
※必ず裏面も確認すること １１～１９生○
神戸大学法学部

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 申請ｺｰド 教  員 教  室 授    業    科    目 申請ｺｰド 教  員 教  室 授    業    科    目 申請ｺｰド 教  員 教  室 授    業    科    目 申請ｺｰド 教  員 教  室 授   業   科   目 申請ｺｰド 教  員 教  室

戦争と平和A（taught in English）　②③4 1J031 栗栖 フ30３ 実定法入門 (19生) 1j005 興津他 Ⅰ102 日本政治外交史　②③④　(セメスター開講) 1J027 簑原 ア504 【17以前生】民法ⅡA　4 1J019 窪田 Ⅰ102 プログラム講義Introduction to Legal EnglishⅠ　②③④ 1J075 カーペンター フ302

実定法入門 (18編入生) 1J006 興津他 Ⅰ102 【18･19生】民法Ⅱ　②3　（セメスター開講） 1J017 窪田 Ⅰ102

【17以前生】民法ⅣA　4 1J020 山田 Ⅰ232 特別講義法経連携基礎演習　②③④ 1J099 角松 NTTDATA IT Room 国際経済法演習　③④ 1J066 川島 フ403

【18生】民法Ⅳ　③　（【曹19生】2）　（セメスター開講） 1J018 山田 Ⅰ232 国際民事法Ⅰ　③④ 1J025 中野 Ⅰ306 【17以前生】ロシア法A　④ 1J009 渋谷 Ⅱ263

【18･19生】ロシア法　②③　（セメスター開講） 1J007 渋谷 Ⅱ263 政治過程論演習　③④ 1J068 品田 フ404

【総合教養科目】　※全学部対象 外国書講読（taught in English）　2③④ 1J083 竹内 Ⅱ106

文学Ａ 1U051 緒形賢一 【17以前生】政治学A　4 1J028 飯田 Ⅰ232 行政学演習　③④ 1J069 大西 フ405

文学Ｂ 1U052 昆野　伸幸 商法ⅠA　2③4 1J021 志谷 Ⅰ206 【18･19生】政治学　②③　（セメスター開講） 1J026 飯田 Ⅰ232

言語科学Ａ 1U055 アルビン　エレン 応用商法　④ 1J055 志谷 フ303

芸術と文化Ａ 1U056 廣田　生馬 【総合教養科目】　※全学部対象 社会分析基礎(政治)　② 1J035 藤村 Ⅱ106

芸術と文化Ｂ 1U059 薗田　郁（予定） 社会思想史 1U076 市田　良彦 【総合教養科目】　※全学部対象

日本史Ａ 1U062 長　志珠絵 文化人類学 1U077 梅屋　潔 法哲学演習　③④ 1J058 安藤 Ⅴ203 データサイエンス概論A　※1　※2　※3 1U109 齋藤　政彦 B209・B210

西洋史Ａ 1U069 小澤　卓也 学校教育と社会 1U083 山内　乾史

芸術史Ａ 1U073 梅宮　弘光 現代の経済Ｂ 1U098 楳本　大悟

科学史Ａ 1U075 塚原　東吾 資源・材料とエネルギーＡ 1U103 山内　知也

神戸大学史Ａ 1U106 菊地　真

法社会学入門　(19生) 1J003 馬場 Ⅰ232 現代政治入門 (19生) 1J001 大西他 Ⅰ102 法社会学概論A　②③④ 1J010 高橋 ア501 刑法ⅡB　②34 1J014 東條 Ⅰ102 商法演習　③④ 1J064 榊 フ404

法社会学入門　(18編入生） 1J004 馬場 Ⅰ232 現代政治入門 (18編入生) 1J002 大西他 Ⅰ102

特別講義「新聞記事から思考する」　②③④ 1J038 臼倉 Ⅱ120 行政法演習　③④ 1J070 角松 フ405

憲法（人権）　②34 1J013 井上 Ⅰ102 外国書講読（英書）　2③④ 1J082 南迫 フ303

比較政治学A　②③4 1J029 大西 Ⅰ306 刑事法演習　③④ 1J062 上嶌 Ⅱ102

【17以前生】民事訴訟法ⅠA　④ 1J015 青木 Ⅱ120 【17以前生】労働法A　④ 1J023 櫻庭 ア501

【18生】民事訴訟法Ⅰ　③　（セメスター開講） 1J016 青木 Ⅱ120 【18・19生】労働法 2③　（セメスター開講） 1J022 櫻庭 ア501 租税法演習　③④ 1J061 渕 フ403 西洋政治史演習　③④ 1J057 安井 Ⅱ106

