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■EX006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX006／法学入門（法学科１年次） 

(Introduction to Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
リーガルマインドを身につける 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①大学で法学を学ぶ意義について各自が考える機会を持ち、４年間の学習に備える。 

②法学を習得し、社会で役立てるための基礎的な知識・技術を身につける。 

③批判的思考の習慣を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）法学の意義 

 法学部で勉強するからには、法学で世の中とつながりたい、役に立ちたい、と考えると思います。でも、世の中を見回してみて・・

法律家になるならともかく、自分が生きていくのに法学を学ぶ意味なんてあるのかな、とも感じるのではないでしょうか。そこで、こ

の講義では、第１に、法学を学ぶ意義について考え、そのポテンシャルを探る作業をします（①）。 

 

（２）法を学ぶための基礎知識と技術 

 第２に、「法学入門」の名の通り、専門教育にきちんと付いていくための基礎的な知識を習得し、技術を実践します（②）。 

 

（３）リーガルマインド 

 教科書にはあまり書いていないのですが、法学においては、ある種の批判的思考―「リーガルマインド」といいかえてもよいです

―が要求されています。法的な知識を駆使して答案やレポートを書いたつもりなのにあまりよい成績ではなかった、という場合、

その文章には「リーガルマインド」が欠けているのです。これは法学の根幹をなす重要な要素なのですが、個別の科目の中で教

わる機会はあまりありません。そこで、第３に、しかしこの講義がもっとも重視する項目として、法の文脈での批判的思考を習慣づ

け、その能力を高めるための講義と実践を行います（③）。 

 

 

（４）いずれの項目についても、なるべく双方向、参加型の授業となるよう工夫しますので、楽しんで参加して下さい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大学で何をどう学ぶか――講義の目的と進め方 

2. 法と法学の見取り図を頭に入れる 

3. 大学の法学で求められること――徹底解説！答案の書き方 

4. 教科書に書いていない大前提――リーガルマインドとは何か？ 

5. 法の意義を考える ①法とは何か？（法哲学入門） 

6. 法の意義を考える ②法制史から憲法入門へ 

7. 法の意義を考える ③立憲主義的憲法と日本社会 

8. 実定法学入門 ①民法の門をくぐる 

9. 実定法学入門 ②判例の学び方 

10. 実定法学入門 ③犯罪と刑罰について考える 

11. 法の解釈をやってみる刑法の答案を書いてみよう 

12. 日本社会と法 

13. 法を根づかせるために何ができるか 

14. 現在進行形の裁判を追う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教育支援システム Blackboardで資料の配付・予習の指示等を行う予定です。詳しくは第１回授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義には配付資料を用い、テキストは指定しません。配付資料は事前に Blackboardにアップする予定なので、各自印刷して持
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参して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 道垣内弘人、2017、『プレップ法学を学ぶ前に(第 2 版）』、弘文堂 (ISBN:978-4335313264) 

その他の参考文献は講義の際に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX007／法学入門（その他） 

(Introduction to Law) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次以上，国際ビジネス法学科全学年，政治学科全学年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これから法学を学ぼうとする初学者に，できるだけ専門用語を用いずに，法学における基本的な思考方法を修得させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「法学」とは何でしょうか？「法学」を学ぶ意義はどこにあるのでしょうか？本講義は，法学部に新しく入学した皆さんとともに，この

問題を考えることを第一の目的とするものです。また，そのためにも，これからの４年間を通じてどのような内容の講義が法学部

専門科目として展開されることになるのか，国際ビジネス法学科，政治学科に所属する学生を主なターゲットとして，各学科の特

徴や基本コンセプトの紹介も交えながら，その全貌の大まかな理解を手助けすることも目指されます。またさらに，法律系専門科

目の受講の前提となる必要最小限の法的知識を提供するとともに，やはり前提となる法的思考力・法的コミュニケーション能力の

基礎を形成することも目標とされます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学を学ぶ意味はどこにあるのか？ 

2. 法学とは何か？ 

3. 法とは何か？ 

4. 法解釈とは何か？ 

5. 法学の分野にはどのようなものがあるのか？ 

6. 法はどのように適用されるのか？ 

7. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう① 

8. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう② 

9. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう③ 

10. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう④ 

11. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう⑤ 

12. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう⑥ 

13. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう⑦ 

14. 総 括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教員と学生の間での質疑・応答を交えながら講義を進めます。なお，詳細については， 

http://law.rikkyo.ac.jp/haya.htm を参照してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 早川吉尚、2016、『法学入門』、有斐閣 

その他，講義の度に資料を配布します。なお，六法は必ず持参してください。 

 

参考文献（Readings） 

道垣内正人『自分で考えるちょっと違った法学入門』（有斐閣） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX008／政治学入門（法学科１年次） 

(Introduction to Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～「市民」による政治を求めて～ 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治学の基礎的な用語と概念を知ることによって、権力関係や社会構造について認識できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義は、これから「政治学」を学ぶ学生が受講する入門編として位置づけられる。そのため、「政治」に関する基本的な概念や

用語を理解することから始める。 

 まずは、政治の基礎的な概念や用語を学びながら、それらが具体的な制度にどのように反映されているのかを身近なところか

ら明らかにしていく。さらに、私的な存在である個々人が主権者としてのどのような「力能」を持ち、公共性に開かれていくことがで

きるのかについて論じていく。 

 本講義のスケジュールは受講生の理解に合わせて調節されることになる。また、受講生の意見やアンケートを集めることによっ

て双方向の議論を展開していくことを試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 政治学とは何か？ 

3. 近代国家の発達 

4. 権力と支配 

5. 政治的リーダーシップとエリート論 

6. 政治意識と公共性 

7. 議会主義の発展 

8. デモクラシーと平等主義 

9. 政治運動と市民参加 

10. 現代政治の諸理論 

11. 国際政治と国民国家 

12. 日本の政治① 

13. 日本の政治② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義において指示された箇所を予習してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特には指定しない。毎回のレジュメにおいて、関連文献を紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高畠通敏、2012、『政治学の道案内』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4-06-292110-7) 

2. 苅部直・宇野重規・中本義彦編、2011、『政治学をつかむ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17715-4) 

3. 川出良枝・谷口将紀、2012、『政治学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4‐13‐032219‐5) 

4. 阿部齊、1996、『政治学入門』、岩波書店 (ISBN:978-4000260015) 

5. 佐々木毅、2012、『政治学講義』（2 版）、東京大学出版会 (ISBN:978-4130322225) 

6. 篠原一、2004、『市民の政治学――討議デモクラシーとは何か』、岩波新書 (ISBN:978-4004308720) 

7. 宮本太郎、2008、『福祉政治――日本の生活保障とデモクラシー』、有斐閣 (ISBN:978-4641178021) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX009／政治学入門（その他） 

(Introduction to Political Science) 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次以上，国際ビジネス法学科全学年，政治学科全学年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治学を専門的に学ぶうえで必要な基礎知識を習得する 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は，政治学を専門的に学ぶ学生が，今後さまざまな専門分野の政治学系科目を履修していくうえで必要な基礎知識を

習得し，なるべく政治学の全体像を意識しながら勉強したい分野やテーマを選択できるようにするための導入科目です。 

 政治学の入門書をテキストとして指定し，予習→プレテスト→講義→復習のサイクルを徹底することで，政治学の基礎的な概念

や理論を一通り把握できるよう平易な言葉で説明します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 政治学的なものの見方 

3. 国家とは何か 

4. 政治体制 

5. 選挙と有権者 

6. 政治家と政党 

7. 政権とアカウンタビリティ  

8. 執政・立法・司法 

9. 官僚と利益団体 

10. 中央・地方関係 

11. 戦争と平和 

12. 国際政治経済 

13. 国際社会と集団・個人 

14. 政治学の様々なアプローチ・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・授業の前に，教科書や予習用資料を読んだうえで， Blackboard に出題するプレテストを受けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/プレテスト(30%) 

単位取得のためには，予習確認プレテストなど全ての授業活動に積極的に参加することが必要です。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 砂原庸介・稗田健志・多湖淳著、2015 年、『政治学の第一歩』、有斐閣 (ISBN:9784641150256) 

立教大学図書館は，上記テキストを E-Bookでも所蔵しています。Webシラバス上の ISBN/ISSN にリンクされている図書館ウェ

ブサイト上の「READ（ディスカバリーサービス）」から閲覧できます。（学内 LANからの利用） 

 

参考文献（Readings） 

1. 川出良枝・谷口将紀編、2012年、『政治学』、東京大学出版会 (ISBN:9784130322195) 

2. 久米郁男・川出良枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝著、2011年、『政治学 補訂版』、有斐閣 (ISBN:9784641053779) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX015／憲法Ａ（人権）（法学科１年次） 

(Constitutional Law A(Human Rights)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代人権論の諸相 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法が定める権利保障規定の意味と内容について、基本的な憲法判例に留意しつつ、理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、個別的権利の解説から始め、人権総論などの抽象的な論点については、理解が進んでから講義する。また、本年度

はテキストは用いず、毎回、事前にブラックボードにアップしたレジュメに沿って授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 精神的自由（1）；思想・良心の自由 

3. 精神的自由（2）；信仰の自由と政教分離 

4. 精神的自由（3）；表現の自由（1） 

5. 精神的自由（4）；表現の自由（2）:わいせつ表現規制 

6. 精神的自由（5）；表現の自由（3）：名誉の保護と表現の自由・営利的言論 

7. 精神的自由（6）；表現の自由（4）:内容中立規制 

8. 精神的自由（7）；表現の自由（5）：報道機関の表現の自由と放送の自由 

9. 精神的自由（8）；表現の自由（6）:集会の自由 

10. 精神的自由（9）；表現の自由（7）:結社の自由 

11. 経済的自由（1）；職業の自由と営業の自由 

12. 経済的自由（2）；財産権の保障 

13. 経済的自由（3）；居住・移転の自由 

14. 社会権（1）；生存権 

15. 社会権（2）；教育を受ける権利 

16. 社会権（3）；労働基本権 

17. 人身の自由: 憲法的刑事手続 

18. 新しい人権論（1）；幸福追求権 

19. 新しい人権論（2）；自己決定権 

20. 新しい人権論（3）；プライバシー権 

21. 国務請求権 

22. 法の下の平等（1） 

23. 法の下の平等（2） 

24. 人権の観念 

25. 人権保障の範囲（1）；人権享有主体 

26. 人権保障の範囲（2）；公共の福祉論 

27. 私人間効力論 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の講義後、適宜次週の講義に向けての課題を指示するので事前に予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 赤坂正浩、2011 年、『憲法講義（人権）』、信山社 
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2. 芦部信喜(高橋和之補訂）、2015 年、『憲法 第 6 版』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX016／憲法Ａ（人権）（その他） 

(Constitutional Law A(Human Rights)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代人権論の諸相 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次以上，国際ビジネス法学科全学年，政治学科全学年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法が定める権利保障規定の意味と内容について、基本的な憲法判例にも留意しつつ、理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、個別的権利の解説から始め、人権総論などの抽象的な論点については、理解が進んでから講義する。また、本年度

はテキストは用いず、毎回、事前にブラックボードにアップしたレジュメに沿って授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 精神的自由（1）；思想・良心の自由 

3. 精神的自由（2）；信仰の自由と政教分離 

4. 精神的自由（3）；表現の自由（1） 

5. 精神的自由（4）；表現の自由（2）:わいせつ表現規制 

6. 精神的自由（5）；表現の自由（3）：名誉の保護と表現の自由・営利的言論 

7. 精神的自由（6）；表現の自由（4）:内容中立規制 

8. 精神的自由（7）；表現の自由（5）：報道機関の表現の自由と放送の自由 

9. 精神的自由（8）；表現の自由（6）:集会の自由 

10. 精神的自由（9）；表現の自由（7）:結社の自由 

11. 経済的自由（1）；職業の自由と営業の自由 

12. 経済的自由（2）；財産権の保障 

13. 経済的自由（3）；居住・移転の自由 

14. 社会権（1）；生存権 

15. 社会権（2）；教育を受ける権利 

16. 社会権（3）；労働基本権 

17. 人身の自由: 憲法的刑事手続 

18. 新しい人権論（1）；幸福追求権 

19. 新しい人権論（2）；自己決定権 

20. 新しい人権論（3）；プライバシー権 

21. 国務請求権 

22. 法の下の平等（1） 

23. 法の下の平等（2） 

24. 人権の観念 

25. 人権保障の範囲（1）；人権享有主体 

26. 人権保障の範囲（2）；公共の福祉論 

27. 私人間効力論 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の講義後、適宜次週の講義に向けての課題を指示するので事前に予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 赤坂正浩、2011 年、『憲法講義（人権）』、信山社 
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2. 芦部信喜(高橋和之補訂）、2015 年、『憲法 第 6 版』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX018／憲法Ｂ（統治）（法学科２年次） 

(Constitutional Law B(Government)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡野 誠樹（OKANO NOBUKI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

法学科２年次のみ 

2018 年 7 月 16 日付 以下の通り変更（変更理由：教員変更のため） 

担当者「未定」→「岡野 誠樹（OKANO NOBUKI）」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法が規定する統治機構、すなわち国家の組織原理、国家機関の地位・権限について有機的な理解をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法は、立憲民主主義とよばれる政治思想に立脚して、個人の自由を最大限尊重する国家秩序の創出を意図している。

憲法が保障する個人の自由については「憲法 A」で解説した。「憲法 B」は、民主主義と権力分立を柱とする憲法上の国家組織の

仕組みを解説する科目である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本国憲法の基本思想（立憲民主主義） 

2. 主権者と有権者（国民主権原理） 

3. 有権者と国会１（選挙制度） 

4. 有権者と国会２（代表制・政党制） 

5. 国会と内閣１（立憲民主主義憲法の政府類型） 

6. 国会と内閣２（議院内閣制） 

7. 国会の主要な権限（立法権） 

8. 国会の内部組織（議院と議員） 

9. 内閣の主要な権限（行政権） 

10. 裁判所の地位と権限１（司法権の観念と限界） 

11. 裁判所の地位と権限２（司法の独立） 

12. 政治部門と裁判所（違憲審査制） 

13. 国と地方公共団体（地方自治） 

14. 象徴天皇制と平和主義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回目の授業で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016 年、『憲法２統治・第６版』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX019／憲法Ｂ（統治）（その他） 

(Constitutional Law B(Government)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡野 誠樹（OKANO NOBUKI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

法学科３年次以上，国際ビジネス法学科２年次以上，政治学科２年次以上 

2018 年 7 月 16 日付 以下の通り変更（変更理由：教員変更のため） 

担当者「未定」→「岡野 誠樹（OKANO NOBUKI）」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法が規定する統治機構、すなわち国家の組織原理、国家機関の地位・権限について有機的な理解をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法は、立憲民主主義とよばれる政治思想に立脚して、個人の自由を最大限尊重する国家秩序の創出を意図している。

憲法が保障する個人の自由については「憲法 A」で解説した。「憲法 B」は、民主主義と権力分立を柱とする憲法上の国家組織の

仕組みを解説する科目である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本国憲法の基本思想（立憲民主主義） 

2. 主権者と有権者（国民主権原理） 

3. 有権者と国会１（選挙制度） 

4. 有権者と国会２（代表制・政党制） 

5. 国会と内閣１（立憲民主主義憲法の政府類型） 

6. 国会と内閣２（議院内閣制） 

7. 国会の主要な権限（立法権） 

8. 国会の内部組織（議院と議員） 

9. 内閣の主要な権限（行政権） 

10. 裁判所の地位と権限１（司法権の観念と限界） 

11. 裁判所の地位と権限２（司法の独立） 

12. 政治部門と裁判所（違憲審査制） 

13. 国と地方公共団体（地方自治） 

14. 象徴天皇制と平和主義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回目の授業で説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016 年、『憲法２統治・第６版』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX020／民法１（法学科１年次） 

(Civil Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法総則について基礎的な理解を得ることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法の第 1 編総則について，基礎的な講義を行います。「民法総則」とは，民法のうち，民法全体に共通するルールを定めた部

分を指します。講義の前半では，民法総則のうち，人や意思表示の問題を扱い，民法の基本を理解することを目指します。後半

では，意思表示と第三者の関係や代理の問題を扱い，発展的な内容にも取り組んでいきます。なお，この授業では，平成 29 年

の民法改正後の規定を対象として講義を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序説 

2. 自然人 

3. 成年後見 

4. 法律行為とは 

5. 意思表示（１） 

6. 意思表示（２） 

7. 意思表示（３） 

8. 契約の解釈 

9. 契約の内容 

10. 意思表示と第三者（１） 

11. 意思表示と第三者（２） 

12. 意思表示と第三者（３） 

13. 無効と取消し 

14. 中間テスト 

15. 代理とは 

16. 代理総論 

17. 無権代理（１） 

18. 無権代理（２） 

19. 表見代理（１） 

20. 表見代理（２） 

21. 法人総論 

22. 法人各論 

23. 権利能力なき社団 

24. 条件・期限 

25. 時効とは 

26. 時効障害 

27. 時効の援用 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，予習範囲を指示するので，教科書の該当部分を読んでから授業に臨んでください。また，授業の復習として，指定された判

例解説を読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト(20%)/中間テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田昌和・寺川永・吉永一行、2017、『民法総則（日評ベーシック・シリーズ）』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-80679-5) 

2. 原田昌和・秋山靖浩・山口敬介、2017、『民法 1 総則 判例 30! (＼START UP／)』、有斐閣 (ISBN:978-4641137820) 

授業には，平成 29 年民法改正に対応した六法を持参してください。 
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参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜授業形態＞ 

