上 合田 正人

芸術論 I Ａ （渡邊） 春学期木５限 1532１年以上 渡邊 未帆

⺠法 III（債権総論 I）  Ａ 春学期木５限 402２年以上 白⽯ ⼤

外国法特論（英⽶法）I Ｃ 春学期木５限 442３年以上 原⼝ 佳誠

２年法学演習（国際私法） （春） 春学期木５限 252２年以上 江泉 芳信

総合講座「歴史・思想研究入門」 春学期木６限 192１年以上 吉田 裕

弓削 尚⼦

守中 ⾼明

岩村 健⼆郎

下田 啓

岡 佑介

中村 隆之

⽯田 智恵

総合講座「スペイン語圏を知る」 春学期木６限 532１年以上 岩村 健⼆郎

睦⽉ 規⼦

井垣 昌

⽯田 智恵

イルマ・オスノ

工藤 瞳

＜⾦曜⽇＞
年次学科目名 単位担当教員 曜日時限 余裕定員

English: Bridge 1  １Ｃ-1 春学期⾦１限 締切1１年以上 中野 葉⼦

English: Bridge 1  ９Ｃ-2 春学期⾦１限 31１年以上 ハンクス ジェフ

リー ウイルソン

English: Bridge 1  ８Ｓ-2 春学期⾦１限 111１年以上 鈴木 理恵⼦

English: Theme ７９（春） 春学期⾦１限 締切1２年以上 愛甲 雄一

English: Intensive Theme ２（春） 春学期⾦１限/

火３限

142２年以上 本山 哲人

独語初級 I（基礎） ５Ｄ 春学期⾦１限/

火２限

締切2１年以上 星井 牧⼦

⻄語初級 I（演習） ５Ｓ 春学期⾦１限 531１年以上 松村 マルセラ

中国語中級 I（表現演習） ３（春） 春学期⾦１限 21１年以上 ⾼木 美鳥

中国語上級I（チュートリアル）１

（春）

春学期⾦１限 351２年以上 李 ⽴冰

刑法 II（刑法各論） Ａ 春学期⾦１限/

火１限

674２年以上 北川 佳世⼦

官僚制論 I 春学期⾦１限 322３年以上 岩井 奉信

外国書講読（ドイツ私法入門）I 春学期⾦１限 232３年以上 熊⾕ 芝⻘

導入演習（必修） ２０ 春学期⾦２限 締切2１年以上 田山 聡美

導入演習（必修） ３０ 春学期⾦２限 締切2１年以上 松原 芳博

English: Bridge 1  ４Ｆ-1 春学期⾦２限 331１年以上 藤本 智香

English: Bridge 1  ４Ｃ-1 春学期⾦２限 締切1１年以上 首藤 佐智⼦

English: Bridge 1  ４Ｓ-1 春学期⾦２限 211１年以上 中野 葉⼦

English: Bridge 1  ７Ｆ-2 春学期⾦２限 161１年以上 本山 哲人

English: Bridge 1  ２Ｓ-2 春学期⾦２限 361１年以上 ファイラー ジャ

ミェル チャールズ

English: Theme ２７（春） 春学期⾦２限 締切1２年以上 ハンクス ジェフ

リー ウイルソン

English: Theme ４６（春） 春学期⾦２限 締切1２年以上 加藤 順⼦

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

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

English: Intensive Theme ３（春） 春学期⾦２限/

木１限

締切2２年以上 ストックウェル グ

レン

独語初級 I（基礎） ３Ｄ 春学期⾦２限/

火３限

締切2１年以上 弓削 尚⼦

独語初級 I（基礎） ４Ｄ 春学期⾦２限/

水２限

締切2１年以上 河村 ⿇⾥⼦

独語初級 I（基礎） ６Ｄ 春学期⾦２限/

火１限

202１年以上 前川 一貴

独語初級 II（基礎） １０Ｄ 春学期⾦２限/

火２限

482１年以上 ⼤山 浩太

中国語初級 I（基礎） ７Ｃ 春学期⾦２限/

火２限

締切2１年以上 ⼤森 信徳

中国語初級 II（基礎） １０Ｃ 春学期⾦２限/

火１限

締切2１年以上 尾形 洋一

独語中級 I（総合） １（春） 春学期⾦２限 締切1１年以上 江⼝ ⼤輔

独語中級 I（総合） ２（春） 春学期⾦２限 締切1１年以上 星井 牧⼦

