
法学部 2023年度授業時間割（駿河台）　【春学期】 2023/5/1現在

科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者 科　目 教室 担当者

専門演習Ａ・ＢⅠ １０９１ 佐々木秀智 上級ドイツ語Ⅰ １０６２ 須藤直子 Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＢⅠ １１１３ 原優子 Ｍｅｄｉａ　ＥｎｇｌｉｓｈＡⅠ ２１２２CALL 中林正身 専門演習ＡⅠ １１１１ 中原拓也

Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＡⅠ ２１２２CALL 中林正身

民法（契約）Ⅰ １０２１ 有賀恵美子 時事フランス語ＢⅠ １０６２ ベルテ

行政法ＢⅠ １０２２ 横田明美 専門演習ＡⅠ １０８４ 黒澤睦 法情報学Ⅰ〔M〕 １０３２ 夏井高人

刑事訴訟法Ⅰ １０３２ 黒澤睦 専門演習ＡⅠ １０８９ 中山知己 専門演習ＡⅠ １１１１ 熊谷健一

専門演習ＡⅠ １１５８ シェアマン 専門演習ＡⅠ １１１８ 柳川鋭士 専門演習ＢⅠ １０６１ 丸橋透

専門演習Ａ・ＢⅠ １０６１ 都筑満雄 専門演習ＢⅠ １０８６ 中空壽雅 専門演習ＢⅠ １０８４ 黒澤睦

専門演習ＢⅠ １０８９ 中山知己 専門演習ＢⅠ １１１１ 熊谷健一

民事執行・保全法Ⅰ １０１１ 柳川鋭士 専門演習ＢⅠ １１５８ シェアマン 専門演習ＢⅠ １１１８ 柳川鋭士

会社法Ⅱ（法曹コース用） １１１６ 松井英樹 専門演習Ａ・ＢⅠ １０６１ 赤岩順二

専門演習Ａ・ＢⅠ １０７２ 夏井高人 会社法Ⅱ １０１２ 根本伸一

国際取引法Ⅰ １０３２ 阿部博友

行政法ＡⅠ １０１２ 下川環

アメリカ法Ⅰ １０３２ 佐々木秀智

比較文化ＢⅠ １０７３ 須藤直子

司法演習Ⅰ（刑事訴訟法）・法曹コース用 １０８１ 清水真

ヨーロッパ文化ＢⅠ １１１６ 前田智

専門演習ＡⅠ １０６１ 山部俊文 専門演習ＡⅠ １１１８ 斎藤一久

専門演習ＡⅠ １０７１ 鈴木賢 専門演習ＢⅠ １０６１ 山部俊文

専門演習ＡⅠ １０８４ 神田英明 専門演習ＢⅠ １１１１ 中原拓也

上級スペイン語BⅠ １０８９ 松尾俊輔 専門演習ＡⅠ １０７６ 上野正雄 専門演習ＡⅠ １１１８ 中村肇

専門演習ＡⅠ １１１１ 南保勝美 専門演習ＡⅠ １１３１ 陳亮 労働法ＡⅠ １０３２ 小西康之

専門演習ＡⅠ １０６２ 山川隆一 専門演習ＡⅠ １０６２ 吉井啓子 専門演習ＡⅠ １１３８ 村上一博 専門演習ＢⅠ １０７６ 上野正雄 法哲学Ⅰ １１３６ 山田八千子