応用憲法　③4 1J052 淺野 フ303 【基礎教養科目】 ロシア法演習　③④ 1J072 渋谷 フ303 【総合教養科目】　※全学部対象

経済学Ｂ 1U019 片山　三男 神戸大学の研究最前線Ａ　※1 1U107 山内　乾史 K202

経営学 (2018年度以前入学生は履修不可) 1U025 中井　正敏 【17以前生】行政法ⅡA　④ 1J011 興津 ア501 科学技術と倫理　※1 1U110 中　真生 B109

医学Ａ 1U026 松本　理器 【18生】行政法Ⅱ　③ 1J012 興津 ア501

数学Ｃ 1U035 岡部　恭幸

化学Ｃ 1U039 佐藤　春実 国際機構法　③④ 1J024 玉田 ア502

惑星学Ａ 1U040 大槻　圭史

実定法入門 (19生) 1J005 興津他 Ⅰ102 憲法（人権）　②34 1J013 井上 Ⅰ102 ◇プログラム講義Introduction to Common lawⅠ　②③④ 1J073 カーペンター Ⅱ161 〔特別講義(大学院科目)〕 政治理論応用研究　③④ 1J042 砂原 フ303

実定法入門 (18編入生) 1J006 興津他 Ⅰ102 【15以前生】特別講義地域ジャーナリズム・ワークショップ 1J037 松村 Ⅱ161

【17以前生】民事訴訟法ⅠA　④ 1J015 青木 Ⅱ120 【16以前生】プログラム講義Academic Communication（独)　（セメスター開講） 1J101 シュルツェ D507 【16～18生】地域ジャーナリズム・ワークショップ（高度教養科目） 1J076 松村 Ⅱ161 外国書講読（英書）　2③④ 1J084 東條 Ⅱ106

政治文化論A　②③4 1J030 平野 Ⅰ306 【18生】民事訴訟法Ⅰ　③　（セメスター開講） 1J016 青木 【17～19生】プログラム講義Academic Communication（独)A 1J103 シュルツェ D507

プログラム講義日欧比較セミナーⅠA　②34 1J095 エルカン ア503 【総合教養科目】　※全学部対象

特別講義問題解決実践研究　③④ 1J094 高橋 ア503 政治文化論A　②③4 1J030 平野 Ⅰ306 ESD基礎（持続可能な社会づくり1）Ｂ　※4 1U105 松岡　広路 K601
【16以前生】プログラム講義Academic Communication（仏)　（セメスター開講） 1J105 BELEC D506

【総合教養科目】　※全学部対象 特別講義法経連携課題研究（脱炭素社会）　③④ 1J112 高橋 ア503 【17～19生】プログラム講義Academic Communication（仏)A 1J107 BELEC D506

文化人類学 1U078 梅屋　潔

現代社会論Ａ 1U079 佐々木　祐 【16以前生】プログラム講義Academic Communication（独)　（セメスター開講） 1J100 シュルツェ D507

現代の経済Ｂ 1U099 井上　武 【17～19生】プログラム講義Academic Communication（独)A 1J102 シュルツェ D507

【16以前生】プログラム講義Academic Communication（仏)　（セメスター開講） 1J104 BELEC D404
【17～19生】プログラム講義Academic Communication（仏)A 1J106 BELEC D404

日本法史A　②③④ 1J008 小野 Ⅰ232

【総合教養科目】　※全学部対象

現代物理学が描く世界 1U086 坂本　眞人

身近な物理法則 1U087 太田　仁

カタチの自然学 1U088 鈴木　広隆

ものづくりと科学技術Ａ 1U089 藤谷　秀雄

人間活動と地球生態系 1U101 石井　弘明

資源・材料とエネルギーＡ 1U104 日出間　るり

現代政治入門 (19生) 1J001 大西他 Ⅰ102 商法ⅠA　2③４ 1J021 志谷 Ⅰ232 【17以前生】行政法ⅡA　④ 1J011 興津 Ⅰ232 法社会学入門　(19生) 1J003 馬場 Ⅰ232 【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 1J074 角松 Ⅱ161

現代政治入門 (18編入生) 1J002 大西他 Ⅰ102 【18生】行政法Ⅱ　③ 1J012 興津 法社会学入門　(18編入生） 1J004 馬場 Ⅰ232 【他学部16～18生】Japanese Legal SystemⅡ（高度教養科目） 1J077 角松 Ⅱ161

