
法律学科１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。 
※英語科目は、標準レベルの英語第Ⅰのみクラス指定科目です。英語第Ⅰ以外の英語科目を履修する者
は、別途決定した科目を履修してください。 

 

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（総論）Ⅰ 亀井 源太郎 月１ 
A～K 刑法（総論）Ⅱ 亀井 源太郎 月１ 
A～K 憲法（総論・人権）Ⅰ 駒村 圭吾 火５ 
A～K 憲法（総論・人権）Ⅱ 駒村 圭吾 火５ 
A～K 法学Ⅰ（憲法を含む） 大屋 雄裕 火２ 
A～K 法学Ⅱ（憲法を含む） 薮本 将典 火２ 
A～K 民法（債権各論）Ⅰ 丸山 絵美子 月５ 
A～K 民法（債権各論）Ⅱ 丸山 絵美子 月５ 
A～K 民法（総論）Ⅰ 松尾 弘 水１ 
A～K 民法（総論）Ⅱ 松尾 弘 水１ 

 
指定クラス 科目名 科目担当者 曜日時限 

L～U 刑法（総論）Ⅰ 和田 俊憲 金１ 
L～U 刑法（総論）Ⅱ 和田 俊憲 金１ 
L～U 憲法（総論・人権）Ⅰ 小山 剛 水１ 
L～U 憲法（総論・人権）Ⅱ 小山 剛 水１ 
L～U 法学Ⅰ（憲法を含む） 大屋 雄裕 火１ 
L～U 法学Ⅱ（憲法を含む） 薮本 将典 火１ 
L～U 民法（債権各論）Ⅰ 鹿野 菜穂子 火５ 
L～U 民法（債権各論）Ⅱ 鹿野 菜穂子 火５ 
L～U 民法（総論）Ⅰ 田髙 寛貴 木２ 
L～U 民法（総論）Ⅱ 田髙 寛貴 木２ 
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※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。 
※英語科目は、標準レベルの英語第Ⅰのみクラス指定科目です。英語第Ⅰ以外の英語科目を履修する者
は、別途決定した科目を履修してください。 

 

 

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Ⅰ・Ⅱ 治山 純子 木１ 
A フランス語第Ⅰ・Ⅱ 治山 純子 金２ 
A 英語第Ⅰ 常山 菜穂子 木３ 
B フランス語第Ⅰ・Ⅱ 家山 也寿生 月３ 
B フランス語第Ⅰ・Ⅱ 家山 也寿生 金２ 
B 英語第Ⅰ 鈴木 孫和 金４ 
C フランス語第Ⅰ・Ⅱ 設楽 聡子 月２ 
C フランス語第Ⅰ・Ⅱ 設楽 聡子 金３ 
C 英語第Ⅰ 西野 方子 金１ 
D フランス語インテンシブ 笠井 裕之 月２ 
D フランス語インテンシブ 笠井 裕之 火４ 
D フランス語インテンシブ 笠井 裕之 水３ 
D フランス語インテンシブ シュドル 水４ 
D 英語第Ⅰ 鈴木 透 土１ 
E フランス語インテンシブ（既習） 綾部 麻美 月４ 
E フランス語インテンシブ（既習） 綾部 麻美 水２ 
E フランス語インテンシブ（既習） ヴァリエンヌ， コリンヌ 木１ 
E フランス語インテンシブ（既習） ヴァリエンヌ， コリンヌ 木２ 
E 英語第Ⅰ 熊代 敏行 木５ 
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※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
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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 英語第Ⅰ 鈴木 孫和 金５ 
F 中国語第Ⅰ・Ⅱ 平井 徹 木２ 
F 中国語第Ⅰ・Ⅱ 余 志紅 金３ 
F 朝鮮語インテンシブ 礒﨑 敦仁 水５ 
F 朝鮮語インテンシブ 沈 永三 金４ 
F 朝鮮語インテンシブ 韓 晶恵 水４ 
F 朝鮮語インテンシブ 韓 晶恵 木４ 
F 朝鮮語第Ⅰ・Ⅱ 沈 永三 水４ 
F 朝鮮語第Ⅰ・Ⅱ 沈 永三 金３ 
G 英語第Ⅰ 杉本 文四郎 木３ 
G 中国語第Ⅰ・Ⅱ 青木 正子 金１ 
G 中国語第Ⅰ・Ⅱ 劉 渇氷 木５ 
H 英語第Ⅰ 八木橋 宏勇 金１ 
H 中国語第Ⅰ・Ⅱ 青木 正子 金２ 
H 中国語第Ⅰ・Ⅱ 劉 青 木２ 
I 英語第Ⅰ 小泉 由美子 火４ 
I 中国語第Ⅰ・Ⅱ 劉 青 木１ 
I 中国語第Ⅰ・Ⅱ 渡部 れい子 金１ 
J 英語第Ⅰ 奥畑 豊 水２ 
J 中国語第Ⅰ・Ⅱ 井上 一之 木 3 
J 中国語第Ⅰ・Ⅱ 許 家晟 水５ 
K 英語第Ⅰ 常山 菜穂子 木１ 
K 中国語インテンシブ 磯部 靖 木３ 
K 中国語インテンシブ 許 家晟 水３ 
K 中国語インテンシブ 李 軍 月３ 
K 中国語インテンシブ 林 秀光 火３ 
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※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。 
※英語科目は、標準レベルの英語第Ⅰのみクラス指定科目です。英語第Ⅰ以外の英語科目を履修する者
は、別途決定した科目を履修してください。 

