
科目名の表記について：市大と公大で科目名称が異なる科目は「市大科目名/公大科目名」のように表記しています

曜日

担当 担当 担当 担当 担当

木2ペア ② 刑事政策 金澤 木2ペア ② 国際組織法 桐山 水2ペア 民法第２部/民法第２部(物件) （金丸） 月2ペア ② 刑法第１部/刑法第１部(総論) 徳永

② 経済法 渕川 知的財産法 ［松村］ 政治学特講（東南アジアの国際関係） 永井 月2ペア ② 国際政治 永井

木1ペア ② 刑法第１部/刑法第１部(総論) 徳永 月3ペア ② 民法第３部/民法第３部(債権総論) 藤井 木3ペア ② 日本法制史 安竹 月1ペア ② 刑事政策 金澤 ❶ 法学入門 阿部(昌)他

木1ペア ② 国際政治 永井 月3ペア ② 比較政治学 稗田 水1ペア 民法第２部/民法第２部(物件) （金丸） 火1ペア ② 国際組織法 桐山 月4ペア 行政法第２部/行政法２ 高田（倫）

② 外国語演習（中国語） 王

火2ペア ② 民法第３部/民法第３部(債権総論) 藤井 金3ペア ② 刑事訴訟法 （高田（昭）） 水4ペア 国際経済法 （平） 水2ペア ② 日本法制史 安竹 火3ペア ② 刑事訴訟法 （高田（昭））

火2ペア ② 比較政治学 稗田 金3ペア ② 欧州政治外交史 野田 法学政治学計量分析 （西） 金融商品取引法 （梅本他） 火3ペア ② 欧州政治外交史 野田

法曹発展科目 ［杉本（吉）］ ② 外国語演習（英語） 勝田

② 外国語演習（英語） 稗田

金2ペア 行政法第２部/行政法２ 高田（倫） ❷ 法政2年次演習 （陳） 水3ペア 国際経済法 （平） ② 憲法第２部/憲法２ （阿部（和）） 専門演習（行政法） 高田（倫）

② 商法第１部/商法第１部(総則・商行為) （北村） 専門演習（ドイツ法特別1） 守矢 専門演習（国際私法特別1） 国友 専門演習（刑法） 徳永

月5ペア
(※隔週)

政治学特講（中国の政治と国際関係） （滝田） 専門演習（政治学特別） 稗田 専門演習（法社会学） 阿部（昌） 専門演習（社会保障法） 川村

専門演習（民法特別1） 坂口 専門演習（民法） 吉原 専門演習（刑事法） 金澤 専門演習（国際組織法） 桐山

専門演習（日本法制史） 安竹 専門演習（国際法） 中井 専門演習（商法） 仲 専門演習（アジア法（中国法）） 王

専門演習（刑法・刑事訴訟法） 三島 専門演習（英米法） 勝田 専門演習（労働法） 根本 専門演習（欧州政治外交史） 野田

専門演習（経済法） 渕川 専門演習（国際政治） 永井 専門演習（政治学史） 宇羽野

専門演習（行政学） 手塚

月4ペア
(※隔週)

政治学特講（中国の政治と国際関係） （滝田）

【注】 ：❶印は、１年次生のみ履修可（但し、「法学入門」は本年度３年次編入学生も履修可） 【前期集中講義】
：①印は、１年次生から履修可 担当

：❷印は、２年次生のみ履修可 政治過程論 （品田）

：②印は、２年次生から履修可 ② 西洋法制史 （田口）

：法曹発展科目は、定員を超える場合、4回生優先

：細字は通年科目

４
15:00～16:30

５
16:45～18:15

科目

科　　　目 科　　　目
時限

月 火 水 木 金

科　　　目 科　　　目 科　　　目

1
9:00～10:30

２
10:45～12:15

３
13:15～14:45

2023年度法学部時間割表　前期・通年



科目名の表記について：市大と公大で科目名称が異なる科目は「市大科目名/公大科目名」のように表記しています

曜日

担当 担当 担当 担当 担当

水2ペア ② 民法第４部/民法第４部(債権各論) 坂口 金2ペア 租税法 酒井 ② 外国語演習（フランス語） 徳永 木2ペア ② 民事訴訟法 岡成 火3ペア ① 民法第１部/民法第１部(総則) 吉原

