
2022年度　法学部授業科目時間割

1限　8:50～10:20　　2限　10:30～12:00　　3限　13:30～15:00　　4限　15:10～16:40　　5限　16:50～18:20　　6限　18:30～20:00　 ◎：週２コマ開講　　★：隔週・週２コマ科目  　◆：月２コマ開講　　秋：秋学期開講科目　　冬：冬学期開講科目　　特記無き科目は秋・冬学期開講科目　　

時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室

法1 国1 026005 国際関係論入門 片桐　梓 共・大講義室

◎ 法1 国1 026310 憲法１ 高田　篤 第３番講義室 ◎ 法1 国1 026311 民法１ 武田　直大 第２番講義室 ◎ 法1 国1 026311 民法１ 武田　直大 第２番講義室

◎ 法1 国1 026310 憲法１ 高田　篤 第２番講義室

法1 026463 法政導入演習 青木　大也 共Ｃ304
法1 026331 法政導入演習 青竹　美佳 セミナー室Ｄ
法1 026349 法政導入演習 大久保　規子 セミナー室Ｂ
法1 026462 法政導入演習 大塚　智見 演 Ｇ
法1 026465 法政導入演習 久保　大作 法経棟 Ｌ２
法1 026459 法政導入演習 髙原　知明 豊総 Ｌ４
法1 026333 法政導入演習 津野田　一馬 共Ａ103
法1 026464 法政導入演習 鳥飼　将雅 演 Ｉ
法1 026461 法政導入演習 中山　竜一 第２３番講義室
法1 026460 法政導入演習 長谷川　佳彦 共Ｂ316
法1 026346 法政導入演習 福田　雅樹 総合セミナー室１
法1 026341 法政導入演習 村西　良太 豊総 Ｌ６

法1 021111 法政情報処理 養老　真一 オンラインのみ

7

【集中講義等】　※秋学期の履修登録期間に履修登録すること

時間割コード 担当教員

2

1

6

5

学期 配当学科・年次 科目名

3

4

月 火

配当 配当

秋・冬学期 法学科1年次配当

2022年10月12日現在

　　　曜
　　　日
時限

※講義室は履修登録者数などにより変更することがあります。

木 金水

配当 配当 配当

 【講義室の
 略称と場
所】

第１番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第２番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第３番講義室 ： 法・経講義棟 ２階
第５番講義室 ： 法・経講義棟 ３階
演E ： 法・経講義棟 １階
演Ｆ ： 法・経講義棟 ３階

第２２番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
第２３番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
演Ｇ、演Ｈ、演 Ｉ  ： 文・法・経講義棟 ２階
第４２番講義室 ： 文・法・経講義棟 ４階

豊総３０１、３０２ ： 豊中総合学館 ３階
豊総４０１、４０２ ： 豊中総合学館 ４階
豊総５０１ ： 豊中総合学館 ５階
豊総Ｌ３、Ｌ４ ： 豊中総合学館 ３階
豊総Ｌ５、Ｌ６ ： 豊中総合学館 ４階
豊総Ｌ７ ： 豊中総合学館 ６階
総合セミナー室１ ： 豊中総合学館 ５階
総合セミナー室２ ： 豊中総合学館 ６階

セミナー室Ａ ： 文法経本館 １階
セミナー室Ｂ ： 文法経本館 １階

法経棟Ｌ１ ： 法経研究棟　３階
法経棟Ｌ２ ： 法経研究棟　３階
学部学生自習室 ： 法経研究棟　３階
コミラボ　： コミュニケーションラボラトリー（法経研究棟 ４階）
セミナー室Ｄ ： 法経研究棟　４階

共Ａ、共Ｂ、共Ｃ ： 全学教育推進機構 講義Ａ～Ｃ棟
共・大講義室 ： 全学教育推進機構 講義Ｂ棟横（別棟）

情教第２ ： サイバーメディアセンター豊中教育研究棟　２階

講義シアター ： ＯＳＩＰＰ棟 ２階
マルチメディア演 ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ａ ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ｂ ： ＯＳＩＰＰ棟 ４階
OSIPP演習室Ｃ ： ＯＳＩＰＰ棟 ５階
OSIPP会議室 ： ＯＳＩＰＰ棟 ６階

