
月　　曜　　日 火　　曜　　日 水　　曜　　日 木　　曜　　日 金　　曜　　日
時限 学年 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員

1

1 200L3504 特殊講義（法医学Ⅰ） 高塚他
2 201L3002 憲法Ⅱ（統治機構論） 栗田 201L3203 刑法Ⅲ（刑法各論） 丹羽 201L3703 行政法Ⅲ（行政手続法・行政組織法） 今本

201L3691 政治学基礎演習 南島

3
201L3115 会社法Ⅱ（株式） 梅津 201L3301 経済法Ⅰ（競争の実質的制限禁止） 沢田 201L3117 特殊講義（企業取引法） 内田 201L3111 民事訴訟法Ⅰ（総論） 若槻 201L3407 知的財産法Ⅱ（産業財産法） 渡邊(修)
201L3402 情報法Ⅰ（法情報学） 鈴木 201L3005 特殊講義（教育法） 近藤 201L3303 社会保障法Ⅰ（医療保障法） 田中(伸)

2

1 201L3602 政治学Ⅰ（政治制度論） 兵藤 201L3602 政治学Ⅰ（政治制度論） 兵藤
2 201L3002 憲法Ⅱ（統治機構論） 栗田 201L3203 刑法Ⅲ（刑法各論） 丹羽 201L3703 行政法Ⅲ（行政手続法・行政組織法） 今本

201L3691 政治学基礎演習 南島

3
201L3115 会社法Ⅱ（株式） 梅津 201L3301 経済法Ⅰ（競争の実質的制限禁止） 沢田 201L3117 特殊講義（企業取引法） 内田 201L3111 民事訴訟法Ⅰ（総論） 若槻 201L3407 知的財産法Ⅱ（産業財産法） 渡邊(修)
201L3402 情報法Ⅰ（法情報学） 鈴木 201L3005 特殊講義（教育法） 近藤 201L3303 社会保障法Ⅰ（医療保障法） 田中(伸)

3

1 （英語L1） 201G7055人文社会科学入門（法学） 松原 他 （英語R1）
2 201L3615 中国政治入門 梁 200L3906 特殊講義（Japanese Family Law and Society, Basic） 田巻 201L3104 民法Ⅳ（債権総論１） 牧 201L3108 民法Ⅷ（親族） 上山

201L3707 政策科学概論 南島
3 201L3304 社会保障法Ⅱ（総論・所得保障法） 田中(伸)

4

1 ※1 スタディ・スキルズ 田村･他 201G7055人文社会科学入門（法学） 松原 他 ※1 スタディ・スキルズ 田村･他
2 201L3615 中国政治入門 梁 201L3104 民法Ⅳ（債権総論１） 牧 201L3108 民法Ⅷ（親族） 上山

201L3707 政策科学概論 南島
3 201L3304 社会保障法Ⅱ（総論・所得保障法） 田中(伸)

5

2 200L3803 特殊講義（司法書士と法） 櫻井

3

200L3253 法政演習Ⅰ（犯罪論2020） 本間 200L3551 法政演習Ⅰ（法社会学2020） 田巻 200L3160 法政演習Ⅰ（企業法Ⅲ2020） 吉田 200L3156 法政演習Ⅰ（環境法・民法2020） 岩嵜
200L3252 法政演習Ⅰ（刑法・刑事政策2020） 丹羽 200L3255 法政演習Ⅰ（刑事訴訟法Ⅱ2020） 櫻井 200L3251 法政演習Ⅰ（刑法2020） 田寺 200L3752 法政演習Ⅰ（労働法2020） 木南
200L3051 法政演習Ⅰ（憲法Ⅰ2020） 山本 200L3157 法政演習Ⅰ（民法・企業法務2020） 田中（幸） 200L3161 法政演習Ⅰ（民事手続法2020） 若槻 200L3151 法政演習Ⅰ（民法Ⅰ2020） 牧
200L3159 法政演習Ⅰ（企業法Ⅱ2020） 梅津 200L3756 領域関連演習（行政学Ⅱ2020） 南島 200L3352 法政演習Ⅰ（国際法2020） 渡辺（豊）200L3351 法政演習Ⅰ（経済法2020） 沢田
200L3751 法政演習Ⅰ（行政法Ⅰ2020） 今本 200L3158 法政演習Ⅰ（企業法Ⅰ2020） 内田 200L3652 領域関連演習（日本政治史2020） 稲吉
200L3154 法政演習Ⅰ（民法Ⅳ2020） 大島 200L3053 法政演習Ⅰ（憲法Ⅲ2020） 栗田
200L3254 法政演習Ⅰ（刑事訴訟法Ⅰ2020） 稲田 200L3152 法政演習Ⅰ（民法Ⅱ2020） 石畝
200L3451 法政演習Ⅰ（情報法2020） 鈴木 200L3155 法政演習Ⅰ（民事法2020） 近藤

