
法学部 2019年度 履修ガイド正誤表

項番 更新⽇ 項目 履修ガイド該当ページ

対象科目 ２年法学演習（憲法） Ａ （春）

変更種別 休講

変更前 春学期 水3限

変更後 休講

対象科目 ２年法学演習（憲法） Ａ （秋）

変更種別 休講

変更前 秋学期 水3限

変更後 休講

対象科目 外国書講読（アメリカの文化と法）I

変更種別 休講

変更前 春学期 水4限

変更後 休講

対象科目 外国書講読（アメリカの文化と法）II

変更種別 休講

変更前 秋学期 水4限

変更後 休講

対象科目 独語中級 I（表現演習） ３（春）

変更種別 担当教員変更

変更前 ニッケル フランク

変更後 レフェルホルツ アンドレアス

対象科目 独語中級 I（表現演習） ３（秋）

変更種別 担当教員変更

変更前 ニッケル フランク

変更後 レフェルホルツ アンドレアス

対象科目 English: Theme ２７（春）

変更種別 曜⽇時限変更

変更前 春学期 火３時限

変更後 春学期  ⾦３時限

備考 余裕定員10名

対象科目 教養演習（表象文化）D

変更種別 曜⽇時限変更

変更前 秋学期 水３時限

変更後 秋学期 水２時限

対象科目 English: Theme ８２（秋）

変更種別 曜⽇時限変更

変更前 秋学期 木２時限

変更後 秋学期 木３時限

中国語初級Ｉ （基礎） １Ｃ〜４Ｃクラス

中国語初級ＩＩ （基礎） １Ｃ〜４Ｃクラス

中国語初級Ｉ （演習） １Ｃ〜４Ｃクラス

中国語初級ＩＩ （演習） １Ｃ〜４Ｃクラス

10 4月11日 学科目配当表・時間割表 109,152

8 4月6日 学科目配当表・時間割表 108,134

9 4月11日 学科目配当表・時間割表 120,151

6 3月18日 学科目配当表・時間割表 114,140

7 3月18日 学科目配当表・時間割表 114,153

4 3月18日 学科目配当表・時間割表 129,138

5 3月18日 学科目配当表・時間割表 129,152

変更内容

81

3 3月18日 学科目配当表・時間割表 124,151

2 3月18日 学科目配当表・時間割表 124,138

1 3月18日
申請できない外国語科目ク

ラスについて

変更後

変更前

中国語初級Ｉ （基礎） １Ｃ〜５クラス

中国語初級ＩＩ （基礎） １Ｃ〜５Ｃクラス

中国語初級Ｉ （演習） １Ｃ〜５Ｃクラス

中国語初級ＩＩ （演習） １Ｃ〜５Ｃクラス



法学部 2019年度 履修ガイド正誤表

項番 更新⽇ 項目 履修ガイド該当ページ変更内容

対象 副専攻：スペイン語圏

変更種別 読替え科目追加

変更前 ー

変更後

以下の科目を読替え対象に追加。

・教養演習（歴史・思想）A

・教養演習（歴史・思想）B

・教養演習（歴史・思想）D

対象科目 外国書講読（アメリカの文化と法）Ⅱ 志田 陽子

変更種別 開講→休講

変更前 秋学期 水４時限

変更後 休講

対象科目 外国書講読（英米の紛争解決の諸問題）Ⅱ 高橋 脩一

変更種別 休講→開講

変更前 休講

変更後 秋学期 木５時限

対象科目 独語中級Ⅰ（表現演習）３（秋）

変更種別 時間割変更

変更前 秋学期 木３時限

変更後 秋学期 水３時限

対象科目 仏語初級 II（演習） １Ｆ

変更種別 時間割変更、担当教員変更

変更前 秋学期 水３時限 / ジュンタ レナ

変更後 秋学期 ⾦２時限 / ギユモ セレスト

対象科目 仏語中級演習 I （秋）

変更種別 時間割変更、担当教員変更

変更前 秋学期 水４時限 / ジュンタ レナ

変更後 秋学期 ⾦１時限 / ギユモ セレスト

対象科目 仏語中級 II ３（秋）

変更種別 担当教員変更

変更前 ジュンタ レナ

変更後 マルティネル ルイ ソロ

対象科目 中国語中級 I（総合） １（秋）

変更種別 担当教員変更

変更前 石 碩

変更後 佐髙 春音

対象科目 ⽇本の国際法戦略 II

変更種別 担当教員変更

変更前 三上 正裕

変更後 室田 幸靖

対象科目 教養演習（ドイツ語圏）Ｈ

変更種別 配当学年変更

変更前 3年以上

変更後 2年以上

19 9月11日 学科目配当表・時間割表 123,158

20 9月11日 学科目配当表・時間割表 119,148

17 9月11日 学科目配当表・時間割表 115,150

18 9月11日 学科目配当表・時間割表 116,150

15 9月11日 学科目配当表・時間割表 112,151

16 9月11日 学科目配当表・時間割表 115,150

13 8月23日 学科目配当表・時間割表 129,155

14 8月23日 学科目配当表・時間割表 114,153

11 4月23日
教養演習科目

読替え科目一覧
19

12 8月23日 学科目配当表・時間割表 129,152


