
2020年9月28日 時点

整理
番号

授 業 科 目 担 当 教 員 授業実施方法 使用教室

1 比較法演習 遠藤 火 曜日 5 時限 オンライン

2 国際政治学演習 大賀 水 曜日 ３ 時限 オンライン

3 政治学演習 蓮見 木 曜日 ５ 時限 オンライン

4 外国法律書講読（英語） 小島 水 曜日 3 時限 対面授業 D-107

5 法社会学 江口 月/木 曜日 ３/２ 時限 対面授業 D-103

6 西日本新聞特殊講Ⅱ 田端 金 曜日 ３ 時限 対面授業 D-105

7 グローバル地域文化論 田端 金 曜日 ２ 時限 対面授業 D-105

8 刑事訴訟法実務特殊講義Ⅱ 藤村元気 月 曜日 5 時限 対面授業 D-107

9 紛争管理論 入江 火 曜日 4 時限
対面授業

（金曜2限はオンライン）
E-112

黄色セルは更新箇所

※上記以外のゼミの教室は次に添付している時間割で確認してください。

時間割

令和２年度後期の授業実施方法について、演習科目（演習Ⅰ・演習Ⅱ）は原則対面授業、講義科
目は原則遠隔授業となります。この原則とは異なる方法で授業を実施する科目を以下にまとめて
おりますので、必ず確認してください。なお、対面授業への参加が困難な事情や、参加を避ける
べき正当な理由がある場合は、遠隔での受講も可能ですので、担当教員へ事前にその旨連絡して
ください。

令和２年度後期 【法学部】専攻教育科目　授業実施方法科目一覧



※6限　18:30～20:00

曜　日 ①８：４０～１０：１０ 教員名 教室
標準
年次

②１０：３０～１２：００ 教員名 教室
標準
年次

③１３：００～１４：３０ 教員名 教室
標準
年次

④１４：５０～１６：２０ 教員名 教室
標準
年次

⑤１６：４０～１８：１０ 教員名 教室
標準
年次

民法Ⅱ（債権各論） 高岡 オンライン 2 政治史【政治動態分析Ⅰ・基礎】 熊野 オンライン 2 行政法Ⅰ（行政過程論） 大脇 オンライン 2 ２年生用補講枠 2

中国法 西 オンライン ３・４ 法社会学 江口 D-103 ３・４ 比較法 遠藤 オンライン ３・４ ◆法理学演習 福原 演習室１ ３・４

西洋法制史 川島 オンライン ３・４ 社会保障法 丸谷 オンライン ３・４ 国際私法 八並 オンライン ３・４ ◆ローマ法演習 五十君 演習室２ ３・４

行政学 嶋田 オンライン ３・４ ◆中国法演習 西 演習室５ ３・４

２年生用補講枠 2 ●外国政治書講読（ドイツ語） 熊野 オンライン ２・３・４ ◆日本法制史演習 山口 演習室３ ３・４

３・４年生用補講枠 ３・４ ◆行政法演習 田中（孝） E-110 ３・４

◆民法演習 田中（教） D-109 ３・４

◆民事訴訟法演習 上田・浅野 D-106 ３・４

◆知的財産法演習 小島 E-112 ３・４

◆比較政治学演習 岡﨑 演習室４ ３・４

○課題協学科目 五十君 別途掲示 1 ◆訴訟法架橋演習 堀野・田淵 D-108 ３・４

○課題協学科目 五十君 別途掲示 1 ●（教職）社会科指導法Ⅰ 蓮見 ●刑事訴訟法実務特殊講義Ⅱ 藤村元気 D-107 ３・４

刑法Ⅱ（刑法各論） 冨川 オンライン 2 憲法Ⅱ（人権論） 梶原健佑 オンライン 2 日本法制史 山口 オンライン ３・４ ２年生用補講枠 2

法思想史 福原 オンライン ３・４ ●法情報学 成原 オンライン ３・４ 紛争管理論 入江 E-112 ３・４ ◆法社会学演習 江口 E-101 ３・４

民事救済法 浅野 オンライン ３・４ ●国際政治学Ⅱ 大賀 オンライン ３・４ 家族法【民法Ⅳ】 小池 オンライン ３・４ ◆比較法演習 遠藤 オンライン ３・４

