
曜                           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）

日 授    業    科    目 クラスコード 教  員 授    業    科    目 クラスコード 教  員 授    業    科    目 クラスコード 教  員 授    業    科    目 クラスコード 教  員 授   業   科   目 クラスコード 教  員

政治文化論B　②③4 coedzyq 品田 憲法（統治）　234 淺野 特別講義法経連携基礎演習　②③④ メール 角松 【17以前生】民法ⅡB　4 pmcyiyx 窪田 プログラム講義Introduction to Legal EnglishⅠ　②③④ メール カーペンター

【18･19生】民法Ⅱ　②3　（セメスター開講） pmcyiyx 窪田

【17以前生】民法ⅣB　4 t755wcg 山田 商法ⅠB　2③4 vp3cgmx 志谷 日本政治外交史　②③④　（セメスター開講） その他 簑原 国際経済法演習　③④ 川島

【18生】民法Ⅳ　③　（【曹19生】2）　（セメスター開講） t755wcg 山田 【17以前生】ロシア法B　③④ 2pafad6 渋谷

外国書講読（taught in English）　2③④ メール 竹内 初年次セミナーⅡ 2vgkhoi 山本 【18･19生】ロシア法　②③　（セメスター開講） psdq3hj 渋谷 政治過程論演習　③④ メール 品田

初年次セミナーⅡ hdowgld 竹内

【法学部生・他学部15以前生】現代の法哲学　③④ snhmjwd 安藤 初年次セミナーⅡ qguowo6 安井 【17以前生】政治学B　4 通知済 飯田 行政学演習　③④ 通知済 大西

【他学部16～18生】現代の法哲学（高度教養科目） snhmjwd 安藤 初年次セミナーⅡ i4hwvyc 小野 【18･19生】政治学　②③　（セメスター開講） 通知済 飯田

初年次セミナーⅡ ii2lrrm 安藤 応用商法　④ 通知済 志谷

初年次セミナーⅡ oeq7f2f 櫻庭 社会分析基礎(政治)　② Slack 藤村

初年次セミナーⅡ 飯田

初年次セミナーⅡ axugqf5 池田 法哲学演習　③④ その他 安藤

初年次セミナーⅡ kwfk52k 砂原

国際関係論基礎　②34 gfls7bm 栗栖

【17以前生】民事訴訟法ⅠB　④ e7m4gxr 青木 【17以前生】労働法B　④ aegszkh 櫻庭 法社会学概論B　②③④ e4ri7l3 高橋 刑法ⅡA　②34 rsr2b6z 東條 商法演習　③④ 通知済 榊

【18生】民事訴訟法Ⅰ　③　（セメスター開講） e7m4gxr 青木 【18・19生】労働法　2③　（セメスター開講） aegszkh 櫻庭

知的財産法　③④ yqjugw5 前田 特別講義「新聞記事から思考する」　②③④ p4kb4cg 臼倉 行政法演習　③④ 通知済 角松

応用憲法　③4 淺野 外国書講読（英書）2③④ 通知済 南迫

ロシア法演習　③④ j4gmznv 渋谷 刑事法演習　③④ メール 上嶌

国際法Ⅰ ②34 44s6jb2 竹内

比較政治学B　②③4 vuv3qty 大西 西洋政治史演習　③④ 6ojole6 安井

租税法演習 メール 渕

【17以前生】行政法ⅡB　④ nylm5yg 興津

【18生】特別講義行政法ⅡB　③ nylm5yg 興津

憲法（統治）　234 淺野 【17以前生】民事訴訟法ⅠB　④ e7m4gxr 青木 ◇プログラム講義Introduction to Common lawⅠ　②③④ メール カーペンター プログラム講義日欧比較セミナーⅠB　②34 メール エルカン 政治理論応用研究　③④ Slack 砂原

【18生】民事訴訟法Ⅰ　③　（セメスター開講） e7m4gxr 青木

特別講義問題解決実践研究　③④ 4mny7ya 高橋 【16以前生】プログラム講義Academic Communication（独) シュルツェ 【16以前生】プログラム講義Academic Communication（仏)　（セメスター開講） BELEC 外国書講読（英書）　2③④ メール 東條

特別講義法経連携課題研究（脱炭素社会）　③④ 通知済 高橋 【17～19生】プログラム講義Academic Communication（独)B シュルツェ 【17・18生】プログラム講義Academic Communication（仏)B BELEC

【16以前生】プログラム講義Academic Communication（独) シュルツェ

【17～19生】プログラム講義Academic Communication（独)B シュルツェ

【16以前生】プログラム講義Academic Communication（仏) BELEC
【17～19生】プログラム講義Academic Communication（仏)B BELEC