パワーポイントを使用した講義形式の授業です。毎回，レジュメを配布します。 

 

＜フィードバック＞ 

小テスト，中間テスト，筆記試験のフィードバックを Blackboard を通じて行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX021／民法１（その他） 

(Civil Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次以上，国際ビジネス法学科全学年，政治学科全学年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法総則についての基本的な理解を得ることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法は私人と私人の関係を規律する基本的な法律であり，これから学生諸君がさまざまな法領域を勉強するに際しても，しばし

ば民法に関する基礎的素養が必要となる。本講義では，その民法の学習の出発点として、民法総則（民法典第 1 編総則の部

分。第 1 条から第 169 条まで）を検討対象とする。 

 

民法 の世界では、私人と私人の関係を「人」と「物」と「行為」という 3 つのファクターに着目して規律している。この民法の基本的

な思考枠組を用いながら，民法総則が規律していることがらについて，具体的な問題を解決できるようになることが本講義の目標

である。できる限り分かりやすく，具体例を用いて授業を進める予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論１：民法とは何か，民法の思考枠組みなど 

2. 序論２：民法の歴史，民法総則の全体像など 

3. 第 1 章 契約の成立 

 第 1 節 合意の存在① 

4.  第 1 節 合意の存在② 

5.  第 2 節 合意の有効性 

 （その１：要件）①：錯誤 

6.  第 2 節 合意の有効性 

 （その１：要件）②：錯誤・詐欺・強迫 

7.  第 2 節 合意の有効性 

 （その１：要件）③：公序良俗 

8.  第 3 節 合意の有効性 

 （その２：効果）①：無効と取消 

9.  第 3 節 合意の有効性 

 （その２：効果）②：無効と取消 

10.  第 3 節 合意の有効性 

 （その２：効果）③：第三者保護 

11.  第 3 節 合意の有効性 

 （その２：効果）④：第三者保護 

12. 第 2 章 契約の効力 

 序 条件と期限， 第 1 節 契約内容の確定 

13.  第 2 節 債権の消滅① 

14.  第 2 節 債権の消滅② 

15. 第 3 章 契約の主体・客体 

 第 1 節 契約の主体：人の能力①：権利能力・意思能力 

16.  第 1 節 契約の主体：人の能力②：行為能力 

17.  第 1 節 契約の主体：人の能力③：行為能力 

18.  第 1 節 契約の主体：代理① 

19.  第 1 節 契約の主体：代理② 

20.  第 1 節 契約の主体：代理③ 

21.  第 1 節 契約の主体：代理④ 

22.  第 1 節 契約の主体：代理⑤ 

23.  第 1 節 契約の主体：法人① 

24.  第 1 節 契約の主体：法人② 

25.  第 1 節 契約の主体：法人③ 

26.  第 1 節 契約の主体：法人④ 

27.  第 1 節 契約の主体：法人⑤ 

 第 2 節 契約の客体①：物 
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28.  第 2 節 契約の客体②：物・取得時効 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習よりも，復習が重要であると考えている。 

コメントカードを用いたフィードバックを予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐久間毅・石田剛・山下純司・原田昌和、2018、『民法 I 総則 [第 2 版]』、有斐閣 

2. 原田昌和・秋山靖浩・山口敬介、2017、『判例 30！民法 1 総則』、有斐閣 (ISBN:464113782X) 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメを Blackboard 上に掲載する予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX022／民法２（法学科２年次） 

(Civil Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法の物権法の基礎を習得することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 物権法（民法 175 条～294 条）について基礎的な講義を行います。なお，担保物権法については，この講義では扱いません。 

 物権とは，人が物に対して持つ支配権のことをいいますが，それがどのような効力を有しているのか，また，どのように移転する

のかについて考えていきます。また，民法に定められた様々な物権が，どのような特徴を有しているのかについても解説を行いま

す。 

 講義のなかでは，これまで積み重ねられてきた判例の分析を重視します。判例の事案との関係で，少し難しい内容に踏み込む

こともありますので，毎回，講義の復習をして理解を深めてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物権とは何か 

2. 物権の効力 

3. 物権変動序説 

4. 不動産物権変動（１） 

5. 不動産物権変動（２） 

6. 不動産物権変動（３） 

7. 不動産物権変動（４） 

8. 動産物権変動（１） 

9. 動産物権変動（２） 

10. 所有権 

11. 共有・区分所有 

12. 用益物権 

13. 占有 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，予習範囲を指示するため，次回の講義までに教科書の該当部分を読んでおく必要があります。また，各講義で扱った判例

の解説を復習して，筆記試験に備えてください。なお，この講義は，「民法１」の内容を前提とするため，講義の復習をしておいてく

ださい。また，「民法１」を履修していない方は，民法総則の範囲を自習をしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐久間毅、2006、『民法の基礎＜２＞物権』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13451-5) 

2. 水津太郎・鳥山泰志・藤澤治奈、2017、『民法②物権 判例 30！』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13785-1) 

講義には六法を持参してください。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜授業形態＞ 

パワーポイントを用いた講義形式の授業です。毎回，レジュメを配布します。 

 

＜フィードバック＞ 

筆記試験に対するフィードバックを Blackboard を通じて行います。 
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注意事項（Notice） 
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■EX023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX023／民法３（法学科２年次） 

(Civil Law 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権法講義 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

債権総論と契約法に関して、基本的な知識を習得するとともに、その考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

債権とは何かを学び、債権が任意に履行される場合（弁済等）と債務不履行となる場合の処理について講義する。併せて、契約

法の総論部分（契約とは何か・契約の効力・解除）を学習する。その後、債権総論のうちの、多数当事者の債権債務関係、第三

者に対する効力・債権譲渡などを学び、最後に、契約各論を取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 債権の意義・目的 

2. 特定物債権・不特定物債権－種類債権の集中 

3. 債権の任意的実現（弁済） 

4. 受領遅滞・債権の強制的実現－履行の強制 

5. 債務不履行の基礎理論 

6. 債務不履行の要件 

7. 債務不履行の効果－損害賠償 

8. 契約の意義・契約自由の原則 

9. 情報提供義務 

10. 契約の成立 

11. 契約の効力－同時履行の抗弁・危険負担 

12. 契約解除の要件 

13. 契約解除の効果① 

14. 契約解除の効果② 

15. 瑕疵担保責任から契約不適合責任へ 

16. 契約責任法の国際的動向 

17. その他の売買に関する規定－手付など 

18. 債権者代位権 

19. 詐害行為取消権の要件 

20. 詐害行為取消権の効果 

21. 多数当事者の債権債務関係①－連帯債務 

22. 多数当事者の債権債務関係②－保証債務 

23. 債権譲渡①－譲渡禁止特約 

24. 債権譲渡②－対抗要件 

25. 債務引受・契約上の地位の移転 

26. 消費貸借 

27. 請負・委任 

28. 典型契約の意義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されているテキストの内容に沿った授業なので、必ず該当箇所を読んでおくこと（予習・復習）。また、レポート課題を出された

ときは、必ず提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート・出席状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野澤正充、2017、『セカンドステージ債権法Ⅰ契約法 第２版』、日本評論社 

2. 野澤正充、2017、『セカンドステージ債権法Ⅱ債権総論 第２版』、日本評論社 
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六法 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX024／民法４ 

(Civil Law 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
事務管理・不当利得・不法行為 

担当者名 

（Instructor） 
中原 太郎(NAKAHARA TARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不法行為・事務管理・不当利得に関し、全体の構造および個別法理の一般論を理解したうえで、 具体的な問題へのアプローチ

の方法をつかむ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、民法典第 3 編第 3〜5 章の事務管理・不当利得・不法行為を扱う。講義の前半 8割は、不法行為法に充てられる。

不法行為法は、民法典上の条文の数は少ないものの、様々な法 的紛争の解決において非常に重要な役割を果たす。しかし、

紛争事例の多様化に伴う理論的展開が激し い分野でもあり、初学者は全体像を見失いがちでもある。本講義では、全体の構造

に配慮しつつ、なる べく具体的に解説することを心がける。講義の後半 2 割は、事務管理法・不当利得法に充てられる。と りわ

け不当利得法は、物権法、契約法、民法総則などの既習分野に深くかかわり、財産法全体の総決算 としての意義を有する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不法行為法の意義と特徴 

2. 不法行為責任の要件①－総論、責任阻却事由 

3. 不法行為責任の要件②－故意・過失 

4. 不法行為責任の要件③－権利・利益侵害又は違法性（その 1） 

5. 不法行為責任の要件④－権利・利益侵害又は違法性（その 2） 

6. 不法行為責任の要件⑤－損害、因果関係 

7. 特殊不法行為責任①－他人の行為による不法行為責任 

8. 特殊不法行為責任②－物の作用による不法行為責任 

9. 不法行為責任の効果①－損害賠償請求主体、損害賠償の範囲等 

10. 不法行為責任の効果②－損害額の算定、非金銭的救済等 

11. 不法行為責任の特殊な態様①－賠償減額事由(過失相殺、損益相殺等) 

12. 不法行為責任の特殊な態様②－複数賠償義務者(共同不法行為等) /事務管理・不当利得①－総論 

13. 不当利得②－侵害利得、給付利得 

14. 不当利得③－特殊な給付利得、多数当事者型の不当利得 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は、十分な予習・復習を行うことが求められる。 

予習・復習を怠る者の単位取得は極めて困難である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉村良一、2017、『不法行為法〔第 5 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641137646) 

2. 潮見佳男、2017、『基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得〔第 3 版〕』、新世社 (ISBN:978-4883842285) 

3. 瀬川信久＝内田貴、2008、『民法判例集債権各論〔第 3 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641134959) 

 

参考文献（Readings） 

1. 潮見佳男、2017、『基本講義債権各論Ⅱ不法行為法〔第 3 版〕』、新世社 (ISBN:978-4883842681) 

2. 橋本佳幸＝大久保邦彦＝小池泰、2011、『民法Ⅴ事務管理・不当利得・不法行為』、有斐閣 (ISBN:978-4641179165) 

3. 窪田充見＝森田宏樹、2018、『民法判例百選Ⅱ〔第 8 版〕』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

開講前の予習として、道垣内弘人『リーガルベイシス民法入門〔第 2 版〕』(日本経済新聞出版社、2017 年)の 該当箇所を読んで

おくとよい。 
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注意事項（Notice） 
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■EX025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX025／民法５ 

(Civil Law 5) 

担当者名 

（Instructor） 
角 紀代恵(KADO KIYOE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

親族・相続法についての基本的理解を得る。   

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義は、講学上、親族・相続法とよばれる民法典第４編、第５編（７２５条～１０４４条）を対象とする。 

 現在、少子化、高齢化、離婚の増加、婚姻を望まないカップルの増加、生殖補助医療の進歩等々、家族をめぐる状況は、大きく

変化している。このような変化を背景に、法律上、さまざまな問題が生じているとともに、最高裁は立て続けに新判決を出してい

る。これら新しい問題を理解するためには、民法の基本構造の理解が不可欠である。本講義では、親族・相続法の基本的な骨組

みを解説し、その全体像に迫りたい。  なお、現在、法制審議会では、相続法の改正作業が進行中である。改正法の成立時期は

未定であるが、適宜、改正についても触れたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 親族法総説 

2. 婚姻（１） 

3. 婚姻（２） 

4. 婚姻（３） 

5. 離婚（１） 

6. 離婚（２） 

7. 非婚カップル 

8. 親子（１） 

9. 親子（２） 

10. 親子（３） 

11. 親権（１） 

12. 親権（２） 

13. 後見・保佐・補助 

14. 扶養 

15. 相続法総説 

16. 相続人 

17. 相続分（１） 

18. 相続分（２） 

19. 相続の効果（１） 

20. 相続の効果（２） 

21. 相続の承認・放棄 

22. 遺産分割（１） 

23. 遺産分割（２） 

24. 相続と登記 

25. 遺言（１） 

26. 遺言（２） 

27. 相続回復請求権 遺留分（１） 

28. 遺留分（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の前には、教科書の該当箇所を読んでくること。 

講義の後には、復習すること。特に、講義で言及された 

判決については、必ず、判例百選を読むこと。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 高橋朋子・床谷文雄・棚村政行、2017、『民法７ 親族・相続（第 5 版）』、有斐閣 

2. 水野紀子・大村敦志編、2018、『民法判例百選Ⅲ（第二版）』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 窪田充見、2017、『家族法―ー民法を学ぶ（第 3 版）』、有斐閣 

2. 幡野弘樹・青竹美佳・金子敬明、2017、『民法 5 親族・相続判例 30! (＼START UP/)』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX026／民法２（その他） 

(Civil Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
鳥山 泰志(TORIYAMA YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科３年次以上，国際ビジネス法学科２年次以上，政治学科２年次以上 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法 第 2 編 物権 のうち、第 1 章から第 6 章が規定する事柄の基本的な知識を修得し、法的な思考力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法が規定する制度やその趣旨、裁判上の運用実態（判例）を中心に講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物権とは（イントロダクション） 

2. 物権的請求権 

3. 物権変動①――物権変動の意義・176 条 

4. 物権変動②――不動産登記の概要・177 条の効果 

5. 物権変動③――177 条の要件その 1（登記を要する物権変動の総論的問題・第三者の意義） 

6. 物権変動④――177 条の要件その 2（登記を要する物権変動の個別的問題） 

7. 物権変動⑤――177 条の要件その 3（登記を要する物権変動の個別的問題の続き） 

8. 物権変動⑥――動産物権変動 

9. 所有権①――所有権の意義とその取得 

10. 所有権②――共有（含む、区分所有） 

11. 用益物権 

12. 占有権①――占有権の要件 

13. 占有権②――占有権の効力 

14. 総括――物権法の社会的意義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回に紹介する本につき、事前に指定した（初回を除く）ページをあらかじめ読んでおくこと。また、民法 1 に関する知識が不十分

である者は、その復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水津太郎ほか、2017、『判例 30 民法 2 物権』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13785-1) 

いわゆる「教科書」は指定しません。初回に示す本のリストから自分にあった本を選んでください。なお、ここで挙げた判例集を通

じて判例を勉強するので、これは全員が入手しておいてください。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX027／民法３（その他） 

(Civil Law 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権総論・契約法の解説 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科３年次以上，国際ビジネス法学科２年次以上，政治学科２年次以上 

 

授業の目標（Course Objectives） 

債権総論・契約法について，基本的な理解を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法典の第三編「債権」のうち，事務管理・不当利得・不法行為を除いた部分，いわゆる債権総論（ただし多数当事者の債権関

係，弁済による代位，相殺を除く）と契約法の分野を扱う。解説すべき事柄が極めて多い一方で，講義時間が限られているので，

必ずしもすべての問題点に触れることはできないが，レジュメやパワーポイントを用いて，具体的なイメージを大切にしながら解説

したい。なお、改正民法（債権関係）の施行が 2020 年 4 月 1 日になったことから、講義内容は改正法に基づいて行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 債権の意義、契約の成立、特定物債権と種類債権 

2. 金銭債権，利息債権，債権の効力、弁済１ 

3. 強制履行と債務不履行の諸類型 

4. 損害賠償１ 

5. 損害賠償２ 

6. 損害賠償３ 

7. 契約の解除１ 

8. 契約の解除２ 

9. 危険負担 

10. 債権譲渡１ 

11. 債権譲渡２ 

12. 債務引受，弁済２ 

13. 受領遅滞 

14. 代物弁済，供託，更改，免除，混同 

15. 契約の意義，成立 

16. 契約の効力１ 

17. 契約の効力２ 

18. 贈与，売買１ 

19. 売買２ 

20. 売買３ 

21. 消費貸借，使用貸借 

22. 賃貸借１ 

23. 賃貸借２ 

24. 雇用，請負 

25. 委任，寄託 

26. 組合，和解 

27. 債権者代位権 

28. 詐害行為取消権 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

民法１を履修済みか、並行して履修中であることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松井和彦、岡本裕樹、都筑満雄、2018、『日評 NBSシリーズ 契約法』、日本評論社 

2. 松尾弘・古積健三郎・松井和彦・原田昌和、2018 予、『ハイブリッド民法３ 債権総論（第 2 版）』、法律文化社 
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2018 年 7 月 19 日付 変更（変更理由：テキスト追加のため） 

『ハイブリッド民法３ 債権総論（第 2 版）』の追加 

【変更以前の記載内容】 

債権総論の教科書については、講義開始までに指示する。 

 

 

参考文献（Readings） 

1. 田高寛貴他、2017、『民法３債権総論 判例 30！』、有斐閣 (ISBN:9784641137776) 

2. 中原太郎他、2017、『民法４債権各論 判例 30！』、有斐閣 (ISBN:9784641137790) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義レジュメは，授業で配布するほか，ブラックボードにアップする。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 28 - 

■EX033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX033／刑法各論（法学科１年次） 

(Criminal Law:Specific Part) 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑法全体についての大まかなものの見方を学びつつ、刑法各論における個別の犯罪成立要件やその背後にある発想などを理

解できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

法学部に入学した直後から開始される本科目では、刑法全体についての大まかな見取り図を示すとともに、刑法各論における個

別の犯罪について、体系的に、かつ具体的に学ぶことができるような授業を行う。例えば、殺人罪といった犯罪一つをとっても、

「人」とは何か、堕胎罪で保護されている「胎児」は「人」ではないのか、といった非常に難しい問題が潜んでいる。こういった様々

な問題について、判例をベースに検討を加えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法全体の大まかな枠組み（１） 