箕面409HALC ： 箕面キャンパス外国学研究講義棟　４階

備考講義室



2022年度　法学部授業科目時間割

1限　8:50～10:20　　2限　10:30～12:00　　3限　13:30～15:00　　4限　15:10～16:40　　5限　16:50～18:20　　6限　18:30～20:00　 ◎：週２コマ開講　　★：隔週・週２コマ科目  　◆：月２コマ開講　　秋：秋学期開講科目　　冬：冬学期開講科目　　特記無き科目は秋・冬学期開講科目　　

時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室

◎ 法2 国2 026457 商法１（会社法） 久保　大作 豊総302 ◎ 法2 国2 020063 政治学原論 濱本　真輔 第３番講義室
◎ 法2 国2 026457 商法１（会社法） 久保　大作 豊総302

法2 国1 026007 マクロ経済入門 生藤　昌子 オンラインのみ ◎ 法1 国1 026310 憲法１ 高田　篤 第３番講義室 ◎ 法1 国1 026311 民法１ 武田　直大 第２番講義室 ◎ 法1 国1 026311 民法１ 武田　直大 第２番講義室
◎ 法2 国2 020234 西洋政治思想史 乙部　延剛 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020063 政治学原論 濱本　真輔 第３番講義室

法2 国2 020211 行政法２ 高橋　明男 第３番講義室 法2 国2 020221 国際法２ 高田　陽奈子 豊総301 ◎ 法1 国1 026310 憲法１ 高田　篤 第２番講義室 ◎ 法2 国2 020219 刑法２ 島岡　まな 豊総302
◎ 法2 020232 日本近代法史 小野　博司 豊総401 ◎ 法2 国2 020234 西洋政治思想史 乙部　延剛 第３番講義室
◎ 法2 020057 法理学 中山　竜一 オンラインのみ 秋 法2 国2 026247 自治体インターンシッ

プ演習応用
高橋　明男 豊総 Ｌ６

◎ 法2 国2 026456 民法３ 大塚　智見 第２番講義室 ◎ 法2 国2 026456 民法３ 大塚　智見 豊総401
◎ 法2 020057 法理学 中山　竜一 オンラインのみ 高度 法2 国2 026316 ロイヤリング（紛争処

理）
法曹実務者 豊総302

◎ 法2 国2 020219 刑法２ 島岡　まな 豊総302
◎ 法2 020232 日本近代法史 小野　博司 豊総401

法2 020299 法情報学１ 養老　真一 情教第３

☆ 法2 026284 法政基礎演習ｂ 青竹　美佳 演 Ｇ

☆ 法2 026257 法政基礎演習ｂ 乙部　延剛 学部学生自習室 ☆ 法2 026292 法政基礎演習ｂ 品田　智史 演 Ｇ

☆ 法2 026255 法政基礎演習ｂ 坂口　一成 演 H
☆ 法2 026305 法政基礎演習ｂ 北村　亘 第２３番講義室

☆ 法2 026261 法政基礎演習ｂ 高橋　慶吉 セミナー室Ｄ

☆ 法2 026282 法政基礎演習ｂ 清水　真希子 演 Ｇ
☆ 法2 026286 法政基礎演習ｂ 瀧口　剛 セミナー室Ｂ

☆ 法2 026270 法政基礎演習ｂ 高橋　明男 セミナー室Ｂ
☆ 法2 026268 法政基礎演習ｂ 上川　龍之進 演 F ☆ 法2 026259 法政基礎演習ｂ 髙原　知明 総合セミナー室２ ☆ 法2 026265 法政基礎演習ｂ 中村　瑞穂 総合セミナー室１

