
【法学部コミュニティ・コース】講義・ゼミ見学用時間割

　見学期間：2019年12月2日（月）～12月14日（土）

曜日 時間 科目 所属 担当者 教室

月曜日 １限 債権各論 法 福本　忍 C-402 １年 木曜２限とペア

２限 アジアのエスニシティ政策 法 田村　慶子 D-502 ２年

民事訴訟法各論 法 小池　順一 C-303 ２年

３限 憲法人権論 法 石塚　壮太郎 C-401 １年

所得保障法 法 津田　小百合 C-301 ２年

４限 環境政策論 法 申　東愛 C-202 ２年

刑法犯罪各論Ⅱ 法 土井　和重 C-302 ２年

社会サービス法 法 津田　小百合 C-303 ２年

５限 会社法Ⅱ 法 高橋　衛 C-301 ２年

地域統合論 法 中井　遼 C-302 ２年

６限 会社法Ⅱ 法 高橋　衛 C-301 ２年

憲法人権論 法 石塚　壮太郎 C-401 １年

火曜日 １限 親族法 法 小野　憲昭 C-202 １年

２限 物権法 法 清水　裕一郎 C-301 １年

民法総則 法 小野　憲昭 1-101 １年 水曜２限とペア

演習Ⅱ 法 申　東愛 E-313 ２年 ■　ゼミ

演習Ⅱ 法 楢原　真二 B-305 ２年 ■　ゼミ

３限 刑法専門演習Ⅱ 法 土井　和重 B-307 ３年 ■　ゼミ

憲法専門演習Ⅱ 法 中村　英樹 B-206 ３年 ■　ゼミ

民事訴訟法専門演習Ⅱ 法 小池　順一 B-201 ３年 ■　ゼミ

４限 政治文化論 法 大澤　津 C-201 ２年

５限 法学基礎演習Ⅱ 法 津田　小百合 B-301 １年 ■　ゼミ

法学基礎演習Ⅱ 法 中村　英樹 B-206 １年 ■　ゼミ

法学基礎演習Ⅱ 法 福本　忍 B-404 １年 ■　ゼミ

水曜日 １限 相続法 法 小野　憲昭 D-503 ２年

地方行政改革論 法 森　裕亮 C-302 ２年

福祉国家論 法 狭間　直樹 .C-401 １年

２限 アジア地域社会論 法 三宅　博之 C-302 ２年

企業取引法Ⅰ 法 今泉　恵子 C-203 ２年

行政学 法 森　裕亮 C-301 １年

民法総則 法 小野　憲昭 1-101 １年 火曜２限とペア

６限 社会法総論 法 津田　小百合 C-201 １年

木曜日 ２限 債権各論 法 福本　忍 C-402 １年 月曜１限とペア

政策評価論 法 楢原・横山 D-303 ２年

都市経済論 法 田代　洋久 C-301 １年

法社会学 法 林田　幸広 C-202 ２年

法学基礎演習Ⅱ 法 高橋　衛 B-304 １年 ■　ゼミ

３限 刑法総論 法 大杉　一之 1-101 １年 木曜４限とペア

公共経営論 法 狭間　直樹 C-401 ２年

行政争訟法 法 堀澤　明生 C-202 ２年

備考



４限 刑法総論 法 大杉　一之 1-101 １年 木曜３限とペア

政策科学入門Ⅱ 法 横山・三宅 C-302 １年

担保物権法 法 清水　裕一郎 C-201 ２年

都市経営論 法 田代　洋久 C-301 ２年

紛争処理論 法 林田　幸広 D-202 ３年

５限 刑事司法政策Ⅱ 法 藤田　尚 B-306 ３年

刑事訴訟法総論 法 水野　陽一 1-101 ２年

金曜日 １限 国際法Ⅱ 法 二宮　正人 C-301 ２年

２限 憲法訴訟論 法 中村　英樹 C-401 ２年

自治体政策研究 法 楢原　真二 D-401 ２年

刑法専門演習Ⅰ 法 大杉　一之 図書館 ３年 ■　ゼミ

法学基礎演習Ⅱ 法 今泉　恵子 B-201 １年 ■　ゼミ

法学基礎演習Ⅱ 法 小野　憲昭 E-313 １年 ■　ゼミ

３限 演習Ⅱ 法 三宅　博之 B-307 ２年 ■　ゼミ

演習Ⅱ 法 横山　麻季子 B-206 ２年 ■　ゼミ

刑法専門演習Ⅱ 法 大杉　一之 図書館 ３年 ■　ゼミ

民法専門演習Ⅱ 法 小野　憲昭 E-313 ３年 ■　ゼミ

土曜日 ２限 法への誘い 法 小野　憲昭 D-301 １年

※　備考欄の『○曜○限とペア』は、○曜○限の同一講義とあわせて履修する科目です。

※　この時間割は法学部で2019年度2学期に開講されている科目の一部です。

※　2019年度開講の時間割のため、2020年度には開講されない科目や開講時間帯が変更される科目があります。

　　　見学された科目が2020年度に開講されず受講できない場合もありますので、予めご了承ください。

　１限目　 9：00～10：30

　２限目　10：40～12：10

　３限目　13：00～14：30

　４限目　14：40～16：10

　５限目　16：20～17：50

　６限目　18：00～19：30

　７限目　19：40～21：10


