
法学部　2020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 現代家族と法 I

変更種別 担当教員追加

変更前 棚村 政行、橋本 有生

変更後 棚村 政行、菊池 馨実、橋本 有生

対象科目 中国語初級 I（演習）　１１Ｃ

変更種別 担当教員変更、時間割変更

変更前 独孤 嬋覚　水３

変更後 陸 偉栄　水５

対象科目 中国語初級 II（演習）　１１Ｃ

変更種別 担当教員変更、時間割変更

変更前 独孤 嬋覚　水３

変更後 陸 偉栄　水５

対象科目 中国語上級I（ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ）１（春）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 中国語上級I（ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ）１（秋）

変更種別 担当教員変更

変更前 独孤 嬋覚　

変更後 担当教員未定

対象科目 中国語中級 II（ｽﾃｯﾌﾟ II）　１（春）

変更種別 時間割変更

変更前 火2/木２

変更後 月2/木２

対象科目 中国語中級 I（検定・留学）　３（春）

変更種別 時間割変更

変更前 月2

変更後 火2

対象科目 中国語中級 II（ｽﾃｯﾌﾟ II）　１（秋）

変更種別 時間割変更

変更前 火2/木２

変更後 月2/木２

対象科目 中国語中級 I（発展演習）　（秋）

変更種別 時間割変更

変更前 月2

変更後 火2

対象科目 中国語中級 II（ｽﾃｯﾌﾟ II）　２（春）

変更種別 時間割変更

変更前 火2/木２

変更後 火５/木２

対象科目 中国語初級 I（演習）　１Ｃ

変更種別 時間割変更

変更前 火5

変更後 火2

対象科目 中国語中級 II（ｽﾃｯﾌﾟ II）　２（秋）

変更種別 時間割変更

変更前 火2/木２

変更後 火５/木２

変更内容

2 3月6日 学科目配当表・時間割表
123,161

1 3月6日 学科目配当表・時間割表 133,154

123,147

4 3月6日 学科目配当表・時間割表 127,148

3 3月6日 学科目配当表・時間割表

7 3月6日 学科目配当表・時間割表 126,141

127,162

6 3月6日 学科目配当表・時間割表 127,144

5 3月6日 学科目配当表・時間割表

9 3月6日 学科目配当表・時間割表 127,155

10 3月6日 学科目配当表・時間割表 127,144

8 3月6日 学科目配当表・時間割表 127,158

11 3月6日 学科目配当表・時間割表 123,146

12 3月6日 学科目配当表・時間割表 127,158



法学部　2020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

対象科目 中国語初級 II（演習）　１Ｃ

変更種別 時間割変更

変更前 火5

変更後 火2

対象科目 独語中級 I（文法・作文）  １（春）

変更種別 時間割変更

変更前 水2

変更後 火4

対象科目 独語初級 I（基礎）　５Ｄ

変更種別 時間割変更

変更前 火4/金３

変更後 水2/金３

対象科目 独語中級 I（文法・作文）  １（秋）

変更種別 時間割変更

変更前 水2

変更後 火4

対象科目 独語初級 II（基礎）　５Ｄ

変更種別 時間割変更

変更前 火4/金３

変更後 水2/金３

対象科目 English: Bridge 1 　４Ｆ-1

変更種別 担当教員変更、時間割変更

変更前 黄　竹佑　　金2

変更後 吉野　舞起子　木２

対象科目 English: Bridge 1 　５Ｆ-1

変更種別 担当教員変更、時間割変更

変更前 吉野　舞起子　木２

変更後 黄　竹佑　金２

対象科目 English: Gate ４Ｆ-1

変更種別 担当教員変更、時間割変更

変更前 黄　竹佑　金２

変更後 吉野　舞起子　木２

対象科目 English: Gate ５Ｆ-1

変更種別 担当教員変更、時間割変更

変更前 吉野　舞起子　木２

変更後 黄　竹佑　金２

対象項目 6. 他箇所・他大学設置科目を登録する際の注意点

変更種別 記載内容修正

変更前
3次登録後の取消・区分変更期間までに最終的に法学部科

目の取消 ～中略～ 超過単位数分エラーとなります。）

変更後
法学部・他箇所・他大学・オープンの種類によらず、制限単位

数を超過して申請された科目はランダムで取消となります。

対象科目 中国語初級 I（演習）　１０Ｃ

変更種別 学期変更

変更前 秋学期

変更後 春学期

対象科目 中国語初級 II（演習）　１０Ｃ

変更種別 学期変更

変更前 春学期

変更後 秋学期

