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法

学

部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目学科 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 学科 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

LAW51800 春 社会保障法総論 永野 9-349 LAW64300 春 規制と法 丸山 3-248
法国 LAW62700 春 専門外書講読Ⅲ 小島 紀 -111

地 ※１ 春 ウエルネスと身体

2
（11：00～ 12：30）

LAW50800 春 親族法 西 12-502 LAW50300* 春 行政法総論 古城 9-255
LAW51000* 春 刑法各論 島田 3-521 LAW51100* 春 会社法Ⅰ 甘利 12-502
LAW60600* 春 フランス法 滝澤 8-208 LAW60200* 春 政治学 加藤（浩） 8-410
LAW60800 春 地方自治法 村上 3-321 LAW65700 春 国際関係特殊講義Ⅰ（日中関係の歴史と展望） 楊 11-419

LAW66800* 春 ANGLO-AMERICAN LAW 
AND LEGAL SYSTEM

KUTNER 11-428

法 ※１ 通 英語（一般外国語）
国地 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語） 国地 ※１ 通 英語（一般外国語）

3
（13：30～ 15：00）

国地 LAW10301 春 民法総則Ⅰ（自然人、物、法律行為） 西 12-502 LAW50400* 春 行政救済法 小幡 8-410
LAW51000* 春 刑法各論 島田 3-123 LAW61100 春 海商法 野田 12-301
LAW66100 春 LAW AND PRACTICE OF 

INTERNATIONAL BUSINESS
GIVENS 11-615 LAW62800* 春 国際経済法 川瀬 11-411

LAW66600 春 倒産処理法 田頭 11-321

法 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）

4
（15：15～ 16：45）

法 LAW10200 春 民法総則Ⅰ（自然人、物、法律行為） 奥冨 12-502 LAW50200* 春 法哲学 奥田 9-353
LAW60100* 春 国際法総論 兼原 4-195 LAW62200 春 法医学 押田 10- 講堂

LAW64400 春 企業環境法 吉川 12-402
LAW65100 春 法律学特殊講義Ⅱ（信託法） 杉浦 12-401

5
（17：00～ 18：30）

LAW64700 春 企業環境マネジメント論 コ）桑原・稲見 他 9-255

6
（18：45～ 20：15）

※ 1　登録コード、科目名、担当教員名、教室については、p.4 ～ 45 の該当のページを参照のこと。

※　演習については p.108 参照のこと。

〈学科〉
法：法律学科生対象
国：国際関係法学科生対象
地：地球環境法学科生対象
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＜ 2010 年度　通年・春学期　法学部　時間表＞

水 木 金

学科 登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 学科 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 学科 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

LAW61400* 春 国際取引法 森下 9-353 LAW50100 春 裁判法 安西 3-521 LAW51400* 春 民事訴訟法Ⅰ 安西 11-311
LAW63000 春 国際租税法 浅妻 11-221

法 ※１ 春 ウエルネスと身体
LAW51400* 春 民事訴訟法Ⅰ 安西 11-419 LAW60100* 春 国際法総論 兼原 1-403 LAW50200* 春 法哲学 奥田 3-227
LAW60600* 春 フランス法 滝澤 8-208 LAW62100 春 西洋法制史 松本 12-202 LAW60200* 春 政治学 加藤（浩） 12-201

LAW61400* 春 国際取引法 森下 9-353
LAW63100 春 環境と法 桑原 8-410

法 ※１ 通 英語（一般外国語）
LAW20200 春 債権法各論Ⅰ（契約） 奥冨 3-521 LAW62800* 春 国際経済法 川瀬 11-628 LAW50300* 春 行政法総論 古城 8-410

LAW51100* 春 会社法Ⅰ 甘利 8-409
LAW63600 春 自然保護法 桑原 11-612

法 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語） 国地 ※１ 通 英語（一般外国語）
LAW62300 春 政治参加論（世論と選挙の分析） 今井 3-248 LAW63500 春 環境汚染防止法 北村 8-410 LAW50400* 春 行政救済法 小幡 8-410
LAW66900 春 INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW SHAHRULLAH 2-509 LAW66800* 春 ANGLO-AMERICAN LAW 

AND LEGAL SYSTEM
KUTNER 11-321 LAW66700 春 国際関係特殊講義Ⅱ（国際社会における国家と市場） 岡部（恭） 2-508

国地 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語） 法国地 ※１ 通 キリスト教人間学
LAW65300 春 法律学特殊講義Ⅳ（金融商品取引法） 松井 8-209
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法