独語中級 I（総合） ３（春） 春学期⾦２限 締切1１年以上 岡 佑介

仏語中級 I（文法・作文） １（春） 春学期⾦２限 締切1１年以上 吉本 素⼦

仏語中級 II ２（春） 春学期⾦２限 131２年以上 荻野 イザベル

中国語中級 I（応⽤演習） ２（春） 春学期⾦２限 41１年以上 ⾼木 美鳥

⻄語中級 I（表現演習） ４（春） 春学期⾦２限 531１年以上 松村 マルセラ

⾦融論 I （中島） 春学期⾦２限 3182１年以上 中島 真志

外国法総論（韓国法）  春学期⾦２限 142２年以上 國分 典⼦

国際法特論（国際環境法） 春学期⾦２限 締切2３年以上 鶴田 順

会社法 II 春学期⾦２限/

水２限

締切4３年以上 尾崎 安央

２年法学演習（⺠法）  Ｃ （春） 春学期⾦２限 262２年以上 今尾 真

２年法学演習（⺠法）  Ｈ （春） 春学期⾦２限 締切2２年以上 熊⾕ 芝⻘

２年法学演習（⺠法）  Ｋ （春） 春学期⾦２限 締切2２年以上 鈴木 隆史

導入講義（法学入門）III 春学期⾦３限 3792１年以上 加藤 哲夫

導入演習（必修） ９ 春学期⾦３限 92１年以上 ⾦澤 孝

English: Bridge 1  ２Ｆ-1 春学期⾦３限 101１年以上 愛甲 雄一

English: Bridge 1  ３Ｆ-2 春学期⾦３限 341１年以上 ファイラー ジャ

ミェル チャールズ

English: Bridge 1  ６Ｆ-2 春学期⾦３限 141１年以上 ルブレクト ブライ

アン Ｇ．

English: Bridge 1  １Ｒ-2 春学期⾦３限 291１年以上 ハンクス ジェフ

リー ウイルソン

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

English: Theme ７１（春） 春学期⾦３限 締切1２年以上 藤本 智香

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

独語初級 I（基礎） ２Ｄ 春学期⾦３限/

火４限

締切2１年以上 井⼝ 三奈⼦

中国語初級 I（基礎） ５Ｃ 春学期⾦３限/

月４限

締切2１年以上 ⼤森 信徳

中国語初級 I（基礎） ８Ｃ 春学期⾦３限/

火３限

締切2１年以上 土⾕ 彰男

中国語初級 I（演習） ２Ｃ 春学期⾦３限 締切1１年以上 熊 進

⻄語初級 I（基礎） ８Ｓ 春学期⾦３限/

木３限

332１年以上 睦⽉ 規⼦

⻄語初級 I（演習） ６Ｓ 春学期⾦３限 521１年以上 松村 マルセラ

独語中級 II（総合）１（春） 春学期⾦３限 211２年以上 江⼝ ⼤輔

独語中級 II（講読）１（春） 春学期⾦３限 201２年以上 甲斐崎 由典

仏語中級 I（表現演習） ２（春） 春学期⾦３限 締切1１年以上 荻野 イザベル

中国語中級 II（中国語で中国法を読

む）（春）

春学期⾦３限 201２年以上 尾形 洋一

物理学I （⻑⾕川・松永） 春学期⾦３限 締切2１年以上 松永 康

⻑⾕川 剛

商法 I（会社法） Ｂ 春学期⾦３限/

火３限

1174２年以上 鳥山 恭一

刑事政策 I 春学期⾦３限 192３年以上 ⼩⻄ 暁和

ＥＵ法 I 春学期⾦３限 482３年以上 須網 隆夫

教養演習（ドイツ語圏）Ａ 春学期⾦３限 222３年以上 岡 佑介

教養演習（スペイン語圏） Ｃ 春学期⾦３限 132３年以上 ⽯田 智恵

ラテン語 Ｉ 春学期⾦３限 251１年以上 兼利 琢也

English: Bridge 1  １Ｓ-1 春学期⾦４限 111１年以上 山⻄ 廣司

English: Bridge 1  ２Ｃ-2 春学期⾦４限 241１年以上 ファイラー ジャ

ミェル チャールズ

English: Theme ２９（春） 春学期⾦４限 締切1２年以上 ルブレクト ブライ

アン Ｇ．

独語初級 I（基礎） １Ｄ 春学期⾦４限/

火４限

締切2１年以上 岡 佑介
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独語初級 I（基礎） ８Ｄ 春学期⾦４限/

