
◆：通年科目 令和3年度授業時間割　前期  （2021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 研究室 比較法研究第二 遠藤 ５演 ◆財産法特講第一 田中(教) Ｄ109

Intellectual Property and the Law (B)
(A.L.) 【LL.M.,YLP】Q3

寺本／小島 Ｅ109 ◆刑事政策研究第一 武内 ２研 憲法研究第二 赤坂 １演 ◆比較政治学研究第一 岡崎 1研

◆民事訴訟法研究第一 上田 １研 行政法研究第二 田中（孝） ２研
Transnational Civil Litigation (C) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q４

八並、オンホ Ｅ109

Intellectual Property and the Law
(B) (A.L.) 【LL.M.,YLP】Q3

寺本／小島 Ｅ109 刑事政策研究第二 武内 ３演 刑事訴訟法研究第二 藤村元気 D108

◆国際機構法研究第一 韓 ３研

政治学外国書講読第二 熊野 １研

Law and Governance (B) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q４

リントナー Ｅ１１０

Energy and Environmental Policy
【CSPA】Ｑ４

リントナー Ｅ１１０

行政法研究第二 鈴木 １研 行政法研究第二 大脇 １研 ◆民法研究第一 七戸 ３研 社会保障法研究第二 丸谷 1研

刑法研究第二 井上 研究室 ◆家族法研究第一 小池 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 日浅裕介 D108

会社法研究第二 荒 2研 ◆国際公法研究第一 明石 3研 ◆法理学研究第一 福原 研究室 ◆西洋法制史研究第一 川島 研究室

政治学研究第二 蓮見 ３研
Corporate and Business Law (A)
(A.L.)【LL.M.,YLP】Q４

德本 Ｅ１０５ 労働法特講第二 山下 研究室 ◆刑法研究第一 野澤 2研

Transnational Business Law (B)
(A.L.)【LL.M.,YLP】Q3

ペイヨヴィッチ 中会議室 知的財産法特講第二 小島 Ｅ１０５ 政治学史研究第二 木村 ３研

法学・政治学における論文の書き方 田井、濱砂
Intellectual Property and Innovation
(C) (A.L.)【LL.M.,YLP】Q４

小島 Ｅ１０５
IP and Innovation (B) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q3

Ｙｕ オンライン

労働法研究第二（６限目※） 山下・新屋敷 1研

刑事訴訟法研究第二 豊崎 １研 国際政治学研究第二 大賀 １研 Security Policy【CSPA】 ボイル Ｅ109
Introduction to Legal and Political
Studies (C) (A.L.)【LL.M.,YLP】Q3

フィッシュ Ｄ105

◆政治・外交史研究第一 熊野 研究室 ◆財産法特講第一 高岡 研究室
Law and Development (B)
【LL.M.,YLP】

ボイル Ｅ109

International Relations and Human Rights 大賀 2研
Law and Governance (C) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q４

成原、平山 Ｅ１１０

◆ローマ法研究第一 五十君 紛争管理論特講第二 入江 研究室 社会保障法研究第二 丸谷 １研 商法研究第二 德本 １研 ◆紛争管理論特講第一 入江 演習室１

Legal Research Methodology &
Writing (A.L.)【LL.M.,YLP】Q3

ヴァン・
アーツル

Ｅ１０５
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 オンライン 政治・外交史研究第二 中島 ２研 ◆民事訴訟法研究第一 浅野 研究室 行政学研究第二 嶋田 Ｅ１０４

Law and Regulation (A) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q４

ヴァン・
アーツル

Ｅ１０５ ◆日本政治思想史研究第一 島田 研究室 ◆租税法研究第一 田中（晶） 研究室 Japanese Politics【CSPA】 蓮見 4演

Legal Research Methodology &
Writing (A.L.)【LL.M.,YLP】Q3

ヴァン・
アーツル

Ｅ105 ◆行政学研究第一 嶋田 ２研
Corporate and Business Law (A) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q４