学

部

曜日
月 火

時限
（時間） 科目学科 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 学科 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

1
（9：15～ 10：45）

LAW50500 秋 物権法 辻 12-402 LAW20100* 秋 憲法（統治機構） 高見 3-521
LAW51900 秋 社会保障法各論 永野 3-321 LAW51600* 秋 刑事訴訟法 長沼 3-171

国 ※１ 秋 ウエルネスと身体

2
（11：00～ 12：30）

LAW51300 秋 手形・小切手法 吉川 8-208 LAW50900 秋 相続法 福田 3-123
LAW62400* 秋 国際政治学 岡部（み） 8-209 LAW63200 秋 環境公法 古城 3-227
LAW64200 秋 環境刑法 町野 8-308

法 ※１ 通 英語（一般外国語）
国地 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語） 国地 ※１ 通 英語（一般外国語）

3
（13：30～ 15：00）

国地 LAW10501 秋 民法総則Ⅱ（代理、法人、期間、時効） 辻 4-195 LAW20300 秋 債権法各論Ⅱ（事務管理、不当利得、不法行為）加藤（雅） 3-521
LAW61800* 秋 比較法 滝澤 1-408 LAW51200* 秋 会社法Ⅱ 野田 4-195
LAW63300 秋 環境私法 越智 8-410 LAW61500* 秋 国際私法 出口 2-508

法 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語）

4
（15：15～ 16：45）

法 LAW10400 秋 民法総則Ⅱ（代理、法人、期間、時効） 奥冨 12-502 LAW50700* 秋 債権法総論 佐藤 3-171
LAW50700* 秋 債権法総論 佐藤 3-421 LAW52000* 秋 経済法 楠 1-303
LAW51700* 秋 労働法 森戸 8-410 LAW60300* 秋 西洋政治史 高橋 9-255
LAW61600 秋 国際法各論 江藤 3-321 LAW61200* 秋 刑事学・刑事政策 金 9-249
LAW63800 秋 環境社会政策論 大和田 4-175 LAW67000 秋 ドイツ法Ⅰ 松本 8-309

LAW67200 秋 ISLAMIC LAW SHAHRULLAH 12-203

5
（17：00～ 18：30）

LAW60300* 秋 西洋政治史 高橋 9-255
LAW61200* 秋 刑事学・刑事政策 金 9-249

6
（18：45～ 20：15）

※ 1　登録コード、科目名、担当教員名、教室については、p.4 ～ 45 の該当のページを参照のこと。

※　演習については p.108 参照のこと。

〈学科〉
法：法律学科生対象
国：国際関係法学科生対象
地：地球環境法学科生対象
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＜ 2010 年度　通年・秋学期　法学部　時間表＞

水 木 金

学科 登録
コード

開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 学科 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室 学科 登録

コード
開
講
期

科目名 担当
教員名 教室

LAW10100* 秋 憲法（基本的人権） 小島 3-521 LAW20100* 秋 憲法（統治機構） 高見 3-521 LAW10100* 秋 憲法（基本的人権） 小島 3-521
LAW65400 秋 国際関係法特殊講義Ⅰ（武力紛争法） 河野 4-175 LAW62001 秋 地域共同体法（EU法）コ）森下 他 3-123

LAW66500 秋 民事執行・保全法 安西 11-511

LAW50600 秋 担保物権法 奥冨 9-249 LAW20400* 秋 刑法総論 林 3-521 LAW20400* 秋 刑法総論 林 3-521
LAW51600* 秋 刑事訴訟法 長沼 8-307 LAW61700 秋 国際紛争処理法 兼原 12-502 法国 LAW62600 秋 専門外書講読Ⅱ 加藤（浩）紀 -B108
LAW61000 秋 保険法 甘利 12-301 LAW65900 秋 環境法特殊講義（環境訴訟の展開）コ）越智 他 12-102 LAW64100 秋 自治体環境法 北村 12-401
LAW61800* 秋 比較法 滝澤 8-208 LAW67100 秋 ドイツ法Ⅱ 松本 1-301 LAW65001 秋 法律学特殊講義Ⅰ（教育法） 森田 1-403
LAW64500 秋 生活環境法 永野 11-519