4 200L3972 卒業研究Ⅱ 学務委員長

6

3 200L3952 法政演習Ⅱ 学務委員長 200L3404 情報セキュリティと法Ⅰ（情報セキュリティ） 須川

4

200L3273 卒業研究Ⅰ（犯罪論） 本間 200L3571 卒業研究Ⅰ（法社会学） 田巻 200L3173 卒業研究Ⅰ（民法Ⅲ） 上山 200L3176 卒業研究Ⅰ（環境法・民法） 岩嵜
200L3272 卒業研究Ⅰ（刑法・刑事政策） 丹羽 200L3275 卒業研究Ⅰ（刑事訴訟法Ⅱ） 櫻井 200L3181 卒業研究Ⅰ（企業法Ⅲ） 吉田 200L3772 卒業研究Ⅰ（労働法） 木南
200L3180 卒業研究Ⅰ（企業法Ⅱ） 梅津 200L3177 卒業研究Ⅰ（民法・企業法務） 田中（幸） 200L3271 卒業研究Ⅰ（刑法） 田寺 200L3472 卒業研究Ⅰ（知的財産法） 渡邉(修)
200L3771 卒業研究Ⅰ（行政法Ⅰ） 今本 200L3671 卒業研究Ⅰ（政治学） 兵藤 200L3178 卒業研究Ⅰ（民事手続法） 若槻 200L3171 卒業研究Ⅰ（民法Ⅰ） 牧
200L3174 卒業研究Ⅰ（民法Ⅳ） 大島 200L3372 卒業研究Ⅰ（国際法） 渡辺（豊）200L3673 卒業研究Ⅰ（日本政治史） 稲吉
200L3274 卒業研究Ⅰ（刑事訴訟法Ⅰ） 稲田 200L3175 卒業研究Ⅰ（民事法） 近藤 200L3071 卒業研究Ⅰ（憲法Ⅰ） 土屋
200L3471 卒業研究Ⅰ（情報法） 鈴木 200L3179 卒業研究Ⅰ（企業法Ⅰ） 内田 200L3371 卒業研究Ⅰ（経済法） 沢田

200L3072 卒業研究Ⅰ（憲法Ⅲ） 栗田
200L3172 卒業研究Ⅰ（民法Ⅱ） 石畝

備　考 1時限　 8時30分～10時00分
「学年」は履修可能な最低学年を示す。 2時限　10時15分～11時45分

3時限　12時55分～14時25分
4時限　14時40分～16時10分
5時限　16時25分～17時55分
6時限　18時05分～19時35分

令和２年度　法学部専門科目時間割表 
【第１ターム：カリキュラム2020】 
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月　　曜　　日 火　　曜　　日 水　　曜　　日 木　　曜　　日 金　　曜　　日
時限 学年 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員

1

1 202L3608 比較政治 真水 200L3504 特殊講義（法医学Ⅰ） 高塚他 202L3201 刑法Ⅰ（刑法総論１） 田寺
202L3905 領域関連特殊講義（East Asian Studies, Basic） 真水 202G4235 リーガル・スタディⅡ 田村

2 202L3502 法社会学 田巻 202L3706 特殊講義（都市法） 寺尾 202L3006 特殊講義（Comparative Constitutional Law） 栗田 202L3851 領域関連演習（中国政治入門） 梁 202L3706 特殊講義（都市法） 寺尾

