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【日吉法学部】2022 年度配布資料等訂正一覧（11.9 現在） 
※訂正が発生次第、随時 keio.jp の News でお知らせしますので、常に確認するように心がけてください。 

※赤字が最新の訂正箇所です。 

※法学部時間割冊子に掲載されていない科目を履修する際は、該当学部の訂正一覧や WEB 版講義要綱・シラバスを確認

してください。 

※秋学期の体育研究所設置科目について、履修定員が変更になっている科目があります。  

詳細は塾生サイト 履修案内・講義要綱・時間割に掲載されている「体育科目 配布物訂正一覧」で確認してください。 

 

休講（開講中止） ＊ＷＥＢ版講義要綱・シラバスは反映済 

・「言語学Ⅱ」北原久嗣（秋学期／木１）（ＧＩＣセンター設置） 

・「地域文化論Ⅳ」那須まどり（秋学期／金２）（法学部設置） 

 

履修案内 

ページ 項目 変更前 変更後 

P17 他学部・他研究科学生の履修を制限する科目

（学部） 三田 商学部 

「グローバル・ラーニング

D」 

「グローバル・ラーニング D／S」 

P18 他学部・他研究科学生による履修登録取消が認

められない科目（学部） 信濃町 
すべて不可 

※信濃町医学部設置科目は他学部生の履修は

不可 

P18 諸研究所・センター設置科目の履修登録取消が

認められない科目 
◆リーダシップ基礎 ◆リーダシップ基礎（日吉） 

P27 & 

P42 18 「遠隔（オンライン）授業」の単位数上限

について 

ただし、2020 年度および

2021 年度にオンライン授

業で修得した単位につい

ては、～ 

ただし、2021 年度以前にオンライン授業で修得

した単位については、～ 

P27 
17 授業科目ナンバリング（K-Number）につい

て 

K-Number の構成 

FLA-LA-1-1111-111-11 
FLP-LA-1-1111-111-11 

P42 
17 授業科目ナンバリング（K-Number）につい

て 

K-Number の構成 

FLA-PS-1-1111-111-11 
FLP-PS-1-1111-111-11 

P68 
7 証明書（成績証明書・学割証等） 

(3)証明書一覧 履修科目証明書 

春学期：5月 16 日 

秋学期：10 月 25 日 

春学期：5月 2 日 

秋学期：10 月 26 日 

P68 
7 証明書（成績証明書・学割証等） 

(3)証明書一覧 学割証（備考） 

定期健康診断を未受診の

場合は発行できません。 
― 

 

外国語科目履修案内 ＊ＷＥＢ版講義要綱・シラバスは反映済 

ページ 該当の科目名・担当者名等 変更内容 

担当者変更 ※シラバスに変更はありません。 

P56 「ドイツ語第Ⅲ」新谷崇（春学期／月５） [担当者変更] 新谷崇⇒宮下寛司 
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 講義要綱・シラバス ＊ＷＥＢ版講義要綱・シラバス反映済 

対象 該当の科目名・担当者名等 変更内容 

― 「音楽１」福中冬子（春学期／水１） 

「授業科目の内容・目的・方法・到達目標：」 

（最終行に追記） 

なお、初回講義（4/13）はオンライン（リアルタイム）で行う。以下のリ

ンクから入室すること（２週目以降の講義形態は追って keio.jp 

<http://keio.jp> でお知らせします）。 

 

Zoom ミーティングに参加する 

https://zoom.us/j/99551491553?pwd=SDlUWGUrcEkrSFVPNnkxYmlCdUdBUT09 

ミーティング ID: 995 5149 1553 

パスコード: 238300 

― 「音楽１」福中冬子（春学期／水２） 

「授業科目の内容・目的・方法・到達目標：」 

（最終行に追記） 

なお、初回講義（4/13）はオンライン（リアルタイム）で行う。以下のリ

ンクから入室すること（２週目以降の講義形態は追って keio.jp 

<http://keio.jp/> でお知らせします）。 

 

