
●2021年度秋学期 法学部試験時間割（教場試験） 2022/1/18

担当教員 科目クラス 成績評価方法 試験日 持込

愛敬　浩二 憲法 II  Ａ 教場試験 1/24（月）5時限

伊香　祝子 西語中級 I（総合）　３（秋） 教場試験 1/19（水）3時限 辞書

石田　智恵 西語中級 I（総合）　４（秋） 教場試験 1/17（月）2時限

石田　智恵 西語初級 II（基礎）　４Ｓ 教場試験 1/20（木）2時限

石田　智恵 西語初級 II（基礎）　１Ｓ 教場試験 1/20（木）3時限

岩淵　聡文 人類学 II　 （岩淵） 教場試験 1/19（水）5時限

岩村　健二郎 西語初級 II（基礎）　７Ｓ 教場試験 1/20（木）3時限

岩村　健二郎 西語初級 II（基礎）　６Ｓ 教場試験 1/25（火）2時限

岩村　健二郎 西語中級 I（総合）　７（秋） 教場試験 1/25（火）3時限

上杉　未央 仏語中級 I（総合）  ５（秋） 教場試験 1/20（木）4時限

大塚　建吾 日本の国際法戦略 II 教場試験 1/22（土）3時限 六法、条約集、自分のノートなど一切の持込を認める

大場　浩之 民法 I（総則II）　Ａ 教場試験 1/25（火）2時限

岡田　外司博 独占禁止法 II 教場試験 1/24（月）4時限

甲斐崎　由典 独語中級 I（講読）  ２（秋） 教場試験 1/14（金）3時限 独和辞典（電子辞書可・スマホ等通信機能付きは不可）

梶　重樹 露語中級 II（講読） （秋） 教場試験 1/19（水）3時限

梶　重樹 露語初級 II（基礎）　１Ｒ 教場試験 1/25（火）1時限

梶　重樹 露語中級 I（総合） （秋） 教場試験 1/25（火）3時限

菊池　馨実 社会保障法II 教場試験 1/20（木）4時限

北岡　幸代 独語中級 I（総合）　６（秋） 教場試験・レポート 1/25（火）4時限

金　富子 ジェンダー論 I　Ｂ （金） 教場試験 1/20（木）5時限

グラスミュック　マルクス 独語中級 I（表現演習）  ４（秋） 教場試験・平常点 1/25（火）2時限

グラスミュック　マルクス 独語中級 I（表現演習）  ５（秋） 教場試験・平常点 1/25（火）5時限

楜澤　能生 法社会学 II 教場試験 1/20（木）2時限

後藤　巻則 消費者法 教場試験 1/20（木）2時限

後藤　美和子 仏語初級 II（基礎）　４Ｆ 教場試験 1/24（月）2時限

小西　暁和 刑事政策　II 教場試験 1/21（金）3時限

酒巻　匡 応用刑事訴訟法 II　Ｂ 教場試験 1/20（木）2時限 六法

渋谷　謙次郎 外国法総論（ロシア・東中欧法II） 教場試験 1/25（火）2時限

新海　正 生物学 II　（新海） 教場試験 1/25（火）1時限 自分で書いたノートのみ

菅原　郁夫 民事訴訟法 I  Ｃ 教場試験 1/25（火）2時限 六法

高橋　則夫 刑法 I（刑法総論）  Ｂ 教場試験 1/25（火）3時限

竹下　和亮 西洋史 I　Ａ （竹下） 教場試験 1/27（木）5時限

棚村　政行 現代家族と法 II 教場試験 1/21（金）5時限

谷　昌親 仏語中級 II　１（秋） 教場試験 1/24（月）2時限

谷　昌親 仏語初級 II（基礎）　１Ｆ 教場試験 1/24（月）3時限

田村　達久 行政法 II　Ａ 教場試験 1/20（木）2時限

田村　達久 地方自治法 II 教場試験 1/25（火）2時限

勅使川原　和彦 応用民事訴訟法 II 教場試験 1/25（火）3時限 「自筆」のノートのみ可

中島　徹 憲法 II  Ｂ 教場試験 1/20（木）3時限

中村　民雄 外国法総論（英米法I）  Ａ 教場試験・平常点 1/24（月）2時限 配布教材

箱井　崇史 商法（海商法）II 教場試験 1/20（木）4時限

箱井　崇史 商法（総則・商行為法） 教場試験 1/24（月）3時限

浜辺　陽一郎 国際取引法特論（国際ビジネス法） II 教場試験 1/24（月）5時限 現代国際ビジネス法第２版（日本加除出版）

深堀　亮 国際法特論（国際立法論） 教場試験 1/22（土）2時限 条約集

藤野　奈津子 西洋法史 II 教場試験 1/24（月）3時限

文　元春 外国法特論（中国法）II 教場試験・平常点 1/20（木）2時限 配布済みレジュメ

本間　靖規 民事訴訟法 I  Ｄ 教場試験 1/24（月）3時限

松村　和徳 民事執行・保全法 教場試験 1/24（月）3時限 自筆ノート（コピー不可）、六法

水島　朝穂 法政策論 II  Ｂ 教場試験 1/19（水）2時限

水島　朝穂 憲法 II  Ｃ 教場試験 1/21（金）5時限

矢田　陽子 西語中級 I（総合）　６（秋） 教場試験 1/21（金）1時限

矢田　陽子 西語中級 I（総合）　９（秋） 教場試験 1/21（金）2時限

矢田　陽子 西語中級 II  １（秋） 教場試験 1/21（金）3時限

山本　研 民事訴訟法 II 教場試験 1/20（木）2時限

吉開　多一 犯罪者処遇法 教場試験 1/20（木）4時限

吉田　聡 English: Theme ７３（秋） 教場試験 1/14（金）2時限

吉田　聡 English: Theme ７４（秋） 教場試験 1/14（金）3時限

ラーデマッハ　クリストフ International Business Law 教場試験 1/19（水）2時限 Notes, books. No online devices. 

郎　潔 中国語中級 I（表現演習）　２（秋） 教場試験・平常点 1/21（金）2時限

郎　潔 中国語上級I（ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ）１（秋） 教場試験・平常点 1/24（月）2時限

渡辺　徹也 租税法総論 II 教場試験 1/20（木）4時限

王　傑 中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）　４（秋） 教場試験・レポート・平常点 1/20（木）2時限 パソコン等

王　傑 中国語上級I（ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ）２（秋） 教場試験・レポート・平常点 1/20（木）3時限 パソコン等

王　傑 中国語中級 I（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）　３（秋） 教場試験・レポート・平常点 1/20（木）4時限 パソコン等