德本 Ｅ109

Law and Regulation (A) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q４

ヴァン・
アーツル

Ｅ105 憲法研究第二 南野 研究室
Legal Research Methodology and Writing
【LL.M.,YLP,LL.D.】Q3

ヴァン・
アーツル

Ｅ109

Law and Governance (B) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q４

リントナー Ｅ109

Energy and Environmental Policy
【CSPA】Ｑ４

リントナー Ｅ109

Legal Research Methodology and Writing
【LL.M.,YLP,LL.D.】Q3

ヴァン・
アーツル

Ｅ109

IT and the Law (D) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q3

フェニック Ｅ１１０ 会社法研究第二 笠原 研究室
Law and Development (C)
【LL.M.,YLP】

韓 Ｅ１０５ 現代法理論特講第二 江口 研究室 法社会学研究第二 江口 研究室

労働法研究第二 新屋敷 １研 ◆財産法研究第一 香山 研究室 ◆刑法研究第一 冨川 研究室

Legal Research Training (A)【LL.D.】
ヴァン・
アーツル

◆刑法研究第一 井上 ２研
IP and Innovation (B) (A.L.)
【LL.M.,YLP】Q3

Ｙｕ オンライン

Transnational Business Law (B)
(A.L.)【LL.M.,YLP】Q3

ペイヨヴィッチ Ｅ１０５ ◆中国法研究第一 西 研究室

情報法研究第二 成原 研究室

◆国際私法研究第一 八並 1研

Law and Development (C)
【LL.M.,YLP】

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～６月４日　[Q4]：６月７日～７月３０日 R3.3.31 現在

