
令和 2 年度 法学学位プログラム（博⼠前期課程）  

      科⽬等履修性 受験者 各位 

                               令和 2 年 4 ⽉ 1 ⽇   
                           法学学位プログラムリーダー   

                               川⽥ 琢之    

 

新型コロナウィルス感染拡⼤による令和 2 年度授業 

⽅法の変更について 

 
新型コロナウィルス感染症の拡⼤防⽌の観点から、令和 2 年度法学学位プログラム（博

⼠前期課程）の授業⽅法について、以下のように変更する措置を採ることと致しました。 
 なお、法学学位プログラムおいては、受講者の皆さまを始めとする関係者の健康確保に留
意しつつ、もっとも効果的なプログラムの教育を実施すべく、新型コロナウィルス感染症を
めぐる事態の推移を注視するとともに、授業の実施やその⽅法のあり⽅を模索し続けてお
ります。このため、法学学位プログラムのカリキュラム、授業⽅法につきましては、今後、
更なる変更等がなされる可能性があります。こうした新たな情報については、今後も随時お
知らせして参ります。 
 

授業の実施⽅法の変更（遠隔授業） 

春Ａモジュールの以下の授業について、オンラインコミュニケーションサービス

「zoom」を使⽤し、講義を⾏います。⼤学の講義室ではなく、ご⾃宅その他のイン

ターネット接続ができる環境において、各授業の講義時間にＰＣもしくはスマートフォ
ンなど準備していただき、オンラインにて、講義を⾏うことが決定いたしました。 
 
インターネット環境が整っていない⽅、PC やスマートフォンをお持ちでない⽅などは 
社会⼈⼤学院等⽀援室 教務担当（法学学位プログラム）までお申し出ください。 
 

「zoom」の詳しい使⽤⽅法については、別途お知らせするマニュアルを参照してくださ
い。 



 【対象科⽬】 
  科⽬番号  科⽬名     担当教員     曜時限 
 ・0ADL201 契約法Ⅰ     岡本裕樹    春 A ⽕ 7・8 限 
 ・0ADL601 実務租税法学   栗原克⽂    春 A ⽔ 7・8 限 
 ・0ADL302 国際取引法    ⼤塚章男    春 A ⽔ 7・8 限 
 ・0ADL503 労働関係法    川⽥琢之    春 A ⽔ 7・8 限 
 ・0ADL301 国際私法     藤澤尚江    春 A ⽊ 7・8 限 
 ・0ADL205 担保法Ⅰ     岡本裕樹    春 A ⾦ 7・8 限 
 ・0ADL404 特許法      潮海久雄    春 A ⼟ 2・3 限 
 ・0ADL211 ⺠事訴訟法    ⼤渕真喜⼦   春 A ⼟ 4・5 限 
 ・0ADL025 中東・湾岸諸国法 川村藍     春 A ⼟ 5 限 
 ・0ADL604 租税⼿続法    本⽥光宏    春 A ⼟ 6 限 
  
 
 



月 火 水 木 金 土
0ADL404
特許法II
潮海 久雄
117

0ADL404
特許法II
潮海 久雄
117

0ADL211
民事訴訟法
大渕 真喜子
119
　※注１　　　　　 　0BDL809

比較知的財産法
潮海 久雄

320

0ADL211
民事訴訟法
大渕 真喜子
119
0ADL025
中東・湾岸諸国法
川村　藍
320
0ADL604
租税手続法
本田 光宏
119
　※注１　 　　　　　0BDL609

米国民事訴訟法
大渕 真喜子

320
0ADL201 0ADL601 0AD0101 0ADL205 　※注１　 　　　　0ＢＤＬ607
契約法I 実務租税法学 コーポレートガバナンス 担保法I 国際課税計画Ⅰ
岡本 裕樹 栗原　克文 弥永 真生 岡本 裕樹 栗原　克文
117 119 119 117 436

0ADL302 0ADL301
国際取引法 国際私法
大塚 章男 藤澤 尚江
117 117
0ADL503
労働関係法
川田 琢之
320

0ADL201 0ADL601 0AD0101 0ADL205
契約法I 実務租税法学 コーポレートガバナンス 担保法I
岡本 裕樹 栗原　克文 弥永 真生 岡本 裕樹
117 119 119 117

0ADL302 0ADL301
国際取引法 国際私法
大塚 章男 藤澤 尚江
117 117
0ADL503
労働関係法
川田 琢之
320

集中
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

0AA1101 法文献学 春A 集中
法学学位プログラム各教
員

応談
科目番号 科目名 実施学期 曜時限 担当教員 履修申請期間

0ADL013 知的財産法判例演習I 春学期 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

0ADL014 知的財産法判例演習Ⅱ 春学期 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

0ADL215 商事法研究Ⅰ 通年 備考欄参照 弥永 真生,木村 真生子 春Aの申請期間

0ADL218 民事法研究I 通年 応談 岡本 裕樹,小林 和子 春Aの申請期間

0ADL402 著作権法II 通年 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

0ADL405 不正競争防止法 通年 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

0ADL407 デザイン法 通年 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

0ADL501 労働判例研究I 通年 応談 川田 琢之,渡邊 絹子 春Aの申請期間

0ADL602 租税法研究I 通年 応談 本田　光宏 春Aの申請期間

0BDL803
知的財産法による情報財
保護

通年 応談 平嶋 竜太 春Aの申請期間

0BDL905 比較労働法の基礎II 通年 応談 川田 琢之 春Aの申請期間

2時限

春Ａ
2時限

（10:20～ （10:20～

11:35） 11:35）

16:25） 16:25）

6時限 6時限

（16:35～ （16:35～

15:00） 15:00）

5時限 5時限

（15:10～ （15:10～

7時限

（18:20～ （18:20～

ビジネス科学研究群法学学位プログラム（博士前期課程・博士後期課程）令和２年度時間割

13:00） 13:00）

4時限 4時限

（13:45～ （13:45～

開講日 休業日

3時限 3時限

（11:45～ （11:45～

19:35） 19:35）

8時限 8時限

月 火 水 木 金

7時限

備考

西暦偶数年度開講。4月19日、5月17日、6月14日、7月12日、10
月25日、11月15日、12月13日、2021年1月17日を予定。　いずれ
も10:00-12:00。変更時には専攻HPに掲載

西暦偶数年度開講
開講時間は13:30-17:00予定。開講日は専攻HPに掲載。

西暦偶数年度開講

（19:45～ （19:45～

21:00） 21:00）

備考

※注２

西暦偶数年度開講

西暦偶数年度開講
「比較労働法の基礎」と同様のねらいを持った科目であり、両科
目を隔年で開講する。講読文献は両科目で異なるものとし、どち
らを先に受講してもよい。春学期開始後に履修登録者と相談の
上で年間の授業計画を決定する。

西暦偶数年度開講
開講時間はすべて14:00-16:00。開講日は専攻HPに掲載。

西暦偶数年度開講
開講時間はすべて15:10-17:50。開講日は専攻HPに掲載。

※注１　新型コロナウィルスの感染対策として、以下の3科目については、春Bに開講　【振替については後日掲示（変更の可能性あり）】
　　　　　0BDL809　比較知的財産法
　　　　　0BDL609　米国民事訴訟法
　　　　　0BDL607　国際課税計画Ⅰ
※注２　法文献学については、開講中止
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