3
202L3116 会社法Ⅲ（設立・Ｍ＆Ａ） 内田 202L3119 特殊講義（保険法） 梅津 202L3401 特殊講義（環境法） 岩嵜 202L3704 特殊講義（国家補償法） 今本 202L3305 社会福祉法制 田中（伸）

202L3306 労働法Ⅰ（個別的労働法） 木南
202L3208 刑事訴訟法Ⅰ（刑事手続総説・捜査法） 稲田

1 202L3608 比較政治 真水 202L3201 刑法Ⅰ（刑法総論１） 田寺

2

202L3905 領域関連特殊講義（East Asian Studies, Basic） 真水 202G4235 リーガル・スタディⅡ 田村
2 202L3502 法社会学 田巻 202L3006 特殊講義（Comparative Constitutional Law） 栗田 202L3851 領域関連演習（中国政治入門） 梁

3
202L3116 会社法Ⅲ（設立・Ｍ＆Ａ） 内田 202L3119 特殊講義（保険法） 梅津 202L3401 特殊講義（環境法） 岩嵜 202L3704 特殊講義（国家補償法） 今本 202L3305 社会福祉法制 田中（伸）

202L3306 労働法Ⅰ（個別的労働法） 木南
202L3208 刑事訴訟法Ⅰ（刑事手続総説・捜査法） 稲田

3

1 （英語L1） （英語R1） 202L3102 民法Ⅱ（不法行為） 大島

2 202L3105 民法Ⅴ（債権総論２） 石畝 202L3617 領域関連特殊講義（現代中国政治入門） 梁 202L3003 憲法Ⅲ（憲法総論・人権総論） 山本
200L3906 特殊講義（Japanese Family Law and Society, Basic） 田巻

3 202L3651 領域関連演習（政治学2020） 兵藤 202L3113 倒産法 若槻 202L3713 公共政策 田中（伸）

4

1 202G7058リーガル・システム 今本 他 202G7058 リーガル・システム 今本 他 202L3102 民法Ⅱ（不法行為） 大島
2 202L3105 民法Ⅴ（債権総論２） 石畝 202L3617 領域関連特殊講義（現代中国政治入門） 梁 202L3003 憲法Ⅲ（憲法総論・人権総論） 山本

3 202L3651 領域関連演習（政治学2020） 兵藤 202L3113 倒産法 若槻 202L3713 公共政策 田中（伸）

5

2 200L3803 特殊講義（司法書士と法） 櫻井

3

200L3253 法政演習Ⅰ（犯罪論2020） 本間 200L3551 法政演習Ⅰ（法社会学2020） 田巻 200L3160 法政演習Ⅰ（企業法Ⅲ2020） 吉田 200L3156 法政演習Ⅰ（環境法・民法2020） 岩嵜
200L3252 法政演習Ⅰ（刑法・刑事政策2020） 丹羽 200L3255 法政演習Ⅰ（刑事訴訟法Ⅱ2020） 櫻井 200L3251 法政演習Ⅰ（刑法2020） 田寺 200L3752 法政演習Ⅰ（労働法2020） 木南
200L3051 法政演習Ⅰ（憲法Ⅰ2020） 山本 200L3157 法政演習Ⅰ（民法・企業法務2020） 田中（幸） 200L3161 法政演習Ⅰ（民事手続法2020） 若槻 200L3151 法政演習Ⅰ（民法Ⅰ2020） 牧
200L3159 法政演習Ⅰ（企業法Ⅱ2020） 梅津 200L3756 領域関連演習（行政学Ⅱ2020） 南島 200L3352 法政演習Ⅰ（国際法2020） 渡辺（豊） 200L3351 法政演習Ⅰ（経済法2020） 沢田
200L3751 法政演習Ⅰ（行政法Ⅰ2020） 今本 200L3158 法政演習Ⅰ（企業法Ⅰ2020） 内田 200L3652 領域関連演習（日本政治史2020） 稲吉
200L3154 法政演習Ⅰ（民法Ⅳ2020） 大島 200L3053 法政演習Ⅰ（憲法Ⅲ2020） 栗田
200L3254 法政演習Ⅰ（刑事訴訟法Ⅰ2020） 稲田 200L3152 法政演習Ⅰ（民法Ⅱ2020） 石畝
200L3451 法政演習Ⅰ（情報法2020） 鈴木 200L3155 法政演習Ⅰ（民事法2020） 近藤