専門演習ＡⅠ １１１２ 小西啓文 専門演習ＡⅠ １１５８ 福井清貴 専門演習ＢⅠ １１１１ 佐藤公紀

（再）民法（債権総論）Ⅰ １０２１ 松野民雄 専門演習ＡⅠ １１４１ 佐藤公紀 専門演習ＢⅠ １０８４ 神田英明 専門演習ＢⅠ １１３８ 村上一博

フランス法Ⅰ １０２２ 吉井啓子 専門演習ＡⅠ １１４２ 下川環 専門演習ＢⅠ １１１２ 小西啓文 専門演習ＢⅠ １１５８ 福井清貴

知的財産法ＡⅠ １０３１ 金子敏哉 専門演習ＢⅠ １１１１ 南保勝美 専門演習ＢⅠ １１３１ 陳亮 専門演習Ａ・ＢⅠ １１１５ 金子敏哉

社会保障法Ⅰ １０６３ 小西啓文 専門演習ＢⅠ（平田ゼミ） ３１０Ａ 星野茂 専門演習ＢⅠ １１４２ 下川環

法史学（日本）Ⅰ １０７４ 村上一博 専門演習Ａ・ＢⅠ １１４４ 釜崎太 国際組織法Ⅰ １０３１ 山田寿則

法律外書講読Ⅰ（中国法） １０８９ 鈴木賢 サイバー法Ａ １０３１ 丸橋透 民事訴訟法Ⅰ １０３２ 岡田洋一

国際私法Ⅰ １０９３ 福井清貴 中国法Ⅰ １０１３ 鈴木賢 経済法Ⅰ １０３２ 山部俊文 イスラーム文化ＢⅠ １０６５ 北原圭一

民事訴訟法Ⅰ（法曹コース用） １１３６ 柳川鋭士 イギリス法Ⅰ １０３２ 菊池肇哉 司法演習Ⅰ（民事訴訟法）・法曹コース用 １０６１ 柳川鋭士 超域文化ＢⅠ ２１０３ 相原剣

倒産処理法Ⅰ １０６５ 岡田洋一 登記・供託法 １０７４ 加藤政也

民事訴訟法Ⅱ（法曹コース用） １１３６ 柳川鋭士 刑法特講Ⅰ １１０６ 内山良雄

比較文化ＢⅠ １１５４ 関根裕子 行政法（救済法） １１１６ 橋本博之

少年法Ⅰ〔M〕 *** 上野正雄

Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＡⅠ ２１０２ 斎藤英治 専門演習ＡⅠ １０９１ 辻雄一郎 専門演習ＡⅠ １１３１ 岡田洋一 専門演習ＡⅠ １０６４ 太田勝造

専門演習ＡⅠ １１３５ 辻本衣佐 専門演習ＢⅠ １０８２ 勝田忠広 専門演習ＢⅠ（小倉ゼミ） １１１８ 山田寿則

専門演習ＡⅠ １０７１ 田中ひかる 専門演習ＡⅠ １１５８ 亀本洋 専門演習ＢⅠ １１１１ 長坂純 専門演習ＢⅠ １１３１ 岡田洋一

専門演習ＡⅠ １０８７ 小林宏之 専門演習ＢⅠ １０７１ 田中ひかる 専門演習ＡⅠ １１１１ 長坂純 専門演習ＢⅠ ３０８Ｃ 中村肇

専門演習ＡⅠ １１１８ 川地宏行 専門演習ＢⅠ １０８７ 小林宏之 専門演習ＡⅠ １１１２ 西元宏治 専門演習ＢⅠ ３０８Ｇ 水田周平 情報組織論Ⅰ １０３１ 栗山健

専門演習ＡⅠ １１３１ 越門勝彦 専門演習ＢⅠ １１１８ 川地宏行 専門演習ＡⅠ ３０８Ｇ 水田周平 行政学Ⅰ １０６５ 牛山久仁彦

専門演習ＡⅠ １１６４ 高木正則 専門演習ＢⅠ １１３１ 越門勝彦 専門演習ＢⅠ １０９１ 辻雄一郎 手形・小切手法Ⅰ １０３１ 高木正則 消費者法Ⅰ １１１４ 池本誠司

専門演習ＢⅠ １１５８ 亀本洋 専門演習ＢⅠ １１６４ 高木正則 専門演習Ａ・ＢⅠ １１５８ 乾昌幸 会計学Ⅰ １１２５ 渡邉雅雄

ヨーロッパ文化ＢⅠ １１５４ 山口真人

国際法Ⅰ １０１１ 西元宏治 国際経済法Ⅰ １０１１ 西元宏治 租税法Ⅰ １０３１ 小林宏之 比較文化ＢⅠ １１５６ 乾昌幸

行政法ＢⅠ １０３１ 下川環 法律外書講読Ⅰ（ＥＵ法） １０８１ 佐藤智恵 法思想史（西洋）Ⅰ １１１６ 亀本洋 司法演習Ⅰ（刑法）・法曹コース用 ４０３Ｎ 阿部力也