☆ 法2 026298 法政基礎演習ｂ 武田　邦宣 演 Ｇ

☆ 法2 026434 法政基礎演習ｂ 武田　直大 演 Ｉ

☆ 法2 026290 法政基礎演習ｂ 長田　真里 豊総 Ｌ３

☆ 法2 026296 法政基礎演習ｂ 豊田　兼彦 法経棟 Ｌ２

☆ 法2 026294 法政基礎演習ｂ 福井　康太 セミナー室Ｂ

☆ 法2 026309 法政基礎演習ｂ 藤本　利一 セミナー室Ｄ
☆ 法2 026432 法政基礎演習ｂ 松尾　健一 豊総 Ｌ４

☆ 法2 026274 法政基礎演習ｂ 松田　岳士 第２３番講義室

7

【集中講義等】　※秋学期の履修登録期間に履修登録すること

時間割コード 担当教員 備考講義室

 【講義室の
 略称と場
所】

第１番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第２番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第３番講義室 ： 法・経講義棟 ２階
第５番講義室 ： 法・経講義棟 ３階
演E ： 法・経講義棟 １階
演Ｆ ： 法・経講義棟 ３階

第２２番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
第２３番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
演Ｇ、演Ｈ、演 Ｉ  ： 文・法・経講義棟 ２階
第４２番講義室 ： 文・法・経講義棟 ４階

豊総３０１、３０２ ： 豊中総合学館 ３階
豊総４０１、４０２ ： 豊中総合学館 ４階
豊総５０１ ： 豊中総合学館 ５階
豊総Ｌ３、Ｌ４ ： 豊中総合学館 ３階
豊総Ｌ５、Ｌ６ ： 豊中総合学館 ４階
豊総Ｌ７ ： 豊中総合学館 ６階
総合セミナー室１ ： 豊中総合学館 ５階
総合セミナー室２ ： 豊中総合学館 ６階

セミナー室Ａ ： 文法経本館 １階
セミナー室Ｂ ： 文法経本館 １階

法経棟Ｌ１ ： 法経研究棟　３階
法経棟Ｌ２ ： 法経研究棟　３階
学部学生自習室 ： 法経研究棟　３階
コミラボ　： コミュニケーションラボラトリー（法経研究棟 ４階）
セミナー室Ｄ ： 法経研究棟　４階

共Ａ、共Ｂ、共Ｃ ： 全学教育推進機構 講義Ａ～Ｃ棟
共・大講義室 ： 全学教育推進機構 講義Ｂ棟横（別棟）

情教第２、第３ ： サイバーメディアセンター豊中教育研究棟　２階

講義シアター ： ＯＳＩＰＰ棟 ２階
マルチメディア演 ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ａ ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ｂ ： ＯＳＩＰＰ棟 ４階
OSIPP演習室Ｃ ： ＯＳＩＰＰ棟 ５階
OSIPP会議室 ： ＯＳＩＰＰ棟 ６階

箕面409HALC ： 箕面キャンパス外国学研究講義棟　４階

木 金水

配当 配当 配当

月 火

配当 配当

秋・冬学期 法学科2年次配当

2022年10月18日現在

　　　曜
　　　日
時限

※講義室は履修登録者数などにより変更することがあります。

2

1

6

5

学期 配当学科・年次 科目名

3

4



2022年度　法学部授業科目時間割

1限　8:50～10:20　　2限　10:30～12:00　　3限　13:30～15:00　　4限　15:10～16:40　　5限　16:50～18:20　　6限　18:30～20:00　 ◎：週２コマ開講　　★：隔週・週２コマ科目  　◆：月２コマ開講　　秋：秋学期開講科目　　冬：冬学期開講科目　　特記無き科目は秋・冬学期開講科目　　

時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室 時間割コード 科目名 担当教員 講義室

◎ 法2 国2 026457 商法１（会社法） 久保　大作 豊総302 ◎ 法2 国2 020063 政治学原論 濱本　真輔 第３番講義室
法3・4 国3・4 020217 税法２ 田中　啓之 第３番講義室 ◎ 法2 国2 026457 商法１（会社法） 久保　大作 豊総302

