
◆：通年科目 平成３１年度授業時間割　前期  （2019年４月～９月）
※6限　18:30～20:00

曜　日 ①８：４０～１０：１０ 教員名 教室 ②１０：３０～１２：００ 教員名 教室 ③１３：００～１４：３０ 教員名 教室 ④１４：５０～１６：２０ 教員名 教室 ⑤１６：４０～１８：１０ 教員名 教室

◆財産法研究第一 田中（教） 研究室 ◆日本法制史研究第一 山口 １研 比較法研究第二 遠藤 １研 ◆中国法特講第一 西 演習室２

◆民事訴訟法研究第一 上田 １研 ◆刑事政策研究第一 武内 ２研 憲法研究第二 赤坂 演習室４ ◆財産法特講第一 田中(教) D109

法学・政治学における論文の書き方 村上、汝、ｼﾞｮﾝ ２研 Transnational Business Law (B) (A.L.)(LL.M./YLP)[Q3] ペイヨヴィッチ Ｅ１０５ 行政法研究第二 田中（孝） ２研 政治学研究第二 蓮見 研究室

Law and Regulation (A) (A.L.)(LL.M./YLP)[Q3] ヴァン・アーツル Ｅ１０５
Intellectual Property and the
Law (B) (A.L.)(LL.M./YLP)[Q4]

寺本 Ｅ１０５ 刑事政策研究第二 武内 演習室３

Intellectual Property and the Law (B)
(A.L.)(LL.M./YLP)[Q4] 寺本 Ｅ１０５ Legal Research Training (B) アーツル ◆国際機構法研究第一 韓 ３研

政治学外国書講読第二 熊野 研究室

Asian Pacific Political Economy ボイル E104

紛争管理論特講第二 入江 １研 ◆中国法研究第一 西 研究室 ◆行政学研究第一 嶋田 １研 ◆刑法研究第一 冨川 ２研

商法研究第二 荒 ３研 ◆家族法研究第一 小池 研究室 ◆財産法研究第一 五十川 ２研 社会保障法研究第二 丸谷 西新プラザ

行政法研究第二 村上 ２研 ◆刑法研究第一 井上 １研 ◆財産法研究第一 七戸 ３研 政治学史研究第二 木村 ３研

比較政治学研究第二 廣澤孝之 演習室５ ◆東洋法制史特講第一 西 研究室 ◆刑事訴訟法研究第一 田淵 研究室 民事訴訟法研究第二 春田久美子 D108

Intellectual Property and Innovation
(A)(LL.M./YLP)[Q3] 小島 Ｅ１０５ ◆国際公法研究第一 明石 ３研

Corporate and Business
Law(A)(A.L.)(LL.M./YLP)[Q4] 徳本 Ｅ１０５

知的財産法特講第二
（上記LL.M.科目と同時開講）

小島 Ｅ１０５
Intellectual Property and
Innovation (A)(LL.M./YLP)[Q3]

小島 Ｅ１０５

Conflict of Laws (B)
(A.L.)(LL.M./YLP)[Q4] 八並 Ｅ１０５

知的財産法特講第二
（上記LL.M.科目と同時開講） 小島 Ｅ１０５

Conflict of Laws (B) (A.L.)(LL.M./YLP)[Q4] 八並 Ｅ１０５ 労働法研究第二（６限目※） 山下・新屋敷 西新プラザ

◆刑事訴訟法研究第一 豊崎 １研 基礎法学外国書講読第二 西 研究室 Seminar on Global Governance(CSPA)
[Q4] 大賀 １研

◆政治・外交史研究第一 熊野 研究室 憲法研究第二 南野 研究室

IP and Innovation(B) (A.L.) (LL.M/YLP)
[Q4] ユ Ｅ１０５

Law and Governance(B)(A.L.)
（LL.M./YLP)[Q4]

成原・平山 Ｅ１０５

国際政治学研究第二
（学部と同時開講） 大賀 １研 行政学研究第二（6限目※） 嶋田 ２研

Seminar on Global Governance(CSPA)
[Q4]（6限目※） 大賀 １研

◆ローマ法研究第一 五十君 商法研究第二 德本 １研 社会保障法研究第二 丸谷 １研 ◆民事訴訟法特講第一 浅野 ２研 ◆紛争管理論特講第一 入江 演習室１

政治学特講第二 出水 D108 日本政治思想史研究第二 島田 ２研
Law and Development
(LL.M./YLP) 韓 Ｅ１０５ Law and Development
(LL.M./YLP)[Q3] 韓 Ｅ１０５ 刑事訴訟法研究第二 藤村元気 D108

政治過程論研究第二
（地球社会統合科学府と同時開講）

岡崎 B220
Corporate and Business
Law(A)(A.L.)(LL.M./YLP)[Q4] 徳本 Ｅ１０５

Japanese Politics, Majoritarianism,
Proportionalism, and the Concept of
Power(CSPA)

蓮見 ３研

Law and Regulation (A)
(A.L.)(LL.M./YLP)[Q3]

ヴァン・アーツル Ｅ１０５

会社法研究第二 笠原 研究室 ◆法理学研究第一 酒匂 研究室 ◆東洋法制史特講第一 西 研究室 法社会学研究第二 江口 １研

Transnational Business Law (B)
(A.L.)(LL.M./YLP)[Q3]

ペイヨヴィッチ Ｅ１０５ Law and Society (B) (A.L.)(LL.M./YLP)[Q3] 入江 Ｅ１０５ 行政法研究第二 大脇 １研

IP and Innovation(B) (A.L.) (LL.M/YLP)
[Q4] ユ Ｅ１０５

Law and Development
(LL.M./YLP)[Q４]

韓 Ｅ１０５ 現代法理論特講第二 江口 研究室

◆財産法研究第一 香山 研究室

◆刑法特講第一 井上 ２研

Law and Society (B)
(A.L.)(LL.M./YLP)[Q3] 入江 Ｅ１０５

Law and Development
(LL.M./YLP)[Q４] 韓 Ｅ１０５

※国際コースの一部科目は、開講時期が２つに分かれているので注意すること。[Q3]：４月１日～５月３１日　[Q4]：６月３日～７月２６日 H31.2.20現在
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