法社会学概論A　②③④ 1J010 高橋 ア501

国際民事法Ⅰ　③④ 1J025 中野 Ⅰ306 日本政治外交史　②③④　(セメスター開講) 1J027 簑原 ア504 憲法（人権）　②34 1J013 井上 Ⅰ206 法社会学演習　③④ 1J060 高橋 Ⅱ106

【総合教養科目】 【法学部生】外国書講読（露書）　2③④ 1J086 渋谷 Ⅱ106 【17以前生】ロシア法A　④ 1J009 渋谷 Ⅱ263 民法演習　③④ 1J063 山本 フ404

芸術と文化Ｂ 1U060 秋吉　康晴 【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）） 1J079 渋谷 Ⅱ106 【18･19生】ロシア法　②③　（セメスター開講） 1J007 渋谷 Ⅱ263

国際協力の現状と課題Ａ 1U091 四本　健二 政治外交史演習　③④ 1J071 簑原 Ⅱ102

地球史における生物の変遷 1U100 坂山　英俊 【15以前生】特別講義英文メディア論ⅠA 1J041 芦田 Ⅱ120 【17以前生】政治学A　4 1J028 飯田 Ⅰ102

食と健康Ａ 1U102 白井　康仁 【16～18生】英文メディア論ⅠA（高度教養科目） 1J081 芦田 Ⅱ120 【18･19生】政治学　②③　（セメスター開講） 1J026 飯田 Ⅰ102 政治学演習　③④ 1J067 飯田 フ405

【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） 1J090 エルカン ア503 【15以前生】特別講義国際ジャーナリズムⅠA 1J040 中村・簑原 Ⅱ161
【法学部17～19生】プログラム講義Aspects of EU Law and Politics（Lecture)A 1J091 エルカン ア503 【16～18生】国際ジャーナリズムⅠA（高度教養科目） 1J080 中村・簑原 Ⅱ161
【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） 1J092 エルカン ア503
【他学部17～19生】Aspects of EU Law and Politics（Lecture)A（高度教養科目） 1J093 エルカン ア503 応用民法　④ 1J054 山田 Ⅱ101

【17以前生】民法ⅡA　4 1J019 窪田 Ⅰ306 【17以前生】労働法A　④ 1J023 櫻庭 Ⅰ306

【18･19生】民法Ⅱ　②3　（セメスター開講） 1J017 窪田 Ⅰ306 【18・19生】労働法　2③　（セメスター開講） 1J022 櫻庭 Ⅰ306

比較政治学A　②③4 1J029 大西 Ⅰ306 日本法史A　②③④ 1J008 小野 Ⅰ232 応用民事訴訟法　④ 1J056 八田 Ⅱ106 刑法ⅡB　②34 1J014 東條 Ⅰ102 国際私法演習　③④ 1J065 齋藤 ア404

【法学部生】特別講義法経総合概論 1J097 高橋 Ⅰ332 【17以前生】民法ⅣA　4 1J020 山田 ア501 【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） 1J108 エルカン ア503 外国書講読（仏書）　2③④ 1J085 瀬戸口 Ⅱ101 法社会学演習　③④ 1J059 馬場 Ⅱ101
【他学部16～18生（経済学部生を除く）】法経総合概論（高度教養科目） 1J098 高橋 Ⅰ332 【18生】民法Ⅳ（セメスター開講）　③　（【曹19生】2） 1J018 山田 ア501 【17～19生】プログラム講義日欧比較セミナーⅢA １J096 エルカン ア503

応用刑法③4 1J053 小田 フ303 【経済・経営16以前生】エッセンシャル商法 1J087 中山 Ⅱ120

法解釈基礎　② 1J032 西上 フ404 【法学部生】特別講義法経総合概論 1J097 高橋 Ⅰ332 国際機構法　③④ 1J024 玉田 ア502 【他学部17・18生】エッセンシャル商法（高度教養科目） 1J078 中山 Ⅱ120
【他学部16～18生（経済学部生を除く）】法経総合概論（高度教養科目） 1J098 高橋 Ⅰ332

