
令和２年度第２学期授業方法一覧（公共）

法科大学院
法学部
法学研究科

工学院 経済学院

※記載は，開講曜日・時限順。

※当初，対面授業を予定していても，履修者が教室の収容定員を超えた場合は，オンライン授業（併用含む）に切り替わります。

※対面授業実施科目の教室については，授業開始日（9/24）までに更新する「2020年度時間割」を確認すること。

開講曜日
時限

配当
年次

科　　目　　名 合併科目 担当教員 メールアドレス
シラバス変更

有無
開講方法 授業実施方法等

その他（参照URL,　教員へのアク
セス方法、　ID,PWの告知など）

1 月２ 1・2 現代政治思想論Ⅰ RS：現代欧米政治思想 権左 gonza@juris.hokudai.ac.jp 無 全て対面式で実施

2 月３ 1・2 国際政策特別講義 池 n_chi@hops.hokudai.ac.jp 全てオンラインで実施 同時配信型

3 月４・５ 1・2 福祉労働政策事例研究 中園 k.nakazono@hops.hokudai.ac.jp 有
オンラインと対面式の併用
により実施

各回のゲスト講師と調整して実施する。具体的な実施方法としては、
①オンライン（Zoomの同時配信）による講義形式、②グループワー
ク・グループディスカッションを伴うものは感染防止対策を講じた上で
対面授業とする予定。（なお、対面の回でも、何らかの事情によって
オンラインを希望する学生がいればオンラインも併用して対応した
い。）

4 月４・５ 1・2 社会資本政策事例研究 髙野 shey@eng.hokudai.ac.jp 無 オンライン授業 オンラインについてはZOOMで同時配信。レジュメをELMSで配布

5 火１ 1・2 現代比較アジア法
RS：アジア法
LS：アジア法

徐行 xing_xu@juris.hokudai.ac.jp 全て対面式で実施

6 火２ １・２ 社会政策論 RS：福祉社会政策論 中園 k.nakazono@hops.hokudai.ac.jp 有
講義はオンライン授業、ディ
スカッションは対面授業の
予定。

授業では、講義とディスカッションを実施。講義回はzoomによるオンラ
インでの同時配信。ディスカッション回は感染防止対策を講じた上で
対面授業とする予定。（なお、対面の回でも、何らかの事情によって
オンラインを希望する学生がいればオンラインも併用して対応した
い。）

7 火３ １・２ 中国語実務演習
学部：外国語応用演習
RS：外国語特殊演習Ⅱ
（中国語）

岩谷 iwatani@juris.hokudai.ac.jp 無
オンラインまたは対面授業
（ELMSにて周知予定）

ELMSにて周知予定

8 火４ 1・2 金融政策論 早川 hit.hayakawa@econ.hokudai.ac.jp 有 全てオンラインで実施 同時配信（ELMSにて周知予定）

9 火４・５ 1・2 公共経営事例研究
城戸
山崎
(石井)

a.kido@hops.hokudai.ac.jp
myama@juris.hokudai.ac.jp

有
日程により対面式の回と、
オンラインの回に分かれる

各回の講師の意向等を踏まえて、対面式、ZOOM等によるオンライン
同時配信のいずれかとなる。

10 水１ 1・2 廃棄物技術政策論（秋ターム） 石井一 k-ishii@eng.hokudai.ac.jp 無 すべてオンラインで実施
履修者にはELMSで周知、連絡が無い場合にはk-
ishii@eng.hokudai.ac.jpまで連絡すること。

11 水２ 1・2 公共哲学 RS：公共哲学 辻 tsuji@juris.hokudai.ac.jp 有 全てオンラインで実施 ZOOMで同時配信。レジュメをELMSで配布

12 水２ 1・2 労働経済学（秋ターム） 安部 abey@econ.hokudai.ac.jp 全てオンラインで実施 ELMS上にて周知予定

13 水３ 1・2 現代アメリカ政治外交論 RS：現代アメリカ政治外交論 小浜 skohama@juris.hokudai.ac.jp 無 全てオンラインで実施 同時配信型（ELMSで周知予定）

14 水３ 1・2 社会資本政策論 髙野 shey@eng.hokudai.ac.jp 無 オンライン授業 オンラインについてはZOOMで同時配信。レジュメをELMSで配布

15 水４ 1・2 環境法Ⅱ RS：国際環境法 児矢野 koyano@juris.hokudai.ac.jp 無
オンライン授業(事情に応じ
て対面併用の可能性もあ
り）