会社法Ⅰ １０３２ 南保勝美 （再）憲法（統治）Ⅰ １０８３ 斎藤一久 科　目 教室 担当者

教育法Ⅰ １０８３ 斎藤一久 法律外書講読Ⅰ（ドイツ法） １１０１ 福井清貴

司法演習Ⅰ（民法）・法曹コース用 １１１１ 長坂純

北米文化ＢⅠ ２１０３ 斎藤英治

専門演習ＢⅠ １０６４ 太田勝造

Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＡⅠ １０８６ 辻岡宏子 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＡⅠ １０８６ 辻岡宏子 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＡⅠ １１３５ 中村和恵 Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅａｄｉｎｇ　Ⅰ １０８６ 小竹直 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＢⅠ １０８６ 小竹直

Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＡⅠ １０８７ 鈴木理枝 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＢⅠ １１６４ 西垣学 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＡⅠ １１４２ ウェブスター

Ｗｒｉｔｉｎｇ　ＡⅠ １１４２ ウェブスター Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ＢⅠ １０８６ 辻岡宏子 専門演習ＢⅠ １０７１ 松井千秋

専門演習ＡⅠ １１１８ 小西康之 上級フランス語Ⅰ １１１２ 渡辺響子 専門演習ＢⅠ １０９５ 辻本衣佐

専門演習ＡⅠ １１３５ 中村和恵 専門演習ＢⅠ １１１８ 山田寿則

専門演習ＡⅠ １１３８ 根本伸一 専門演習ＡⅠ １０６１ 西垣学 専門演習ＢⅠ ３０８Ａ 清野幾久子 科　目 教室 担当者

専門演習ＢⅠ １０７２ 佐藤智恵 専門演習ＡⅠ １０８７ 柿崎環 専門演習Ａ・ＢⅠ ４０３Ｎ 小林大祐 銀行取引法Ⅰ １０６５ 大野正文

専門演習ＢⅠ １０８１ 石田倫識 専門演習ＡⅠ １１１８ 山田寿則

専門演習ＢⅠ １１３７ 内田幸隆 専門演習ＡⅠ １１５８ 大津浩 不動産法Ⅰ １０６５ 三林宏

専門演習ＢⅠ １１６８ 西垣学 専門演習ＡⅠ １０７１ 堀田秀吾 専門演習ＡⅠ １１４７ 多田聡 経済政策Ⅰ １０９６ 藤永修一

専門演習ＡⅠ １０７２ 佐藤智恵 専門演習ＢⅠ １１２２ 亀田浩一郎

民法（損害賠償） １０１１ 亀田浩一郎 専門演習ＡⅠ １０８１ 石田倫識 専門演習ＢⅠ ３０８Ｂ 有賀恵美子

民法（契約）Ⅰ １０３１ 都筑満雄 専門演習ＡⅠ １１２２ 亀田浩一郎 専門演習ＢⅠ ３０８Ｄ 江島晶子

民法特講Ⅰ １０８３ 芦野訓和 専門演習ＡⅠ １１３７ 内田幸隆 専門演習Ａ・ＢⅠ １１４４ 林幸司

法律外書講読Ⅰ（フランス法） １１４１ 江藤英樹 専門演習ＡⅠ １１４４ 江藤英樹

比較憲法Ⅰ １１５６ 大津浩 専門演習ＡⅠ ３０８Ｂ 有賀恵美子 刑事訴訟法Ⅰ １０２２ 石田倫識

保険・海商法Ⅰ １１６５ 陳亮 専門演習ＡⅠ ３０８Ｄ 江島晶子 ＥＵ法Ⅰ １０３１ 佐藤智恵

専門演習ＢⅠ １１１８ 小室輝久 民事訴訟法Ⅰ １０３２ 岡田洋一

専門演習ＢⅠ １１３５ 中村和恵 民法（相続） １０７３ 星野茂

専門演習ＢⅠ １１３８ 根本伸一 犯罪者処遇法Ⅰ １０９６ 辻本衣佐

専門演習ＢⅠ １１５８ 大津浩 経済刑法 １１１４ 内田幸隆

専門演習ＢⅠ １２１１ 土方圭 法史学（西洋）Ⅰ １１１６ 小室輝久

専門演習Ａ・ＢⅠ １１１１ 斎藤英治 司法演習Ⅰ（行政法）・法曹コース用 ３０８Ｃ 岩崎政明

犯罪者処遇法Ⅰ １０３１ 辻本衣佐

会社法Ⅱ １０３２ 柿崎環

民法（物権） １０８３ 芦野訓和

労働法ＢⅠ １１０３ 山川隆一