●ローマ法Ⅰ 五十君 オンライン ３・４ ●外国法律書講読（ドイツ語） 野澤 オンライン 2・3・4 ◆行政法演習 村上・大脇 E-109 ３・４

◆経済法演習 平山 D-109 ３・４

２年生用補講枠 2 ◆商法演習 徳本 E-110 ３・４

３・４年生用補講枠 ３・４ ◆刑法演習 冨川 D-106 ３・４

２年生用補講枠 2 ◆刑事政策演習 武内 演習室４ ３・４

◆国際公法演習 明石 演習室５ ３・４

◆国際取引法演習 松井 D-107 ３・４

〇（高年次）現代史Ⅳ 出水 ●民事訴訟法実務特殊講義Ⅱ 日浅裕介 オンライン ３・４

〇（高年次）現代社会Ⅲ 江口 ○課題協学科目 岡崎 1 ○課題協学科目 岡崎 別途掲示 1

●政治学Ⅱ 出水 オンライン 2 ●外国法律書講読（英語） 小島 D-107 ２・３・４

●租税法 田中（晶） オンライン ３・４ ●外国法律書講読（English） ボイル オンライン ２・３・４

●日本政治思想史 島田 オンライン ３・４ ●外国法律書講読（English） ユ・ペイヨヴィッチ オンライン ２・３・４

２年生用補講枠 2 ●外国法律書講読（English） フェニック オンライン ２・３・４ ２年生用補講枠 2 ２年生用補講枠 2

３・４年生用補講枠 ３・４ ●外国法律書講読（中国語） 西 オンライン ２・３・４ ３・４年生用補講枠 ３・４ ３・４年生用補講枠 ３・４

◆刑事訴訟法演習 豊崎 E-101 ３・４

◆国際政治学演習 大賀 オンライン ３・４

〇学術英語C・テーマベース ボイル オンライン 2

○（文D）Law & Politics ﾌｪﾆｯｸ･ﾌｫﾙﾏｼｮﾝ 1 〇学術英語C・テーマベース ユ・ペイヨヴィッチ オンライン 2 ●マスメディア実践論（朝日新聞社寄付講座） 出水 オンライン ３・４

○（文D）法学入門 田中（教） 1 〇学術英語C・テーマベース フェニック オンライン 2 ○（総合）Law in Everyday Life A/B フォルマション 1

政治史【政治動態分析Ⅰ・基礎】 熊野 オンライン 2 行政法Ⅰ（行政過程論） 大脇 オンライン 2 民法Ⅱ（債権各論） 高岡 オンライン 2 ２年生用補講枠 2

法社会学 江口 D-103 ３・４ 比較法 遠藤 オンライン ３・４ 中国法 西 オンライン ３・４ ◆紛争管理論演習 入江 演習室２ ３・４

社会保障法 丸谷 オンライン ３・４ 国際私法 八並 オンライン ３・４ 西洋法制史 川島 オンライン ３・４ ◆憲法演習 南野 D-107 ３・４

●外国法律書講読（ドイツ語） 村上 オンライン ２・３・４ 行政学 嶋田 オンライン ３・４ ◆租税法演習 田中（晶） E-110 ３・４

◆労働法演習 山下 E-101 ３・４

２年生用補講枠 2 ◆労働法演習 新屋敷 演習室３ ３・４

３・４年生用補講枠 ３・４ ◆社会保障法演習 丸谷 E-105 ３・４

◆民法演習 七戸 演習室５ 3

◆政治学演習 蓮見 オンライン ３・４

◆日本政治思想史演習 島田 演習室４ ３・４

◆行政学演習 嶋田 D-106 ３・４

○（高年次）アジア共同体入門 大賀 2 ○課題協学科目 新屋敷 別途掲示 1 ○課題協学科目 新屋敷 別途掲示 1

日本法制史 山口 オンライン ３・４ ◇憲法Ⅰ（統治機構論） 赤坂 オンライン 1 ◇民法Ⅰ（民法総則） 田中（教） オンライン 1 ２年生用補講枠 2

紛争管理論 入江 オンライン ３・４ 刑法Ⅱ（刑法各論） 冨川 オンライン 2 憲法Ⅱ（人権論） 梶原健佑 オンライン 2 ◆情報法演習 成原 D-106 ３・４

家族法【民法Ⅳ】 小池 オンライン ３・４ 法思想史 福原 オンライン ３・４ ●商法Ⅱ（会社法②） 笠原 オンライン ３・４ ◆憲法演習 赤坂・高橋 E-105 ３・４

●グローバル地域文化論 田端 D-105 ２・３・４ 民事救済法 浅野 オンライン ３・４ ●民事判決読解特殊講義Ⅱ 寺本 オンライン ２・３・４ ◆民法演習 香山 D-108 ３・４

２年生用補講枠 2 ●西日本新聞特殊講義Ⅱ 田端 D-105 ３・４ ◆商法演習 笠原 E-110 ３・４

３・４年生用補講枠 ３・４ ◆刑法演習 井上 D-107 ３・４

◆刑法演習 野澤 演習室５ ３・４

２年生用補講枠 2 ◆国際私法・国際文化遺産法演習 河野・八並 演習室２ ３・４

◆政治学演習 出水 演習室４ ３・４

◆政治史演習 熊野 演習室３ ３・４

◆現代社会論演習 田端 E-112 ３・４

○（文D）政治学入門 蓮見 1 ○課題協学科目 田淵 別途掲示 1 ○課題協学科目 田淵 別途掲示 1

1.集中講義については、別途掲示及び法学部ホームページによりお知らせします。 2.標準年次は、その年次で履修した方が望ましいという趣旨です（学生便覧参照）。 履修登録URL
3.教職科目、その他の学部の授業科目の受講者は、当該学部の時間割を参照してください。 4.時間割変更等及び授業シラバスは法学部ホームページで確認してください。
5.【　】は旧カリキュラム学生対象科目名。（　）内は講義内容。
教室の表示について・・・アルファベット＋数字：イースト１号館・２号館１階の教室　　演習室１～５：イースト２号館２階の演習室　　１研～３研：イースト２号館５階の第１～３研究会室　　数字４桁：センターゾーン

◆：通年科目　　〇：基幹教育科目
●：２単位科目　◇：後期開始越年科目

令和2年度授業時間割　後期　（2020年10月～2021年3月） 九州大学法学部

月

火

水

木

金

https://ku-portal.kyushu-u.ac.jp/
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