同時配信型（ELMSで周知予定）

法学研究科
法学研究科
法科大学院



開講曜日
時限

配当
年次

科　　目　　名 合併科目 担当教員 メールアドレス
シラバス変更

有無
開講方法 授業実施方法等

その他（参照URL,　教員へのアク
セス方法、　ID,PWの告知など）

16 水４・５ 1・2 政策討議演習

中山元
城戸
中園
武藤

g.nakayama@hops.hokudai.ac.jp
a.kido@hops.hokudai.ac.jp
k.nakazono@hops.hokudai.ac.jp
muto@hops.hokudai.ac.jp

無
オンラインと対面式の併用
により実施

基本的に対面式で実施するが、講義形式で行う場合など、オンライン
方式で差し支えないときには変更する。また対面式による際にも、渡
航制限等の事情により教室に出席できない学生についてはオンライ
ンでの参加を認めることとする。

17 水５ 1・2 国際経済学 須賀 suga@econ.hokudai.ac.jp 有
全てオンラインで実施（同時
配信型）

ELMS上にて周知予定

18 水６ 1・2 公共経営特論Ⅰ 城戸 a.kido@hops.hokudai.ac.jp 有 全て対面式で実施 対面式ではあるがなるべくオンライン出席への配慮はしていきたい

19 木１ 1・2 労働経済学（秋ターム） 安部 abey@econ.hokudai.ac.jp 全てオンラインで実施 ELMS上にて周知予定

20 木２ 1年 法政策学 米田 myoneda@juris.hokudai.ac.jp 有 全てオンラインで実施 WebexもしくはZoomで実施。
URLなどはELMSの授業グループを
通じて通知する。

21 木３ 1・2 法政策ペーパー技能演習 武藤 muto@hops.hokudai.ac.jp 有
オンラインと対面式の併用
により実施

原則として講義回を対面式で、演習回をオンラインで実施する。オン
ライン実施の際はZoomで同時配信する。

22 木３ 1・2 現代政治分析 RS：現代政治分析 空井 sorai@juris.hokudai.ac.jp 無 全てオンラインで実施
時間割で指定されている講時に，WebexもしくはZoomのオンライン会
議システムを利用して実施

履修者への通知は，とりわけ履修者
が確定するまではELMSの授業グ
ループページにおいて行うので，こ
まめにチェックすること

23 木４・５・６（変則） 1・2 イノベーション・マネジメント論 （島） hishima@aurora.ocn.ne.jp 無 全てオンラインで実施

24 金１ 1・2 国際政策特論Ⅰ 池 n_chi@hops.hokudai.ac.jp 全てオンラインで実施 同時配信型

25 金１ 1・2 福祉法政策学 RS：福祉法政策学 加藤 katotomo@juris.hokudai.ac.jp 有
オンラインと対面式の併用
により実施

対面授業で開始し、軌道に乗った時点でオンライン授業としたい。あ
るいは、対面・オンラインの併用で行う。

26 金２ １年 経済政策論 （天野） amano@res.otaru-uc.ac.jp 有 全てオンラインで実施 録画ファイルのオンデマンド配信

27 金２ 1・2 廃棄物技術政策論（秋ターム） 石井一 k-ishii@eng.hokudai.ac.jp 無 すべてオンラインで実施
履修者にはELMSで周知、連絡が無い場合にはk-
ishii@eng.hokudai.ac.jpまで連絡すること。

28 金３ 1・2 公共経営特論Ⅲ
中山元
（鈴木)

g.nakayama@hops.hokudai.ac.jp 無
オンラインと対面式の併用
により実施

基本的に対面式で実施する予定ですが、オンラインの場合はzoomオ
ンライン会議システムを利用して実施予定です。ただし、外部講師の
都合により他のシステムを利用することもあり得ます。

29 金４ 1・2 英語実務演習Ⅰ
学部：外国語応用演習
RS：外国語特殊演習Ⅱ
（英語）

中川寛 nakagawa@juris.hokudai.ac.jp 無 全てオンラインで実施
webexで同時配信（詳細はELMSの授業グループを通じて通知します
ので、こまめにチェックして下さい）

30 金４・５ 1・2 環境政策事例研究 中山元 g.nakayama@hops.hokudai.ac.jp 無
オンラインと対面式の併用
により実施

まず、現地視察を行いたいと考えていますので、この場合は対面にな
ります。また、講義については、外部講師からの講演はオンラインで
行う場合もあると考えますが、学生側は集まることが望ましいです。ま
た、その後のディスカッションについてはいずれにしろ出来れば対面
が良いと考えています。オンラインの場合はzoom会議システムを利
用する予定ですが、外部講師の都合により他のシステムを利用する
こともあり得ます。

31 土４・５（隔週） 1・2 北海道開発政策論
山崎
(小磯)

myama@juris.hokudai.ac.jp
オンラインと対面式の併用
により実施

ゲスト招へい、フィールドワークがあるため、対面を基本とする。感染
対策のため適宜、オンライン対応を予定

履修者は必ず第１回目１０月３日の
ガイダンスに参加すること