2. 刑法全体の大まかな枠組み（２） 

3. 刑法全体の大まかな枠組み（３） 

4. 刑法全体の大まかな枠組み（４） 

5. 刑法各論総説・生命に対する罪（１） 

6. 生命に対する罪（２） 

7. 身体に対する罪 

8. 自由に対する罪（１） 

9. 自由に対する罪（２） 

10. 住居に対する罪 

11. 名誉に対する罪 

12. 業務に対する罪 

13. 財産犯総説 

14. 窃盗罪 

15. 強盗罪（１） 

16. 強盗罪（２）（恐喝罪を含む） 

17. 詐欺罪（１） 

18. 詐欺罪（２） 

19. 横領罪 

20. 背任罪 

21. 盗品等関与罪・器物損壊罪 

22. 放火罪を中心とした公共危険罪 

23. 文書偽造罪（１） 

24. 文書偽造罪（２） 

25. 公務執行妨害罪 

26. 司法に対する罪 

27. 収賄罪 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業は、多くの判例・裁判例を扱うため、講義において適宜、予習すべき範囲を指定する。また、復習問題を出すことで、復

習すべき範囲・内容についても適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山口厚、2015 年、『刑法［第 3 版］』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13908-4) 

2. 西田典之ほか、2018 年、『判例刑法各論［第 7 版］』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13930-5) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献については、授業において適宜指示することがある。また、新たな重要判例・裁判例などが出された場合には、随時授

業の内容を変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX034／刑法各論（その他） 

(Criminal Law:Specific Part) 

担当者名 

（Instructor） 
鎮目 征樹(SHIZUME MOTOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次以上，国際ビジネス法学科全学年，政治学科全学年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・法学に関する基礎的素養を身につけるべく，刑法学に関する基本的な理解を得る。 

・わが国において、どのような犯罪が、どのような理由に基づいて、どの範囲で処罰されているのかについて理解し，さらに，新し

い犯罪現象について、立法でどのように対応すべきかについて考えることができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

刑法典が定める各犯罪類型について、その処罰の根拠となる法益侵害の内実と、その犯罪固有の成立要件について概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 講義の進め方，刑法典各則の歴史 

2. 生命に対する罪（１）：殺人罪，堕胎罪 

3. 生命に対する罪（２）：遺棄罪 

4. 身体に対する罪（１）：暴行罪，傷害罪 

5. 身体に対する罪（２）：凶器準備集合罪，過失致死傷罪 

6. 自由に対する罪（１）：脅迫・強要罪，逮捕・監禁罪 

7. 自由に対する罪（２）：略取・誘拐罪，性的自由に対する罪 

8. 自由に対する罪（３）：住居侵入罪 

9. 人格的法益に対する罪：秘密に対する罪，名誉に対する罪 

10. 信用および業務に対する罪 

11. 財産に対する罪（１）：財産犯総説・窃盗罪① 

12. 財産に対する罪（２）：窃盗罪② 

13. 財産に対する罪（３）：強盗罪① 

14. 財産に対する罪（４）：強盗罪② 

15. 財産に対する罪（５）：詐欺罪・恐喝罪 

16. 財産に対する罪（６）：横領罪 

17. 財産に対する罪（７）：背任罪 

18. 財産に対する罪（８）：盗品等関与罪 

19. 財産に対する罪（９）：毀棄・隠匿罪 

20. 公共危険罪：放火罪 

21. 取引等の安全に対する罪（１）：総説，通貨偽造罪 

22. 取引等の安全に対する罪（２）：文書偽造罪① 

23. 取引等の安全に対する罪（３）：文書偽造罪② 

24. 取引等の安全に対する罪（４）：有価証券偽造罪，支払用カード電磁的記録に関する罪 

25. 風俗に対する罪：わいせつ罪 

26. 国家の作用に対する罪（１）：公務執行妨害罪，犯人蔵匿および証拠隠滅の罪 

27. 国家の作用に対する罪（２）：偽証罪，虚偽告訴罪 

28. 国家の作用に対する罪（３）：職権濫用罪・賄賂罪 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う内容について，テキストの該当部分を熟読する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西田典之・橋爪隆、2018、『刑法各論〔第 7 版〕』、弘文堂 (ISBN:9784335304798) 

2. 西田典之・山口厚・佐伯仁志・橋爪隆、2018、『判例刑法各論〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13930-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口厚、2015、『刑法〔第３版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641139084) 



 - 31 - 

2. 山口厚・佐伯仁志、2014、『刑法判例百選 2 各論(第 7 版)』、有斐閣 (ISBN:9784641115217) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の際，レジュメを配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX035／刑法総論（法学科２年次） 

(Criminal Law:General Part) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

複数の犯罪に共通する成立要件，いわゆる刑法総論を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

刑法総論とは，複数の犯罪に共通する成立・阻却要件，たとえば、因果関係や結果，正当防衛，責任能力などを扱う分野です。

個々の犯罪に固有の成立要件を扱う刑法各論と対置される分野です。 

共通項を抽出して扱うという性質上，話が抽象的になりがちなので，そのために刑法が嫌いになってしまう人も多いようです。この

講義ではそのようなことにならないよう，なるべく多くの具体的な事例をあげながら分かりやすく説明していきたいと思います。たと

えば、因果関係を論ずる際には次のような事例があげられます。 

「ＸはＡを殺害しようと考え，その心臓をめがけてピストルを発射した。はたして、弾はそれてＡの腕をかすめるにとどまった。しか

し，実はＡは血が固まらないという特殊な病気にかかっていたため，そのまま失血死してしまった。」 

さて，Ｘは何罪に問われるでしょう。殺人罪まで成立するでしょうか，それとも殺人未遂罪にとどまるのでしょうか。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法の基本原理 

2. 構成要件論１ 

3. 構成要件論２ 

4. 構成要件論３ 

5. 構成要件論４ 

6. 故意論１ 

7. 故意論２ 

8. 故意論３ 

9. 過失論１ 

10. 過失論２ 

11. 過失論３ 

12. 違法性阻却論１ 

13. 違法性阻却論２ 

14. 違法性阻却論３ 

15. 違法性阻却論４ 

16. 責任論１ 

17. 責任論２ 

18. 責任論３ 

19. 未遂犯論１ 

20. 未遂犯論２ 

21. 未遂犯論３ 

22. 共犯論１ 

23. 共犯論２ 

24. 共犯論３ 

25. 共犯論４ 

26. 共犯論５ 

27. 罪数論 

28. 刑法の適用範囲・刑罰論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された教科書および判例集を事前に必ず読んでくること。講義はそのことを前提に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 小林憲太郎、2014、『刑法総論』、新世社 (ISBN:978-4883842155) 

2. 小林憲太郎、2015、『重要判例集 刑法総論』、新世社 (ISBN:978-4-88384-227-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林憲太郎、2016、『ライブ講義刑法入門』、新世社 (ISBN:978-4-88384-246-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX036／刑法総論（その他） 

(Criminal Law:General Part) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科３年次以上，国際ビジネス法学科２年次以上，政治学科２年次以上 

 

授業の目標（Course Objectives） 

複数の犯罪に共通する成立要件，いわゆる刑法総論を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

刑法総論とは，複数の犯罪に共通する成立・阻却要件，たとえば、因果関係や結果，正当防衛，責任能力などを扱う分野です。

個々の犯罪に固有の成立要件を扱う刑法各論と対置される分野です。 

共通項を抽出して扱うという性質上，話が抽象的になりがちなので，そのために刑法が嫌いになってしまう人も多いようです。この

講義ではそのようなことにならないよう，なるべく多くの具体的な事例をあげながら分かりやすく説明していきたいと思います。たと

えば、因果関係を論ずる際には次のような事例があげられます。 

「ＸはＡを殺害しようと考え，その心臓をめがけてピストルを発射した。はたして、弾はそれてＡの腕をかすめるにとどまった。しか

し，実はＡは血が固まらないという特殊な病気にかかっていたため，そのまま失血死してしまった。」 

さて，Ｘは何罪に問われるでしょう。殺人罪まで成立するでしょうか，それとも殺人未遂罪にとどまるのでしょうか。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法の基本原理 

2. 構成要件論１ 

3. 構成要件論２ 

4. 構成要件論３ 

5. 構成要件論４ 

6. 故意論１ 

7. 故意論２ 

8. 故意論３ 

9. 過失論１ 

10. 過失論２ 

11. 過失論３ 

12. 違法性阻却論１ 

13. 違法性阻却論２ 

14. 違法性阻却論３ 

15. 違法性阻却論４ 

16. 責任論１ 

17. 責任論２ 

18. 責任論３ 

19. 未遂犯論１ 

20. 未遂犯論２ 

21. 未遂犯論３ 

22. 共犯論１ 

23. 共犯論２ 

24. 共犯論３ 

25. 共犯論４ 

26. 共犯論５ 

27. 罪数論 

28. 刑法の適用範囲・刑罰論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された教科書および判例集を事前に必ず読んでくること。講義はそのことを前提に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 小林憲太郎、2014、『刑法総論』、新世社 (ISBN:978-4883842155) 

2. 小林憲太郎、2015、『重要判例集 刑法総論』、新世社 (ISBN:978-4-88384-227-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林憲太郎、2016、『ライブ講義刑法入門』、新世社 (ISBN:978-4-88384-246-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX041／商法１ 

(Commercial Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社法 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我が国の会社法，主に株式会社に関する法を概観する。株式会社をめぐる関係者の利害得失を見極めるとともに、経営組織の

あり方に関する近年の潮流を俯瞰することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会社法，特に株式会社法を中心に講義する。平成１７年に商法典から独立する形で成立した「会社法」は、日本経済の激動と経

済のグローバル化の影響を受け、あるいは社会的に注目を浴びた経済事件などに対処するべく、現在も形を変え続けている。ど

のような会社経営のシステムがわが国に適合的であるか、たとえば近年存在感を増す社外取締役の実効性などを考える際，法

の建前と現実の株式会社との乖離の原因の分析等，様々な観点からの検証が必要である。 

授業はおおむね講義形式であるが、Blackboardを利用した小テストも行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業ないし企業取引の特色 

2. 会社法とは何か 

3. 株式会社の運営  

4. 株式と株主 

5. 株主総会(1) 

6. 株主総会(2) 

7. 会社の業務執行 

8. 取締役会の役割 

9. 取締役の義務(1) 

10. 取締役の義務(2) 

11. 取締役の責任 

12. 代表訴訟 

13. 取締役の第三者に対する責任 

14. 会計参与・会計監査人・監査役 

15. 指名委員会等設置会社と社外取締役 

16. 監査等委員会設置会社と平成 26 年改正 

17. 株式の種類と内容 

18. 株式の譲渡と証券市場 

19. 会社の利益と計算 

20. 自己株式の取得 

21. 企業金融―株式の発行 

22. 企業金融―社債・新株予約権 

23. 会社の設立 

24. 企業再編と M&A 

25. 買収と買収防衛 

26. 株式会社と債権者 

27. 会社の清算 

28. 総括―会社法総則 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

株式会社に関わる新聞記事・広告・ニュースなどに関心を持ち、その都度調べ、法制度とのつながりを理解すること。 

重要な判例の解説を読んでおくこと。 

Blackboard を利用した小テストを行うので、授業中の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/小テスト(10%) 
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授業への積極的な参加を平常点として評価する場合がある 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩原紳作ほか、2016、『会社法判例百選（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115309) 

2. 高橋美加・笠原武朗・久保大作・久保田安彦、2016、『会社法』、弘文堂 (ISBN:9784335356148) 

授業開始前に新版が出版された場合は新しいものを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

開講時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX042／商法２ 

(Commercial Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、どのような点にわが国の商取引の特徴があり、そこでどのような法律問題が生じているのか等について理解し、考

察する力を涵養することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義で扱われるべき具体的な法文としては、商法及び会社法に規定された総則規定、商法に規定された商行為規定、そして

民法や手形法等に規定された支払・決済手段に関する規定がある。もっとも、現実の商取引ではこれらの規定がそのまま用いら

れることは必ずしも多くない。そこで本講義では、実際の企業による契約実務、あるいは判例の事例等を素材として、実際に問題

となる法律の規定を取り上げ、その解釈も含め、説明を加えていくこととしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ０．はじめに――オリエンテーション 

2. １．商取引の諸類型（１）：商流にかかる取引①―商人間売買：契約の成立 

3. １．商取引の諸類型（１）：商流にかかる取引②―商人間売買：契約の履行 

4. １．商取引の諸類型（１）：商流にかかる取引③―商人間売買：契約不履行時の処理等 

5. １．商取引の諸類型（１）：商流にかかる取引④―委託販売：代理商等を通じた契約 

6. １．商取引の諸類型（１）：商流にかかる取引⑤―委託販売：仲立人を通じた契約 

7. １．商取引の諸類型（１）：商流にかかる取引⑥―委託販売：問屋を通じた契約 

8. ２．商取引の諸類型（２）：物流にかかる取引①―運送契約 

9. ２．商取引の諸類型（２）：物流にかかる取引②―倉庫寄託契約 

10. ２．商取引の諸類型（２）：物流にかかる取引③―場屋営業者への寄託 

11. ３．商取引の主体：商人 ①営業 

12. ３．商取引の主体：商人 ②商号 

13. ３．商取引の主体：商人 ③商業登記 

14. ４．商法総論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に次回の授業内容に対応する教科書の該当部分を読み、また事前に提示する演習問題を解いたうえで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

授業中の発言の内容等を筆記試験の結果に加味する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 落合誠一ほか、2013、『商法Ⅰ――総則・商行為〔第５版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15944-0) 

2. 江頭憲治郎＝山下友信編、2008、『商法（総則・商行為）判例百選〔第５版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11494-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX043／商法３ 

(Commercial Law 3) 

担当者名 

（Instructor） 
伊沢 和平(IZAWA WAHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

保険契約を規律する法の特殊性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

保険法，主として保険契約法を講義する。保険制度は，様々な経済的不利益を被る危険にさらされている我々にとって必要なも

のであるが，保険契約は，他の契約と比較して我々の通常の感覚とずれていることが多く，保険金の支払いなどをめぐって，不満

などよく見聞きするところでもある。このずれは，保険契約が，保険の技術性，保険制度の反社会的利用の防止等々の理由で，

そうならざるをえない側面を持つことによるのではあるが，講義では，これらの理由がどれだけ納得のいくものであるのか検討し

てみたいと思っている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 保険法総論 

2. 保険法の基礎理論１ 

3. 保険法の基礎理論２ 

4. 損害保険契約１：損害保険契約の内容 

5. 損害保険契約２：損害保険契約の成立 

6. 損害保険契約３：損害保険関係の変動 

7. 損害保険契約４：損害保険事故の発生１ 

8. 損害保険契約５：損害保険事故の発生２ 

9. 生命保険契約１：生命保険契約の内容 

10. 生命保険契約２：生命保険契約の成立 

11. 生命保険契約３：生命保険関係の変動 

12. 生命保険契約４：生命保険事故の発生１ 

13. 生命保険契約５：生命保険事故の発生２ 

14. 傷害・疾病保険契約 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指定するテキスト・判例等を予習して出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

山下友信・竹濱修・洲崎博史・山本哲生著『保険法（第３版補訂版）』（有斐閣） 

 

参考文献（Readings） 

山下友信他編『保険法判例百選』（有斐閣） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX053／民事訴訟法 

(Civil Procedure) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法（判決手続）の解説 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 民事手続法・制度の根幹をなす狭義の民事訴訟法（判決手続）についての基礎的理解を確立し、民事訴訟によって紛争が解決

されていく流れを理解したうえで、その過程で生じ得る諸問題に対して、条文および基本的な道具概念の正確な理解を出発点と

した論理的なアプローチによって解決を与えることができるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、「民事訴訟法」という法律が規律する民事訴訟（判決手続）について解説する。 

 授業は原則として講義形式で行われるが、実定法の理解は、授業で聞いたその時になんとなく理解できたというのでは不十分

であり、現実に生じうる問題を、学びとったルールの体系を適用して解決することができるだけの、言ってみれば「使用に耐える」

レベルの理解が求められる。そのため、一部双方向な学習を交える予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・民事訴訟の世界１ 

2. 民事訴訟の世界２ 

3. 訴訟手続の開始ー訴え１ 

4. 訴え２ 

5. 裁判所 

6. 当事者１ 

7. 当事者２ 

8. 訴訟の審理ー審理の対象１ 

9. 審理の対象２ 

10. 審理の過程１ 

11. 審理の過程２ 

12. 証明１ 

13. 証明２ 

14. 証明３ 

15. 訴訟の終了ー総説 

16. 当事者の行為による訴訟の終了 

17. 終局判決とその効力１ 

18. 終局判決とその効力２ 

19. 終局判決とその効力３ 

20. その他の裁判 

21. 複雑な訴訟形態ー請求の複数／複数請求訴訟 

22. 多数当事者訴訟１ 

23. 多数当事者訴訟２ 

24. 多数当事者訴訟３ 

25. 上訴と再審 

26. 簡略な手続 

27. 復習ー事例問題１ 

28. 復習ー事例問題２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・ リズムは各人次第（予習として・復習として・少しずつ・連休等で一気に、など）であるが、期末試験までに、教科書を必ず一度

は通読すること。 

・ 実定法科目は全てそうであるが、民事訴訟法の学習においても、判例は重要である。講義中に言及されたが詳しくは紹介され

なかった判例については、必ず読んでみること（百選に載っていない判例については何らかの形で配布する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上原敏夫ほか、2017、『民事訴訟法（第 7 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15946-4) 

2. 高橋宏志ほか、2015、『民事訴訟法判例百選 第 5 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11527-9) 

「民事訴訟法」および「民事訴訟規則」が全文掲載されている最新の六法を毎回持参すること。 

 