法律外書講読Ⅰ（英米法） １１１２ 金子敏哉

ヨーロッパ文化ＢⅠ １１１４ 渡辺響子

環境法Ⅰ １０１２ 横田明美 専門演習ＡⅠ ３０８Ｃ 森本陽美 上級中国語ＡⅠ １１６５ 魯大鳴 専門演習ＢⅠ １０７１ 小西知世

民法（家族法）Ⅰ １０６５ 星野茂 専門演習ＢⅠ １０７１ 上村威 専門演習ＢⅠ １０９１ 工藤祐巌

国際関係論Ⅰ １０７３ 上村威 資格ドイツ語ＢⅠ １１１１ 須藤正美 専門演習ＢⅠ １１６４ 星野茂 専門演習ＢⅠ １１１１ 鈴木哲也

専門演習AⅠ １０７１ 上村威 （再）刑法（各論）Ⅰ １０６３ 長谷川裕寿 専門演習ＡⅠ １０７１ 小西知世 法文化論Ⅰ １０６５ 中原拓也

専門演習ＢⅠ １１４８ 江藤英樹 医事法Ⅰ １０７３ 小西知世 専門演習ＡⅠ １０９１ 工藤祐巌 法史学（東洋）Ⅰ １０７３ 高見澤磨

超域文化ＢⅠ １０７４ 渡辺幸子 専門演習ＡⅠ １１１１ 鈴木哲也

法社会学Ⅰ １０７４ 太田勝造 １１６５ 専門演習ＡⅠ １１６４ 星野茂

超域文化ＢⅠ １１２３ 鈴木哲也 B２F 専門演習ＢⅠ ３０８Ｃ 森本陽美

情報法Ⅰ １０１２ 丸橋透

専門演習ＢⅠ １０７１ 柿崎環 犯罪学Ⅰ〔M〕 *** 上野正雄

立法学 ３０８Ｅ 中野芳崇

　★教室の記載について
　　　1000番台：B2F（ｽﾎﾟｰﾂﾙｰﾑ），B3F（ｽﾎﾟｰﾂﾎｰﾙ） 、 リバティタワー，　　　2000番台  ： 12号館，　　　3000番台   ： アカデミーコモン
　　　4000番台：グローバルフロント，　　　***：教室不使用（メディア授業科目）　　※教室が変更となる場合もあるので，随時Oh-o!Meiji情報を確認すること。
　★科目名の後ろに「＊」のついている科目は，英語で授業が行われる。
　★「総合講座」，「情報関係科目」および「資格課程関係科目」は別紙時間割表で確認すること。

5限(17:10-18:50)

6限(19:00-20:40)

6限(19:00-20:40)

（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＡⅠ
（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＢⅠ
（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣⅠ

１１１３ 原優子

1限(9:00-10:40) 2限(10:50-12:30) 3限(13:30-15:10) 4限(15:20-17:00)

（再）中級フランス語ＡⅠ
（再）中級フランス語ＢⅠ

１０７６ 乾昌幸

１０８７ 松尾俊輔

土

曜
日

月

火

水

木

金

（再）中級スペイン語ＡⅠ
（再）中級スペイン語ＢⅠ

（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＡⅠ
（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＢⅠ
（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣⅠ

１０８７ ダン
１１６５

（再）中級ドイツ語ＡⅠ
（再）中級ドイツ語BⅠ

１１１８ 前田智

（再）中級ドイツ語ＡⅠ
（再）中級ドイツ語BⅠ

１１５４

田中恵
（再）中級スペイン語ＡⅠ
（再）中級スペイン語ＢⅠ

（再）中級フランス語ＡⅠ
（再）中級フランス語ＢⅠ

１０９２ 相田淑子

山口真人

（再）中級ドイツ語ＡⅠ
（再）中級ドイツ語BⅠ

１０６１ 須藤直子

アジア文化ＢⅠ 【講義】
アジア文化ＢⅠ 【実技】

１０７５ 佐々木勲人
（再）中級中国語ＡⅠ
（再）中級中国語ＢⅠ

（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＡⅠ
（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＢⅠ
（再）Ｅｎｇｌｉｓｈ　ＣⅠ

１０８７ 鈴木理枝

（再）中級中国語ＡⅠ
（再）中級中国語ＢⅠ

１１６５ 魯大鳴

魯大鳴


