
2020年4⽉17⽇現在

時限 科⽬名 担当教員 初回授業に関する連絡事項
⽉1,⽊1 刑事訴訟法 ⼤⾙ 葵 4⽉20⽇にLMS「教材」「連絡」を確認すること。
⽉1,⽊1 ⺠法第⼀部 合⽥ 篤⼦ ４⽉20⽇にＬＭＳ「教材」を確認すること。

⽉2,⽕2 会社法第⼆部 脇⽥ 将典
教材はアカンサスポータルの講義連絡に掲載する。課題の提出は
LMSで⾏う。

⽉2,⽕2 政治社会学 本⽥ 哲也 4⽉20⽇にLMS上の「第1回講義資料」を確認すること。
⽉2 学域ＧＳ⾔語科⽬Ⅰ 稲⾓ 光恵 アカンサスポータルのLMS（WebClass)で課題を提⽰する

⽉3 基礎演習 丸本 由美⼦
アカンサスポータルの「授業連絡」およびLMSコースに資料を掲⽰
します。

⽉3,⽕1 労使関係法 早津 裕貴
4⽉20⽇以降、確認可能になり次第、LMS「教材」を確認するこ
と。

⽉3,⽔4 国際私法 ⽻賀 由利⼦
初回授業（4⽉20⽇3限）にLMSを確認（初回は準備回とするので、
万が⼀技術的・システム上の問題があっても、焦る必要はない）。

⽉4 基礎演習 本⽥ 哲也 4⽉20⽇にLMS上の「第1回講義資料」を確認すること。
⽉4,⽔2 国際法第⼆部 稲⾓ 光恵 アカンサスポータルの講義連絡やLMS（WebClass)を⾒ること

⽉4,⽔2 政治思想史 仲正 昌樹
シラバスの特記事項、及び、各授業時間ごとにLMSに掲載される教
材と、指⽰事項を確認すること

⽉5 経済法演習 洪 淳康 履修者に個別連絡（⼤学のメールまたはメッセージ）
⽉5 国際法演習 稲⾓ 光恵 履修者に個別に連絡
⽉5 商法・会社法演習 村上 裕 アカンサスポータルから履修者に個別連絡します。
⽉5 政治社会学演習 本⽥ 哲也 メッセージで履修者に個別に連絡する
⽉5 投票⾏動論演習 岡⽥ 浩 履修者にアカンサスポータルのメッセージで個別連絡
⽉5 東洋法制史演習 中村 正⼈ メッセージで履修者に個別連絡
⽉5 法理学演習 ⾜⽴ 英彦 ４⽉20⽇（⽉）16:30よりWebExで実施。
⽉5 ⺠法演習 合⽥ 篤⼦ 履修者に個別連絡

⽉5 労働法演習 早津 裕貴
履修者に個別連絡（新3年⽣はアカンサスポータルからのメッセー
ジを必ず確認すること）

⽕1 国際経済法 洪 淳康 ４⽉２１⽇にLMS「教材」を確認すること
⽕1,⾦1 東洋法制史 中村 正⼈ 4⽉21⽇に「LMS」教材を確認すること。

⽕2 法医学 塚 正彦
４⽉21⽇までにＬＭＳ「教材」を確認すること。本来選択科⽬故、
履修登録に際しての事前質問も可能です
（zukamasa@med.kanazawa-u.ac.jp）。

⽕5 政治コミュニケーション論Ａ 横⼭ 智哉 4⽉21⽇にLMS「教材」を確認してください。
⽕5 総合法学演習 岡室 悠介 メッセージで履修者に個別連絡
⽔1 外国書講読（独語） 合⽥ 篤⼦ メッセージで履修者に個別連絡

⽔1,⾦1 政治学各論Ａ 岡⽥ 浩 ４⽉22⽇（⽔）にＬＭＳ「教材」を確認すること。

⽔1,⾦1 法思想史 ⾜⽴ 英彦
4⽉22⽇（⽔）8:45以降に「法思想史」のLMS（WebClass）「教
材」を確認すること。

⽔1,⽔2 ⺠事訴訟法 福本 知⾏
履修を検討している⼈には，授業の進め⽅等に関する詳細説明⽂書
を送信するので，アカンサスポータルのメッセージまたはメール
（学年と⽒名を必ず記載）で連絡すること。

⽔1 学域ＧＳ⾔語科⽬Ⅰ 中村 正⼈ 4⽉22⽇に「LMS」教材を確認すること。
⽔1 学域ＧＳ⾔語科⽬Ⅰ 本⽥ 哲也 4⽉20⽇にLMS上の「第1回講義資料」を確認すること。
⽔1 学域ＧＳ⾔語科⽬Ⅰ 仲正 昌樹 シラバスの特記事項を確認すること。