 

外国語科目（スペイン語・アラビア語） 
※L 組はスペイン語履修者とアラビア語履修者の学生がいます。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 

L アラビア語第Ⅰ・Ⅱ 大隼 エヴァ 水５ 
L アラビア語第Ⅰ・Ⅱ 木下 宗篤 金２ 
L スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 大場 樹精 月５ 
L スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 大場 樹精 木１ 
L 英語第Ⅰ 常山 菜穂子 火２ 
M スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 伊香 祝子 月５ 
M スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 伊香 祝子 木５ 
M 英語第Ⅰ 西野 方子 金２ 
N スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 杉下 由紀子 火３ 
N スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 杉下 由紀子 金４ 
N 英語第Ⅰ 多々良 直弘 木３ 
O スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 折井 善果 月２ 
O スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 折井 善果 火２ 
O 英語第Ⅰ 杉本 文四郎 木４ 
P スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 仲道 慎治 水４ 
P スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 仲道 慎治 木１ 
P 英語第Ⅰ 小室 龍之介 金５ 
Q スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 藤本 愛 木３ 
Q スペイン語第Ⅰ・Ⅱ 藤本 愛 金５ 
Q 英語第Ⅰ 渡部 宏樹 月３ 
R スペイン語インテンシブ 折井 善果 月１ 
R スペイン語インテンシブ 浜田 和範 火４ 
R スペイン語インテンシブ 政田 利奈・本谷 裕子 水２ 
R スペイン語インテンシブ ヤマシロ， リタ Ｂ． 木３ 
R 英語第Ⅰ 山下 芳典 木５ 
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※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。 
※英語科目は、標準レベルの英語第Ⅰのみクラス指定科目です。英語第Ⅰ以外の英語科目を履修する者
は、別途決定した科目を履修してください。 

 

外国語科目（ドイツ語・ロシア語） 
※U組はドイツ語履修者とロシア語履修者（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 

S ドイツ語第Ⅰ・Ⅱ 新谷 崇 月３ 
S ドイツ語第Ⅰ・Ⅱ 新谷 崇 木５ 
S 英語第Ⅰ バック， ジョナサン 火３ 
T ドイツ語第Ⅰ・Ⅱ 滝藤 早苗 月４ 
T ドイツ語第Ⅰ・Ⅱ 滝藤 早苗 金４ 
T 英語第Ⅰ 有光 道生 水３ 
U ドイツ語第Ⅰ・Ⅱ 中野 有希子 水５ 
U ドイツ語第Ⅰ・Ⅱ 中野 有希子 木４ 
U ロシア語インテンシブ 熊野谷 葉子 月５ 
U ロシア語インテンシブ 深澤 洋子 金３ 
U ロシア語インテンシブ 三神 エレーナ 金４ 
U ロシア語インテンシブ 山田 徹也 火３ 
U ロシア語第Ⅰ・Ⅱ 熊野谷 葉子 木４ 
U ロシア語第Ⅰ・Ⅱ 山田 徹也 火４ 
U 英語第Ⅰ 志賀 俊介 水２ 

 