4 202L3672 卒業研究Ⅰ（中国政治） 真水 200L3972 卒業研究Ⅱ 学務委員長

6

3 200L3952 法政演習Ⅱ 学務委員長200L3404 情報セキュリティと法Ⅰ（情報セキュリティ） 須川

4

200L3273 卒業研究Ⅰ（犯罪論） 本間 200L3571 卒業研究Ⅰ（法社会学） 田巻 200L3173 卒業研究Ⅰ（民法Ⅲ） 上山 200L3176 卒業研究Ⅰ（環境法・民法） 岩嵜
200L3272 卒業研究Ⅰ（刑法・刑事政策） 丹羽 200L3275 卒業研究Ⅰ（刑事訴訟法Ⅱ） 櫻井 200L3181 卒業研究Ⅰ（企業法Ⅲ） 吉田 200L3772 卒業研究Ⅰ（労働法） 木南
200L3180 卒業研究Ⅰ（企業法Ⅱ） 梅津 200L3177 卒業研究Ⅰ（民法・企業法務） 田中（幸） 200L3271 卒業研究Ⅰ（刑法） 田寺 200L3472 卒業研究Ⅰ（知的財産法） 渡邉（修）
200L3771 卒業研究Ⅰ（行政法Ⅰ） 今本 200L3671 卒業研究Ⅰ（政治学） 兵藤 200L3178 卒業研究Ⅰ（民事手続法） 若槻 200L3171 卒業研究Ⅰ（民法Ⅰ） 牧
200L3174 卒業研究Ⅰ（民法Ⅳ） 大島 200L3372 卒業研究Ⅰ（国際法） 渡辺（豊） 200L3673 卒業研究Ⅰ（日本政治史） 稲吉
200L3274 卒業研究Ⅰ（刑事訴訟法Ⅰ） 稲田 200L3175 卒業研究Ⅰ（民事法） 近藤 200L3071 卒業研究Ⅰ（憲法Ⅰ） 土屋
202L3672 卒業研究Ⅰ（中国政治） 真水 200L3179 卒業研究Ⅰ（企業法Ⅰ） 内田 200L3371 卒業研究Ⅰ（経済法） 沢田
200L3471 卒業研究Ⅰ（情報法） 鈴木 200L3072 卒業研究Ⅰ（憲法Ⅲ） 栗田

200L3172 卒業研究Ⅰ（民法Ⅱ） 石畝

備　考 1時限　 8時30分～10時00分
「学年」は履修可能な最低学年を示す。 2時限　10時15分～11時45分

3時限　12時55分～14時25分
4時限　14時40分～16時10分
5時限　16時25分～17時55分
6時限　18時05分～19時35分

令和２年度　法学部専門科目時間割表 
【第２ターム：カリキュラム2020】 
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月　　曜　　日 火　　曜　　日 水　　曜　　日 木　　曜　　日 金　　曜　　日
時限 学年 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員

1

1 203L3607 アジア政治外交史 真水 200L3505 特殊講義（法医学Ⅱ） 高塚 203L3506 ジェンダー論 田巻 203L3001 憲法Ⅰ（人権各論） 上村
2 203L3709 行政学Ⅰ（総論） 馬場 203L3618 領域関連特殊講義（中国政治基礎） 真水 203L3106 民法Ⅵ（債権各論） 饗庭 203L3308 国際法 渡辺（豊） 203L3891 領域関連演習（問題発見） 木南

203L3907 領域関連特殊講義（Japan's International Relations, Basic） 神田
3 203L3302 経済法Ⅱ（公正競争阻害規制） 沢田 203L3112 民事訴訟法Ⅱ（各論） 若槻 203L3405 情報セキュリティと法Ⅱ（ＩＴ社会制度） 須川 203L3118 特殊講義（手形小切手法） 吉田

203L3705 自治体法 田中（良） 203L3206 特殊講義（経済刑法） 田寺

2

1 203L3607 アジア政治外交史 真水 200L3991 外国研究基礎演習（外書講読2020） 馬場・渡辺 203L3506 ジェンダー論 田巻 203L3001 憲法Ⅰ（人権各論） 上村
2 203L3709 行政学Ⅰ（総論） 馬場 203L3618 領域関連特殊講義（中国政治基礎） 真水 203L3106 民法Ⅵ（債権各論） 饗庭 203L3308 国際法 渡辺（豊） 203L3891 領域関連演習（問題発見） 木南