⽔3 外国書講読（独語） 脇⽥ 将典
履修者に個別に連絡する。履修することを決めた者は、4⽉21⽇ま
でにメッセージ機能を使って脇⽥に連絡すること。

⽔3,⽊3 ⾏政法第⼆部 ⻑内 祐樹
４⽉20⽇にＬＭＳ「教材」の「履修にあたっての注意」を確認する
こと。

⽔4,⽊3 憲法第⼆部 ⼭崎 友也 メッセージで履修者に個別連絡
⽔4,⽊3 政策過程論 河合 晃⼀ ４⽉22⽇(⽔)にＬＭＳ「教材」を確認すること。

⽔5 ⾏政学演習 河合 晃⼀ 履修者に個別連絡

法学類・Ｑ１ 遠隔授業に関する連絡事項
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⽔5 国際私法・国際取引法演習 ⽻賀 由利⼦ ポータルメッセージまたはEメールで履修者に個別連絡
⽔5 社会保障法演習 ⽯⽥ 道彦 LMSコース「教材」の説明を確認すること

⽔5 商法演習 脇⽥ 将典
演習履修予定者にはすでに連絡をしている。アカンサスポータルの
メッセージを確認すること。

⽔5 政治コミュニケーション論演習 横⼭ 智哉
メッセージで履修者に個別連絡済。メッセージを確認できていない
⼈はtmyokoyama@staff.kanazawa-u.ac.jpまで連絡してください。

⽔5 ⽇本法制史演習 丸本 由美⼦ 履修者にはアカンサスポータルで個別に連絡します。

⽔5 ⺠事⼿続法演習 福本 知⾏

3年⽣に新規の志望者がなかったので開講しない。ただし，すでに
必修の演習の単位を修得済みの4年⽣で、他のゼミとの兼ゼミを希
望する⽅がもしいる場合は，履修登録期間開始前に，個別に連絡す
ること。

⽔5 ⺠法演習 宮本 誠⼦
4⽉22⽇5限に、LMS「演習」→「ゼミ（4⽉22⽇）」にアクセスす
る。

⽔5 ⺠法演習 ⽯尾 智久 履修者にメッセージで個別連絡
⽊1,⽊2 知的財産法 ⼤友 信秀 LMS上の教材を確認すること。
⽊2,⾦3 刑法第⼀部 永井 善之 LMS上の教材を確認すること。
⽊2,⾦3 ⺠法第四部 ⽯尾 智久 LMS「教材」を確認すること
⽊4,⾦2 商法総則・商⾏為法 村上 裕 4⽉23⽇にLMS「教材」を確認すること。

⽊5 外国法演習 東川 浩⼆ 履修者に個別連絡

⽊5 ⾏政法演習 ⻑内 祐樹
４⽉20⽇にＬＭＳ「教材」の「ゼミの進め⽅について」を確認する
こと。

⽊5 刑法演習 永井 善之 LMS上の教材を確認すること。
⽊5 憲法演習 稲葉 実⾹ メーリングリストで連絡する。
⽊5 憲法演習 ⼭崎 友也 履修者に個別連絡

⽊5 公共政策論演習 ⽊村 ⾼宏
初回までに⽊村宛にメールまたはポータルのメッセージを送るこ
と。

⽊5 政治思想史演習 仲正 昌樹 シラバスの特記事項を確認すること。
⽊5 税財政法演習 平川 英⼦ 履修者にメッセージで連絡
⽊5 知的財産法演習 ⼤友 信秀 LMS上の教材を確認すること。
⾦2 学域ＧＳ⾔語科⽬Ⅰ ⽯⽥ 道彦 LMSコース「教材」の説明を確認すること
⾦2 学域ＧＳ⾔語科⽬Ⅰ 東川 浩⼆ 当⽇にアカンサス上で今後の講義のやり⽅と当⽇の課題を出す。
⾦4 刑事訴訟法演習 ⼤⾙ 葵 メッセージで履修者に個別に連絡。

⾦4,⾦5 公共政策論 ⽊村 ⾼宏 初回までにLMSを確認すること。
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②

↓
※ここに反映されるのは、「履修登録をした次の⽇」です！

↓

↓

↓

↓

【LMSへのアクセス⽅法の注意】
①授業のLMSへは「アカンサスポータル」→教学タブの「学務情報サービス」→「履修・成績情報」→「履修時間割」→科⽬名→
 LMSの「ジャンプ」からアクセスしてください。こちらの⽅法だと、履修登録した瞬間に授業のLMSへアクセスできます。
②「アカンサスポータル」→教学タブの「LMSコース（WebClass）」→「授業」からもアクセスできますが、
 ここに科⽬名が反映されるのは、履修登録した翌⽇からです。

①

↓
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