法 ※１ 通 英語（一般外国語）
LAW51500 秋 民事訴訟法Ⅱ 田頭 4-185 LAW60400* 秋 英米法 岩田 2-508 LAW51200* 秋 会社法Ⅱ 野田 9-249
LAW62400* 秋 国際政治学 岡部（み） 8-207 LAW65500 秋 国際関係法特殊講義Ⅱ（国際組織法） 江藤 4-195 LAW60900 秋 商取引法 甘利 8-409
LAW64900 秋 環境倫理学 瀨本 4-195 LAW63900 秋 比較環境法 桑原 3-227
LAW65200 秋 法律学特殊講義Ⅲ（法思想史） 奥田 3-221

法 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語） 国地 ※１ 通 英語（一般外国語）
LAW63400 秋 国際環境法 村瀬 1-408 LAW51700* 秋 労働法 森戸 8-410 LAW61500* 秋 国際私法 出口 2-508

LAW52000* 秋 経済法 楠 4-184 法国 LAW62500 秋 専門外書講読Ⅰ 島田 紀 -109
LAW60400* 秋 英米法 岩田 2-508

国地 ※１ 通 ドイツ語・フランス語・イスパニア語（一般外国語） 法国地 ※１ 通 キリスト教人間学

LAW65601 秋 国際関係法特殊講義Ⅲ（外交と国際法） 岡野 10-407
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法

学

部

演習
　必修演習（４年次生）と選択演習（３年次生以上）は登録コードが異なるので、履修登録の際は注意すること。
　※演習の５・６時限は 17：00 ～ 19：30

【月５・６】
登録コード 科目名 担当教員名 開講期 教室必修演習 選択演習

LAW40200 LAW70200 演習（憲法） 小島　慎司 通 9-359
LAW40600 LAW70600 演習（民法） 西　希代子 通 12-203
LAW41200 LAW71200 演習（国際政治学） 岡部　みどり 通 9-456
LAW42900 LAW72900 演習（環境社会学） 大和田　滝惠 通 10-405
LAW43400 LAW73400 演習（民事訴訟法） 田頭　章一 通 9-352

【火５・６】
登録コード 科目名 担当教員名 開講期 教室必修演習 選択演習

LAW40400 LAW70400 演習（民法） 奥冨　晃 通 9-456
LAW40700 LAW70700 演習（民法） 加藤　雅信 通 9-352
LAW40900 LAW70900 演習（商法） 野田　耕志 通 2-509
LAW41000 LAW71000 演習（刑法） 林　幹人 通 9-359
LAW41600 LAW71600 演習（国際経済法） 川瀬　剛志 通 10-420
LAW41700 LAW71700 演習（外国法） 岩田　太 通 9-454
LAW41800 LAW71800 演習（西洋法制史） 松本　尚子 通 9-357
LAW42100 LAW72100 演習（国際取引法） 森下　哲朗 通 AV1
LAW42600 LAW72600 演習（経済法） 楠　茂樹 通 10-B109
LAW43300 LAW73300 演習（国際法） 江藤　淳一 通 3-531

【木５・６】
登録コード 科目名 担当教員名 開講期 教室必修演習 選択演習

LAW40100 LAW70100 演習（憲法） 矢島　基美 通 9-352
LAW40300 LAW70300 演習（行政法） 古城　誠 通 9-356
LAW40800 LAW70800 演習（商法） 甘利　公人 通 COM-H
LAW41900 LAW71900 演習（法哲学） 奥田　純一郎 通 9-354
LAW42400 LAW72400 演習（環境法） 越智　敏裕 通 12-401
LAW42500 LAW72500 演習（労働法） 森戸　英幸 通 9-357
LAW42700 LAW72700 演習（企業環境法） 吉川　栄一 通 10-B108A
LAW43800 LAW73800 演習（国際法） 兼原　敦子 通 9-359

【金５・６】
登録コード 科目名 担当教員名 開講期 教室必修演習 選択演習

LAW41300 LAW71300 演習（政治学） 加藤　浩三 通 9-357
LAW42000 LAW72000 演習（国際私法） 出口　耕自 通 3-571A
LAW42200 LAW72200 演習（環境法） 桑原　勇進 通 2-507
LAW42300 LAW72300 演習（環境法） 北村　喜宣 通 9-256
LAW42800 LAW72800 演習（社会保障法） 永野　仁美 通 10-B115
LAW43500 LAW73500 演習（民事訴訟法） 安西　明子 通 11-528
LAW43700 LAW73700 演習（刑法） 島田　聡一郎 通 11-419
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