社会分析基礎(法律)　② 1J033 島村 Ⅱ102

戦争と平和A（taught in English）　②③4 1J031 栗栖 フ303

社会分析基礎(政治)　② 1J034 松村 NTTDATA IT Room

外国書講読（独書）　2③④ 1J111 西上 Ⅱ106

□集中講義（法学部専門科目）(１Q・２Q） 特別講義社会問題自主研究②③④ 1J036 青木他

授業科目 申請ｺｰド 教  員 教  室

※4　履修希望者は初回授業に出席すること

※履修方法等は法学部掲示版及びうりぼーネットにてお知らせします。        履修（時間割コード1U901）。

水

木

金

※注意事項
・全学共通授業科目の時間割は，必ず国際教養教育院ＨＰ等で最新の時間割を確認してください。
・全学共通授業科目においては，科目によって履修登録方法が異なったり，事前ガイダンス等が実施される場合
があるため，必ず国際教養教育院ＨＰや掲示板（鶴甲第１キャンパスK棟事務室前）を確認してください。
・「憲法（人権）」（3単位）は，憲法ⅡＡ・ⅡＢの両方の単位（憲法Ⅱ（4単位）の単位を含む。）を修得している場合，
履修出来ません。

備　　考

※1　抽選登録

※2　2017年度入学生は総合科目Ⅱとして履修（時間割コード1U904）

※3　2016年度以前入学生は履修不可

火

               ２０２０年度　１Q　授業時間割表（２，３，４年生用）

５ 時 限 （17:50～19:35）

月



※必ず裏面も確認すること １１～１９生○
神戸大学法学部

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 申請ｺｰド 教  員 教  室 授    業    科    目 申請ｺｰド 教  員 教  室 授    業    科    目 申請ｺｰド 教  員 教  室 授    業    科    目 申請ｺｰド 教  員 教  室 授   業   科   目 申請ｺｰド 教  員 教  室

政治文化論B　②③4 2J019 品田 Ⅰ232 憲法（統治）　234 2J006 淺野 Ⅰ206 特別講義法経連携基礎演習　②③④ 1J099 角松 NTTDATA IT Room 【17以前生】民法ⅡB　4 2J009 窪田 Ⅰ306 プログラム講義Introduction to Legal EnglishⅠ　②③④ 1J075 カーペンター フ302
【18･19生】民法Ⅱ　②3　（セメスター開講） 1J017 窪田 Ⅰ306

【17以前生】民法ⅣB　4 2J010 山田 Ⅰ306 商法ⅠB　2③4 2J012 志谷 Ⅰ306 日本政治外交史　②③④　（セメスター開講） 1J027 簑原 ア504 国際経済法演習　③④ 1J066 川島 フ403
【18生】民法Ⅳ　③　（【曹19生】2）　（セメスター開講） 1J018 山田 Ⅰ306 【17以前生】ロシア法B　③④ 2J003 渋谷 Ⅱ263

外国書講読（taught in English）　2③④ 1J083 竹内 Ⅱ106 【18･19生】ロシア法　②③　（セメスター開講） 1J007 渋谷 Ⅱ263 政治過程論演習　③④ 1J068 品田 フ404

【法学部生・他学部15以前生】現代の法哲学　③④ 2J001 安藤 Ⅱ120 【17以前生】政治学B　4 2J017 飯田 ア501 行政学演習　③④ 1J069 大西 フ405
【他学部16～18生】現代の法哲学（高度教養科目） 2J031 安藤 Ⅱ120 【18･19生】政治学　②③　（セメスター開講） 1J026 飯田 ア501

応用商法　④ 1J055 志谷 フ303
社会分析基礎(政治)　② 1J035 藤村 Ⅱ106

【総合教養科目】　※全学部対象
法哲学演習　③④ 1J058 安藤 Ⅴ203 ＥＳＤボランティア論 ※1 2U107 清野　未恵子 K601

ひょうご神戸学　※2　※3 2U113 松下　正和 B110
国際関係論基礎　②34 2J015 栗栖 Ⅰ232 データサイエンス概論B　※2　※4　※5 2U117 齋藤　政彦 B209・B210

【17以前生】民事訴訟法ⅠB　④ 2J008 青木 Ⅱ120 【17以前生】労働法B　④ 2J013 櫻庭 Ⅰ232 法社会学概論B　②③④ 2J004 高橋 ア501 刑法ⅡA　②34 2J007 東條 Ⅰ102 商法演習　③④ 1J064 榊 フ404
【18生】民事訴訟法Ⅰ　③　（セメスター開講） 1J016 青木 【18・19生】労働法　2③　（セメスター開講） 1J022 櫻庭 Ⅰ232