203L3907 領域関連特殊講義（Japan's International Relations, Basic） 神田
3 203L3302 経済法Ⅱ（公正競争阻害規制） 沢田 203L3112 民事訴訟法Ⅱ（各論） 若槻 203L3405 情報セキュリティと法Ⅱ（ＩＴ社会制度） 須川 203L3118 特殊講義（手形小切手法） 吉田

203L3705 自治体法 田中（良） 203L3206 特殊講義（経済刑法） 田寺

3

1 203L3101 民法Ⅰ（民法総則） 上山 200L3605 領域関連特殊講義（EUの政治） 富川
2 203L3903 Introduction to Japanese Politics and Diplomacy, Basic 真水・稲吉 203L3807 キャリア形成と自己実現 田村 203L3202 刑法Ⅱ（刑法総論２） 本間

203L3701 行政法Ⅰ（行政法総論） 田中（良）
3 203L3818 現代社会と法（死因究明と法） 田中（良）ほか

4

1 203L3101 民法Ⅰ（民法総則） 上山 200L3605 領域関連特殊講義（EUの政治） 富川
2 203L3903 Introduction to Japanese Politics and Diplomacy, Basic 真水・稲吉 203L3807 キャリア形成と自己実現 田村 203L3202 刑法Ⅱ（刑法総論２） 本間

203L3701 行政法Ⅰ（行政法総論） 田中（良）
3 203L3818 現代社会と法（死因究明と法） 田中（良）ほか

5

2
200L3191 民法基礎演習 石畝 200L3808 新潟市の行政 栗田 200L3193 民法基礎演習 牧 200L3194 民法基礎演習 田中（幸） 200L3192 民法基礎演習 大島

200L3294 刑法基礎演習 水落 200L3293 刑法基礎演習 丹羽 200L3291 刑法基礎演習 本間 200L3292 刑法基礎演習 稲田
200L3094 憲法基礎演習 山本

3

200L3258 法政演習Ⅱ（犯罪論2020） 本間 200L3910 特殊講義（法文書作成） 近藤他 200L3552 法政演習Ⅱ（法社会学2020） 田巻 200L3149 法政演習Ⅱ（企業法Ⅲ2020） 吉田 200L3167 法政演習Ⅱ（環境法・民法2020） 岩嵜
200L3257 法政演習Ⅱ（刑法・刑事政策2020） 丹羽 200L3260 法政演習Ⅱ（刑事訴訟法Ⅱ2020） 櫻井 200L3256 法政演習Ⅱ（刑法2020） 田寺 200L3754 法政演習Ⅱ（労働法2020） 木南
200L3054 法政演習Ⅱ（憲法Ⅰ2020） 山本 200L3168 法政演習Ⅱ（民法・企業法務2020） 田中（幸） 200L3150 法政演習Ⅱ（民事手続法2020） 若槻 200L3162 法政演習Ⅱ（民法Ⅰ2020） 牧
200L3170 法政演習Ⅱ（企業法Ⅱ2020） 梅津 200L3052 法政演習Ⅰ（憲法Ⅱ2020） 上村 200L3354 法政演習Ⅱ（国際法2020） 渡辺（豊） 200L3353 法政演習Ⅱ（経済法2020） 沢田
200L3753 法政演習Ⅱ（行政法Ⅰ2020） 今本 200L3755 領域関連演習（行政学Ⅰ2020） 馬場 200L3169 法政演習Ⅱ（企業法Ⅰ2020） 内田
200L3165 法政演習Ⅱ（民法Ⅳ2020） 大島 200L3056 法政演習Ⅱ（憲法Ⅲ2020） 栗田
200L3259 法政演習Ⅱ（刑事訴訟法Ⅰ2020） 稲田 200L3163 法政演習Ⅱ（民法Ⅱ2020） 石畝
200L3757 法政演習Ⅰ（行政法Ⅱ2020） 田中（良） 200L3166 法政演習Ⅱ（民事法2020） 近藤
200L3452 法政演習Ⅱ（情報法2020） 鈴木
200L3653 領域関連演習（中国政治2020） 真水