水2ペア ② 行政学 手塚 木4ペア ② 刑法第２部/刑法第２部(各論) 三島 金2ペア 社会保障法 川村 火3ペア アジア法 王

② 外国語演習（ドイツ語） 守矢 火3ペア ② 政治学 永見

火2ペア ② 行政法第１部/行政法１ 高田 月3ペア ① 憲法第１部/憲法１ 水鳥 月1ペア ② 民法第４部/民法第４部(債権各論) 坂口 木1ペア ② 民事訴訟法 岡成 火1ペア 租税法 酒井

❷ 法政2年次演習 安竹 月2ペア ② 行政法第１部/行政法１ 高田 月1ペア ② 行政学 手塚 金3ペア 労働法 根本 水1ペア 社会保障法 川村

② 外国語演習（英語） 岡成 金3ペア ② 国際法 中井 ❶ 政治学概論 野田

火2ペア ① 憲法第１部/憲法１ 水鳥 金1ペア ① 民法第１部/民法第１部(総則) 吉原 月3ペア ② 商法第２部/商法第２部(会社) 高橋 金4ペア 日本近代法制史 （小野）

木3ペア ② 商法第２部/商法第２部(会社) 高橋 金1ペア アジア法 王 月3ペア ② 政治学史 宇羽野 木2ペア 労働法 根本

木3ペア ② 政治学史 宇羽野 金1ペア ② 政治学 永見 ② 外国語演習（英語） 重本 木2ペア ② 国際法 中井

❷ 法政2年次演習 杉本 火5ペア 公共政策論 （上川） 火1ペア ② 刑法第２部/刑法第２部(各論) 三島 金3ペア 日本近代法制史 （小野）

専門演習（日本法制史） 安竹 専門演習（ドイツ法特別2） 守矢 倒産法 岡成 ① 法曹実務入門 原田他

専門演習（刑法・刑事訴訟法） 三島 専門演習（民法） 吉原 専門演習（民法特別2） 藤井 専門演習（行政法） 高田

専門演習（経済法） 渕川 専門演習（国際法） 中井 専門演習（国際私法特別2） 国友 専門演習（刑法） 徳永

専門演習（英米法） 勝田 専門演習（法社会学） 阿部（昌） 専門演習（社会保障法） 川村

専門演習（国際政治） 永井 専門演習（刑事法） 金澤 専門演習（国際組織法） 桐山

専門演習（商法） 仲 専門演習（アジア法（中国法）） 王

専門演習（労働法） 根本 専門演習（欧州政治外交史） 野田

専門演習（政治学史） 宇羽野

専門演習（行政学） 手塚

演習論文（日本法制史） 安竹 火4ペア 公共政策論 （上川） 演習論文（法社会学） 阿部（昌） 演習論文（刑法） 徳永

演習論文（経済法） 渕川 演習論文（民法） 吉原 演習論文（刑事法） 金澤 演習論文（国際組織法） 桐山

演習論文（国際法） 中井 演習論文（行政学） 手塚 演習論文（欧州政治外交史） 野田

演習論文（英米法） 勝田

演習論文（ドイツ法特別2） 守矢

演習論文（国際政治） 永井

【注】 ：❶印は、１年次生のみ履修可（但し、「政治学概論」は本年度３年次編入学生も履修可）

：①印は、１年次生から履修可

：❷印は、２年次生のみ履修可 【後期集中講義】
：②印は、２年次生から履修可 担当

：法曹発展科目は、定員を超える場合、4回生優先 フランス法 （松本）

：細字は通年科目

科目

1
9:00～10:30

２
10:45～12:15

３
13:15～14:45

４
15:00～16:30

５
16:45～18:15

科　　　目 科　　　目
時限

月 火 水 木 金

科　　　目 科　　　目 科　　　目

2023年度法学部時間割表　後期・通年


	2023前期   (縦時限)
	2023後期 (縦時限)