知的財産法　③④ 2J011 前田 Ⅰ306 特別講義「新聞記事から思考する」　②③④ 1J038 臼倉 Ⅱ120 行政法演習　③④ 1J070 角松 フ405
応用憲法　③4 1J052 淺野 フ303 外国書講読（英書）2③④ 1J082 南迫 フ303

ロシア法演習　③④ 1J072 渋谷 フ303 刑事法演習　③④ 1J062 上嶌 Ⅱ102
国際法Ⅰ ②34 2J014 竹内 Ⅰ102

比較政治学B　②③4 2J018 大西 Ⅰ306 西洋政治史演習　③④ 1J057 安井 Ⅱ106
【基礎教養科目】
経済学Ａ 2U015 片山　三男 租税法演習 1J061 渕 フ403 【総合教養科目】　※全学部対象
経営学　（2018年度以前入学生は履修不可） 2U021 戸梶　奈都子 神戸大学の研究最前線Ｂ　※2 2U111 山内　乾史 K202
医学Ｂ 2U024 松本　理器 【17以前生】行政法ⅡB　④ 2J005 興津 Ⅰ206 科学技術と倫理　※2 2U118 中　真生 B109
数学Ｃ 2U033 岡部　恭幸 【18生】特別講義行政法ⅡB　③ 2J030 興津 Ⅰ206
化学Ｄ 2U037 江原　靖人

憲法（統治）　234 2J006 淺野 Ⅰ102 【17以前生】民事訴訟法ⅠB　④ 2J008 青木 Ⅱ120 ◇プログラム講義Introduction to Common lawⅠ　②③④ 1J073 カーペンター Ⅱ161 〔特別講義(大学院科目)〕 政治理論応用研究　③④ 1J042 砂原 フ303
【18生】民事訴訟法Ⅰ　③　（セメスター開講） 1J016 青木 Ⅱ120 【15以前生】特別講義地域ジャーナリズム・ワークショップ 1J037 松村 Ⅱ161

特別講義問題解決実践研究　③④ 1J094 高橋 ア503 【16以前生】プログラム講義Academic Communication（独) 1J101 シュルツェ D507 【16～18生】地域ジャーナリズム・ワークショップ（高度教養科目） 1J076 松村 Ⅱ161 外国書講読（英書）　2③④ 1J084 東條 Ⅱ106
特別講義法経連携課題研究（脱炭素社会）　③④ 1J112 高橋 ア503 【17～19生】プログラム講義Academic Communication（独)B 2J037 シュルツェ D507

プログラム講義日欧比較セミナーⅠB　②34 2J034 エルカン ア503 【総合教養科目】　※全学部対象
【16以前生】プログラム講義Academic Communication（独) 1J100 シュルツェ D507 ＥＳＤ基礎（持続可能な社会づくり１）Ａ　※1 2G106 松岡　広路 K601
【17～19生】プログラム講義Academic Communication（独)B 2J036 シュルツェ D507 【16以前生】プログラム講義Academic Communication（仏)　（セメスター開講） 1J105 BELEC D506

【17・18生】プログラム講義Academic Communication（仏)B 2J039 BELEC D506
【16以前生】プログラム講義Academic Communication（仏) 1J104 BELEC D404
【17～19生】プログラム講義Academic Communication（仏)B 2J038 BELEC D404

日本法史B　②③④ 2J002 小野 Ⅰ306

【法学部生・他学部15以前生】現代の法哲学　③④ 2J001 安藤 Ⅱ120 商法ⅠB　2③４ 2J012 志谷 Ⅰ102 【17以前生】行政法ⅡB　④ 2J005 興津 Ⅱ263 【17以前生】労働法B　④ 2J013 櫻庭 Ⅰ232 【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 1J074 角松 Ⅱ161
【他学部16～18生】現代の法哲学（高度教養科目） 2J031 安藤 Ⅱ120 【18生】特別講義行政法ⅡB　③ 2J030 興津 Ⅱ263 【18・19生】労働法　2③　（セメスター開講） 1J022 櫻庭 Ⅰ232 【他学部16～18生】Japanese Legal SystemⅡ（高度教養科目） 1J077 角松 Ⅱ161