2018 年 7 月 30 日付変更（変更理由：テキスト変更のため） 

【変更以前の記載内容】 

著者名『高橋宏志ほか』書籍名『民事訴訟法判例百選（第４版）』 

出版社『有斐閣』出版年『2010』ISBN『978-4-641-11501-9』 

 

参考文献（Readings） 

初回授業等において指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

紙の資料は配布しない。講義資料は blackboard 等を通じて電子的に配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX058 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX058／倒産法 

(Bankruptcy Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
なぜ倒産を勉強しないのか？債権の実現と紛争処理を学習する 

担当者名 

（Instructor） 
金子 宏直(KANEKO HIRONAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

倒産手続法(民事再生法，破産法，会社更生法）の基本的な理論，社会的機能について学習する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

倒産手続は，自然人に関しては経済的破綻から再生を行うこと，法人に関しては債権債務を清算・整理調整して法人に帰属して

いた経済および人的資源を再活用する手続という経済的な機能をもつ非常に面白い手続法である。 

倒産は債務不履行の典型的な状況なので，適宜民法の債権法も学習するとより効果的である。 

将来金融機関で働く予定の学生は履修するとよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 倒産のない世界 

2. 権利の実現・義務の履行 

3. 破産手続の原則とその目的 

4. 破産債権者などの権利 

5. 破産手続の仕組み 

6. 破産実体法１（民法との関係） 

7. 破産実体法２（民法との関係） 

8. 免責手続（債務者は救われるのか） 

9. 消費者倒産（経済状況の変化と消費者の倒産） 

10. 再生型手続１（民事再生手続） 

11. 再生型手続２（民事再生手続の特則、会社更生手続） 

12. 特殊な倒産手続（金融機関の倒産等） 

13. 倒産 ADR（特定調停、クレジットカウンセリング） 

14. 国際倒産 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

手書きのノートを作成して、教科書や参考図書を見ながら復習をするように習慣づけてほしい。倒産法は経済と関係するので経

済関係の新聞報道等にも普段から目を通しておくと理解の手助けになる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/講義の課題(10%) 

2018 年 4 月 25 日付 変更（変更理由：誤記訂正）備考欄削除    【変更以前の記載内容】条文を参照するので小型の六法を

持ってきてほしい 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本和彦、『倒産処理法』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤眞、『破産法・民事再生法』、有斐閣 

2. 『倒産法判例百選』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX059 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX059／民事執行・保全法 

(Civil Execution Law and Civil Provisional Remedies Law) 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事執行（法／手続）・民事保全（法／手続）について，基礎となる理論的体系に基づいて全体を把握することができ，これらの過

程において生じる問題に合理的解決を与えることができるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私法上の権利は，たとえ民事訴訟（判決手続）でその存在を確定されたとしても，それだけでは「絵に描いた餅」にとどまる。この

講義では，私法上の権利が現実に実現される（「お金を払え」という権利であれば、それに基づいて本当にお金が手に入る）ため

の仕組みである民事執行手続およびこれを規律する民事執行法の概要を解説する。さらには，判決手続・民事執行手続に要す

る時間のために権利の実効性が失われないよう用意されている仮の救済の仕組みである民事保全手続およびこれを規律する

民事保全法についても解説する。 

 なお民事執行手続・民事保全手続は，民法等の実体法が認め，さらには民事訴訟（判決手続）等によってその存在を確定され

た権利を具体的に実現するための手続である。したがってこれらを理解するためには，民法（とくに財産法）・民事訴訟法の基礎

的事項の理解が不可欠となる。逆に言えば、民事執行・保全法の理解は、民法をより深く、正確に理解する助けになるということ

でもあるから、臆せず挑戦してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・総論 

2. 民事執行１（不動産執行ー債務名義） 

3. 民事執行２（不動産執行ー執行文） 

4. 民事執行３（不動産執行ー差押え・異議） 

5. 民事執行４（不動産執行ー換価・配当） 

6. 民事執行５（動産執行・債権等執行） 

7. 民事執行６（非金銭執行・財産開示） 

8. 民事執行７（担保権実行１） 

9. 民事執行８（担保権実行２） 

10. 民事執行９（担保権実行３・形式競売） 

11. 民事保全１（総論１） 

12. 民事保全２（総論２） 

13. 民事保全３（仮差押） 

14. 民事保全４（係争物仮処分・仮地位仮処分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・ ペースは任せるが、期末試験までに教科書を通読すること。 

・ 授業で言及された判例は、各自で読んでみること。身につけた法律の知識を使って問題を解決するという能力（期末試験でお

そらく問われる）を培うには、判例の事案を読んで自分なりにいかなる結論が望ましいかを考え、それから判旨・解説を読んで自

分の考えと照らし合わせてみることが推奨される。 

・ 民法、とくに債権総論・担保物権法の理解に自信のないものは、薄いものでもよいので、これらの教科書に、夏休み中にでも

（再）挑戦してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦、2017、『民事執行・保全法（第 5 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641220850) 

2. 上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦、2012、『民事執行・保全判例百選(第２版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641115088) 

民事執行法・民事保全法および民事執行規則・民事保全規則が収録（「規則」は抄録でもよい）されている六法を毎回持参するこ

と。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

紙の資料は配布しない。講義資料は blackboard 等を通じて電子的に配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX060 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX060／刑事訴訟法 

(Criminal Procedure) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑事手続の現実の姿と仕組みを知り，刑事手続法を支える基本的な思考を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
笹倉 宏紀(SASAKURA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 犯罪があると思料されるとき（その疑いがあるとき）に犯罪の存否を証拠に基づいて確認し，犯人を処罰するための一連の手続

を「刑事手続」といい，この刑事手続を規律する法を刑事手続法（あるいは刑事訴訟法）という。本科目は，（1）刑事手続の実態や

手続が作動する基本的な仕組みを知ること，（2）刑事手続法の基礎にある発想や思考様式を理解すること，そして（3）それが世

間の常識とずれている場合には，法律家がなぜ「非常識」と思われる思考を採るのかについて自分なりに説明することができるよ

うになること――を到達目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 おおむね手続の流れに従い，手続が作動する仕組みやそれを支える基本的な発想を講じた上で，手続の過程で生ずる主要な

法的問題を順次検討する。その際，次の 3 つの点をポイントとする。 

 1）刑事手続の現実の姿を理解してもらうこと（エンタテインメントの世界で描かれる刑事手続の姿は，たいてい間違っている）。 

 2）刑事手続法に特徴的な思考を理解してもらうこと。刑事手続は，その過程においても（例えば，逮捕・勾留，捜査・差押え）そ

の帰結としても（刑罰）対象となる者の権利利益を直截かつ強烈に侵害する。しかもそれは，例外的に生じる異常事態ではなく，

生理現象として日々生じる常態である（「権利侵害性」）。その上，手続の過程における権利侵害は，確実な事実に基づいてでは

なく「疑い」に基づいて行うことが許され，仮に誤認に基づく権利侵害であったと後になってわかったとしてもだからといって遡って

それが違法とされることはない。なぜなら，何が起こったのか，誰がやったのかが正確にはわからないからこそ，それを調べるた

めに手続を動かす以上，手続が進行している途中で見えてきた「事実」を確定的なものと考えるのは矛盾だからである（「事実の

仮設性」。つまり，刑事手続法では常に間違っている可能性があるという前提で物事を考える）。 

 このように一定の誤差を明示的に許容しつつ強烈な権利侵害を許す制度設計がされているのは，刑事手続が刑法の実現とい

う重大な公益の実現を目的としているからであるが，その結果として，刑事手続では，対象となる者と国家とが直接対峙し，個人

の権利と国家の利益とが鋭敏に対立する。このことを反映して，刑事手続法は，法的な感覚や法的な思考の力が最も強く試され

る法領域である。しかも，刑事手続法の基礎にある感覚や思考は，時として，世間の「常識」とズレている。そのズレは，実態に関

する単純な誤解（上記 1））に由来するところも大きいが，それだけではなく，刑事手続法が上記のような強烈な利害対立の状況を

適切に統御しようとする法的な色彩の極めて強い領域であることに由来するものでもあり，それが刑事手続法の特色である。 

 3）刑事手続法は，大量に生起する犯罪事件を対象とするプロの仕事を規律する法であるので技術的色彩が強い（「大量性」，

「技術性」）。そして，刑事手続法に特徴的な思考（上記 2））が，手続の仕組みとして具体化されているところに刑事手続法の面白

さがある。技術の細部に立ち入ることは避けるが，基本的思考と手続の具体的仕組みの間を往復する解釈論のダイナミズムを知

ってもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑事訴訟法の基本的思考・法源・刑事手続の流れ 

※ 1 日に 2 回分の講義を行うことに注意。90 分×2 コマ＝180分連続の授業であるので，時間割にかかわらず，1 時間ご

とに適宜休憩を設け，1 日の講義を 3 ユニットで構成する予定である。 

2. 任意捜査と強制捜査 

3. 捜査の端緒，行政警察活動と捜査（1） 

4. 行政警察活動と捜査（2） 

5. 任意捜査各説（1） 

6. 任意捜査各説（2）／逮捕・勾留（1） 

7. 逮捕・勾留（2） 

8. 被疑者の取調べ，自己負罪拒否特権 

9. 自白（1）――自白法則 

10. 自白（2）――補強法則，共犯者をめぐる諸問題 

11. 令状による捜索・差押え・検証（1） 

12. 令状による捜索・差押え・検証（2） 

13. 令状によらない捜索・差押え・検証，通信傍受・強制採尿 

14. 違法収集証拠 

15. 被疑者の防御 

16. 弁護人の援助を受ける権利 

17. 弁護人の援助を受ける権利 
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18. 捜査の終結と公訴の提起 

19. 審判の対象（1）――訴因の特定 

20. 審判の対象（2）――訴因変更（1） 

21. 審判の対象（3）――訴因変更（2） 

22. 公判手続 

23. 証拠総説 

24. 証拠の関連性 

25. 伝聞法則（1）――伝聞証拠の意義 

26. 伝聞法則（2）――伝聞例外（1） 

27. 伝聞法則（3）――伝聞例外（2） 

28. 公判の裁判／上訴・非常救済手続 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 1．教科書の該当箇所と判例は事前にざっと読んでおくことが望ましい。 

 2．自習課題として，裁判所に法廷傍聴に出かけてもらいたい。刑事裁判の過程（公判手続）を自らの目で観察することは，教科

書や授業で得る知識と現実を結び付け，理解を深める上できわめて有効である。百聞は一見に如かず。同様の趣旨で，複数の

テレビ局が番組改編期に放送する「警察 24 時」（警察の活動を伝える 2 時間前後のドキュメンタリー番組。実際の番組タイトルは

局により異なる）の視聴も有益である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三井誠・酒巻匡、2017、『入門刑事手続法〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641139244) 

2. 井上正仁ほか（編）、2017、『刑事訴訟法判例百選〔第 10 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641115323) 

注 いずれも初日の講義から参照する予定である。とりわけ『刑事訴訟法判例百選』は，初日の授業の後半では必須である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田宮裕、1996、『刑事訴訟法〔新版〕』、有斐閣 (ISBN:4-641-04152-0) 

2. 井上正仁・酒巻匡（編）、2013、『刑事訴訟法の争点（新・法律学の争点シリーズ）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11322-0) 

3. 松尾浩也（監修）、2016、『条解刑事訴訟法〔第 4 版増補版〕』、弘文堂 (ISBN:978-4335356544) 

4. 宇藤崇・松田岳士・堀江慎司、2012、『リーガルクエスト刑事訴訟法〔第 2 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17933-2) 

5. 酒巻匡、2015、『刑事訴訟法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13906-0) 

注 

1．田宮裕は，20 世紀後半の刑事訴訟法学を牽引した代表的な論者であり，長年にわたって立教大学法学部教授を務めた人物

である。彼の『刑事訴訟法〔新版〕』は，彼の深い洞察と豊かな教養に基づき書かれ，しかも教育的配慮の行き届いた最高水準の

教科書である。ただし，1999 年の彼の没後，今日に至るまで一切改訂がされていないため，時の経過による法令・判例・解釈の

変化は自分で補う必要がある（それにもかかわらず増刷され，売れ続けていることが，この本に対する評価の高さを端的に示して

いる）。 

2．『刑事訴訟法の争点』は，教科書よりも一歩立ち入った理解を得るための最初の手掛かりとなる論文集である。その一部は，

授業で参考文献として用いる予定である。 

3．『条解刑事訴訟法』は最も定評のある逐条解説書である。実務上も何かわからないことがあったら真っ先に参照すべき書物と

されている。ただし，きわめて高価なので，図書館で参照するとよい。 

4．宇藤崇ほか『リーガルクエスト刑事訴訟法〔第 2 版〕』，酒巻匡『刑事訴訟法』は，いずれも，現時点において最も信頼できる教

科書であり，法科大学院における学習や司法試験受験準備のためのテキストとして広く用いられている。前者は中堅世代の論者

3 名の共著により教科書として扱うべき事項を広く満遍なく拾い上げて解説したもの，後者はベテランの論者が単独で執筆しメリ

ハリのきいた鋭い解説を与えるものである。これらの 2 冊の書物で説かれるところは，おおむね本講義の内容と一致しているの

で，法曹を志す履修者は，いずれかを書店で手に取り，気に入った方を購入し，講義と並行して通読するとよい（初回の講義で選

択のポイントを説明する予定である）。なお，この講義が刑事訴訟法を勉強する「最初で最後の機会」になるであろう人は買わなく

てよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX071／行政法１ 

(Administrative Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法総論 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政法の基本原理および行政法総論（行政救済法を除く）の基本的理解を確実なものとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 行政法総論のうち，行政活動に関する一般的な法理論および法原則の概説を目的とする。ただ，行政法規の全体を明確に理

解することは，決して容易なことではない。そこで，本講義においては，まず何よりも，行政法の基本構造についてできるだけ明確

に，かつ行政と市民との具体的な関わりを意識しつつ，体系的に説明したい。 

 行政法は難しいとか無味乾燥だなどといわれるが，市民生活と行政との関わりが飛躍的に増大している今日，行政法に関する

基礎知識は，日常生活における権利利益を守るためにも，市民の常識として備えておくべきである。行政法に興味をもつために

は，自らの生活が行政法と密接に関わっていることの認識が不可欠であるが，法律専門書以外にも幅広く目を向けると，日常生

活における行政法現象を至るところで，かつ身近に捉えることができるはず。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政及び行政法① 

2. 行政及び行政法② 

3. 行政及び行政法③・法律による行政の原理① 

4. 法律による行政の原理② 

5. 法律による行政の原理③・法の一般原理 

6. 行政行為① 

7. 行政行為② 

8. 行政行為③ 

9. 行政行為④ 

10. 行政行為⑤・行政裁量① 

11. 行政裁量② 

12. 行政裁量③ 

13. 行政裁量④・行政行為の附款 

14. 行政立法① 

15. 行政立法②・行政契約 

16. 行政指導① 

17. 行政指導②・行政計画① 

18. 行政計画②・行政手続① 

19. 行政手続② 

20. 行政手続③ 

21. 行政手続④・情報公開① 

22. 情報公開② 

23. 情報公開③ 

24. 行政上の義務履行確保① 

25. 行政上の義務履行確保② 

26. 行政上の義務履行確保③ 

27. 即時強制・行政調査 

28. 行政組織 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

憲法・民法などの基礎的科目の理解を確実なものとして授業に臨むこと。 

各項目でとりあげる判例の理解が重要となるので、とくに復習をしっかりとおこなうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 稲葉馨・人見剛・村上裕章・前田雅子、2018、『行政法(第 4版)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17940-0) 

2. 宇賀克也他編、2017、『行政判例百選Ⅰ(第 7 版)』、有斐閣 (ISSN:1342-5048) 

2018 年 8 月 21 日付変更（変更理由：テキスト変更のため） 

【変更以前の記載内容】 

著者名「稲葉馨・人見剛・村上裕章・前田雅子」書籍名「行政法(第 3 版)」出版社「有斐閣」出版年「2015」ISBN/ISSN「978-4-641-

17924-0」 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX072／行政法２ 

(Administrative Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政救済法（行政争訟法・国家補償法） 

担当者名 

（Instructor） 
神橋 一彦(KANBASHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政法１で学んだ行政法総論の知識を前提に，行政活動に対する国民の権利救済（行政争訟・国家補償）について学ぶ。行政

訴訟制度、行政不服審査制度、国家賠償制度などの知識は、法曹・法律家にとって必要不可欠であるのみならず、公務員にとっ

ても、とりわけ近年、行政不服審査制度（行政内部での紛争処理）の拡充などもあり、格段に重要性が増している。本講義では、

このような状況に鑑み、行政救済法の現状と基礎的な事項について、理解を深めることを目的とする。また憲法で扱う憲法訴訟

の深い理解には、行政法２の内容の理解が必須である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政法１で学んだように，行政活動は法律による行政の原理の下，法律に基づいて行われなければならない。しかし現実の行政

活動においては，行政活動が違法に行われることがあり，その際の国民の権利救済の方途が重要な問題となる。また，それは法

律による行政の原理を実効あらしめるためにも必要なことである。この講義では，わが国の行政救済制度を構成する行政訴訟，

行政上の不服申立て，国家賠償、（適法行為に起因する損失に関する）損失補償について概観する。行政法は，それぞれの部分

が一話読み切り的なものではなく，行政法１・２を通して最初から最後までを勉強して全体が理解できるものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政救済法へのいざない 