日本法史B　②③④ 6rvspko 小野

【法学部生・他学部15以前生】現代の法哲学　③④ snhmjwd 安藤 商法ⅠB　2③４ vp3cgmx 志谷 【17以前生】行政法ⅡB　④ nylm5yg 興津 【17以前生】労働法B　④ aegszkh 櫻庭 【法学部19以前生・他学部15以前生】プログラム講義Japanese Legal SystemⅡ　②③④ メール 角松

【他学部16～18生】現代の法哲学（高度教養科目） snhmjwd 安藤 【18生】特別講義行政法ⅡB　③ nylm5yg 興津 【18・19生】労働法　2③　（セメスター開講） aegszkh 櫻庭 【他学部16～18生】Japanese Legal SystemⅡ（高度教養科目） メール 角松

憲法（統治）　234 淺野

知的財産法　③④ yqjugw5 前田 日本政治外交史　②③④　(セメスター開講) その他 簑原 【17以前生】ロシア法B　④ 2pafad6 渋谷 法社会学演習　③④ y7gfu4n 高橋

政治文化論B　②③４ coedzyq 品田 【18･19生】ロシア法　②③　（セメスター開講） psdq3hj 渋谷

【法学部生】外国書講読（露書）2③④ メール 渋谷 民法演習　③④ その他 山本
【他学部16～18生】高度教養セミナー法学部A（外国書講読（露書）） メール 渋谷 【17以前生】政治学B　4 通知済 飯田

【18･19生】政治学　②③　（セメスター開講） 通知済 飯田 政治外交史演習　③④ その他 簑原

【15以前生】特別講義英文メディア論ⅠA 通知済 芦田

【16～18生】英文メディア論ⅠA（高度教養科目） 通知済 芦田 法社会学概論B　②③④ e4ri7l3 高橋 政治学演習　③④ 飯田

【法学部16以前生・他学部15以前生】プログラム講義Aspects of EU Law and Politics（Lecture)　（セメスター開講） lmn2vnb エルカン 応用民法　④ 6vphfs2 山田
【法学部17～19生】プログラム講義Aspects of EU Law and Politics（Lecture)B lmn2vnb エルカン
【他学部16生】Aspects of EU Law and Politics（Lecture)（高度教養科目）　（セメスター開講） lmn2vnb エルカン
【他学部17～19生】Aspects of EU Law and Politics（Lecture)B（高度教養科目） lmn2vnb エルカン

【17以前生】民法ⅡB　4 pmcyiyx 窪田

【18･19生】民法Ⅱ　②3　（セメスター開講） pmcyiyx 窪田

国際法Ⅰ ②34 44s6jb2 竹内

比較政治学B　②③4 vuv3qty 大西 【17以前生】民法ⅣB　4 t755wcg 山田 応用民事訴訟法　④ 通知済 八田 刑法ⅡA　②34 rsr2b6z 東條 国際私法演習　③④ 齋藤

【18生】民法Ⅳ　③　（【曹19生】2）　（セメスター開講） t755wcg 山田

法解釈基礎　② Slack 西上 【16生】プログラム講義日欧比較セミナーⅢ　（セメスター開講） メール エルカン 国際関係論基礎　②34 gfls7bm 栗栖 法社会学演習　③④ メール 馬場

外国書講読（独書）　2③④ Slack 西上 【17～19生】プログラム講義日欧比較セミナーⅢB メール エルカン

外国書講読（仏書）　2③④ zeo5aga 瀬戸口 【経済・経営16以前生】エッセンシャル商法 中山

社会分析基礎(政治)　② g3kopor 松村 【他学部17・18生】エッセンシャル商法（高度教養科目） 中山

応用刑法　③4 Slack 小田

日本法史B　②③④ 6rvspko 小野 社会分析基礎(法律)　② kstb4uo 島村

□集中講義（法学部専門科目）(１Q・２Q）

授業科目 クラスコード 教  員

政治理論　③④ 鏑木

備　　考

8月18日(1～4限)　19日(1～4限)　20日(1～4限）　21日(1～3限）

水

木

金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０２０年度　第２Q　法学部開講科目　グーグルクラスルーム　クラスコード一覧表　

※下記掲載のクラスコードについては、各授業科目の履修登録者のみが使用し、クラスに参加してください。履修登録していない者は絶対に使用しないでください。

※クラスコードの欄には「クラスコード」「Slack」「メール」「通知済」「その他」のいずれかを掲載しています。記載のない科目については、追って更新します。

火

５ 時 限 （17:50～19:35）

月