法2 国1 026007 マクロ経済入門 生藤　昌子 オンラインのみ ◎ 法1 国1 026310 憲法１ 高田　篤 第３番講義室 ◎ 法1 国1 026311 民法１ 武田　直大 第２番講義室 法3・4 国2 026319 Data Management 鎌田　拓馬 講義シアター ◎ 法1 国1 026311 民法１ 武田　直大 第２番講義室
◎ 法3・4 国3・4 020237 比較政治 鳥飼　将雅 第２番講義室 ◎ 法3・4 国3・4 020237 比較政治 鳥飼　将雅 第２番講義室 ◎ 法2 国2 020234 西洋政治思想史 乙部　延剛 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020063 政治学原論 濱本　真輔 第３番講義室

法3・4 国3・4 020317 環境法 大久保　規子 第３番講義室 法3・4 020081 法医学 松本　博志 第２３番講義室 法3・4 国3・4 020256 民事回収法２ 藤本　利一 豊総 Ｌ７ 法3・4 国3・4 020694 特別講義（司法通
訳・翻訳）

福井　康太 箕面409HALC

法2 国2 020211 行政法２ 高橋　明男 第３番講義室 法2 国2 020221 国際法２ 高田　陽奈子 豊総301 ◎ 法1 国1 026310 憲法１ 高田　篤 第２番講義室 法3・4 国3・4 020257 社会保障法 川村　行論 第３番講義室 ◎ 法2 国2 020219 刑法２ 島岡　まな 豊総302
法3・4 国3・4 020255 民事回収法１ 髙原　知明 第４２番講義室 ◎ 法2 020232 日本近代法史 小野　博司 豊総401 ◎ 法2 国2 020234 西洋政治思想史 乙部　延剛 第３番講義室 法3・4 国3・4 020143 知的財産法３ 茶園　成樹 第２番講義室

◎ 法2 020057 法理学 中山　竜一 オンラインのみ 秋 法2 国2 026247 自治体インターン
シップ演習応用

高橋　明男 豊総 Ｌ６ ◆ 法3・4 国3・4 020675 特別講義（公共政策
のイノベーションとシ
ンクタンクの役割）

沼田　壮人　他 第２３番講義室 法3・4 国3・4 026443 特別講義（私法の体
系と原理）

大久保　邦彦 豊総 Ｌ６

◎ 法3・4 国3・4 020111 労働法 地神　亮佑 第３番講義室 法3・4 020322 裁判学 仁木　恒夫 第４２番講義室
法3・4 国3・4 020640 特別講義（比較契約

法・不法行為法の諸
問題）

CIANO
LEONARDO

オンラインのみ

法3・4 国3・4 020671 特別講義（比較憲法
理論）

片桐　直人 演 Ｇ

◎ 法2 国2 026456 民法３ 大塚　智見 第２番講義室 ◎ 法2 国2 026456 民法３ 大塚　智見 豊総401 ◎ 法3・4 国3・4 020071 外交史 高橋　慶吉 第４２番講義室
法3・4 026314 外国語文献研究１ 上川　龍之進 演 Ｆ ◎ 法2 020057 法理学 中山　竜一 オンラインのみ 高度 法2 国2 026316 ロイヤリング（紛争処

理）
法曹実務者 豊総302 法3・4 国3・4 026312 商法４ 津野田　一馬 第３番講義室

法3・4 026315 外国語文献研究２ 上川　龍之進 演 Ｆ ◆ 法3・4 国3・4 020675 特別講義（公共政策
のイノベーションとシ
ンクタンクの役割）

沼田　壮人　他 第２３番講義室

法3・4 国2 020304 マクロ経済学 須永　美穂 第４２番講義室 法3・4 国3・4 020661 特別講義（経営者と
語るリーダーシップ）

西嶋　聡 講義シアター

法3・4 国3・4 020644 特別講義（損害保険
の実務と法）

村井　康人 第３番講義室 法3・4 国3・4 020236 地方行政論 北村　亘 第４２番講義室

法3・4 020295 特別講義（インター
ネット技術と法規制）

養老　真一 第２番講義室

◎ 法2 国2 020219 刑法２ 島岡　まな 豊総302
◎ 法2 020232 日本近代法史 小野　博司 豊総401
◎ 法3・4 国3・4 020071 外交史 高橋　慶吉 第４２番講義室
◎ 法3・4 国3・4 020111 労働法 地神　亮佑 第３番講義室

