
●2020年度春学期オンライン試験実施科⽬時間割 早稲田大学法学部

2020年7⽉20⽇

試験日 時限 科目名 担当教員 参照制限

応用会社法 I 福島 洋尚

地域研究（アフリカ） 永岡 宏昌

⺠法 I（総則I）  Ｃ 山城 一真

憲法特論 I（総論・統治） 中島 徹

信託法 I 大塚 英明

応⽤刑法 I（総論） 杉本 一敏

国際取引法特論（国際ビジネス法）I 浜辺 陽⼀郎

⺠法 III（債権総論 I）  Ｃ 後藤 巻則

⺠法 VI（家族法）I 棚村 政⾏

環境論 I Ａ （⼩島・藤岡） 小島 恵・藤岡 典夫

憲法 I Ａ 愛敬 浩二

国際経済法 I 清水 章雄

導入講義（法学入門）III 中村 ⺠雄

１時限 生物学 I （新海） 新海 正

応⽤刑法 II（各論） 松原 芳博

地方自治法 I 田村 達久

⺠法 I（総則I）  Ａ 大場 浩之

⺠法 II（物権法） Ａ ⼤澤 慎太郎

農業法 楜澤 能生

国際法 I Ａ 萬歳 寛之

独占禁止法 I 土田 和博

⺠法 I（総則I）  Ｂ ⻘⽊ 則幸

露語中級 I（総合） （春） 梶 重樹

刑法 I（刑法総論） Ａ 松原 芳博

文学 I Ｄ （藤井） 藤井 省三

⺠事訴訟法 I  Ａ 高田 昌宏

⺠法 V（担保法） Ｂ ⻘⽊ 則幸

⾏政法 I  Ｂ 下山 憲治

導入講義（法学入門）II 原田 俊彦

⺠法IV（債権各論I） Ｂ 磯村 保

応⽤⺠法 II 磯村 保

外国法総論（英⽶法I）  Ａ 中村 ⺠雄

外国法総論（英⽶法I）  Ｂ 宮川 成雄

教育法 I 廣澤 明

法政策論 I Ｂ 水島 朝穂

⺠法 III（債権総論 I） Ｂ 三枝 健治

露語初級 I（演習） １Ｒ 東井 ナジェージュダ 試験⽅法変更

露語中級 I（演習） （春） 東井 ナジェージュダ 試験⽅法変更

露語中級 II（講読） （春） 梶 重樹

５時限 国際法特論（国際海洋法） ⻄村 ⼸

7月29日(水)

１時限

２時限

３時限

２時限

３時限

４時限

５時限

7月27日(月)

7月28日(火)

２時限

３時限

４時限

５時限



●2020年度春学期オンライン試験実施科⽬時間割 早稲田大学法学部

2020年7⽉20⽇

試験日 時限 科目名 担当教員 参照制限

１時限 刑法 II（刑法各論） Ａ 北川 佳世⼦

雇用関係法 I 島田 陽一

商法 I（会社法） Ａ 大塚 英明

⺠法IV（債権各論II） Ａ 原田 昌和

露語初級 I（基礎） １Ｒ 梶 重樹

⺠法 II（物権法） Ｂ 山城 一真

法社会学 I 楜澤 能生

仏語初級 I（基礎） ５Ｆ 森 佳子 持ち込み不可（⼀切の資料の参照不可）

教養演習（スラヴ語圏）Ａ 梶 重樹

刑事訴訟法 Ｂ 小川 佳樹

憲法 I Ｂ 中島 徹

⾏政法 I  Ａ 田村 達久

商法（海商法）I 箱井 崇史

⺠事訴訟法 I  Ｂ 本間 靖規

仏語初級 I（基礎） ６Ｆ 守中 高明

外国法特論（英⽶法）I Ａ 宮川 成雄

租税法総論 I 渡辺 徹也

社会保障法I 菊池 馨実

国際機構法（国際連合） ⼭本 良

導入講義（法学入門）I 棚村 政⾏

⺠法 III（債権総論 I）  Ａ 白石 大

１時限 官僚制論 I 岩井 奉信

２時限 倒産法 I 山本 研 （参照制限につき確認中）→参照制限なし

ＥＵ法 I 須網 隆夫 試験⽅法変更

商法 I（会社法） Ｂ 鳥山 恭一

４時限 刑法 II（刑法各論） Ｂ 高橋 則夫

応用憲法 ⾦澤 孝

憲法 I Ｃ 水島 朝穂

現代家族と法 I 棚村 政⾏ 他

●法学部オンライン試験開始・終了時間について（7⽉9⽇追記）

試験は各時限開始時刻の10分後に開始（問題表示可能）となります。

試験時間は原則60分間ですが、教員の指⽰により試験時間が異なる場合には指⽰に従ってください。

・試験開始時刻一覧

時限 試験開始

1限 9:10

2限 10:50

3限 13:10

4限 14:55

5限 16:40

7⽉31⽇(⾦)

３時限

５時限

7月30日(木)

２時限

３時限

４時限

５時限


