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教員 教室

月 基礎法学特殊講義（法史） 1J609 小野 Ⅱ102
法政策特殊講義（競争政策
法）※1

1J619
泉水・
池田

ラクー
ル準１

政治学特殊講義（国際関係
論）

1J612 栗栖 Ⅱ101
※1　授業時間は19:10～
20:40です。

法学文献研究（英語） 1J624 竹内 Ⅱ106

火 方法論特殊講義Ⅲ 1J600 松村 Ⅱ102 基礎法学特殊講義（比較法） 1J610 渋谷 Ⅱ101 実定法学特殊講義（刑事法） 1J607 上嶌 フ302
実定法学特殊講義（知的財
産法）

1J603 前田 Ⅱ101
実定法学特殊講義（社会保
障法）

1J608 関根 Ⅱ120 実定法学特殊講義（租税法） 1J606 渕 フ303

法学文献研究（英語） 1J623 南迫 フ303
政治学特殊講義（西洋政治
史）

1J614 安井 Ⅱ102
実定法学特殊講義(国際経済
法）

1J605 川島 Ⅱ102
法政策特殊講義（行政法過
程論）

1J617 興津 フ302

法政策特殊講義（国際法政
策論）

1J618 玉田 ア502

水
実定法学特殊講義（国際民
事法）

1J604 中野 Ⅱ102
政治学特殊講義（現代政治）
※3

1J620 砂原 フ302

ELS-D課題研究（脱炭素社
会）※2

1J684 高橋 ア503 法学文献研究（英語） 1J622 東條 Ⅱ106

木
政治学特殊講義（政治外交
史）

1J613 簑原 Ⅱ106
法社会学特殊講義（法システ
ム）

1J611 高橋 フ404 実定法学特殊講義（民法） 1J601 窪田 Ⅱ102
法政策特殊講義（労働・社会
保障法政策論）

1J615 櫻庭 フ403

法学文献研究（露語） 1J626 渋谷 Ⅱ106

英文メディア論Ⅰ 1J635 芦田 Ⅱ120

金 エコノリーガル概論 1J632 角松 Ⅱ101
法政策特殊講義（国際法政
策論）

1J618 玉田 ア502 法学文献研究（仏語） 1J625 瀬戸口 Ⅱ101
法政策特殊講義（憲法問題
分析）

1J616 淺野 Ⅱ106

法学文献研究（独語） 1J796 西上 Ⅱ106 実定法学特殊講義（国際法） 1J686 玉田 Ⅱ102

集中講義 （詳細は，後日掲示する。） その他 その他注意事項

科　　目　　名
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ｺｰﾄﾞ

教員 ●（20以降生）：2020年度以降に入学・進学した学生のみ履修可能。

自主企画特殊講義※3 1J621 藤村 ●（19以前生）：2019年度以前に入学・進学した学生のみ履修可能。

ELS-Dセミナー※4
（20以降生）

1J633 高橋 ●専門職学位課程（法科大学院）の科目の履修希望者は，「専門職学位課程（法科大学院）授業時間割表」を参照すること。

ELS-DセミナーⅡ※4
（19以前生）

1J634 高橋 ●上記以外に演習を行う（毎週４時間）。演習の単位を修得する場合は各学期履修登録期間内に履修登録が必要。

●時間割の色分けについては、裏面を参照すること

＜教室について＞Ⅰ：第一学舎（経済・経営学部），　Ⅱ：第二学舎（法学部），　Ⅲ：第三学舎，　Ⅳ：第四学舎，　Ⅴ：第五学舎（国際協力研究科），　ア：アカデミア館，　フ：フロンティア館，　ラクール準１：模擬法廷棟ラクール準備室１，　NTTDATA IT ROOM：Ⅲ情報処理教室 20200413

※3　詳細は別途掲示する

※4　ELS-Gプログラム生対象科目

法学政治学専攻　研究者養成・高度社会人養成プログラム

２０２０年度　前期　大学院法学研究科授業時間割表（２０１８年度以降入学者対象）        　　

(夜)　１  時  限 ( １７：５０ ～ １９：３５ ) (夜)　２  時  限 ( １９：５５ ～ ２１：４０ )１  時  限 ( ８：５０ ～ １０：３５ ) ２  時  限 ( １０：５５ ～ １２：４０ ) ３  時  限 ( １３：４０ ～ １５：２５ ) ４  時  限 ( １５：４５ ～ １７：３０ )

※2　履修希望者は必ず初回授業に出席すること

D（法学政治学）



後期課程　履修登録について

〇用意するもの

・教務情報システムに接続できるパソコン等 ・・・・

・教務情報システム利用の手引き

・履修届

〇手順 ・・・・

・教務情報システムにログインする。

・「履修登録・登録状況照会」を選択する。

・前期・後期を選択する。

・通常の特殊講義等の授業科目を履修登録する。 ・・・・

【演習の登録について】
・「集中講義を登録」をクリックする。

・下表で自分の演習名を確認する。 ●セルに色がついていない科目は，博士課程授業スケジュールに沿って実施されます。
・演習科目・集中講義の一覧の中から自分の指導教員を確認の上，履修登録する。

（注意）同じ演習名が多数あるので授業担当者をよく確認して履修登録する。 ・・・・

　研究者養成プログラム・高度社会人養成プログラム

※　演習の履修登録の学期については，「学生の手引き」をよく読んで確認してください。

※　演習の登録忘れや演習名の間違いに十分注意してください。

※　演習の申請コードを検索しても分からない場合，教務係に問い合わせてください。

※　法学政治学論文作成は博士論文または単位修得論文を提出する学期に履修してください。

法学政治学専攻

法学政治学論文指導

法学政治学論文作成

時間割上（表面）の色分けについて
●セルに色がついている科目は，学部スケジュールに沿って開講されます。

１クォーター【５月７日(木)～６月２５日(木)】開講科目

週２コマ開講なので注意してください。

最終週の６月１８日(木)～６月２４日(水)は定期試験・到達度確認期間

最終週の８月７日(金)～８月１３日(木)は定期試験・到達度確認期間

最終週の８月７日(金)～８月１３日(木)は定期試験・到達度確認期間

●同じ曜日時限にある１クォーター開講科目と２クォーター開講科目は，あわせて履修登録す
ることができます。（授業期間が異なるので，重複履修にはなりません。）

２クォーター【６月２６日(金)～８月１４日(金)】開講科目

週２コマ開講なので注意してください。

１－２クォーター【５月７日(木)～８月１４日(金)】開講科目

前期【５月７日(木)～８月１４日(金)】に週1コマで開講

・「ＰＤＦ出力」をクリックし，「履修科目一覧表」を出力のうえ，正しく科目が登録
　されているか確認する。

・履修届に履修登録内容を転記し，指導教員押印をうけてから教務係へ提出する。