法2 020299 法情報学１ 養老　真一 情教第３
法3・4 国3・4 020687 特別講義（Law and

Society in the Middle
East）

Elbalti Beligh 第４２番講義室 法3・4 国3・4 020688 特別講義（Private
Law in Japan）

Elbalti Beligh 第４２番講義室 法3・4 国3・4 020689 特別講義
（Introduction to
Common Law）

Elbalti Beligh 第４２番講義室

☆ 法3・4 022208 演習１ｂ 青竹　美佳 演 Ｇ

☆ 法3・4 022112 演習１ｂ 青木　大也・北元
健太

総合セミナー室１

☆ 法3・4 022214 演習１ｂ 乙部　延剛 学部学生自習室 ☆ 法3・4 022188 演習１ｂ 品田　智史 演 Ｇ
☆ 法3・4 022114 演習１ｂ 大塚　智見 セミナー室Ａ

☆ 法3・4 022116 演習１ｂ 坂口　一成 演 H
☆ 法3・4 022180 演習１ｂ 北村　亘 第２３番講義室

☆ 法3・4 022106 演習１ｂ 大久保　規子 法経棟 Ｌ１ ☆ 法3・4 022196 演習１ｂ 島岡　まな 演 Ｆ
☆ 法3・4 022218 演習１ｂ 高橋　慶吉 セミナー室Ｄ

☆ 法3・4 022192 演習１ｂ 清水　真希子 演 Ｇ
☆ 法3・4 022132 演習１ｂ 片桐　直人 第２３番講義室 ☆ 法3・4 022122 演習１ｂ 高田　篤 演 Ｅ ☆ 法3・4 022126 演習１ｂ 瀧口　剛 セミナー室Ｂ

☆ 法3・4 022124 演習１ｂ 高橋　明男 セミナー室Ｂ
☆ 法3・4 022108 演習１ｂ 上川　龍之進 演 F ☆ 法3・4 022220 演習１ｂ 髙原　知明 総合セミナー室２ ☆ 法3・4 022165 演習１ｂ 中村　瑞穂 総合セミナー室１

☆ 法3・4 022176 演習１ｂ 名津井　吉裕 オンラインのみ
☆ 法3・4 022128 演習１ｂ 武田　邦宣 演 Ｇ

☆ 法3・4 022206 演習１ｂ 髙　秀成 学部学生自習室
☆ 法3・4 022194 演習１ｂ 武田　直大 演 Ｉ ☆ 法3・4 022178 演習１ｂ 長谷川　佳彦 セミナー室Ａ

☆ 法3・4 022134 演習１ｂ 長田　真里 豊総 Ｌ３ ☆ 法3・4 022198 演習１ｂ 地神　亮佑 演 Ｈ ☆ 法3・4 022190 演習１ｂ 濱本　真輔 演 Ｉ

☆ 法3・4 022216 演習１ｂ 和仁　健太郎 OSIPP演習室Ａ
☆ 法3・4 022210 演習１ｂ 豊田　兼彦 法経棟 Ｌ２

☆ 法3・4 022162 演習１ｂ 二杉　健斗 OSIPP演習室Ｂ ☆ 法3・4 022136 演習１ｂ 中山　竜一 演 Ｆ
☆ 法3・4 022144 演習１ｂ 福井　康太 セミナー室Ｂ