法　学　府
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金



前期開講科目

担当教員 授業科目名 講義題目 開講学期 単位数 備考
EU-DPs

開放

基礎法学 江口 法社会学研究第二 法の社会システム理論 前期 2 特講流用

基礎法学 江口 現代法理論特講第二 現代法システムの社会理論の最前線 前期 2  

基礎法学 五十君 ローマ法研究第一 ローマ法史料解釈 通年 4 特講流用

基礎法学 西 中国法研究第一 中国法の諸問題 通年 4 特講流用

基礎法学 遠藤 比較法研究第二 比較法文献講読（ドイツ語） 前期 2 特講流用

基礎法学 福原 法理学研究第一 通年 4 特講流用

基礎法学 山口 日本法制史研究第一 近代史料講読 通年 4 特講流用

基礎法学 川島 西洋法制史研究第一 教会法史研究 通年 4 特講流用

基礎法学 入江 紛争管理論特講第二 紛争管理基礎文献購読 前期 2  

基礎法学 入江 紛争管理論特講第一 紛争解決手続の選択とデザイン 通年 4 学部と合同 ○

基礎法学 成原 情報法研究第二 情報法の基礎理論 前期 2 特講流用 ○

公法学 南野 憲法研究第二 フランス憲法研究 前期 2 特講流用

公法学 赤坂 憲法研究第二 最新憲法理論の分析 前期 2 特講流用

公法学 大脇 行政法研究第二 行政法の主要論点日独比較研究 前期 2 特講流用

公法学 田中（孝） 行政法研究第二 最新行政法文献の講読 前期 2 特講流用

公法学 鈴木 行政法研究第二 ドイツ公法学文献講読初級 前期 2 特講流用

公法学 嶋田 行政学研究第一 行政学研究第一 通年 4 特講流用

公法学 嶋田 行政学研究第二 行政学研究第二 前期 2 特講流用

公法学 田中（晶） 租税法研究第一 租税法の基本文献講読 通年 4 特講流用

社会法学 山下・新屋敷 労働法研究第二 社会法判例研究会 前期 2 特講流用

社会法学 山下 労働法特講第二 労働紛争解決研究 前期 2

社会法学 新屋敷 労働法研究第二 日英労働法研究 前期 2 特講流用

社会法学 丸谷 社会保障法研究第二 社会法判例研究 前期 2 特講流用

社会法学 丸谷 社会保障法研究第二 比較社会保障法学 前期 2 特講流用

民事法学 田中（教） 財産法特講第一 民法の諸問題 通年 4 学部と合同

民事法学 田中（教） 財産法研究第一 日本民法の歴史的基礎 通年 4 特講流用

民事法学 七戸 民法研究第一 論文執筆の作法 通年 4 特講流用

民事法学 小池 家族法研究第一 現代家族法の諸問題 通年 4 特講流用

民事法学 香山 財産法研究第一 フランス民法研究 通年 4 特講流用

民事法学 高岡 財産法特講第一 通年 4

民事法学 徳本 商法研究第二 商法の諸問題 前期 2 特講流用 ○

民事法学 笠原 会社法研究第二 会社法の諸問題 前期 2 特講流用

民事法学 荒 会社法研究第二 毛部式制度の検討 前期 2 特講流用

民事法学 上田 民事訴訟法研究第一 民事訴訟法の基本文献講読 通年 4 特講流用

民事法学 浅野 民事訴訟法研究第一 民事手続法の基本文献購読 通年 4 特講流用 ○

民事法学 日浅裕介 民事訴訟法研究第二 前期 2 特講流用

刑事法学 井上 刑法研究第一 フランス刑法学の総合的検討 通年 4 特講流用

刑事法学 井上 刑法研究第二 比較刑法研究1 前期 2 特講流用

刑事法学 野澤 刑法研究第一 ドイツ刑法研究 通年 4 特講流用

刑事法学 冨川 刑法研究第一 ドイツ語圏刑法研究 通年 4 特講流用

刑事法学 武内 刑事政策研究第一 刑事政策の重要問題 通年 4 特講流用

刑事法学 武内 刑事政策研究第二 刑事政策研究の方法論 前期 2 特講流用

刑事法学 田淵 刑事訴訟法研究第一 ドイツ刑事訴訟法 通年 4 特講流用

刑事法学 豊崎 刑事訴訟法研究第二 刑事訴訟法の総合的研究 前期 2 特講流用

刑事法学 藤村元気 刑事訴訟法研究第二 前期 2 特講流用

国際関係法学 明石 国際公法研究第一 現代国際法の諸問題 通年 4 特講流用 ○

国際関係法学 韓 国際機構法研究第一 国際社会における法、政治、及び文化の役割 通年 4 特講流用 ○

国際関係法学 小島 知的財産法特講第二 Creative Industries and Culutural Policy 前期 2 ○

国際関係法学 八並 国際私法研究第一 国際私法の現代的課題 通年 4 特講流用

政治学 島田 日本政治思想史研究第一 政治思想史文献会読 通年 4 特講流用

政治学 熊野 政治・外交史研究第一 政治史と政治理論（Ⅱ） 通年 4 特講流用

政治学 熊野 政治学外国書講読第二 ゲシュタポの歴史（Ⅰ） 前期 2 学部と合同 ○

政治学 中島 政治・外交史研究第二 戦後日本外交史研究 前期 2 特講流用

政治学 岡﨑 比較政治学研究第一 日本の社会 通年 4 特講流用

政治学 岡﨑 政治過程論研究第二 選挙制度改革 前期 2
特講流用、地球社会統合科
学府との合同開講

政治学 木村 政治学史研究第二 政治学の理論と歴史 前期 2 特講流用 ○

政治学 蓮見 政治学研究第二 シティズンシップ教育研究Ⅱ 前期 2 特講流用

政治学 大賀 国際政治学研究第二 国際規範研究 前期 2 特講流用 ○

前期

注１　○○研究第一（第二）は、博士後期課程学生向け科目。備考欄に「特講流用」と記載されている科目を修士課程学生が受講した場合、「○○特講第一（第二）」として単位認定。

令和３年度授業計画（法学府）

法学・政治学における論文の書き方
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