火４限

212１年以上 城田 千鶴⼦

独語初級 I（基礎） ９Ｄ 春学期⾦４限/

火４限

212１年以上 北岡 幸代

⻄語初級 I（基礎） ４Ｓ 春学期⾦４限/

水２限

122１年以上 井垣 昌

⻄語初級 I（基礎） ５Ｓ 春学期⾦４限/

木４限

352１年以上 睦⽉ 規⼦

独語中級 I（総合） ４（春） 春学期⾦４限 締切1１年以上 河村 ⿇⾥⼦

独語中級 I（講読） ２（春） 春学期⾦４限 141１年以上 甲斐崎 由典

中国語中級 I（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ） １（春） 春学期⾦４限 締切1１年以上 熊 進

中国語中級 I（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ） ２（春） 春学期⾦４限 締切1１年以上 尾形 洋一

地域⽂化 I Ｃ （澤田） 春学期⾦４限 182１年以上 澤田 敬司

刑法 I（刑法総論） Ａ 春学期⾦４限/

火４限

締切4１年以上 松原 芳博

刑法 II（刑法各論） Ｂ 春学期⾦４限/

火４限

2044２年以上 ⾼橋 則夫

⺠事訴訟法 I  Ａ 春学期⾦４限/

火４限

804２年以上 田 昌宏

国際租税法 I 春学期⾦４限 502３年以上 川端 康之

商法（⼿形法・⼩切⼿法） 春学期⾦４限/

月４限

484３年以上 尾崎 安央

教養演習（中国語圏）Ｂ 春学期⾦４限 272３年以上 門田 康宏

English: Bridge 1  ２Ｓ-1 春学期⾦５限 101１年以上 山⻄ 廣司

English: Bridge 1 ９Ｓ-1 春学期⾦５限 231１年以上 白鳥 義博

English: Theme ２（春） 春学期⾦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（春） 春学期⾦５限 締切1２年以上 ルブレクト ブライ

アン Ｇ．

独語初級 I（基礎） ７Ｄ 春学期⾦５限/

火５限

192１年以上 羽田野 まち⼦

地域⽂化 I Ｄ （中村） 春学期⾦５限 462１年以上 中村 隆之

総合講座「中国語圏を知る」 春学期⾦５限 362１年以上 門田 康宏

土⾕ 彰男

⼤森 信徳

⽂ 元春

憲法 I Ｃ 春学期⾦５限 3892１年以上 水島 朝穂

現代家族と法 I 春学期⾦５限 992２年以上 岩志 和一郎

棚村 政⾏

菊池 馨実

橋本 有生

２年法学演習（国際法） Ｂ 春学期⾦５限 102２年以上 香川 剛廣

外国書講読（英米のコーポレートガ

ヴァナンスと法）I 

春学期⾦５限 222３年以上 尾崎 安央

＜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（春） 春学期土１限 141２年以上 間 晃郎

English: Theme ７０（春） 春学期土１限 41２年以上 中林 正⾝

仏語初級 I（演習） ６Ｆ 春学期土１限 261１年以上 ピオルンスキ リ

シャール

国際法特論（安全保障） 春学期土１限 152３年以上 室田 幸靖

English: Theme ３０（春） 春学期土２限 101２年以上 中林 正⾝

English: Theme ４９（春） 春学期土２限 101２年以上 間 晃郎

仏語初級 I（演習） ７Ｆ 春学期土２限 291１年以上 ピオルンスキ リ

シャール

⻄語初級 II（基礎） １０Ｓ 春学期土２限/

木３限

152１年以上 渕上 英⼆

⼤岩 功

国際協⼒論 春学期土２限 1532１年以上 萬歳 寛之

⽯田 訓夫

吉田 靖之

⾏政学 I  Ｂ 春学期土２限 2002２年以上 藤井 浩司

環境法 I 春学期土２限 1012３年以上 森本 英香

国際機構法（地域機構） 春学期土２限 272３年以上 遠藤 和也

外国書講読（変革期とドイツ連邦憲法

裁判所）I

春学期土２限 242３年以上 根森 健

⻄語中級 I（総合） ５（春） 春学期土３限 101１年以上 渕上 英⼆

外国書講読（知的財産と国際取引）I 春学期土３限 締切2３年以上 ⼤楽 光江
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