Zoom ミーティングに参加する 

https://zoom.us/j/96768135221?pwd=WVl1eVNvcElxK205UTY1SVQxNjBHQT09 

 

ミーティング ID: 967 6813 5221 

パスコード: 631263 

１年 
「ドイツ語第Ⅰ」新谷崇（春学期／月３・４ 

および木４・５） 

[担当者変更] 新谷崇⇒岡本和子 

※シラバス内容に変更はありません。 

２年 「ドイツ語第Ⅲ」新谷崇（春学期／月５） 
[担当者変更] 新谷崇⇒宮下寛司 

※シラバス内容に変更はありません。 

― 「音楽Ⅱ」木内麻理子（秋学期／水３・４） 

[担当者変更]木内麻理子⇒佐藤康太 

[曜日時限変更]水３・４⇒火１・水１ 

[教室変更]８１１⇒Ⅾ３１０ 

※シラバス内容に変更はありません。 

― 「音楽Ⅱ」木内麻理子（秋学期／月１） 

[担当者変更]木内麻理子⇒石井明 

[曜日時限変更]月１⇒水３ 

※シラバス内容に変更はありません。 

１年 
「ドイツ語第Ⅱ」新谷崇（秋学期／月３・４ 

および木４・５） 

[担当者変更] 新谷崇⇒岡本和子 

※シラバス内容に変更はありません。 

２年 「ドイツ語第Ⅲ」新谷崇（秋学期／月５） 
[担当者変更] 新谷崇⇒宮下寛司 

※シラバス内容に変更はありません。 

― 「ジェンダー論Ⅱ」飯野由里子（秋学期／月５） 

[担当者変更]飯野由里子⇒飯田麻結 

[教室変更]６１４⇒Ⅾ３１１ 

※シラバス内容に変更はありません。 

― 
「地域研究―アフリカ」伏見岳志 他 

（秋学期／木５） 

[曜日時限変更]木５⇒月５ 

[教室変更] Ⅾ２０１⇒Ⅾ４１２ 

※シラバス内容に変更はありません。 

― 「身体知・音楽 II」木内麻里子（秋学期 月５） [担当者変更]木内麻里子⇒石井明 
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２年 
「スペイン語第Ⅳ」ロドリゲス，ルベン（秋学