☆ 法3・4 022138 演習１ｂ 仁木　恒夫 法経棟 Ｌ１

☆ 法3・4 022142 演習１ｂ 林　智良 オンラインのみ

☆ 法3・4 022120 演習１ｂ 藤本　利一 セミナー室Ｄ
☆ 法3・4 022182 演習１ｂ 松尾　健一 豊総 Ｌ４

☆ 法3・4 022184 演習１ｂ 村西　良太 演 Ｈ

☆ 法3・4 022146 演習１ｂ 松田　岳士 第２３番講義室

☆ 法3・4 022160 演習１ｂ 養老　真一 コミラボ

法3・4 021027 外国語文献研究２ 高田　篤 当面オンライン 法3・4 国3・4 020682 特別講義（ESGイン
テグレーションの理
論と実践）

星野　俊也 第２番講義室

法3・4 国3・4 020277 特別講義（リーダー
シップを考える）

西嶋　聡 講義シアター

7

【集中講義等】　※秋学期の履修登録期間に履修登録すること

時間割コード 担当教員

法3・4 国3・4 026221 Janny de Yong

法3・4 国3・4 020684 福田　志帆

法3・4 国3・4 026448
Christian von
Baumbach

法3・4 国3・4 026449
Christian von
Baumbach

第２３番講義室

2023/1/20～2023/1/22

2023/1/27～2023/1/29

備考

11/8～11/17の6限 ※11/10及び11/17は4限も授業あり
1/23～1/26の6限　※1/26は4限も授業あり

講義室

第２３番講義室

OSIPP演習室Ａ

 【講義室の
 略称と場
所】

第１番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第２番講義室 ： 法・経講義棟 １階
第３番講義室 ： 法・経講義棟 ２階
第５番講義室 ： 法・経講義棟 ３階
演E ： 法・経講義棟 １階
演Ｆ ： 法・経講義棟 ３階

第２２番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
第２３番講義室  ： 文・法・経講義棟 ２階
演Ｇ、演Ｈ、演 Ｉ  ： 文・法・経講義棟 ２階
第４２番講義室 ： 文・法・経講義棟 ４階

豊総３０１、３０２ ： 豊中総合学館 ３階
豊総４０１、４０２ ： 豊中総合学館 ４階
豊総５０１ ： 豊中総合学館 ５階
豊総Ｌ３、Ｌ４ ： 豊中総合学館 ３階
豊総Ｌ５、Ｌ６ ： 豊中総合学館 ４階
豊総Ｌ７ ： 豊中総合学館 ６階
総合セミナー室１ ： 豊中総合学館 ５階
総合セミナー室２ ： 豊中総合学館 ６階

セミナー室Ａ ： 文法経本館 １階
セミナー室Ｂ ： 文法経本館 １階

法経棟Ｌ１ ： 法経研究棟　３階
法経棟Ｌ２ ： 法経研究棟　３階
学部学生自習室 ： 法経研究棟　３階
コミラボ　： コミュニケーションラボラトリー（法経研究棟 ４階）
セミナー室Ｄ ： 法経研究棟　４階

共Ａ、共Ｂ、共Ｃ ： 全学教育推進機構 講義Ａ～Ｃ棟
共・大講義室 ： 全学教育推進機構 講義Ｂ棟横（別棟）

情教第２、第３ ： サイバーメディアセンター豊中教育研究棟　２階

講義シアター ： ＯＳＩＰＰ棟 ２階
マルチメディア演 ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ａ ： ＯＳＩＰＰ棟 ３階
OSIPP演習室Ｂ ： ＯＳＩＰＰ棟 ４階
OSIPP演習室Ｃ ： ＯＳＩＰＰ棟 ５階
OSIPP会議室 ： ＯＳＩＰＰ棟 ６階

箕面409HALC ： 箕面キャンパス外国学研究講義棟　４階

木 金水

配当 配当 配当

月 火

配当 配当

秋・冬学期 法学科3・4年次配当

2022年10月18日現在

　　　曜
　　　日
時限

※講義室は履修登録者数などにより変更することがあります。

2

1

秋・冬

特別講義（メディエーション応用）

6

5

冬

学期 配当学科・年次 科目名

冬 特別講義（メディエーション基礎）

3

4

特別講義（Gateway to Europe -
Contemporary Dutch Studies）

秋
特別講義（ｵﾝ･ｷｬﾝﾊﾟｽ･ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ：

SDGs事業と自らのキャリア形成）
オンラインのみ 土曜2～5限（隔週）