24 3月19日 学科目配当表・時間割表 123,162

20 3月6日 学科目配当表・時間割表 117,166

14 3月6日 学科目配当表・時間割表 125,147

13 3月6日 学科目配当表・時間割表 123,160

17 3月6日 学科目配当表・時間割表 121,159

18 3月6日 学科目配当表・時間割表 116,152

15 3月6日 学科目配当表・時間割表 121,145

16 3月6日 学科目配当表・時間割表 125,161

19 3月6日 学科目配当表・時間割表 116,149

22 3月17日 他箇所・他大学設置科目 100

21 3月6日 学科目配当表・時間割表 117,162

23 3月19日 学科目配当表・時間割表 123,148



法学部　2020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

対象科目 別紙参照：

変更種別 学期変更・休講・担当教員変更等

変更前 ー

変更後 ー

対象科目 開発経済論

変更種別 学期変更

変更前 春学期

変更後 秋学期

対象科目 西洋法史 II

変更種別 曜日変更

変更前 木３

変更後 月３

対象科目 主専攻法学演習（西洋法史） （秋）

変更種別 曜日変更

変更前 木４

変更後 月４

対象科目 教養演習（表象文化）Ｇ

変更種別 学期変更

変更前 春学期

変更後 秋学期

対象科目 導入演習（必修）　１０

変更種別 学期変更

変更前 春学期

変更後 秋学期

対象科目 導入演習（選択）　１０

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 総合講座「中国語圏を知る」

変更種別 学期変更、時限変更

変更前 春学期　金５

変更後 秋学期　金６

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 山本　武臣

変更後 室田　幸靖

対象科目 独語中級 I（総合）　３（秋）

変更種別 担当教員変更

変更前 江口　大輔

変更後 河村　麻里子

対象科目 独語中級 I（講読）  ３（秋）

変更種別 担当教員変更、曜日時限変更

変更前 江口　大輔　金２

変更後 江口　陽子　木５

対象科目 独語中級 II（総合）２（秋）

変更種別 担当教員変更、曜日時限変更

変更前 江口　大輔　火２

変更後 長谷川　悦朗　水４

対象科目 独語中級 II（講読）１（秋）

変更種別 担当教員変更、曜日時限変更

変更前 江口　大輔　金３

変更後 甲斐崎　由典　金４

35 7月8日 学科目配当表・時間割表 125,158

36 7月8日 学科目配当表・時間割表 125,167

25 4月25日 学科目配当表・時間割表 ー

26 5月13日 学科目配当表・時間割表 133,142

29 5月13日 学科目配当表・時間割表 130,148

30 5月13日 学科目配当表・時間割表 115,141

27 5月13日 学科目配当表・時間割表
131,164

28 5月13日 学科目配当表・時間割表 137,165

33 7月8日 学科目配当表・時間割表 124,164

31 5月13日 学科目配当表・時間割表 115,155

32 5月13日 学科目配当表・時間割表 129,154

34 6月10日 学科目配当表・時間割表 133,168

34 7月8日 学科目配当表・時間割表 124,166



法学部　2020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

対象科目 教養演習（ドイツ語圏）Ｂ

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 主専攻法学演習（憲法）  Ｃ （秋）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 主専攻法学演習（商法）  Ｈ （秋）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 主専攻法学演習（経済法）  Ａ （秋）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 主専攻法学演習（労働法）  Ｃ （秋）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 西洋法史 II

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 外国書講読（英米のコーポレートガヴァナンスと法）II　

変更種別 曜日時限変更

変更前 金４

変更後 月５

対象科目 外国法総論（ドイツ法II）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 English: Gate ３Ｃ-1