2. 行政訴訟制度と憲法（１）―行政訴訟制度の憲法上の根拠 

3. 行政訴訟制度と憲法（２）―現行行政訴訟制度に対する憲法上の要請 

4. 行政事件訴訟法概観 

5. 抗告訴訟（１）―概観 

6. 抗告訴訟（２）―取消訴訟の訴訟要件（処分性） 

7. 抗告訴訟（３）―取消訴訟の訴訟要件（処分性・原告適格） 

8. 抗告訴訟（４）―取消訴訟の訴訟要件（原告適格） 

9. 抗告訴訟（５）―取消訴訟の訴訟要件（狭義の訴えの利益） 

10. 抗告訴訟（６）―取消訴訟の訴訟要件（その他のもの） 

11. 抗告訴訟（７）―取消訴訟における仮の救済（執行停止） 

12. 抗告訴訟（８）―取消訴訟の審理 

13. 抗告訴訟（９）―取消訴訟の判決 

14. 抗告訴訟（１０）―無効等確認訴訟 

15. 抗告訴訟（１１）―不作為違法確認訴訟 

16. 抗告訴訟（１２）―義務付け訴訟 

17. 抗告訴訟（１３）―差止訴訟    

当事者訴訟 

18. 民衆訴訟・機関訴訟 

19. 行政上の不服申立制度・裁決取消訴訟 

20. 国家補償法概観 

21. 国家賠償法１条（１）―公権力の行使・職務性 

22. 国家賠償法１条（２）―違法（基本的な考え方） 

23. 国家賠償法１条（３）―違法（判例の考え方） 

24. 国家賠償法１条（４）―違法（立法作用・司法作用） 

25. 国家賠償法１条（５）―故意・過失 

26. 国家賠償法１条（６）―その他 

国家賠償法２条（１） 

27. 国家賠償法２条（２） 

国家賠償法のその他の規定 

28. 損失補償制度 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業開始までに行政法１の内容（行政法総論）を、もう一度復習しておくことが望ましい。内容の分量として学部レベルをやや超え

るのでテキスト指定はしないが、授業は、内容的には、神橋一彦『行政救済法（第２版）』（信山社・２０１６年）に沿って行う。授業

内容の確認や発展的な学習（司法試験・司法試験予備試験レベル）をしたい学生は同書を適宜参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 曽和 俊文 (著), 山田 洋 (著), 亘理 格 (著)、２０１５、『現代行政法入門（ 第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641131798) 

2. 宇賀 克也 (編集), 交告 尚史 (編集), 山本 隆司 (編集)、２０１７、『行政判例百選 II（第７版）』、有斐閣 (ISBN:978-

4641115361) 

２０１７年度「行政法１」（松戸浩教授担当）に引き続き、上記教科書を指定するが、主としてレジュメを使用する（ＢＬＡＣＫＢＯＡＲＤ

にアップする予定）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神橋一彦、２０１６、『行政救済法（第２版）』、信山社 (ISBN:978-4797280357) 

2. 稲葉 馨 (編集), 下井 康史 (編集), 中原 茂樹 (編集), 野呂 充 (編集)、２０１４、『ケースブック行政法（第５版）』、弘文堂 

(ISBN:978-4335305139) 

授業で取り上げる判例については、『行政判例百選ＩＩ』ないし『ケースブック行政法』のいずれかで確認すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX075／金融取引法１ 

(Law of Financial Transactions 1) 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金銭債権の履行を確保するための手段として用意されている諸制度，とりわけ物的担保としての抵当権を中心に，基本的な知識

を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，民法典第 2 編物権のうち，第 7 章留置権以下のいわゆる担保物権法と呼ばれる分野に対応する部分（295 条－

398 条の 22）と，第 3 編債権第 1 章総則のうち，民法 3 で扱っていない部分，すなわち，多数当事者の債権債務関係（427 条－

465 条の 10），弁済による代位（499 条－504 条），相殺（505 条－512 条の 2）を扱う。債権法分野は，平成 29 年改正後の民法

の規定を扱う。 

 

これらの諸制度の多くは，例外はあるものの，金銭債権の履行を確保するために用意された制度である。金銭債権の履行を確

保することは，実務界ではとても重要な意義を持つ。その中でも最も重要な役割を有する抵当権をめぐる諸制度の理解を深める

ことを優先的な課題としつつ，他の制度についても概観してゆきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 担保法序説 

2. 抵当権① 

3. 抵当権② 

4. 抵当権③ 

5. 抵当権④ 

6. 抵当権⑤ 

7. 抵当権⑥ 

8. 質権，留置権，先取特権 

9. 譲渡担保・仮登記担保・所有権留保 

10. 保証① 

11. 保証②・連帯債務 

12. 弁済による代位① 

13. 弁済による代位②・相殺① 

14. 相殺② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では，予習よりも復習を重視している。 

コメントカードによるフィードバックを予定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角紀代恵、2013、『はじめての担保物権法』、有斐閣 (ISBN:4641136459) 

2. 水津太郎・鳥山泰志・藤澤治奈、2017、『判例 30！民法 2 物権』、有斐閣 (ISBN:4641137854) 

債権総論分野はレジュメを用いる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大村敦志・道垣内弘人編、2017、『解説 民法(債権法)改正のポイント』、有斐閣 (ISBN:4641137358) 

とりわけ債権総論分野は授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメを Blackboard 上にアップロードする予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX076／金融取引法２ 

(Law of Financial Transactions 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の資金調達の仕組み、投資商品の組成にかかわる論点を法的に検討する 

担当者名 

（Instructor） 
天野 佳洋(AMANO YOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の資金調達は金融取引と密接に関係する。本講義では企業が外部から資金調達する手法の差異を理解することに重点を

置いて解説し、必要な範囲で資金決済について触れ、また、信託の利用・特色について解説し、金融商品の組成に関わる法律問

題も取り上げることで、金融取引の実態を理解することを目的とする 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義概要は以下の通り。 

・金融取引総論～資金の取り手（企業・個人）と出し手（投資家・預金者）、金融機関の役割（銀行等、証券会社）、関係する法律・

法律問題 

・企業の資金調達の３手法～間接金融、直接金融、証券化～の概要・差異 

・間接金融～銀行取引が約定書の世界であること、手形小切手・手形交換、内国為替、企業間信用（買掛債務・約束手形・電子

記録債権）、担保・保証・債権保全回収、預金にかかわる法律問題 

・直接金融～株式と社債の差異、種類株式（トヨタ新型種類株式とその問題点）、新株予約権、ディスクロージャー違反と投資家

の損害、株式のペーパーレス 化、CasｈOut と少数株主の保護、取締役の義務・責任 

・信託総論～信託の歴史・特色・現代的利用方法 

・証券化～証券化スキーム、Vehicle（SPC と信託）、サブプライム・ローンの証券化（リスクの再分配、リスクのアンバンドリング） 

・金融商品としての集団投資スキーム、その法的構成（民法上の組合、匿名組合、信託、会社） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス～金融取引概観 

2. 間接金融（その 1）～銀行取引約定書 

3. 間接金融（その 2）～手形利用の実態、手形と小切手の異同、電子記録債権 

4. 間接金融（その 3）～当座取引規定・手形交換（不渡・銀行取引停止処分） 

5. 間接金融（その 4）～貸付にかかわる法律問題 

6. 間接金融（その 5）～預金にかかわる法律問題 

7. 直接金融（その 1）～社債と株式・新株予約権 

8. 直接金融（その 2）～上場とディスクロージャー 

9. 直接金融（その 3）～非上場化と少数株主の保護、取締役の義務・責任 

10. 信託総論 

11. 証券化（その１）～証券化の意義とスキーム 

12. 証券化（その２）～サブプライム・ローンの証券化 

13. 集団投資スキーム 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要において別途指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 神田秀樹＝神作裕之＝みずほフィナンシャルグループ、2017、『金融法講義新版』、岩波書店 (ISBN:9784000612227) 

2. 天野佳洋＝久保淳一、2008、『図解よくわかる信託と信託ビジネス』、学陽書房 (ISBN:4313313745) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX080 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX080／労働法 

(Labor Law) 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

労働法の体系を理解し，労働者に保障されている権利を正しく知るとともに，複雑な労働問題について，法の原理原則から自分

なりの解決策を考える力を鍛える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

労働法とは，「労働」を規律する法の総称である。その分類にはいくつかの方法があるが，契約関係に着目すると，ひとりひとりの

労働者と使用者との関係を規律する「個別的労働関係法」と，労働者の集団（労働組合）と使用者との関係を規律する「集団的労

使関係法」との２つに大別される。本講義では，まず，労働法の体系や法源に関するグランドデザインを説明したのち，労働の現

場で直面するであろう問題を切り口に，個別的労働関係法を解説する。現在では個別的関係がメインと捉えられがちであるが，

その後に集団的労使関係法を学ぶことで，交渉力の不均衡を補うための仕組みが今なお重要な意義をもつことがわかるだろう。

この２本の柱に絡めながら，契約関係の外側にある，労働市場の入口・出口に関する規制や，紛争解決の実効性確保のための

仕組みについても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 労働法総論１ 市民法原則の原則とその修正 

2. 労働法総論２ 集団的自由と集団的保護 

3. 日本型雇用システムと判例法理 

4. 社会の変化と労働法 

5. 労働法の法体系 

6. 労働法における当事者性 

7. 労働法の法源と労働契約 

8. 就業規則と労働条件の設定・変更 

9. 採用・採用内定・試用 

10. 人事異動・配置転換・企業組織変動 

11. 懲戒処分 

12. 解雇その他の雇用終了 

13. 雇用平等とハラスメント１ 

14. 雇用平等とハラスメント２ 

15. 賃金１ 

16. 賃金２ 

17. 労働時間１ 

18. 労働時間２ 

19. 労働者の安全と健康 

20. 休暇・休業とワークライフバランス 

21. 労働組合 

22. 団体交渉 

23. 労働協約 

24. 団体行動と不当労働行為 

25. 労働市場法１ 

26. 労働市場法２ 

27. 労働紛争解決システム１ 

28. 労働紛争解決システム２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎から講義するが，労働法が民法の特別法である以上，債権や不法行為の基礎知識がなければ理解しにくい部分がある。既

習でない場合は，並行して民法を学んでほしい。 

授業には六法を持参し，適宜参照すること。また，普段から意識して労働関係の報道に接し，法的問題について考える習慣をつ

けることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(100%) 

講義中に意見を述べる等の貢献をした場合は，回数や内容に応じて加点する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水町勇一郎、2016、『労働法（第 6 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14487-3) 

講義開始までに版が改訂された場合には，最新版を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村中孝史・荒木尚志編、2016、『労働法判例百選（第 9 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11531-6) 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX090／社会保障法 

(Social Security Law) 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

まずは，社会保障法の生成・発展の背景，制度の意義と機能についての基本的な知識を身につけることを目標とする。そのうえ

で，日本における社会保障法体系の全体像を把握し，中心となる社会保険，公的扶助，社会福祉を正しく理解し，将来設計につ

いて自分なりの展望を描けるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 生きている限り，病気や障害，高齢など，生活を脅かす様々なリスクを避けて通ることはできない。社会保障とは，そのような危

機に直面しても生活が守れるように，予測できるリスクには社会全体で備えようという発想で作られた国家的な仕組みである。し

かし日本の社会保障制度は，近年，重大な岐路にさしかかっている。急速な少子高齢化の進展で，総人口は既にピークアウト

し，減少を始めた一方，高齢者比率は増加の一途を辿っている。このままでは年金や医療費の自然増が現役世代を圧迫し続け

ることになるが，子育て世代への負担ばかりが増えると，ますます生産年齢人口が減り，社会保障の担い手が少なくなるという悪

循環に陥りかねない。世界でも類を見ない未曾有の高齢社会を目前にした日本にとって，「支える人」と「支えられる人」のアンバ

ランスは，社会保障制度の大幅な見直しを迫るものである。そのような社会の当事者である以上，正しい知識と理解のもとに人

生の選択をすることが，これまで以上に重要となるだろう。 

 本講義では，まず総論として，社会保障制度の歴史的沿革，社会保障制度の概要，社会保障法の生成過程などを講義する。

各論では，とくに社会保険制度が有する意義と機能に重点をおきながら，社会保険や公的扶助の各制度について，基本的な理

解ができるよう授業を進める。その際には，関連する裁判例や，制度改革の議論にも適宜触れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会保障法総論１ 

2. 社会保障法総論２ 

3. 社会保険制度の基本構造 

4. 年金保険１ 

5. 年金保険２ 

6. 年金保険３ 

7. 医療保険１ 

8. 医療保険２ 

9. 労災保険１ 

10. 労災保険２ 

11. 雇用保険 

12. 公的扶助１ 

13. 公的扶助２ 

14. 社会保障法の理論と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

憲法，労働法，行政法を履修済みか，並行して履修することが望ましい。また，新聞等で報道されている，社会保障関係の記事

に目を通す習慣をつけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤智章他、2015、『社会保障法（第６版）』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4-641-22054-6) 

*テキストの版が講義開始までに改訂された場合は，最新版を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩村正彦編、2016、『社会保障法判例百選（第 5 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11528-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX111／経済法１ 

(Economic Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独占禁止法の仕組みと考え方を理解する。独占禁止法の規制のうち、企業結合規制、不当な取引制限の規制、私的独占の規

制、事業者団体の規制を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独占禁止法の規制のうち、市場支配力の形成・維持・強化が問題となる類型を中心に解説する。 

独占禁止法の目的、基礎概念について説明したのち、企業結合規制、不当な取引制限の規制、私的独占の規制、事業者団体の

規制の順に、その基本的な考え方や先例について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 独占禁止法の全体像 

2. 独占禁止法の目的、基礎概念 

3. 企業結合規制（１）企業結合規制の概要、一般集中の規制、結合関係の認定 

4. 企業結合規制（２）一定の取引分野の画定 

5. 企業結合規制（３）競争の実質的制限の意義、水平型企業結合 

6. 企業結合規制（４）垂直型・混合型企業結合、問題解消措置、事前届出制度 

7. 不当な取引制限の規制（１）規制の概要、「事業者」と「他の事業者」要件 

8. 不当な取引制限の規制（２）行為要件（共同行為、相互拘束） 

9. 不当な取引制限の規制（３）反競争効果要件（ハードコアカルテル、非ハードコアカルテル） 

10. 不当な取引制限の規制（４）エンフォースメント 

11. 私的独占規制（１）規制の概要、排除型私的独占 

12. 私的独占規制（２）支配型私的独占、反競争効果要件 

13. 事業者団体の規制 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

教科書や参考書については、初回の授業時に説明する。 

なお、独占禁止法は、民法（契約法）や会社法など他の実定法科目の知識を前提知識としている部分があるので、並行して学習

することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田和博・栗田誠・東條吉純・武田邦宣、2014、『条文から学ぶ独占禁止法』、有斐閣 (ISBN:9784641144705) 

 

参考文献（Readings） 

1. 川濵昇・瀬領真悟・泉水文雄・和久井理子、2014、『ベーシック経済法（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641220201) 

2. 金井貴嗣ほか編、2017、『経済法判例・審決百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115347) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX112／経済法２ 

(Economic Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独占禁止法の不公正な取引方法の規制及び景品表示法の規制の仕組みと考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独占禁止法の規制のうち、不公正な取引方法の規制を中心に解説する。 

不公正な取引方法の総論として「公正競争阻害性」概念について解説したのち、各論的な行為類型である再販売価格の拘束、

不当廉売、優越的地位の濫用といった様々な行為類型に関する基本的な考え方や先例を説明する。関連する規制として景品表

示法も取り上げる予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不公正な取引方法の規制の全体像 

2. 不公正な取引方法総論：公正競争阻害性 

3. 不公正な取引方法各論：再販売価格の拘束 

4. 不公正な取引方法各論：その他の拘束条件付取引 

5. 不公正な取引方法各論：排他条件付取引 

6. 不公正な取引方法各論：不当廉売 

7. 不公正な取引方法各論：取引拒絶規制 

8. 不公正な取引方法各論：差別対価等 

9. 不公正な取引方法各論：取引強制（抱き合わせ販売）、不当な顧客誘引 

10. 景品表示法の規制（１）不当表示規制 

11. 景品表示法の規制（２）景品規制、景品表示法のエンフォースメント 

12. 不公正な取引方法各論：優越的地位の濫用 

13. 不公正な取引方法各論：取引妨害 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

教科書や参考書については、初回の授業時に説明する。 

なお、独占禁止法は、民法（契約法）や会社法など他の実定法科目の知識を前提知識としている部分があるので、並行して学習

することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田和博・栗田誠・東條吉純・武田邦宣、2014、『条文から学ぶ独占禁止法』、有斐閣 (ISBN:9784641144705) 

消費者庁「事例でわかる景品表示法」 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf 

 

参考文献（Readings） 

1. 川濵昇・瀬領真悟・泉水文雄・和久井理子、2014、『ベーシック経済法（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641220201) 

2. 金井貴嗣ほか編、2017、『経済法判例・審決百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115347) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX121／英米法１ 

(Anglo American Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ法と法律英語 

担当者名 

（Instructor） 

溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

高橋 脩一(TAKAHASHI SYUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ社会に影響を与えた 15の裁判をもとにしたストーリーを素材に、アメリカ法を理解するとともに、中学・高校・大学と学んで

きた英語から一歩踏み込んで、法律という専門分野での英語力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストに指定した教科書に沿って、毎回一つの裁判を取り上げる。英文訴状の訴状、裁判をもとにしたストーリーの理解、さらに

語彙増強、作文、と進めてゆく。また、受講者に加わってもらい、裁判当事者のそれぞれの立場から議論をしたいと思っているの

で、積極的に参加してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Case 1 Shouldn't be That Hot! 