4 200L3971 卒業研究Ⅰ 学務委員長 200L3075 卒業研究Ⅰ（憲法Ⅱ） 上村
2 200L3093 憲法基礎演習 山本 200L3091 憲法基礎演習 栗田 200L3092 憲法基礎演習 松原

6

3 200L3120 特殊講義（予防法学） 近藤 200L3951 法政演習Ⅰ 学務委員長 200L3055 法政演習Ⅱ（憲法Ⅱ2020） 上村 200L3406 知的財産法Ⅰ（著作権法） 渡邊（修）
200L3758 法政演習Ⅱ（行政法Ⅱ2020） 田中（良）

4

200L3278 卒業研究Ⅱ（犯罪論） 本間 200L3572 卒業研究Ⅱ（法社会学） 田巻 200L3184 卒業研究Ⅱ（民法Ⅲ） 上山 200L3187 卒業研究Ⅱ（環境法・民法） 岩嵜
200L3277 卒業研究Ⅱ（刑法・刑事政策） 丹羽 200L3280 卒業研究Ⅱ（刑事訴訟法Ⅱ） 櫻井 200L3196 卒業研究Ⅱ（企業法Ⅲ） 吉田 200L3775 卒業研究Ⅱ（労働法） 木南
200L3195 卒業研究Ⅱ（企業法Ⅱ） 梅津 200L3188 卒業研究Ⅱ（民法・企業法務） 田中（幸） 200L3276 卒業研究Ⅱ（刑法） 田寺 200L3474 卒業研究Ⅱ（知的財産法） 渡邉（修）
200L3774 卒業研究Ⅱ（行政法Ⅰ） 今本 200L3189 卒業研究Ⅱ（民事手続法） 若槻 200L3182 卒業研究Ⅱ（民法Ⅰ） 牧
200L3185 卒業研究Ⅱ（民法Ⅳ） 大島 200L3375 卒業研究Ⅱ（国際法） 渡辺（豊） 200L3076 卒業研究Ⅱ（憲法Ⅱ） 上村
200L3675 卒業研究Ⅱ（中国政治） 真水 200L3674 卒業研究Ⅱ（政治学） 兵藤 200L3676 卒業研究Ⅱ（日本政治史） 稲吉
200L3279 卒業研究Ⅱ（刑事訴訟法Ⅰ） 稲田 200L3190 卒業研究Ⅱ（企業法Ⅰ） 内田 200L3073 卒業研究Ⅱ（憲法Ⅰ） 土屋
200L3473 卒業研究Ⅱ（情報法） 鈴木 200L3074 卒業研究Ⅱ（憲法Ⅲ） 栗田 200L3374 卒業研究Ⅱ（経済法） 沢田

200L3183 卒業研究Ⅱ（民法Ⅱ） 石畝
200L3186 卒業研究Ⅱ（民事法） 近藤

備　考 1時限　 8時30分～10時00分
「学年」は履修可能な最低学年を示す。 2時限　10時15分～11時45分

3時限　12時55分～14時25分
4時限　14時40分～16時10分
5時限　16時25分～17時55分
6時限　18時05分～19時35分

令和２年度　法学部専門科目時間割表 
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月　　曜　　日 火　　曜　　日 水　　曜　　日 木　　曜　　日 金　　曜　　日
時限 学年 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員 講義番号 科目名 教員

1

1 204L3606 日本政治外交史Ⅱ（外交史） 稲吉 200L3505 特殊講義（法医学Ⅱ） 高塚 200L3604 領域関連特殊講義（西洋政治思想史） 小林
204L3904 領域関連特殊講義（Politics in Contemporary Japan, Basic） 神田

2 204L3110 特殊講義（消費者法） 牧 204L3109 民法Ⅸ（相続） 大島 204L3710 行政学Ⅱ（各論） 馬場 204L3008 特殊講義（憲法訴訟） 松原 204L3804 弁護士と法 櫻井他
204L3107 民法Ⅶ（物権２） 田中（幸）