変更種別 担当教員変更

変更前 乙黒　亮

変更後 原田　容子

対象科目 English: Gate ４Ｃ-1

変更種別 担当教員変更

変更前 首藤　佐智子

変更後 加藤　順子

対象科目 English: Gate ４Ｆ-2

変更種別 担当教員変更

変更前 ローリー　ゲイ

変更後 ファイラー　ジャミェル　チャールズ

対象科目 English: Gate ５Ｆ-2

変更種別 担当教員変更

変更前 ファイラー　ジャミェル　チャールズ

変更後 ローリー　ゲイ

37 7月8日 学科目配当表・時間割表 129,159

48 9月9日 学科目配当表・時間割表 118,158

45 9月9日 学科目配当表・時間割表 117,155

46 9月9日 学科目配当表・時間割表 117,166

47 9月9日 学科目配当表・時間割表 118,158

42 9月9日 学科目配当表・時間割表
131,164

43 9月9日 学科目配当表・時間割表 139,167

44 9月9日 学科目配当表・時間割表 131,164

39 9月9日 学科目配当表・時間割表 137,167

40 9月9日 学科目配当表・時間割表 137,164

41 9月9日 学科目配当表・時間割表 137,160

38 9月9日 学科目配当表・時間割表 136,165



法学部　2020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

対象科目 English: Gate ６Ｄ-1

変更種別 担当教員変更

変更前 原田　容子

変更後 乙黒　亮

対象科目 English: Theme ４６（秋）

変更種別 担当教員変更・曜日時限変更

変更前 加藤　順子　金２

変更後 首藤　佐智子　月３

対象科目 独語中級 I（講読）  ３（秋）

変更種別 曜日時限変更

変更前 木５

変更後 月２

対象科目 仏語中級 I（表現演習）  ３（秋）

変更種別 担当教員変更

変更前 ギユモ　セレスト

変更後 マルティネル　ルイ　ソロ

対象科目 中国語初級 I（演習）　１１Ｃ

変更種別 担当教員変更

変更前 陸　偉栄

変更後 喬　志航

対象科目 中国語初級 II（演習）　２Ｃ

変更種別 担当教員変更

変更前 熊　進

変更後 徐　揚

対象科目 中国語初級 II（演習）　４Ｃ

変更種別 担当教員変更

変更前 潘　藝梅

変更後 徐　揚

対象科目 中国語初級 II（演習）　５Ｃ

変更種別 担当教員変更

変更前 徐　揚

変更後 熊　進

対象科目 中国語初級 II（演習）　８Ｃ

変更種別 担当教員変更

変更前 徐　揚

変更後 潘　藝梅

対象科目 中国語中級 II（ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ）２（秋）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 中国語上級I（ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ）１（秋）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 西語初級 I（基礎）　１０Ｓ

変更種別 担当教員変更

変更前 大岩　功／渕上　英二

変更後 渕上　英二

60 9月9日 学科目配当表・時間割表 124,164,168

57 9月9日 学科目配当表・時間割表 123,158

58 9月9日 学科目配当表・時間割表 127,164

59 9月9日 学科目配当表・時間割表 127,162

54 9月9日 学科目配当表・時間割表 123,167

55 9月9日 学科目配当表・時間割表 123,161

56 9月9日 学科目配当表・時間割表 123,157

51 9月9日 学科目配当表・時間割表 124,166

52 9月9日 学科目配当表・時間割表 125,166

53 9月9日 学科目配当表・時間割表
123,161

49 9月9日 学科目配当表・時間割表 117,155

50 9月9日 学科目配当表・時間割表 120,166



法学部　2020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

対象科目 西語中級 I（総合）　２（秋）

変更種別 担当教員変更

変更前 大岩　功

変更後 宮内　ふじ乃

対象科目 教養演習（英語圏）Ｂ

変更種別 曜日時限変更

変更前 月４

変更後 火１

対象科目 文学 I　Ｂ （江口）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 ジェンダー論 I　Ｂ （金）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 心理学II　Ａ （近藤）

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 １年法曹演習　３

変更種別 開講→休講

変更前 開講

変更後 休講

66 9月9日 学科目配当表・時間割表 134,165

63 9月9日 学科目配当表・時間割表 128,163

64 9月9日 学科目配当表・時間割表 128,165

65 9月9日 学科目配当表・時間割表 128,162

61 9月9日 学科目配当表・時間割表 127,164

62 9月9日 学科目配当表・時間割表 129,156


