
講義コード 講義名 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U110100101 憲法Ⅰ 総論・統治機構 4 通年 村山　健太郎 注1)

U110100102 憲法Ⅰ 総論・統治機構 4 通年 村山　健太郎 注2）

U110101101 憲法Ⅱ 4 通年 青井　未帆

U110110101 刑法Ⅰ 4 通年 小林　憲太郎

U110111101 刑法Ⅱ 刑法各論 4 通年 鎮目　征樹

U110120101 民法Ⅰ 4 通年 水野　謙

U110121101 民法Ⅱ 債権各論 4 通年 竹中　悟人

U110122101 民法Ⅲ 債権総論・担保物権 4 通年 山下　純司

U110123101 民法Ⅳ 4 通年 大村　敦志

U110130101 商法Ⅰ 4 通年 小塚　荘一郎

U110131101 商法Ⅱ 4 通年 神田　秀樹

U110140101 行政法Ⅰ 行政法総論2 2 第２学期 常岡　孝好

U110141101 行政法Ⅱ 2 第１学期 櫻井　敬子

U110142101 行政と法 行政法総論1 2 第１学期 常岡　孝好

U110143101 判例行政法 2 第２学期 櫻井　敬子

U110160101 英米法 アメリカ社会における法 4 通年 紙谷　雅子

U110190101 民事訴訟法 4 通年 長谷部　由起子

U110200101 労働法 4 通年 橋本　陽子

U110210101 経済法 独禁法的な分析ができるようになる 4 通年 大久保　直樹

U110220101 知的財産法 4 通年 横山　久芳

U110230101 租税法 4 通年 長戸　貴之

U110240101 比較憲法 4 通年 栗島　智明

U110250101 国際私法 4 通年 神前　禎

U110300101 国際法Ⅰ 2 第２学期 阿部　克則 注7）

U110310101 国際法Ⅱ 2 第２学期 阿部　克則 注7）

U110320101 国際法Ⅲ 2 第１学期 藤澤　巌 注8）

U110330101 国際法Ⅳ 2 集中（第１学期） 平見　健太 注8）

U110340101 刑事訴訟法Ⅰ 入門 2 第１学期 津村　政孝 注9）

U110350101 刑事訴訟法Ⅱ 2 第２学期 津村　政孝 注9）

U110360101 法哲学Ⅰ 法概念論 2 第１学期 森村　進 注10）

U110370101 法哲学Ⅱ 正義論 2 第２学期 森村　進 注10）

U110510201 特殊講義（社会保障法） 4 通年 黒田　有志弥

U110510301 ○特殊講義（刑事学） 4 第１学期 金　光旭
週2回
注3）

U110510401 特殊講義（日本法制史） 4 通年 酒井　智大 注4）

U110510601 特殊講義（フランス法）
フランス法へのアプローチ：二つの
試み

4 通年 松本　英実 注5）

U110510701 特殊講義（西洋法制史） ヨーロッパ法の発展史を考察する 4 通年 周　圓 注6）

U110511501 特殊講義（商取引法） 4 通年 後藤　元

U110511601 特殊講義（執行法） 2 第２学期 佐瀬　裕史

U110511701 特殊講義（倒産法） 2 第２学期 林　圭介

U110511801 特殊講義（多数当事者訴訟・上訴） 2 第１学期 長谷部　由起子

U110511901 特殊講義（民事訴訟法の基礎） 2 第１学期 林　圭介

U110512901 特殊講義（行政法入門） 行政法の基礎を学ぶ 2 第１学期 櫻井　敬子

U110513001 特殊講義（安全保障法） 2 第１学期 森本　正崇

U110514201 特殊講義（金融法） 銀行業務と法 2 第１学期 小出　篤
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U110514301 ◇特殊講義（法曹倫理） 2 第２学期 吉野　秀保