3
204L3403 情報法Ⅱ（情報法） 鈴木 204L3009 租税法 今本 204L3207 特殊講義（刑罰論） 本間 204L3209 刑事訴訟法Ⅱ（公訴・公判・証拠法） 稲田 204L3307 労働法Ⅱ（団体的労働法） 木南

204L3711 領域関連特殊講義（政策評価論） 南島

2

1 204L3606 日本政治外交史Ⅱ（外交史） 稲吉 200L3991 外国研究基礎演習（外書講読2020） 馬場・渡辺 200L3604 領域関連特殊講義（西洋政治思想史） 小林
204L3904 領域関連特殊講義（Politics in Contemporary Japan, Basic） 神田

2 204L3110 特殊講義（消費者法） 牧 204L3109 民法Ⅸ（相続） 大島 204L3710 行政学Ⅱ（各論） 馬場 204L3008 特殊講義（憲法訴訟） 松原 204L3804 弁護士と法 櫻井他
204L3107 民法Ⅶ（物権２） 田中（幸）

3
204L3403 情報法Ⅱ（情報法） 鈴木 204L3009 租税法 今本 204L3207 特殊講義（刑罰論） 本間 204L3209 刑事訴訟法Ⅱ（公訴・公判・証拠法） 稲田 204L3307 労働法Ⅱ（団体的労働法） 木南

204L3711 領域関連特殊講義（政策評価論） 南島

3

1 200L3601 領域関連特殊講義（国際政治学） 宮下 204L3103 民法Ⅲ（物権１） 石畝
2 204L3901 Introduction to Japanese Law I, Basic 渡辺（豊） 204L3114 会社法Ⅰ（総論・機関） 吉田 204L3204 特殊講義（刑法各論発展） 田寺

3 204L3210 特殊講義（刑事法発展） 丹羽 204L3702 行政法Ⅱ（行政争訟法） 田中（良） 204L3819 現代社会と法（技術） 須川他 204L3007 特殊講義（公法発展） 上村

4

1 200L3601 領域関連特殊講義（国際政治学） 宮下 204L3103 民法Ⅲ（物権１） 石畝
2 204L3901 Introduction to Japanese Law I, Basic 渡辺（豊） 204L3114 会社法Ⅰ（総論・機関） 吉田 204L3204 特殊講義（刑法各論発展） 田寺

3 204L3210 特殊講義（刑事法発展） 丹羽 204L3702 行政法Ⅱ（行政争訟法） 田中（良） 204L3819 現代社会と法（技術） 須川他 204L3007 特殊講義（公法発展） 上村

5

1 203L3603 政治学Ⅱ（政治過程論） 兵藤 203L3603 政治学Ⅱ（政治過程論） 兵藤

2
200L3191 民法基礎演習 石畝 200L3808 新潟市の行政 栗田 200L3193 民法基礎演習 牧 200L3194 民法基礎演習 田中（幸） 200L3192 民法基礎演習 大島

200L3294 刑法基礎演習 水落 200L3293 刑法基礎演習 丹羽 200L3291 刑法基礎演習 本間 200L3292 刑法基礎演習 稲田
200L3094 憲法基礎演習 山本

3

200L3258 法政演習Ⅱ（犯罪論2020） 本間 200L3910 特殊講義（法文書作成） 近藤他 200L3552 法政演習Ⅱ（法社会学2020） 田巻 200L3149 法政演習Ⅱ（企業法Ⅲ2020） 吉田 200L3167 法政演習Ⅱ（環境法・民法2020） 岩嵜
200L3257 法政演習Ⅱ（刑法・刑事政策2020） 丹羽 200L3260 法政演習Ⅱ（刑事訴訟法Ⅱ2020） 櫻井 200L3256 法政演習Ⅱ（刑法2020） 田寺 200L3754 法政演習Ⅱ（労働法2020） 木南
200L3054 法政演習Ⅱ（憲法Ⅰ2020） 山本 200L3168 法政演習Ⅱ（民法・企業法務2020） 田中（幸） 200L3150 法政演習Ⅱ（民事手続法2020） 若槻 200L3162 法政演習Ⅱ（民法Ⅰ2020） 牧
200L3170 法政演習Ⅱ（企業法Ⅱ2020） 梅津 200L3052 法政演習Ⅰ（憲法Ⅱ2020） 上村 200L3354 法政演習Ⅱ（国際法2020） 渡辺（豊） 200L3353 法政演習Ⅱ（経済法2020） 沢田
200L3753 法政演習Ⅱ（行政法Ⅰ2020） 今本 200L3755 領域関連演習（行政学Ⅰ2020） 馬場 200L3169 法政演習Ⅱ（企業法Ⅰ2020） 内田
200L3165 法政演習Ⅱ（民法Ⅳ2020） 大島 200L3056 法政演習Ⅱ（憲法Ⅲ2020） 栗田
200L3259 法政演習Ⅱ（刑事訴訟法Ⅰ2020） 稲田 200L3163 法政演習Ⅱ（民法Ⅱ2020） 石畝
200L3757 法政演習Ⅰ（行政法Ⅱ2020） 田中（良） 200L3166 法政演習Ⅱ（民事法2020） 近藤
200L3452 法政演習Ⅱ（情報法2020） 鈴木
200L3653 領域関連演習（中国政治2020） 真水