憲法（統治）　234 2J006 淺野 Ⅰ206
【総合教養科目】 日本政治外交史　②③④　(セメスター開講) 1J027 簑原 ア504 【17以前生】ロシア法B　④ 2J003 渋谷 Ⅱ263 法社会学演習　③④ 1J060 高橋 Ⅱ106
芸術と文化Ｂ 2U061 秋吉　康晴 政治文化論B　②③４ 2J019 品田 Ⅰ232 【18･19生】ロシア法　②③　（セメスター開講） 1J007 渋谷 Ⅱ263
国際協力の現状と課題Ａ 2U088 四本　健二 【法学部生】外国書講読（露書）2③④ 1J086 渋谷 Ⅱ106 民法演習　③④ 1J063 山本 フ404
生物の環境適応 2U102 佐藤　拓哉 【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）） 1J079 渋谷 Ⅱ106 【17以前生】政治学B　4 2J017 飯田 Ⅰ306
食と健康Ｂ 2U103 白井　康仁 【18･19生】政治学　②③　（セメスター開講） 1J026 飯田 Ⅰ306 政治外交史演習　③④ 1J071 簑原 Ⅱ102

【15以前生】特別講義英文メディア論ⅠA 1J041 芦田 Ⅱ120
知的財産法　③④ 2J011 前田 Ⅰ306 【16～18生】英文メディア論ⅠA（高度教養科目） 1J081 芦田 Ⅱ120 【15以前生】特別講義国際ジャーナリズムⅠA 1J040 中村・簑原 Ⅱ161 政治学演習　③④ 1J067 飯田 フ405

【16～18生】国際ジャーナリズムⅠA（高度教養科目） 1J080 中村・簑原 Ⅱ161
【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） 1J090 エルカン ア503
【法学部17～19生】プログラム講義Aspects of EU Law and Politics（Lecture)B 2J032 エルカン ア503 法社会学概論B　②③④ 2J004 高橋 ア501
【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） 1J092 エルカン ア503 【総合教養科目】　※全学部対象
【他学部17～19生】Aspects of EU Law and Politics（Lecture)B（高度教養科目） 2J033 エルカン ア503 応用民法　④ 1J054 山田 Ⅱ101 企業社会論Ａ　※6 2U108 鶴田　宏樹 K202

地域社会形成基礎論　※2　※7 2U114 松下　正和 B210
【17以前生】民法ⅡB　4 2J009 窪田 Ⅰ306
【18･19生】民法Ⅱ　②3　（セメスター開講） 1J017 窪田 Ⅰ306

国際法Ⅰ ②34 2J014 竹内 Ⅰ102
比較政治学B　②③4 2J018 大西 Ⅰ306 【17以前生】民法ⅣB　4 2J010 山田 ア501 応用民事訴訟法　④ 1J056 八田 Ⅱ106 刑法ⅡA　②34 2J007 東條 Ⅰ102 国際私法演習　③④ 1J065 齋藤 ア404

【18生】民法Ⅳ　③　（【曹19生】2）　（セメスター開講） 1J018 山田 ア501
【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） 1J108 エルカン ア503 国際関係論基礎　②34 2J015 栗栖 Ⅰ206 法社会学演習　③④ 1J059 馬場 Ⅱ101

外国書講読（独書）　2③④ 1J111 西上 Ⅱ106 【17～19生】プログラム講義日欧比較セミナーⅢB 2J035 エルカン ア503
外国書講読（仏書）　2③④ 1J085 瀬戸口 Ⅱ101 【経済・経営16以前生】エッセンシャル商法 1J087 中山 Ⅱ120

法解釈基礎　② 1J032 西上 フ404 【他学部17・18生】エッセンシャル商法（高度教養科目） 1J078 中山 Ⅱ120
社会分析基礎(政治)　② 1J034 松村 NTTDATA IT Room 応用刑法　③4 1J053 小田 フ303

社会分析基礎(法律)　② 1J033 島村 Ⅱ102
日本法史B　②③④ 2J002 小野 Ⅰ306

□集中講義（法学部専門科目）(１Q・２Q） 特別講義社会問題自主研究②③④ 1J036 青木他

授業科目 申請ｺｰド 教  員 教  室
政治理論　③④ 2J016 鏑木 ア504

※

□集中講義（総合教養科目）(１Q・２Q）※全学部対象
授業科目 申請ｺｰド 教  員 教  室
社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養） 2U109 西原　圭志 次頁参照

瀬戸内海学入門 2U116 上井　進也 次頁参照

海への誘い 2U115 廣野　康平 次頁参照

※7　2017年度以前入学生は総合科目Ⅰとして履修（時間割コード2U903）

次頁参照 ※4　2017年度入学生は総合科目Ⅱとして履修（時間割コード2U907）
次頁参照 ※5　2016年度以前入学生は履修不可
次頁参照 ※6　履修希望者は必ず初回授業に出席すること（※初回授業のみB209で実施）