期／金１・２） 

[担当者変更] ロドリゲス，ルベン⇒ヤマシロ，リタ 

※シラバス内容に変更はありません。 

１年 
「フランス語第Ⅱ」治山純子（秋学期／木１お

よび金２） 

[担当者変更]  木１ 治山純子⇒家山也寿生 

        金２ 治山純子⇒村上由美 

※シラバス内容に変更はありません。 

時間割冊子 

対象 該当の科目名・担当者名等 変更内容 

― 
「総合教育セミナーDab（Ⅱ類）」木内麻理子（春秋／月

２） 

【開講学期変更】 

「総合教育セミナーS（Ⅱ類）」木内麻理子（春／月２） 

― 「文学Ⅰ／Ⅱ」小菅隼人（春秋／火２） 

曜日時限変更：火２⇒金２ 

教室変更： 

春学期 ＤＢ２０２⇒来往舎シンポジウムスペース 

秋学期 ＤＢ２０２⇒３２ 

― 
「A（ボディコンディショニング（エアロビクス&ヨガ）」

（春土 2限・3 限） 
「A（ボディコンディショニング（ヨガ）」（春土 2限・3 限） 

法律２年 「国際化と法」大森正仁 他（春／土２）  教室変更【変更前】Ｄ２０３→【変更後】３３ 

法律１年 「法学演習Ⅰ／Ⅱ（民法）」 （春秋／土３・４） 

追記 以下の科目は三田キャンパスで授業を行います。 

   ◆法学演習Ⅰ・Ⅱ（民法）（土曜日３・４限） 

   授業時間は１３：３０－１６：３０となります。 

法律２年 「法学演習Ⅰ／Ⅱ（民事法）」 （春秋／土３・４） 

追記 以下の科目は三田キャンパスで授業を行います。 

   ◆法学演習Ⅰ・Ⅱ（民事法）（土曜日３・４限） 

   授業時間は１３：３０－１６：３０となります。 

政治１年 「法学（憲法を含む）」田髙寛貴（春／火１・２） 
教室変更【変更前】Ｄ１０１ 

→【変更後】4/19 よりＤＢ２０２ 

対象 該当の科目名・担当者名等 変更内容 

政治１年 「経済原論Ⅰ」麻生良文（秋／火１・２） 教室変更【変更前】Ｄ１０１→ＤＢ２０２ 

― 「地域文化論Ⅰ」熊野谷葉子（春／木３） 教室変更【変更前】３３→ＤＢ２０２ 

― 「文学Ⅰ」大出敦（春／水３） 教室変更【変更前】Ｊ４３３Ａ→２２ 

政治１年 

政治２年 
「地域社会論Ⅰ」笠井賢紀（春／水１） 教室変更【変更前】Ｊ２１→Ｄ４０１ 

－ 「地域文化論Ⅲ」飯田道子（春／木４） 教室変更【変更前】Ｊ２９→Ｄ３１１ 

－ 「スペイン語Ⅳ」金谷重朗（春秋／火２） 教室変更【変更前】６２２Ｂ→Ｊ４４５ 

１年 
「ドイツ語第Ⅰ」新谷崇（春学期／月３・４ 

および木４・５） 
[担当者変更] 新谷崇⇒岡本和子 

２年 「ドイツ語第Ⅲ」新谷崇（春学期／月５） [担当者変更] 新谷崇⇒宮下寛司 

政治１年 

政治２年 
「演習Ⅰ」河野武司（秋／木３） 曜日時限変更：木３⇒木４ 

― 「音楽Ⅱ」木内麻理子（秋学期／水３・４） 

[担当者変更]木内麻理子⇒佐藤康太 

[曜日時限変更]水３・４⇒火１・水１ 

[教室変更]８１１⇒Ⅾ３１０ 

― 「音楽Ⅱ」木内麻理子（秋学期／月１） 
[担当者変更]木内麻理子⇒石井明 

[曜日時限変更]月１⇒水３ 

― 「ジェンダー論Ⅱ」飯野由里子（秋学期／月５） 

[担当者変更]飯野由里子⇒飯田麻結 

[教室変更]６１４⇒Ⅾ３１１ 

※シラバス内容に変更はありません。 

― 
「地域研究―アフリカ」伏見岳志 他 

（秋学期／木５） 

[曜日時限変更]木５⇒月５ 

[教室変更] Ⅾ２０１⇒Ⅾ４１２ 
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※シラバス内容に変更はありません。 

― 「生命の科学」梶村眞弓（秋学期／火５） [教室変更] Ⅾ４０４⇒２３ 

― 「自由研究セミナー」宮崎直哉（秋学期／火３） [教室変更] ⅮＢ１０７⇒Ｄ３０１ 

― 「身体知・音楽 II」木内麻里子（秋学期／月５）  [担当者変更]木内麻里子⇒石井明 

２年 
「スペイン語第Ⅳ」ロドリゲス，ルベン（秋学期／金１・

２） 

[担当者変更] ロドリゲス，ルベン⇒ヤマシロ，リタ 

※シラバス内容に変更はありません。 

― 「文学Ⅱ」栗本賀世子（秋学期／月４） [教室変更]Ⅾ３０９⇒２２ 

１年 「フランス語第Ⅱ」治山純子（秋学期／木１および金２） 
[担当者変更]  木１ 治山純子⇒家山也寿生 

        金２ 治山純子⇒村上由美 

 以上 