4 200L3971 卒業研究Ⅰ 学務委員長 200L3075 卒業研究Ⅰ（憲法Ⅱ） 上村
2 200L3093 憲法基礎演習 山本 200L3091 憲法基礎演習 栗田 200L3092 憲法基礎演習 松原

6

3 200L3120 特殊講義（予防法学） 近藤 200L3951 法政演習Ⅰ 学務委員長 200L3055 法政演習Ⅱ（憲法Ⅱ2020） 上村 200L3406 知的財産法Ⅰ（著作権法） 渡邊（修）
200L3758 法政演習Ⅱ（行政法Ⅱ2020） 田中（良）

4

200L3278 卒業研究Ⅱ（犯罪論） 本間 200L3572 卒業研究Ⅱ（法社会学） 田巻 200L3184 卒業研究Ⅱ（民法Ⅲ） 上山 200L3187 卒業研究Ⅱ（環境法・民法） 岩嵜
200L3277 卒業研究Ⅱ（刑法・刑事政策） 丹羽 200L3280 卒業研究Ⅱ（刑事訴訟法Ⅱ） 櫻井 200L3196 卒業研究Ⅱ（企業法Ⅲ） 吉田 200L3775 卒業研究Ⅱ（労働法） 木南
200L3195 卒業研究Ⅱ（企業法Ⅱ） 梅津 200L3188 卒業研究Ⅱ（民法・企業法務） 田中（幸） 200L3276 卒業研究Ⅱ（刑法） 田寺 200L3474 卒業研究Ⅱ（知的財産法） 渡邉（修）
200L3774 卒業研究Ⅱ（行政法Ⅰ） 今本 200L3189 卒業研究Ⅱ（民事手続法） 若槻 200L3182 卒業研究Ⅱ（民法Ⅰ） 牧
200L3185 卒業研究Ⅱ（民法Ⅳ） 大島 200L3375 卒業研究Ⅱ（国際法） 渡辺（豊） 200L3076 卒業研究Ⅱ（憲法Ⅱ） 上村
200L3675 卒業研究Ⅱ（中国政治） 真水 200L3674 卒業研究Ⅱ（政治学） 兵藤 200L3676 卒業研究Ⅱ（日本政治史） 稲吉
200L3279 卒業研究Ⅱ（刑事訴訟法Ⅰ） 稲田 200L3190 卒業研究Ⅱ（企業法Ⅰ） 内田 200L3073 卒業研究Ⅱ（憲法Ⅰ） 土屋
200L3473 卒業研究Ⅱ（情報法） 鈴木 200L3074 卒業研究Ⅱ（憲法Ⅲ） 栗田 200L3374 卒業研究Ⅱ（経済法） 沢田

200L3183 卒業研究Ⅱ（民法Ⅱ） 石畝
200L3186 卒業研究Ⅱ（民事法） 近藤

備　考 1時限　 8時30分～10時00分
「学年」は履修可能な最低学年を示す。 2時限　10時15分～11時45分

3時限　12時55分～14時25分
4時限　14時40分～16時10分
5時限　16時25分～17時55分
6時限　18時05分～19時35分
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