
法学部　2021年度　履修ガイド正誤表
2021.11.24現在

項番 更新日 項目 履修ガイド該当ページ

対象科目 主専攻法学演習（民法）  Ｎ （春）

変更種別 曜日時限変更

変更前 火５時限

変更後 金３時限

対象科目 主専攻法学演習（民法）  Ｎ （秋）

変更種別 曜日時限変更

変更前 火５時限

変更後 金３時限

対象科目 西洋法史 II

変更種別 曜日時限変更

変更前 木３時限

変更後 月３時限

対象科目 国際取引法特論（国際ビジネス法） II

変更種別 曜日時限変更

変更前 月４時限

変更後 月５時限

対象科目 主専攻法学演習（国際ビジネス法） （秋）

変更種別 曜日時限変更

変更前 月５時限

変更後 月４時限

対象科目 教養演習（スラヴ語圏）Ａ

変更種別 曜日時限変更

変更前 木３時限

変更後 水２時限

対象科目 ２年法学演習（民法）  Ｅ （春）

変更種別 曜日時限変更

変更前 火２時限

変更後 火４時限

対象科目 教養演習（言語情報）Ｃ

変更種別 曜日時限変更

変更前 月５時限

変更後 木１時限

対象科目 English: Advanced ５（秋）

変更種別 曜日時限変更

変更前 月５時限

変更後 木１時限

対象内容 【学期別・年間制限単位数についての注意】

変更種別 案内文の内容訂正

変更前 履修ガイド該当ページ参照

変更後
「科目登録に関するFAQ（よくある質問）」の4段目の内容
が正しい内容となります（履修ガイド1ページ目）。

変更内容

2 2月19日 学科目配当表・時間割表 135,160

1 2月19日 学科目配当表・時間割表 135,146

131,164

4 2月26日 学科目配当表・時間割表 133,156

3 2月19日 学科目配当表・時間割表

7 3月4日 学科目配当表・時間割表 134,144

136,157

6 3月2日 学科目配当表・時間割表 130,163

5 2月26日 学科目配当表・時間割表

9 3月8日 学科目配当表・時間割表 121,157

10 3月9日
【学期別・年間制限単位

数についての注意】
100

8 3月8日 学科目配当表・時間割表 130,143



法学部　2021年度　履修ガイド正誤表
2021.11.24現在

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 申請できない外国語科目クラスについて

変更種別 対象クラス変更

変更前

独語初級Ⅰ（基礎）1D～4D
独語初級Ⅱ（基礎）1D～4D
独語初級Ⅰ（演習）1D～4D
独語初級Ⅱ（演習）1D～4D

変更後

独語初級Ⅰ（基礎）1D～2D
独語初級Ⅱ（基礎）1D～2D
独語初級Ⅰ（演習）1D～2D
独語初級Ⅱ（演習）1D～2D

対象科目 申請できない外国語科目クラスについて

変更種別 対象クラス変更

変更前

中国語初級Ⅰ（基礎）1C～5C
中国語初級Ⅱ（基礎）1C～5C
中国語初級Ⅰ（演習）1C～5C
中国語初級Ⅱ（演習）1C～5C

変更後

中国語初級Ⅰ（基礎）1C～4C
中国語初級Ⅱ（基礎）1C～4C
中国語初級Ⅰ（演習）1C～4C
中国語初級Ⅱ（演習）1C～4C

対象科目 English: Bridge 1 　４Ｆ-2

変更種別 時間割変更・担当教員変更

変更前 火２時限・ファイラー　ジャミェル　チャールズ

変更後 金２時限・本山　哲人

対象科目 English: Bridge 1 　７Ｆ-2

変更種別 時間割変更・担当教員変更

変更前 金２時限・本山　哲人

変更後 火２時限・ファイラー　ジャミェル　チャールズ

対象科目 English: Gate ４Ｆ-2

変更種別 時間割変更・担当教員変更

変更前 火２時限・ファイラー　ジャミェル　チャールズ

変更後 金２時限・本山　哲人

対象科目 English: Gate ７Ｆ-2

変更種別 時間割変更・担当教員変更