備　　考 ※3　2017年度以前入学生は総合科目Ⅰとして履修（時間割コード2U902）

水

木

金

※注意事項
・全学共通授業科目の時間割は，必ず国際教養教育院ＨＰ等で最新の時間割を確認してください。
・全学共通授業科目においては，科目によって履修登録方法が異なったり，事前ガイダンス等が実施される場合
があるため，必ず国際教養教育院ＨＰや掲示板（鶴甲第１キャンパスK棟事務室前）を確認してください。
・「憲法（人権）」（3単位）は，憲法ⅡＡ・ⅡＢの両方の単位（憲法Ⅱ（4単位）の単位を含む。）を修得している場合，
履修出来ません。

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

※履修方法・履修対象者等は法学部掲示版及びうりぼーネットにてお知らせします。
※1　履修希望者は必ず事前ガイダンスに出席すること
ガイダンス日程：4/6，4/8，4/10　ガイダンス時間：12：30～13：10　ガイダンス教室：B210
※2　抽選登録

火

               ２０２０年度　２Q　授業時間割表（２，３，４年生用）

５ 時 限 （17:50～19:35）

月



■履修上の注意事項　　法学部（２年生以上） ■集中講義について

１．履修に関することは，「シラバス（授業要覧）」・「教務情報システム『うりぼーネット』利用の手引き」・掲示板等で，必ず確認してください。

２．外国語科目は，各自のクラスで受講してください。

３．授業科目名の横に表示されている数字１～４は学年を示し，○囲み学年で履修することが望ましいことを示します。

カッコ内の「曹」は，法科大学院進学プログラム（法曹コース）に登録している者（第１年次生については登録を希望する者）の配当を示す。
 ４．全学共通授業科目は，鶴甲第一キャンパス（大学教育推進機構国際教養教育院）学舎で行います。　

時間割が変更になる可能性があるので，必ず国際教養教育院のＨＰ等で確認してください。

５．教室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・ア・フ・●の表示は，Ⅰ：六甲台本館（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，●国際教育総合センター３階コンピューター室を表します。