 訴訟社会アメリカ？ ホットコーヒーやけど裁判の真実 

2. Case 2 Damages for a Five-Day Delay 

 『知らなかった』では済まされない?! 配達遅れで被った損害への支払い 

3. Case 3 A Brand New Car (Well, Almost) 

 高すぎる勉強代？ 顧客が BMW 社に求めた一罰百戒 

4. Case 4 Chasing a Celebrity Murder Suspect, Live on TV 

 アメリカ中が熱狂した有名人の逃亡劇と世紀の裁判 

5. Case 5 Dangerous Driving 

 スピード違反のドライバーと警察のカーチェイスが生んだ悲劇 

6. Case 6 I Won’t Tell You My Source! 

 CIA 工作員の身元暴露事件――国家機密の漏えいと報道の自由 

7. Case 7 A Fair Trial? Choosing the Jury 

 なぜこんなことに？ 陪審員が全員女性の裁判はこうして始まった 

8. Case 8 Objection, Your Honor! 

 プロに徹して公平に裁けるか――当事者からの献金を受けた裁判官 

9. Case 9 Made the U.S. My Home 

 戦時中の強制収容と闘った日系アメリカ人フレッド・コレマツ 

10. Case10 Separate and Not Equal 

人種差別の壁をなくすために裁判に挑んだ、父親の想い 

11. Case11 Reverse Discrimination? 

 白人だから不合格?! 人種の是正措置と大学入学判定 

12. Case12 Season’s Greetings: Tradition or Violation? 

 市有地のクリスマスツリーが引き起こした政治と宗教の問題 

13. Case13 Stop Copying Our Products! 

アップル対サムスン――特許を侵害したのはどちらの企業か 

14. Case14 ObamaCare — Care for All Americans 

 自由と自己責任の精神に挑戦――オバマ大統領の医療制度改革 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストに指定した教科書を購入して授業に臨むこと。議論を盛り上げるためにも、該当回の予習が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業におけるディスカッションへの貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鳥飼慎一郎・溜箭将之・Brett Cumming、2014、『Legal Minds-15 Journeys in Law――大学生のための法律英語  15 の裁判

物語』、金星堂 (ISBN:978-4-7647-3984-0) 
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参考文献（Readings） 

1. 樋口範雄、2013、『はじめてのアメリカ法〔補訂版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04812-6) 

2. 樋口範雄ら編、2012、『アメリカ法判例百選』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11513-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX122／英米法２ 

(Anglo American Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米法の基礎とそのダイナミズム 

担当者名 

（Instructor） 
溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英米法の法制度について基礎的な知識を身につけ，英米両国の社会的・文化的背景とともに理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、契約法・不法行為法・会社法・訴訟法・統治機構・基本的人権などの具体的法分野を扱う回と、判例法主義・取引と正

義・国際社会と英米法など、英米法の特徴的な側面を扱う回とが、織り交ざるように展開する。細かな法理や条文を学ぶことより

も、英米法のダイナミズムを具体的に感じてもらえるような授業にしたい。日本法との比較も織り交ぜ、普段から勉強している

「法」を新鮮な角度から捉えられるように工夫する。そのためにも、授業時間の 30 分程度を、具体的な判例を用いたディスカッシ

ョンに充てる。積極的な参加を期待している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：英米法の基礎・英米の法曹と法学教育 

2. 契約法：コモン・ローと契約法・約因法理・契約を破る自由 

3. 判例法主義：判例法主義の意義・不法行為判例法理の展開 

4. 不法行為法：過失責任・厳格(無過失)責任・製造物責任 

5. エクイティーと信託：信託の基本構造・信認義務・エクイティー上の救済 

6. 会社法：会社法の基本構造・所有と経営の分離・取締役の責任 

7. 民事訴訟：民事訴訟手続の概略・クラス・アクション・「私人による法の実現」 

8. 刑事訴訟：陪審制と裁判員制度・大陪審と検察審査会 

9. 取引と正義：司法取引と代替的紛争解決手続 

10. 統治機構(1)：アメリカの連邦制・イギリスと欧州連合・立法管轄と司法管轄 

11. 統治機構(2)：立憲主義と三権分立・違憲立法審査制の成立と展開 

12. 基本的人権：人権保障の基本構造・人種差別との戦い・表現の自由 

13. 国際社会と英米法：日本人(日本企業)と英米での訴訟・アメリカ法の域外適用 

14. まとめ：講義全体を振り返る 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、すでに終了した回までの復習とともに、判例百選の指定された回に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 樋口範雄ら編、2012、『アメリカ法判例百選』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11513-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 樋口範雄、2013、『はじめてのアメリカ法〔補訂版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04812-6) 

2. 田中英夫、1980、『英米法総論（上）（下）』、東京大学出版会 (413035051X, 4130350528) 

3. 松井茂記、2008、『アメリカ憲法入門〔第 6 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04800-3) 

4. モートン・ホーウィッツ（樋口範雄訳）、1996、『現代アメリカ法の歴史』、弘文堂 (ISBN:978-4335301032) 

5. 浅香吉幹、1999、『現代アメリカの司法』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130361149) 

6. 田中英夫編集代表、1993、『BASIC 英米法辞典』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130320825) 

7. 田中英夫編集代表、1991、『英米法辞典』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130311397) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX126／外国法（中国法） 

(Legal Systems(Chinas)) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 賢(SUZUKI KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカと並ぶ世界の大国となった中国の法について概観し、法的側面から中国を理解することを目標とする。あわせて西欧法と

は著しく異なる法に触れることで、西欧近代法に対する理解を深めさせたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には教科書に沿ってパワーポイントによる補充説明を加えながら進める。事前に教科書の該当箇所を読んでくるとより理

解しやすいであろう。授業では単に制度の外形だけでなく、その政治的、社会的背景にも言及し、法を多角的に捉えるように心が

ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代までの法史（帝制、清末、民国） 

2. 中華人民共和国法 第 1 期（1949-1977） 

3. 中華人民共和国法 第 2 期（1978-1991） 

4. 中華人民共和国法 第 3 期（1992-現在） 

5. 憲法１ 基本原理 

6. 憲法２ 統治機構 

7. 憲法３ 基本的権利・義務 

8. 行政と法 

9. 民事財産法１ 

10. 民事財産法２ 

11. 家族法 

12. 労働と社会保障 

13. 司法制度 

14. 共産党と法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、教科書の該当箇所を事前に読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパーによる質問(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 高見澤・鈴木ほか、2016、『現代中国法入門第７版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04817-1) 

必ず第 7 版を用意して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高見澤・鈴木、2017、『要説 中国法』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-031190-8) 

2. 中村睦男ほか、2017、『世界の人権保障』、三省堂 (978438532193) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.suzuki-asian-law.com 

 

注意事項（Notice） 
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■EX127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX127／外国法（フランス法） 

(Legal Systems(France)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法学を通してみる，異なる文化，異なる社会，異なるシステム 

担当者名 

（Instructor） 
荻村 慎一郎(OGIMURA SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学を用いてフランスという異社会を理解する過程を通じて，実社会での未知なる課題解決のための法学の役割について考えま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一見何の関連もない次の 2 つの事例に共通するのは，いずれもフランス系の法制度が深く関わっている， 

という点です。 

 

①中東で父親を捜すカナダ人女性は，何がきっかけでそのようにしているのだろうか。 

 

②世界一の多国籍水道事業会社は，収益の安定性に目をつけ，日本のある自治体での水道事業に参入しようと計画している。

この企業はどのようにしてビジネスモデルを構築してきたのか。また，公営水道が主流の日本において，成功の目算があるのだ

ろうか。 

 

 

技術の発展により地球が狭くなった分だけ，日常の些細な社会関係ですらもますます複雑化し，なおかつ，重層化しています。自

分たちとは異なる存在に触れ，これを理解しようとする場合に，どのような点に注意し，どのような姿勢で臨めばよいのでしょう

か。その際，法学はどのような役割を担えるのでしょうか。 

本講義は，フランスを素材として，これらの問題に取り組みます。 

 

授業では，実定法学，基礎法学，政治学の知見を総動員しながら，多元的な接近法によりつつ，大きく 3 つに分けて，フランス社

会とそれを支えている法制度の関係について探究していきます。 

 

まず，既に学んだ日本法の知識を起点に，これらと対照することでフランス法の特徴を把握します。 

次いで，多国間のなかで比較しながら，フランス法の個性についてさらに検討を加えます。 

最後に，これまでの段階を踏まえたうえで，国際社会や欧州社会が抱える各国共通の諸課題への対応を通して，フランスにおけ

る社会と法の関係を深く分析し，また，冒頭の事例に対する考察を行います。 

 

入念に組み上げられた立大法学部のカリキュラムを着実に学習した先には，どのような総合的視野がひらけているのでしょうか。

学士課程のまとめを兼ねて，受講者諸君にその眺望を体感して頂ければ，と考えています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の展望：フランスおよびフランス語圏における法，社会，国家の像 

2. 日本法と対照する①：民法（家族法）と国際私法 

3. 日本法と対照する②：商法と民法（財産法） 

4. 日本法と対照する③：労働法と社会保障法 

5. 日本法と対照する④：会社法と知的財産法 

6. 日本法と対照する⑤：行政法と経済法 

7. 中間のまとめ①：国制について① 

8. 中間のまとめ②：国制について② 

9. 中間のまとめ③：国制について③ 

10. 多国間で比較する① 

11. 多国間で比較する② 

12. 多国間で比較する③ 

13. フランス法を通してみる国際社会 

14. 全体のまとめ：現代的課題に対する総合的アプローチの重要性と法学の役割 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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教材で指示される復習・予習課題に毎回取り組みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業への参加度(15%)/中間課題(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

オリジナル教材を毎回配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 滝沢正、2018、『フランス法 第 5 版』、三省堂 (ISBN:ISBN 978-4385323039) 

2018 年 7 月 23 日付 変更（変更理由：参考文献変更のため） 

『フランス法 第 5 版』 

【変更以前の記載内容】 

『フランス法 第 4 版』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講にあたってフランス語力は問いません。また，就職活動，インターンシップについては配慮します。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX141／国際法１ 

(International Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際関係と国際法 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際関係を規律対象とする国際法について，その基本的な概念や論理を理解し、国内法とは異なる特徴と内容を有するもので

あることを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最新の国際判決を紹介するなどしつつ重要事項について教科書の記述を解説・補足して、受講者の理解を深める。また，日々の

ニュースを取り上げて、それらに国際法がどのように関わっているかを解説することで、国際法が日々の生活にも関係しているこ

とを実感してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際関係と国際法 

2. 国際法の法源 

3. 国際関係における国際法の定立 

4. 国内法を通じた国際法の適用・実施：国際法と国内法の関係 

5. 国際関係における国際法の適用・実施：国家責任と国際紛争処理１ 

6. 国際関係における国際法の適用・実施：国家責任と国際紛争処理２ 

7. 国際法における法主体としての国家 

8. 国家領域の取得と喪失・国境の画定 

9. 国際組織の法主体性 

10. 個人・企業の国際法上の法的地位 

11. 国家による管轄権の行使とその調整１：国家管轄権の域外適用 

12. 国家による管轄権の行使とその調整２：外国国家に対する裁判権免除 

13. 在外国家機関の特権および免除 

14. 小括 

15. 海洋法１：海域の伝統的な区分と現代的展開 

16. 海洋法２：交通路としての海域利用と沿岸国による規制権限の調整（１） 

17. 海洋法３：交通路としての海域利用と沿岸国による規制権限の調整（２） 

18. 海洋法４：海域における天然資源の開発利用とその規制 

19. 海洋法５：海域の開発利用をめぐる紛争とその処理 

20. 航空宇宙法１：領空の法的地位と国際航空体制 

21. 航空宇宙法３：宇宙空間の平和的利用 

22. 航空宇宙法４：宇宙開発に伴う損害賠償責任の分担 

23. 国際化地域と国際法１：国際河川と国際運河 

24. 国際化地域と国際法２：南極 

25. 国際化地域と国際法３：北極 

26. 国際法の歴史と現在 

27. 国際法の基本原則 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard に予習用レジュメを掲示し，講義で扱う範囲に対応する教科書の該当箇所などを指示する。受講者 は，あらかじめ

該当箇所および関連判例を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柳原正治（他）、2017、『プラクティス国際法［第 3 版］』、信山社 (ISBN:9874797224528) 
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2. 小寺彰、2011、『国際法判例百選［第２版］』、有斐閣 (ISBN:9784641115040) 

3. 2018、『国際条約集 2018』、有斐閣 

教科書は、淺田正彦（編）『国際法 第３版』（2016 年）でもよい。条約集は最新版のものである必要は必ずしもない。その他の資

料は、適宜、Blackboard に掲載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川幸一（他）、2016、『国際法で世界がわかる──ニュースを読み解く 32 講』、岩波書店 (ISBN:9784000229555) 

その他、適宜配布および指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX142／国際法２ 

(International Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際秩序の維持に関わる国際制度 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際社会の安定化を図るために基本的重要性を有する法的仕組みを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際法の基本的枠組みを扱う国際法１を既に履修済みである、あるいは並行して履修していることを前提として、条約の法的効

力、個人と国際法、国際違法行為に基づく責任、国際環境保護、国際紛争の処理方式、国際安全保障、武力紛争の法的規律に

ついて、その基本原則・制度的枠組みを説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：基本事項の確認と国際法２の概要説明 

2. 条約の法的効力（１）：条約の締結と無効・取消原因 

3. 条約の法的効力（２）：条約の適用と終了・運用停止原因 

4. 条約の法的効力（３）：多数国間条約をめぐる諸問題 

5. 個人と国際法（１）：外国人の保護をめぐる国際法の展開 

6. 個人と国際法（２）：難民の保護をめぐる国際法の展開 

7. 個人と国際法（３）：国際人権保障の展開 

8. 個人と国際法（４）：国際人権保障の実施手続・制度 

9. 個人と国際法（５）：個人による国際性を有する犯罪への対応 

10. 国際責任（１）：国際責任の意義と役割 

11. 国際責任（２）：国家責任の発生要件 

12. 国際責任（３）：国家責任の内容と追及 

13. 国際責任（４）：国際組織の国際責任 

14. 国際責任（５）：違法行為責任以外の国際責任 

15. 国際環境保護（１）：国際環境保護の歴史的展開 

16. 国際環境保護（２）：国際環境保護における基本原則 

17. 国際環境保護（３）：国際環境保護における実体的・手続的義務 

18. 国際環境保護（４）：国際環境保護条約の実施手続 

19. 国際紛争の処理方式（１）：国際紛争処理の基本原則 

20. 国際紛争の処理方式（２）：対抗措置の利用可能性 

21. 国際紛争の処理方式（３）：国際裁判による紛争処理 

22. 国際安全保障（１）：個別的自衛権・集団的自衛権・集団的安全保障 

23. 国際安全保障（２）：国際連合憲章に基づく集団的安全保障 

24. 国際安全保障（３）：国連平和維持活動の展開 

25. 国際安全保障（４）：国連安全保障理事会をめぐる諸問題 

26. 武力紛争の法的規律（１）：武力紛争法・人道法の歴史的展開 

27. 武力紛争の法的規律（２）：武力紛争における基本原則 

28. 武力紛争の法的規律（３）：国際刑事裁判 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に予習用レジュメを Blackboard にアップするので、レジュメに記載された教科書の該当範囲を事前に通読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浅田正彦（他）、2016、『国際法 第 3 版』、東信堂 (ISBN:9784798913353) 

2. 柳原正治（編）、2017、『プラクティス国際法 第３版』、信山社 (ISBN:9784797224528) 

3. 小寺彰（他）、2011、『国際法判例百選［第２版］』、有斐閣 (ISBN:9784641115040) 
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4. 2018、『国際条約集 2018』、有斐閣 

教科書は、上記に挙げた２つのうちのいずれかでよい。条約集は最新版のものである必要は必ずしもない。その他の資料は、適

宜、Blackboard に掲載する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川幸一（他）、2016、『国際法で世界がわかる──ニュースを読み解くための 32 講』、岩波書店 (ISBN:9784000229555) 

その他、適宜、配布あるいは指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX150／国際私法 

(Conflict of Laws) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化が進展する現代における私人・私企業間の国際的な法の適用関係の基本構造を修得させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人と外国人が婚姻する場合，何法に従えばよいのでしょうか。日本企業と外国企業が契約を締結する場合，何法に従えばよ

いのでしょうか。 

国際私法とは，各国ごとに法制度が異なるという現在の国際社会の状況の下，このような国際的な法律関係をいかなる法（準拠

法）で規律するかを定める法であり，抵触法とも呼ばれるものです。国際化がますます進展する現代において，その重要性は拡

大の一途をたどっています。 

講義では，我が国の国際私法の基本構造をできる限り丁寧に説明することで，ときに難解ともいわれるこの法をわかりやすく解

説することを心掛けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 総則の基本構造 

3. 性質決定 

4. 連結点の確定 

5. 準拠法の特定 

6. 公序審査 

7. 各論の基本構造 

8. 主体の準拠法の原則 

9. 行為能力・権利能力の特則 

10. 主体間の関係の準拠法の原則 

11. 消費者契約・労働契約の特則 

12. 婚姻の特則 

13. 親子の特則 

14. 親族関係の特則 

15. 扶養の特則 

16. 相続・遺言の特則 

17. 客体との関係の準拠法の原則 

18. 夫婦財産の特則 

19. 債権譲渡の特則 

20. 総合的考察 

21. 総合的考察 

22. 総合的考察 

23. 総合的考察 

24. 総合的考察 

25. 総合的考察 

26. 総合的考察 

27. 総合的考察 

28. 総合的考察 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

詳細については，http://law.rikkyo.ac.jp/haya.htm を参照してください。 

なお，講義内容に関する個別の質問に関しても，電子メールによって出来る限りお答えしたいと思っています。haya@rikkyo.ac.jp

までお気軽に送信して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 神前・早川・元永、2012、『国際私法（有斐閣アルマ)』、有斐閣 (ISBN:4641124655) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 72 - 