変更前 金２時限・本山　哲人

変更後 火２時限・ファイラー　ジャミェル　チャールズ

対象科目 English: Bridge 1　 ７Ｓ-1

変更種別 時間割変更・担当教員変更

変更前 木５時限・原田　康也

変更後 金５時限・白鳥　義博

対象科目 English: Bridge 1　 ９Ｓ-1

変更種別 時間割変更・担当教員変更

変更前 金５時限・白鳥　義博

変更後 木５時限・原田　康也

11 3月15日
申請できない外国語科目ク

ラスについて
P.91

14 3月19日 学科目配当表・時間割表 116,152

12

13

3月15日 学科目配当表・時間割表

3月19日 学科目配当表・時間割表

P.91

116,144

17 3月22日 学科目配当表・時間割表 116,151

18 3月22日 学科目配当表・時間割表 116,154

15 3月19日 学科目配当表・時間割表 118,158

16 3月19日 学科目配当表・時間割表 118,166



法学部　2021年度　履修ガイド正誤表
2021.11.24現在

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 ７Ｓ-1

変更種別 時間割変更・担当教員変更

変更前 木５時限・原田　康也

変更後 金５時限・白鳥　義博

対象科目 English: Gate ９Ｓ-1

変更種別 時間割変更・担当教員変更

変更前 金５時限・白鳥　義博

変更後 木５時限・原田　康也

対象科目 １年法曹演習　２

変更種別 開講区分変更

変更前 休講

変更後 開講（秋学期　水曜　２時限　水野　泰孝）

対象項目 応用刑事訴訟法 I　Ｂ

変更種別 新設

変更前 ―

変更後 開講（春学期　木曜　３時限　酒巻　匡）

対象科目 応用刑事訴訟法 II　Ｂ

変更種別 新設

変更前 ―

変更後 開講（秋学期　木曜　２時限　酒巻　匡）

対象科目 独語中級 II（総合）２（秋）

変更種別 時間割変更

変更前 月５時限

変更後 月２時限

対象科目 外国書講読（アメリカ海事法入門）II

変更種別 時間割変更

変更前 火１時限

変更後 火３時限

対象科目 倫理学 II　 （野尻）

変更種別 開講区分変更

変更前 開講

変更後 休講

対象科目 文学 I　Ｅ （マニゴ）

変更種別 時間割変更

変更前 火１時限

変更後 火２時限

対象科目 仏語上級  ２（秋）

変更種別 時間割変更

変更前 木２時限

変更後 金１時限

対象科目 外国書講読（比較法討論）II

変更種別 時間割変更

変更前 木２時限

変更後 木４時限

24 6月9日 学科目配当表・時間割表 125,157

20 3月22日 学科目配当表・時間割表 117,167

25 7月7日 学科目配当表・時間割表 139,157

26 7月7日 学科目配当表・時間割表 128,156

19 3月22日 学科目配当表・時間割表 117,165

22 5月12日 学科目配当表・時間割表 ―

21 5月12日 学科目配当表・時間割表 ―

23 5月12日 学科目配当表・時間割表 ―

29 9月8日 学科目配当表・時間割表 139,163

27 9月8日 学科目配当表・時間割表 128,157

28 9月8日 学科目配当表・時間割表 126,163



法学部　2021年度　履修ガイド正誤表
2021.11.24現在

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（フランス語圏）Ｆ

変更種別 時間割変更

変更前 火２時限

変更後 火１時限

対象科目 民事訴訟法 I  Ｃ

変更種別 担当教員変更

変更前 菅原　郁夫

変更後 菅原　郁夫、棚橋　洋平

30 9月8日 学科目配当表・時間割表 129,158

31 11月24日 学科目配当表・時間割表 131,158


