
法律学科２年生 
クラス指定科目一覧表 

※専門科目の再履修科目は，指定されたクラス以外を履修しても構いません（初めての履修の場合でも
下級学年設置科目であれば同様に可）。外国語科目の場合，再履修や下級学年設置であっても指定され
たクラスを履修する必要があります。 

 

専門科目 
指定クラス 科目名 科目担当者 曜日時限 

A～K 刑法（各論）Ⅰ 佐藤 拓磨 金１ 
A～K 刑法（各論）Ⅱ 佐藤 拓磨 金１ 
A～K 憲法（統治）Ⅰ 山本 龍彦 水１ 
A～K 憲法（統治）Ⅱ 山本 龍彦 水１ 
A～K 民法（債権総論）Ⅰ 平野 裕之 月５ 
A～K 民法（債権総論）Ⅱ 平野 裕之 月５ 
A～K 民法（物権法）Ⅰ 武川 幸嗣 火５ 
A～K 民法（物権法）Ⅱ 武川 幸嗣 火５ 
A～K 商法 杉田 貴洋 火１ 

 
指定クラス 科目名 科目担当者 曜日時限 

L～U 刑法（各論）Ⅰ 小池 信太郎 火５ 
L～U 刑法（各論）Ⅱ 小池 信太郎 火５ 
L～U 憲法（統治）Ⅰ 山元 一 金２ 
L～U 憲法（統治）Ⅱ 山元 一 金２ 
L～U 民法（債権総論）Ⅰ 片山 直也 木２ 
L～U 民法（債権総論）Ⅱ 片山 直也 木２ 
L～U 民法（物権法）Ⅰ 岩川 隆嗣 月５ 
L～U 民法（物権法）Ⅱ 岩川 隆嗣 月５ 
L～U 商法 松元 暢子 水２ 

 

  



法律学科２年生 
クラス指定科目一覧表 

※専門科目の再履修科目は，指定されたクラス以外を履修しても構いません（初めての履修の場合でも
下級学年設置科目であれば同様に可）。外国語科目の場合，再履修や下級学年設置であっても指定され
たクラスを履修する必要があります。 

 

外国語科目（フランス語） 
指定クラス 科目名 科目担当者 曜日時限 

A フランス語第Ⅲ 山上 昌子 水４ 
B フランス語第Ⅲ 設楽 聡子 月３ 
C フランス語第Ⅲ 関 幸太郎 水３ 
D フランス語インテンシブ 鵜﨑 明彦 火３ 
D フランス語インテンシブ 鵜﨑 明彦 水５ 
D フランス語インテンシブ ベルナール・ミルティル 木４ 
D フランス語インテンシブ ベルナール・ミルティル 木５ 
E フランス語インテンシブ(既習) 鵜﨑 明彦 月４ 
E フランス語インテンシブ(既習) 鵜﨑 明彦 火４ 
E フランス語インテンシブ(既習) クレメール 小椋  月２ 
E フランス語インテンシブ(既習) クレメール 小椋 水３ 
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外国語科目（中国語・朝鮮語） 
※F組は中国語履修者と朝鮮語履修者（レギュラーコース及びインテンシブコース）の学生がいます。自身
が履修する語学コースの科目を履修してください。 
指定クラス 科目名 科目担当者 曜日時限 

F 中国語第Ⅲ 松川 育代 金５ 
F 中国語第Ⅳ 張 丹 水２ 
F 朝鮮語インテンシブ 石田 美智代 金３ 
F 朝鮮語インテンシブ 礒﨑 敦仁 水４ 
F 朝鮮語インテンシブ 沈 永三 水３ 
F 朝鮮語インテンシブ 蓮池 重代 火２ 
F 朝鮮語第Ⅲ 石田 美智代 水３ 
F 朝鮮語第Ⅳ 崔 鶴山 火３ 
G 中国語第Ⅲ 益西 拉姆 火２ 
G 中国語第Ⅳ 磯部 靖 木５ 
H 中国語第Ⅲ 劉 渇氷 木４ 
H 中国語第Ⅳ 吉冨 拓人 月２ 
I 中国語第Ⅲ 渡部 れい子 金２ 
I 中国語第Ⅳ 杜 新 土１ 
J 中国語第Ⅲ 魏 郁欣 水４ 
J 中国語第Ⅳ 衛藤 安奈 月３ 
K 中国語インテンシブ 益西 拉姆 金３ 
K 中国語インテンシブ 高 偉建 土１ 
K 中国語インテンシブ 安田 淳 火２ 
K 中国語インテンシブ 林 秀光 火４ 
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外国語科目（アラビア語） 

指定クラス 科目名 科目担当者 曜日時限 

L アラビア語第Ⅲ 大隼 エヴァ 水４ 
L アラビア語第Ⅳ 木下 宗篤 金３ 

 

外国語科目（スペイン語） 

指定クラス 科目名 科目担当者 曜日時限 

R スペイン語インテンシブ アルバレス・クレスポ 火４ 
R スペイン語インテンシブ 大久保 教宏 月４ 
R スペイン語インテンシブ 杉山 佳子 木５ 
R スペイン語インテンシブ 渡辺 裕木 水１ 

 

外国語科目（ロシア語） 

指定クラス 科目名 科目担当者 曜日時限 

U ロシア語インテンシブ ヴァフロメーエフ 月４ 
U ロシア語インテンシブ 熊野谷 葉子 火２ 
U ロシア語インテンシブ 深澤 洋子 金４ 
U ロシア語インテンシブ 守屋 愛 水３ 
U ロシア語第Ⅲ 守屋 愛 水４ 
U ロシア語第Ⅳ 三神 エレーナ 金３ 

 