　なお，NTTDATA IT ROOMは第三学舎２階２２６教室（情報処理教室）の呼称です。

６．他学部生は，法学部専門科目（ただし，入門科目，基礎科目，応用法律科目，応用研究科目，演習科目及び外国書講読を除く。）

を２年次後期(3Q)から履修することができます。履修の際は，配当年次等に注意してください。

（一部履修不可・履修制限のある科目があるので，法学部掲示板にて確認してください。）

■２０２０年度 前期(1Q・2Q) 履修手続きについて■    法学部（２年生以上）

１．「全学共通授業科目」抽選登録期間（Web登録）

抽選登録期間：      １Q　３月１７日（火）９：００～３月２３日（月）１７：００　　　２Q　５月２８日（木）９：００～６月３日（水）１７：００

抽選結果発表日：   １Q　３月２６日（木）時間未定　　２Q　未定

（この時間割表に記載されている科目は法学部配当分のみです。他学部配当の全学共通授業科目は，

　国際教養教育院の時間割表，他学部の時間割表，ホームページ等で確認してください。）

2．再履修について

　・基礎教養科目・総合教養科目(旧教養原論）：　うりぼーネットで抽選登録を行ってください。

　　※法学部の時間割をよく確認した上で、抽選登録を行ってください。

　　※抽選登録の結果、決定された授業科目を変更・削除することはできません。

　・外国語科目（必修クラス）：　うりぼーネットで抽選登録を行ってください。

　・外国語第Ⅱ・外国語第Ⅲ：　履修登録期間中にうりぼーネットで履修登録を行ってください。

　・情報基礎：　必ず、前期第１クォーターの月曜５時限の再履修クラスを選択し、うりぼーネットで抽選登録を行ってください。

３．「高度教養科目」の履修登録方法

以下の（A）～（D）の４つの方法があります。開講科目毎に異なりますので注意してください。

（A）抽選登録　第１次抽選登録期間：３月２６日（木）１７：００～３月３０日（月）８：００

                     第２次抽選登録期間：３月３１日（火）１０：００～４月２日（木）８：００　※第1次抽選の結果，定員に余裕があれば実施

                     第３次抽選登録期間：４月２日（木）１２：００～４月２日（木）１７：００　※第２次抽選の結果，定員に余裕があれば実施　

（B）履修登録　４月２０日（月）９：００～５月２０日（水）１７：００

（C）開講学部等の教務担当係窓口等での事前申し込み

（D）初回授業に出席し申し込み 

（E）法学部教務係窓口での申し込み（法曹コース登録の２年次生）

（この時間割表に記載されている高度教養科目は法学部開講科目のみです。他学部及び国際教養教育院開講の高度教養科目は，

うりぼーポータルの高度教養科目ページにて確認してください。）

４．履修登録(Web登録）期間

４月２０日（月）９：００～５月２０日（水）１７：００

　・最終日は混雑が予想されます。また，アクセスが集中し，つながりにくくなる恐れがありますので注意してください。

　・前期(1Q・2Q)に履修する全科目を登録してください。

　・事前登録される科目が正しく登録されているか確認してください。

　・授業を履修または再履修するのに，事前に受講許可が必要な科目がありますので，注意してください。

　・受講許可を受けた演習，他学部科目も忘れずに登録してください。

　・履修コ－スに応じた選択必修科目は早めに履修してください｡ 

  ・他学部で修得した単位で卒業要件として認めるものは，法学部規則によります。（学生便覧参照）

５．履修科目一覧表の提出について　
提出期限：　２０２０年度前期については，５月２１日（木）１７：００までに，PDFデータをメールに添付して法学部教務グループに提出してください。

提出方法：　件名を「2020年度前期履修科目一覧表の提出（自身の学籍番号）」とし，履修登録に間違いがない旨を本文に入力してください。

　　　　　　　　なお，メール本文には必ず自身の学籍番号・氏名を入力してください。

　　　　　　　　提出後の変更は一切認められませんので，送付前に登録漏れ、登録ミスが無いかご自身で必ず確認してください。

[注意]＊履修登録期間終了後の変更は出来ません。定期期末試験当日，試験室に名前(座席)がない者が現れますが，その場合は試験を受験できません。

 　　　　＊ 「履修科目一覧表」は，システムのバックアップとして保管しますので，提出なき場合は，システム障害等で登録データが消失しても救済対象となりません。

なお，履修登録の変更や，確認には使用しませんのでご注意ください。

６．履修コースの登録・変更について（３・４年生）

・コース登録は３年生前期，コース変更は４年生前期，４年生後期の履修登録期間に受け付けます。すでにコース登録済で，変更の意思がない者は提出不要です。

受付期間：　４月２０日（月）～５月１日（金）１７：００　　 法学部教務係で手続をしてください。

※新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、うりぼーネットのアンケート画面での受け付けに変更します。

アンケート→一般アンケートの「２０２０年度前期法学部　コース登録・コース変更」から回答してください。　

７．履修取消制度について

学期初めに履修登録を行った科目について，履修を途中で取り消したい場合は，以下の履修取消期間中に履修を取り消すことができます。

　〔履修取消期間〕

１Ｑ：５月２１日（木）～５月２７日（水）　　　　　２Ｑ：７月１０日（金）～７月１６日（木）

2U115 海への誘い 廣野　康平

・履修希望者は必ず事前ガイダンス
に出席すること。
ガイダンス日程：別途掲示します。

・履修希望者は必ず事前ガイダンス
に出席すること。
ガイダンス日程：4/13
 4/13(月）　12：30～13：10
 鶴甲第１キャンパスＢ１１０教室
未定・別途通知します。

上井　進也瀬戸内海学入門2U116

備考

2U109
社会基礎学（グ
ローバル人材に
不可欠な教養）

西原　圭志 K202

・授業日程
6/13（3~4限）,6/20（2~4限）,6/27（2~4
限）,7/4（2~4限）,7/11（2~4
限）,7/18(3~4限）　※変更の可能性
有
・履修希望者は必ず事前ガイダンス
に出席すること。
ガイダンス日程： 4/8（水）、4/9（木）
 12：30～13：10
 鶴甲第1キャンパスB110教室
未定・別途通知します。
・2014年度以前入学者は総合科目Ⅰ
として履修（時間割コード2U901）

担当教員 教室時間割コード 科目名


	0008【学部２年次以上】２０２０年度１Q時間割案
	0010【学部２年次以上】２０２０年度２Q時間割案
	2020年度前期時間割ウラ（２年生以上） -5月7日日開始用