U110514701 特殊講義（教育法）
教育法学と日本国憲法・教育基本
法・子どもの権利条約

2 第２学期 宮盛　邦友

U110515101 特殊講義（ドイツ法） 2 第１学期 橋本　陽子

U110515201 特殊講義（国際安全保障法） 2 第１学期 黒崎　将広

U110515301 特殊講義（武力紛争法） 2 第２学期 黒崎　将広

U110515801 特殊講義（都市法入門） 2 第２学期 大橋　洋一

U110516001 特殊講義（建築と法） 2 集中（第１学期） 澤田　悠紀

U110516101 特殊講義（外交と国際法Ⅰ） 2 第１学期 石井　正文

U110516201 特殊講義（外交と国際法Ⅱ） 2 第２学期 石井　正文

U110516301 特殊講義（民法総論） 2 第２学期 大村　敦志

U110516401 特殊講義（国際租税法） 2 第２学期 長戸　貴之

U110610101 憲法演習 4 通年 村山　健太郎

U110610102 憲法演習 憲法問題を考える 4 通年 青井　未帆

U110611101 刑法演習 刑法の判例・重要問題 4 通年 鎮目　征樹

U110612101 民法演習 民法の諸問題／建築家の思想 4 通年 水野　謙

U110612102 民法演習 4 通年 竹中　悟人

U110612103 民法演習 続・判例から見た平成日本 4 通年 大村　敦志

U110613101 商法演習 企業法研究 4 通年 小出　篤

U110613102 商法演習 教科書に書いていない会社法 4 通年 小塚　荘一郎

U110613103 商法演習 ―会社法・金融法の研究― 4 通年 神田　秀樹

U110614101 ○国際法演習
国際法に関わるニュース・事例の検
討

4 第２学期 阿部　克則 週2回

U110615101 行政法演習
柔軟思考で現代の諸問題を分析す
る

4 通年 櫻井　敬子

U110615102 行政法演習 行政判例の総合的研究 4 通年 常岡　孝好

U110615103 行政法演習 4 通年 大橋　洋一

U110616101 英米法演習 Orientationとは？ 4 通年 紙谷　雅子

U110617101 刑事訴訟法演習 判例研究 4 通年 津村　政孝

U110618101 民事訴訟法演習 4 通年 長谷部　由起子

U110618102 民事訴訟法演習 4 通年 佐瀬　裕史

U110619201 労働法演習 4 通年 橋本　陽子

U110620101 経済法演習 独禁法を素材に議論をする 4 通年 大久保　直樹

U110621101 知的財産法演習 知的財産法の模擬法廷 4 通年 横山　久芳

U110622101 租税法演習 4 通年 長戸　貴之

U110623101 国際私法演習 4 通年 神前　禎

U110625101 「交渉と法」演習 4 通年 林　圭介

U110710101 演習（応用刑法） 2 第２学期 深町　晋也

U110712101 演習（応用行政法） 2 第１学期 櫻井　敬子

U110714101 演習（応用刑事訴訟法） 2 第１学期 安村　勉

U110717101 ◇演習（刑事模擬裁判） 2 第１学期 吉野　秀保

U110718101 ◇演習（民事模擬裁判） 2 第１学期 松村　昌人

U110719201 演習（応用国際法） 4 通年 石井　正文

U110727101 演習（応用民事訴訟法） 2 第１学期 佐瀬　裕史

U110728101 演習（応用憲法） 2 第２学期 尾形　健

U110729101 演習（応用民法Ⅰ） 民法事例演習１ 2 第２学期 山下　純司

U110730101 演習（応用民法Ⅱ） 民法事例演習１ 2 第１学期 山下　純司

U110813101 特設演習（起業家の目から見た法律） 2 第２学期 大久保　直樹

U110813401 特設演習（法曹へのステップアップ講座） 2 第１学期 大橋　洋一
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U110813901 特設演習（ディベートで学ぶ現代ビジネスと法） 2 第２学期 小出　篤