■EX160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX160／刑事学 

(Criminology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エビデンスに基づく刑事政策 

担当者名 

（Instructor） 
津富 宏(TSUTOMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑事政策の効果について，実証研究の観点から考える力を身につけ，刑事政策に関する実証論文を読み解けるようになる。これ

により、刑事政策について批判的に検討する力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半 実証研究の方法論を学ぶ。 

後半 刑事政策に関する実証研究を読み解き，活用する力を身につける。 

実証研究の思考法は，法学的な思考法と異なる。受講当初はびっくりすると思うが，徐々に慣れてくるので，理解できるのを楽し

みにして忍耐力をもって受講すること。 

一方，通常の法学的授業を期待する者には受講を勧めない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 刑事政策の効果研究 

2. 基礎 四つの妥当性 

3. 基礎 四つの妥当性 

4. 外的妥当性 

5. 外的妥当性 

6. 構成概念妥当性 

7. 構成概念妥当性 

8. 内的妥当性 

9. 内的妥当性 

10. 統計的結論妥当性 

11. 統計的結論妥当性 

12. クロンビー1 章 

13. 中間テスト 

14. クロンビー2 章 

15. クロンビー3 章 

16. クロンビー4 章 

17. クロンビー6 章 

18. クロンビー6 章 

19. クロンビー9 章 

20. クロンビー9 章 

21. Botvin を批判的吟味 

22. 法務省の方の講義 

23. クロンビー11 章 

24. プレゼン準備 

25. プレゼン（準備） 

26. プレゼン（準備） 

27. プレゼン 

28. プレゼン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は授業内で行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/レポート＋プレゼン(30%)/中間テスト(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. イアン・クロンビー、2007、『医療専門職のための研究論文の読み方』、金剛出版 (ISBN:4772409882) 

 

参考文献（Readings） 

1. ロッシ，フリーマン，リプセイ、2005、『プログラム評価の理論と方法』、日本評論社 (ISBN:4535584036) 

2. 西内啓、2013、『統計学が最強の学問である』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478022216) 

3. Kotz, Mitchell、2013、『医学的介入の研究デザインと統計:ランダム化/非ランダム化研究から傾向スコア、操作変数法まで』、メ

ディカルサイエンスインターナショナル (ISBN:4895927571) 

4. 森田果、2014、『実証分析入門 データから「因果関係」を読み解く作法』、日本評論社 (ISBN:4535557934) 

5. 西内啓、2014、『統計学が最強の学問である[実践編]---データ分析のための思想と方法』、ダイヤモンド社 

(ISBN:4478028230) 

6. ザイゼル, ハンス、2005、『数字で語る―社会統計学入門』、新曜社 (ISBN:4788509326) 

7. 原田隆之、2015、『心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門―エビデンスを「まなぶ」「つくる」「つかう」』、金剛出

版 (ISBN:4772414614) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX172／法制史（西洋法制史） 

(Legal History (Europe)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋法の根底にあるもの 

担当者名 

（Instructor） 
松本 英実(MATSUMOTO EMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋法の歴史的バックグラウンドを探ります。西洋とは何か、近代とは何か、法とは何かについて、古代を参照しながら深く考え

ます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

法学部で学んでいく日本法、近代法は、西洋で編み出された方法を用いている。我々が基本として用いるさまざまな概念はどの

ように西洋で生まれたのか。西洋人は「西洋でないもの」に対してどのような態度をとってきたか。これを通じてどのように自己理

解、他者理解をしてきたのか。このことが法にどのように関係するのか。以上のことを古代ギリシア人から出発して考える。近代を

深く考えるためには、古代を理解することが必要である。いやそれどころか、西洋近代は西洋古代から生まれたのだ、という基本

理解を獲得することがこの授業を通して求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 西洋法の世界旅行 

2. オデュッセウスとオデュッセイア 

3. オデュッセウス＝西洋人のアイデンティティ レヴィナスとカストリアディス 

4. 第１章  

オデュッセウスの帰還 

5. 第２章 

エジプトの旅 

6. 第３章 

バルバロイの発案と世界の目録 

7. 第４章 

ギリシアの旅 

8. 第５章  

ローマの旅 

9. 各章における近代 

10. 西洋人の自画像 近代と古代 

「古代 vs 近代」論争 

11. 法とアイデンティティ ギリシアとローマ 

12. 宗教（と法） 犠牲、神の名（翻訳） 

13. 宗教 結章 

14. まとめ 西洋が自己を測定するための尺度 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回教科書の該当箇所を事前に読み、また授業後に再読する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フランソワ・アルトーグ、2017、『オデュッセウスの記憶』、東海大学出版部 (ISBN:9784486019503) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

オクスフォード・サマー・プログラムとも関係する。同プログラム参加者には受講を勧めたい。 
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注意事項（Notice） 
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■EX173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX173／法制史（東洋法制史） 

(Legal History (Asia)) 

担当者名 

（Instructor） 
水間 大輔(MIZUMA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本も含め、東アジアの国々は近代以降、ヨーロッパ近代法に基づいて新たな法律を制定し、今日に至っている。しかし、近代

より前においては、ヨーロッパとは異なる独自の法を実施していた。中でも中国では主に「律」と「令」を中心とする独自の法体系

（律令法系）が古くから発達し、中国の周辺に位置するベトナム・朝鮮・日本にも多大な影響を与えている。律令法系下の法律

は、ヨーロッパ近代法やその影響を受けて制定された法とは異なる点が多い。この授業の目的は、同じ法律でも時代や地域によ

って違いがあることを認識し、現在さらには未来における法のあり方を考える材料の一つを習得することにある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では主に前近代中国（清代まで）の法律について講義する。具体的には、前近代中国における法典の編纂、刑罰、犯罪

の処罰、裁判、民事法、及び中国法の東アジア諸地域への伝播などを扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国法典編纂史：戦国～唐 

 戦国時代～唐代前半期における法律・法典の種類とその編纂について概説する。 

2. 中国法典編纂史：唐～清 

 唐代後半期～清代における法典の変遷、及び前近代中国全体における法典の特徴について概説する。 

3. 律令法系の伝播 

 前近代中国の法律がベトナム・朝鮮・日本の法律に対していかなる影響を与えたかを概説する。 

4. 儒家・法家思想と前近代中国の法律 

 儒家・法家の法観念と、国法への影響について概説する。 

5. 中国刑罰史 

 前近代中国における刑罰の種類・執行方法・等級、及びその変遷と社会的背景について概説する。 

6. 唐律における殺人罪・傷害罪の処罰 

 殺人・傷害について、唐律にいかなる処罰規定が設けられていたのか概説する。 

7. 唐律における強盗罪・窃盗罪の処罰 

 強盗・窃盗について、唐律にいかなる処罰規定が設けられていたのか概説する。 

8. 唐律における共犯の処罰 

 唐律では共犯がいかなる扱いを受けていたのか概説する。 

9. 唐律におけるその他犯罪処罰の原則 

 十悪、二罪従重、自首などについて概説する。 

10. 前近代中国刑法の特徴 

 前近代中国刑法が絶対的法定刑主義を採っていたこととその長所・短所、罪刑法定主義の有無について概観する。 

11. 清代の裁判機構 

 清代の各級裁判機関とその相互関係について概説する。 

12. 清代における裁判手続 

 清代における具体的な裁判手続について概説する。 

13. 田宅の取引と法律 

 前近代中国における不動産の取引慣行と、それに関する法律について概説する。 

14. 親族法と相続法 

 前近代中国における婚姻・離婚、財産の相続などについて概説する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 講義は毎回、前回までの内容を踏まえて行う。講義では必要に応じて前回までの内容を再度概説することもあるが、講義の時

間には限りがあるので、できるだけ前回までの内容を頭に入れたうえで講義に臨んで欲しい（特に第 7 回～10 回）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 使用しない。毎回レジュメを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 中村茂夫、1973 年、『清代刑法研究』、東京大学出版会 

2. 滋賀秀三、1984 年、『清代中国の法と裁判』、創文社 (ISBN:ISBN4-423-74060-5) 

3. 滋賀秀三、2003 年、『中国法制史論集 法典と刑罰』、創文社 (ISBN:ISBN4-423-74083-4) 

4. 石岡浩・川村康・七野敏光・中村正人、2012 年、『史料からみる中国法史』、法律文化社 (ISBN:ISBN978-4-589-03442-7) 

 その他、講義の中で適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX174／法制史（日本法制史） 

(Legal History (Japan)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本法の成立と法思想の展開 

担当者名 

（Instructor） 
坂井 大輔(SAKAI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本法の成立過程を西洋法継受の側面から理解することにより、今日の日本法の在りかたについて歴史的な観点から説明

できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代日本法(特に憲法・民法・刑法)の成立過程およびそのもとで展開した法思想、法と政治との関係などについて、指定テキスト

に沿って講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 章 法と権利 

2. 第 2 章 自然法の思想 

3. 第 3 章 公と知識人 

4. 第 4 章 憲法と自治 

5. 第 5 章 初期明治憲法理論 

6. 第 6 章 明治民法学 

7. 第 7 章 刑法理論の対立 

8. 第 8 章 大正デモクラシー 

9. 第 9 章 マルクス主義法学 

10. 第 10 章 国際法と国際政治 

11. 第 11 章 国粋主義の法思想 

12. 第 12 章 天皇機関説事件の法思想 

13. 第 13 章 総動員体制(新体制)の構築と法思想 

14. 第 14 章 戦時体制下の法思想／第 15 章 新憲法体制の法思想 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：テキストの該当箇所に目を通すこと。 

復習：テキストの該当箇所を再読するとともに、関連する文献にも取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大野達司・森元拓・吉永圭、2016、『近代法思想史入門 ――日本と西洋の交わりから読む』、法律文化社 

(ISBN:9784589037664) 

 

参考文献（Readings） 

1. 高谷知佳・小石川裕介編、2018、『日本法史から何がみえるか ――法と秩序の歴史を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:9784641125971) 

2. 川口由彦、2015、『日本近代法制史 第 2 版』、新世社 (ISBN:9784883842131) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX180／法哲学 

(Philosophy of Law) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧川 裕英(TAKIKAWA HIROHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法哲学の基本的な理論や概念を正確に理解したうえで，それを現実的問題に応用できるようになることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 法哲学は，「法」という対象を「哲学」という方法で解明する学問です。言い換えれば，法を，実定法学的・歴史学的・社会学的に

ではなく哲学的に考察する学問です。哲学するということは，問い続けるということです。つまり，実定法を学ぶ時に，「なぜかよく

わからないけれど，とりあえずそういうことにしておいた」ことを，改めて問い返します。例えば，「なぜ人権は重要なのか」，「人間

に人権があるならば，動物には動物権があるのではないか」といった問いです。 

 こうした問いを通じて，法とは何か，法を貫いている価値は何かを明らかにします。また，この基本的理解を応用して，現代社会

の抱えるさまざまな問題（格差・貧困・生命倫理・環境問題・差別など）を考察します。そのため，「正義論」と呼ばれる領域を主な

講義の範囲とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問いとしての法哲学 

2. 功利主義 

3. 功利主義 

4. 功利主義 

5. リベラリズム 

6. リベラリズム 

7. リベラリズム 

8. リベラリズム 

9. 自由と所有 

10. 自由と所有 

11. 経済的平等 

12. 経済的平等 

13. 経済的平等 

14. 経済的平等 

15. 関係の平等 

16. 関係の平等 

17. 正義と差別 

18. 正義と差別 

19. 正義と奴隷 

20. 正義と奴隷 

21. 責任と自由 

22. 責任と自由 

23. 決定の方法 

24. 決定の方法 

25. 地球の正義 

26. 地球の正義 

27. 国家と法 

28. 国家と法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回に配布する詳細なシラバスで紹介します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 瀧川裕英・宇佐美誠・大屋雄裕、2014、『法哲学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12567-4) 
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参考文献（Readings） 

1. 瀧川裕英編、2016、『問いかける法哲学』、法律文化社 (78-4-589-03788-6) 

初回に配布する詳細なシラバスで紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX191／法社会学１ 

(Sociology of Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

法社会学総論および紛争解決学（法社会学の方法と視点を理解したうえで，民事紛争

の解決に関する基本的論点について理解する．） 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法社会学の総論と紛争解決学を講義する．「紙の上の法」ないし " Law in books" だけでなく，"Law in action" という視点を身

につける．また，紛争解決に関する基本的な視点と知識を身につける． 

 

授業の内容（Course Contents） 

法律や判例は，現実の社会でそのまま実現するわけではない．それでは、社会で法律や判例がどのように働くのか，あるいは働

かないのか，それを規定する要因は何かがテーマである． 

また，民事紛争の解決に関する制度と実態の基本的知識を与える．ある近隣紛争（隣人訴訟事件）を具体例として，法と社会の

関係，訴訟と弁護士の役割、交渉の意義などについて素材を提供する．その上で，社会秩序の法化，リーガリズム，弁護士と依

頼者の関係，裁判外の紛争解決方法（ADR)，調停，交渉などの説明をする． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法社会学とはどのような科目か 

法解釈学との違いは何か，理論と実証という法社会学の基軸的方法はどのようなものか，経験的データによる実態の分析

とはどのようなものかなどを扱う． 

2. 法社会学の古典的理論 

法の社会学的理論の問題意識と内容，現代的意義について理解する． 

3. 民事司法過程論（１） 

民事紛争の展開過程と処理過程をとりあげ，法機構とそれ以外のメカニズムについて，制度と実態につき説明する．交渉を

扱う． 

4. 民事司法過程論（２） 

同上．交渉と ADR を扱う． 

5. 民事司法過程論（３） 

判決手続を扱う.  

6. 民事司法過程論（４） 

日本の民事調停，家事調停について概説する． 

7. 紛争解決学（１） 

いわゆる「隣人訴訟事件」を素材に，法社会学的論点を理解する． 

8. 紛争解決学（２） 

いわゆる「隣人訴訟事件」を素材に，法化，リーガリズム，汎法主義，自由主義，共同体主義について検討する． 

9. 紛争解決学（３） 

いわゆる「隣人訴訟事件」を素材に，弁護士と依頼者のコミュニケーション、弁護士間交渉について，経験的研究及び理論

的研究と法律事務所での実践活動を紹介し，検討する． 

10. 紛争解決学（４） 

ミディエーション（mediation）について説明する． 

11. 紛争解決学（５） 

ミディエーションのうち，自主交渉援助型調停についてロールプレー用 DVD を用いながら，スキルや実際の進め方につい

て理解する． 

12. 紛争解決学（６） 

同上．アクティブリスニング，パラフレージング，リフレーミングなどのスキル，IPI分析などについて理解する． 

13. 紛争解決学（７） 

紛争解決学，交渉学の現状についてまとめる． 

14. 法社会学 1 全体のまとめ 

法社会学の方法と視点，紛争解決学の基本的論点について，まとめる． 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

法律系基本科目，統計学，社会調査法を学習済みないし並行履修が望ましい．Blackboard に予習・復習用の教材をアップする

ので、各自で学習すること． 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村山眞維・濱野亮、2012、『法社会学（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12476-9) 

教科書以外に，資料を Blackboard にアップする． 

 

参考文献（Readings） 

1. 六本佳平、2004、『日本の法と社会』、有斐閣 (ISBN:978-4641027947) 

2. 廣田尚久、2010、『紛争解決学講義』、信山社 (ISBN:978-4797225884) 

3. レビン・小林久子、1998、『調停者ハンドブック』、信山社 (ISBN:4797221216) 

4. 小島武司ほか編、1989、『隣人訴訟の研究』、日本評論社 (ISBN:4535578249) 

5. 小林秀之編著、2012、『交渉の作法』、弘文堂 (ISBN:978-4335355349) 

6. 井上治典・佐藤彰一編、1999、『現代調停の技法』、法律文化社 (ISBN:4891860790) 

7. Robert Mnookin, et. als.、2004、『Beyond Winning』、Belknap (ISBN:0674012313) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教科書および Blackboard にアップした資料の予習・復習を前提として講義する.  

法社会学２（各論）も履修することが望ましい. 法社会学２（各論）を先に履修しても良い.  