U110815001
特設演習（民事紛争解決における法律家の役
割）

2 第１学期 林　圭介

U110815801 特設演習（法的交渉入門） 2 第１学期 喜多村　勝徳

U110816501 特設演習（社会で役立つ行政法） 2 第２学期 櫻井　敬子

U110817801 特設演習（仲裁と交渉の実務） 2 第２学期 喜多村　勝徳

U110818001 特設演習（国際的リーガルマインドの基礎） 2 第２学期 上野　一英

U110818401 特設演習（法学のかゆいところを探求する） 2 第１学期 三代川　邦夫

U110818601 特設演習（裁判例・法解釈入門） 2 第２学期 佐瀬　裕史

U110819001 特設演習（行政法案内） 2 第２学期 大橋　洋一

U110819501 特設演習（一次資料を読む） 2 第１学期 大久保　直樹

U110820101 特設演習（法曹志望者のための法学入門） 2 第１学期 大橋　洋一

U110820801 特設演習（法曹志望者のための憲法入門Ⅰ） 基本的人権 2 第１学期 尾形　健

U110820901 特設演習（法曹志望者のための憲法入門Ⅱ） 相論・統治機構 2 第２学期 尾形　健

U110821101 特設演習（知的財産法入門） 2 第１学期 横山　久芳

U110821201 特設演習（知的財産法判例研究） 2 第２学期 横山　久芳

U110821401 特設演習（法と公共政策） 2 第１学期 富永　隼行

U110821601 特設演習（外交政策と国際法） 4 通年 石井　正文

U110821701 特設演習（法曹志望者のための民法入門） 2 第２学期 竹中　悟人

U110821801 特設演習（法曹志望者のための刑法入門） 正当防衛の判例を読み解く 2 第２学期 三代川　邦夫

U110821901
特設演習（法曹志望者のための民事訴訟法入
門）

2 第２学期 長谷部　由起子

U110822001
特設演習（法曹志望者のための刑事訴訟法入
門）

2 第１学期 津村　政孝

U110822101 特設演習（法曹志望者のための行政法入門） 2 第２学期 常岡　孝好

U110822201 特設演習（SDGsと法律学） 2 第１学期 小塚　荘一郎

U110822301
特設演習（憲法３３・３５条の源流（アメリカ憲法
第４修正）の現状）

2 第２学期 津村　政孝

U110822401 特設演習（比較憲法文献講読Ⅱ） 2 第１学期 村山　健太郎

U110822501 特設演習（租税法入門）
日常生活・社会生活における租税
法

2 第１学期 長戸　貴之

U110822601 特設演習（公共政策法務）
民間企業の公共政策部門と弁護士
の観点から

2 第１学期 松尾　剛行

U110910101 特設基礎講義（犯罪学入門）
社会学的アプローチに重点を置い
て

2 第１学期 津村　政孝

U110910201 特設基礎講義（裁判法入門） 2 第２学期 津村　政孝

U110910401 特設基礎講義（裁判と法） 2 第１学期 佐瀬　裕史

U110910501 特設基礎講義（市民と法） 4 通年 平野　眞由

U110910601 特設基礎講義（現代社会と法）
新しい金融取引の潮流　－組込金
融－　を学ぶ

4 通年 平野　眞由

U110910801 特設基礎講義（経済活動と法律家） 2 第２学期 松尾　剛行

◇印は法科大学院授業科目であるが、学部の授業科目として履修することができる。

注1)令和4年度入学者は、学籍番号が奇数の学生のみ履修できる。

注2）令和4年度入学者は、学籍番号が偶数の学生のみ履修できる。

注3）平成25年度以前入学者の場合、｢刑事学」の単位となる。

注9)令和元年度以前に「刑事訴訟法（4単位）」の単位を修得した学生は、「刑事訴訟法Ⅰ（2単位）」と「刑事訴訟法Ⅱ（2単位）」を履修できない。

注10)令和元年度以前に「法哲学（4単位）」の単位を修得した学生は、「法哲学Ⅰ（2単位）」と「法哲学Ⅱ（2単位）」を履修できない。

注4）平成25年度以前入学者の場合、「日本法制史」の単位となる。

注5）平成25年度以前入学者の場合、「フランス法」の単位となる。

注6）平成25年度以前入学者の場合、「西洋法制史」の単位となる。

注7)令和元年度以前に「国際法Ⅰ（4単位）」の単位を修得した学生は、「国際法Ⅰ（2単位）」と「国際法Ⅱ（2単位）」を履修できない。

注8)令和元年度以前に「国際法Ⅱ（4単位）」の単位を修得した学生は、「国際法Ⅲ（2単位）」と「国際法Ⅳ（2単位）」を履修できない。