 

注意事項（Notice） 
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■EX192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX192／法社会学２ 

(Sociology of Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法社会学各論（法曹論・司法アクセス論） 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法社会学各論のうち，法専門職論と司法アクセス論を中心テーマとして，制度と実態の双方につき，法社会学的な視点と基本的

な知識を提供することを目標とする． 

 

授業の内容（Course Contents） 

西欧において法が近代法へ発展する過程で，裁判官・弁護士・検察官・法律学者等が果たした役割を政治・経済と関連づけて説

明する．次に，明治時代以来の日本の近代法の展開過程で司法官僚と弁護士が果たした役割を学び，21 世紀初頭に司法制度

改革が実現した背景と帰結を分析し，現在の司法が直面する課題を，弁護士のあり方と司法アクセスの拡充を中心に学ぶ． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法専門職の概念と特徴（１） 

legal profession の概念とその価値と限界について説明する． 

2. 法専門職の概念と特徴（２） 

「ジレンマの塊」としての弁護士について公共性との関係に焦点を絞って説明する。 

3. 西欧における法専門職の歴史的形成（１） 

ヴェーバーの法社会学における議論を参照枠組みとして，イングランドとドイツの法専門職の歴史的展開について概要を説

明し，法と法専門職が，政治・経済・社会とどのような関係にあるのかについての視角を提示する． 

4. 西欧における法専門職の歴史的形成（２） 

特にイングランドの法専門職について説明し，理解を深めるために，映画（アガサ・クリスティ原作 Witness for the 

Prosecution）を鑑賞する． 

5. 日本における法専門職の歴史的形成（１） 

明治時代から敗戦までの法専門職の歴史的形成と展開について，政治・経済・社会と関連づけて説明する． 

6. 日本における法専門職の歴史的形成（２） 

戦後の法専門職の形成と展開について，政治・経済・社会と関連づけて説明する． 

7. 司法制度改革と法専門職 

20 世紀末から 21 世紀初頭の日本の司法制度改革について，背景・現状・評価を示す． 

8. 弁護士のプラクティスの特徴と変容 

日本の弁護士の業務と活動領域の展開と現状について，経験的データによりながら示す．まず，長年維持されてきた伝統

的なパターンについて説明する． 

9. 司法へのアクセスとその拡充（１） 

裁判所や弁護士，法律相談へのアクセスについて制度と実態について説明する．弁護士ニーズの特質，報酬制度，宣伝・

広告の機能を扱う． 

10. 司法へのアクセスとその拡充（２） 

同上．主に弁護士報酬と法律扶助について説明する． 

11. 司法へのアクセスとその拡充（３） 

同上．主に司法過疎対策について説明する． 

12. 司法へのアクセスとその拡充（４） 

同上．主に日本司法支援センター（法テラス）について説明する． 

13. 法へのアクセスとその拡充（５） 

高齢者・障害者・DV被害女性・子供・外国人など自発的に法を利用しにくい人々の潜在的ニーズを満たすために，福祉職

者と連携・協働する「司法ソーシャルワーク」について説明する． 

14. まとめ 

法専門職論と司法アクセス論についてまとめる． 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

民事手続法，刑事訴訟法，比較法，西洋法制史，日本法制史，英米法の学習済ないし並行履修が望ましい．教科書と

Blackboard にアップした資料による予習・復習を前提として講義する． 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村山眞維・濱野亮、2012、『法社会学（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12476-9) 

テキストの他に, 資料を Blackboard にアップする． 

 

参考文献（Readings） 

1. マックス・ヴェーバー、2000、『法社会学』、創文社 (ISBN:4423894068) 

2. 六本佳平、2004、『日本の法と社会』、有斐閣 (ISBN:4641027943) 

3. 六本佳平、2003、『日本法文化の形成』、放送大学教育振興会 (ISBN:4595236867) 

4. 広渡清吾、2003、『法曹の比較法社会学』、東京大学出版会 (ISBN:413031176X) 

5. 佐藤岩夫・濱野亮、2015、『変革期の日本の弁護士』、日本評論社 (ISBN:978-4535520967) 

6. 司法アクセス推進協会編、2016、『法テラスの 10 年─司法アクセスの歴史と展望』、弁護士 LABO 会館ブックセンター出版部 

(ISBN:978-4-904497-31-9) 

7. 「弁護士のための初めてのリーガル・ソーシャルワーク」編集委員会、2014、『弁護士のための初めてのリーガル・ソーシャルワ

ーク』、現代人文社 (ISBN:978-4-87798-599-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

法社会学１（総論）と法社会学２（各論）は，どちらを先に履修しても良い．双方を履修することが望ましいが，いずれか一方の履

修も可とする． 

 

注意事項（Notice） 
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■EX201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX201／現代政治理論 

(Modern Political Theories) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治認識の枠組みを学び，政治的な価値や理念を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代政治理論の主要なトピックについての，基本的な理論，理論家，論争などの知識を習得する。 

 基本的には，指定した教科書を軸にして，講義を行う。その際には，授業出席者が教科書の該当部分をあらかじめ読んでいる

ことが望ましい。授業では必要だと思われる部分について，教科書を補足したり，詳しく説明するという形で講義を行うが，項目に

よっては教科書から離れることもある。 

 なお，この講義で扱うのは規範理論にややシフトした政治理論であり，政治についての実証的研究に関する重要テーマについ

ては，「政治過程論」が主として担当している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 政治（１） 

3. 政治（２） 

4. 政治(３) 

5. 権力(１） 

6. 権力(２） 

7. 権力（３） 

8. 権力（４） 

9. デモクラシー（１） 

10. デモクラシー（２） 

11. デモクラシー（３） 

12. デモクラシー（４） 

13. デモクラシー(５) 

14. リベラリズム(１) 

15. リベラリズム（２） 

16. リベラリズム（３） 

17. リベラリズム（４） 

18. 自由(１) 

19. 自由（２） 

20. 平等（１） 

21. 平等（２） 

22. 平等（３) 

23. 公共性(１) 

24. 公共性(２） 

25. 公共性（３） 

26. ナショナリズム（１） 

27. ナショナリズム（２） 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業出席者は教科書の該当部分をあらかじめ読んでいることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川崎修・杉田敦編、2012、『現代政治理論 新版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12454-7) 
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参考文献（Readings） 

1. 今村・三島・川崎編、2008、『岩波 社会思想事典』、岩波書店 (ISBN:978-4000803120) 

2. 佐々木毅、2012、『政治学講義 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130322225) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX202／日本政治論 

(Japanese Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本の政治や外交の生き生きとした姿を学ぼう 

担当者名 

（Instructor） 
薬師寺 克行(YAKUSHIJI KATSUYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業は戦後の日本政治、日本外交のうち、特に激動の激しかった 1990 年以降を詳しく学ぶことを目標とします。この四半

世紀余り、日本政治は「自民党単独政権」→「非自民連立政権」→「自民党政権」→「民主党政権」→「自民党政権」と目まぐるしく

移り変わりました。この間の動きを「生きた教材」として、克明に分析し構造的に理解することを目的とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は講義形式です。今日に至るまでの日本政治・外交の動きを政権ごとに、あるいはテーマごとに紹介していきます。中

心は 90 年代以降ですが、戦後、長期間続いた自民党単独政権時代についても紹介します。 

 講義の中核は 90 年代以降です。1993 年に自民党単独政権が終わり、連立政権時代に入って以降、政権は短期間でめまぐる

しく交代しました。この間、政治の中心に登場し、消えていった政党や政治家は数えきれません。各政党や政治家たちが何を目

指し、どのような権力闘争を行ったのか。表に出ていない人間模様も含め、できるだけ生き生きと紹介したいと思います。また冷

戦崩壊など国際社会の変動を反映し日本政治も日本社会も激変しました。外交、安全保障政策を含め主要政策の変貌に加え、

政策決定システムも構造的に分析します。 

 この授業では毎回、冒頭の数分間、直近の大きな時事問題について学生に質問したり解説をしますので、日々のニュースに触

れるようしてください。 

 また、この講義では毎年、政治家の方をゲストに招き、お話をしていただいています。2014 年は福田康夫元首相、2015 年は民

主党の細野豪志政調会長、2016 年は自民党の石破茂元幹事長、2017 年は公明党の太田明宏元代表に来ていただきました。

2018 年度も、ゲストを招く予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「日本政治の今――安倍首相は何を目指しているのか」 

2. 日本の再軍備を嫌った吉田内閣と「55 年体制」のスタート 

3. 学生がこぞってデモに参加した時代――岸首相と安保改定問題 

4. 利益誘導政治を確立した田中角栄首相と派閥全盛時代 

5. リクルート事件――自民党は腐敗によって自滅していった 

6. 冷戦終焉、バブル経済崩壊、天皇崩御――歴史を変える出来事が集中した 1989 年 

7. 不発に終わった政治改革の試み（海部、宮沢政権） 

8. 新しい政治の動き―自民党分裂と新党ブーム（日本新党、新生党、新党さきがけ） 

9. 非自民連立政権の誕生―細川連立政権誕生 

10. 自壊した非自民連立政権（細川、羽田政権） 

11. 実現した政治改革と小選挙区制導入の意味 

12. 小沢一郎という政治家の意味 

13. 権力維持にこだわる自民党のしたたかさ（村山政権） 

14. 古い体質を脱皮できなかった自民党（橋本、小渕、森政権） 

15. 小泉首相は自民党を延命させた－小泉構造改革 

16. 高い内閣支持率を維持した小泉首相－小泉流統治手法 

17. 新進党の崩壊と民主党の躍進 

18. 民主党のマニフェスト作成と統治システム改革案 

19. ポスト小泉時代の自民党政権の失敗と挫折（安倍、福田、麻生政権） 

20. 躍進する民主党と政権交代実現 

21. 普天間飛行場問題の混乱――鳩山政権の失敗 

22. 民主党のマニフェストと現実政治とのギャップ 

23. 民主党政権の挫折と自民党政権の復活（菅、野田政権） 

24. 変貌する日本の外交・安全保障政策 1 

25. 変貌する日本の外交・安全保障政策 2 

26. 自民党の復活と第 2 次安倍内閣 

27. 自公連立はなぜ、長続きするのか 

28. 財政危機をどう乗り越えるか－民主主義システムの限界 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業はレジュメなどは用意しません。受講生は指定したテキストをあらかじめ読んで、概要を頭に入れてきてください。また、

日常的に新聞やテレビに接して直近の政治の動きを踏まえたうえで出席することを求めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポートなど(30%) 

レポートなどの提出を複数回、求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 薬師寺克行、2014、『現代日本政治史』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14909-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 薬師寺克行、2012、『証言 民主党政権』、講談社 

2. 北岡伸一、2008、『自民党‐政権党の 38 年』、中公文庫 

3. 五百旗頭真編、2014、『戦後日本外交史』、有斐閣アルマ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX211／比較政治理論 

(Theories of Comparative Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政党デモクラシーの理論・現実・未来 

担当者名 

（Instructor） 
網谷 龍介(AMIYA RYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ヨーロッパにおいて政党デモクラシーがいかに機能してきたか、イメージをつかむ 

・政党デモクラシーが規範的にもつ含意を理解する 

・現在の政党デモクラシー変容の概要を理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義は，デモクラシーの中における政党の機能、という経験分析的・規範的問題に歴史的な視角から接近するものである． 

  現在のヨーロッパに生じているさまざまな政治的問題は，それ自体大変興味深い分析対象であるが，同時に現在規範化され

ている国民国家デモクラシーに対して原理的な問いを投げかける挑戦でもある．この講義では，現在の比較政治学の知見を広範

に援用することで現在生じている変化のメカニズムを検討すると共に，このような変化が歴史的にどのような「意味」を持つのかを

考える手がかりを提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 戦後デモクラシー(1): 大衆政治化と政党システムの形成 

3. 戦後デモクラシー(2): 政党デモクラシーの規範構造 

4. 戦後デモクラシー(3): 新しい対抗軸の形成 

5. 戦後デモクラシー(4): 政党政治は変容していたのか？ 

6. ポスト冷戦デモクラシー(1): 2 ブロック競合に向けて? 

7. ポスト冷戦デモクラシー(2): 主流政党の凋落 

8. ポスト冷戦デモクラシー(3): 急進右翼・左翼政党の伸長 

9. ポスト冷戦デモクラシー(4): 投票率の低下と不平等 

10. 21 世紀のデモクラシー(1): 政党政治は生きている？ 

11. 21 世紀のデモクラシー(2): 社会運動・直接民主主義・司法政治 

12.  21 世紀のデモクラシー(3): 社会的投資と社会契約の再生？  

13. 21 世紀のデモクラシー(4): ヨーロッパ統合とデモクラシー 

14. 21 世紀のデモクラシー(5): デモクラシーは可能か？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

不定期に復習課題や授業内小テストを課する可能性がある。授業内容を復習し、準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/復習課題(20%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 網谷龍介, 成廣孝, 伊藤武、2014、『ヨーロッパのデモクラシー 改訂第 2 版』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779508059) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欠席分のレジュメ等は担当者の個人ウェブサイトからダウンロードすること。https://sites.google.com/site/ryosukeamiya/ 

 

注意事項（Notice） 
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■EX212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX212／国際政治史 

(History of International Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ国際関係史 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 啓貴(WATANABE HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義を学ぶことで現代ヨーロッパの国際関係についての見識を高め、現状を自分の力で把握し、コメントできるようになること

を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパの近・現代の国際関係の歴史について学習する。歴史的知識だけではなく、そのときどきの国際社会の構造を理解す

ることにも配慮する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西欧国家体系の論理と構造 

2. 十九世紀のヨーロッパ国際関係 

3. 第一次大戦と世界 I   大戦原因論   

4. 第一次大戦と世界 II  世界戦争の実態とロシア革命  

5. 両大戦間期のヨーロッパ I  ヴェルサイユ体制と相対的安定期 

6. 両大戦間期とヨーロッパ II   ファシズムの時代 

7. 第二次大戦と冷戦の起源 

8. 冷戦時代 I ドイツ分断 

9. 冷戦時代 II 冷戦の固定化と 雪解け 

10. 冷戦時代 III 緊張緩和 

11. 冷戦時代 IV 1980 年代のヨーロッパ 

12. ポスト冷戦のヨーロッパ NATO と EU 

13. 欧州統合の発展 

14. 米欧関係の協調と対立・米欧関係の中のヨーロッパ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

渡邊啓貴『ヨーロッパ国際関係史』有斐閣、 

    『米欧関係の協調と対立』有斐閣 

    『シャルル・ドゴール』慶應義塾大学出版会 

  などをあらかじめ読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡邊啓貴、2004、『ヨーロッパ国際関係史』、有斐閣 

2. 渡邊啓貴、2008、『米欧同盟の協調と対立』、有斐閣 

3. 渡邊啓貴、2013、『シャルル・ドゴール』、慶應義塾大学出版会 

4. 渡邊啓貴、2013、『フランス文化外交戦略に学ぶ』、大修館 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木卓也、2011、『冷戦』、有斐閣 

2. アルフレート・グロセール、1987、『欧米同盟の歴史』、法律文化社 

3. トニー・ジャット、2008、『ヨーロッパ戦後史』、みすず書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX218／アメリカ政治論 

(American Political and Diplomatic History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの政治と外交 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの政治と外交に関する基本的知識の習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカは 21 世紀に入ってもなお、政治、経済、軍事、文化など多くの分野で大きな影響力を振るっている。この国といかに向き

合うのか、日本にとって非常に重要な課題である。多くの点でこれまでの政権とは異なる新しい政権が昨年発足し、自国本位の

政策を進めるなか、安易で皮相なアメリカ論に流されることなく、適切なアメリカ理解を得る必要は明らかである。 

 今年の講義では、アメリカの政治と外交の歴史について、後者に主なポイントを置きながら、時系列的に考察する。とくに外交の

基層部分をなす理念、思想を意識することで、アメリカ外交の特質、特性に明らかにしたい。 

 第一回目の講義時に、全体に関する参考文献リストを配布し、文献案内を行う。授業では新しいテーマに入るたびに、授業の概

要と参考文献を記したレジュメを配布する。また、アメリカに対する出席者の関心を喚起するために、毎回の講義の冒頭に、アメリ

カの政治、外交、社会、経済などに関する最新の新聞記事をコピー配布し、簡単な説明を加える。トランプ政権の動向についても

解説する。英文資料、視覚教材も適宜使用する。 

 なお今年度は春学期二コマ連続開講である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. トランプ政権の一年半 

3. 政治理念と統治機構 

4. 孤立主義の外交的伝統 

5. アメリカの大国化と孤立主義の変容 

6. ウィルソン外交と第一次世界大戦 

7. 1920 年代外交の独自性 

8. 孤立主義の高揚と国際危機 

9. 第二次世界大戦と FDR の大同盟外交 

10. 冷戦の起源 

11. 封じ込め政策の実施と展開 

12. 朝鮮戦争と封じ込め政策の転換 

13. 対日講和と戦後日米関係の形成 

14. 大量報復戦略と冷戦の常態化 

15. 冷戦の変容－1950 年代後半 

16. 冷戦のグローバル化と第三世界 

17. ケネディ政権の柔軟反応戦略とベルリン・キューバ危機 

18. ヴェトナム戦争の蹉跌 

19. デタント外交の実施と進展 

20. デタントの崩壊と新冷戦の時代 

21. 冷戦終結への道程 

22. 冷戦終結外交－ベルリンの壁の崩壊・東欧革命・ソ連の解体 

23. 湾岸戦争と新世界秩序構想 

24. ポスト冷戦とクリントン外交 

25. 9/11・アフガニスタン攻撃・イラク侵攻 

26. G・W・ブッシュ外交の帰結 

27. オバマ政権の外交－中国の台頭とアメリカのアジア回帰 

28. 統括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新しいテーマに入るたびに、Blackboard にレジュメ、参考文献を掲示し、講義の範囲に対応するテキストの該当部分を指示する。

十分に準備して出席すること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木卓也編、2017、『戦後アメリカ外交史』第三版、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 有賀貞、2012、『ヒストリカルガイド・アメリカ』改訂新版、山川出版社 (ISBN:4-634-64950-0) 

2. 久保文明編、2017、『アメリカ政治』第三版、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12403-5) 

3. 佐々木卓也編、2011、『ハンドブック アメリカ外交史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05480-0) 

4. 佐々木卓也、2011、『冷戦』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17806-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX220／アジア政治論 

(Asian Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

第一部 アジア政治の基礎概念 

第二部 中国の台頭 

第三部 中国とどう付き合うか（香港の事例を中心に） 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア政治の基本的な概念を踏まえて，中国の台頭を冷静に理解し，それへの対応について考えること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国の台頭は，現在アジア政治の最大の関心事と言っても過言ではないでしょう。日本でも，中国の反日感情や，安全保障上の

脅威が大いに懸念され，中国に対する感情的な反発も強まっていますが，他方で対中経済関係は大いに発展し，日本にとっての

中国の重要性は増大しています。このような矛盾する状況のなかで，日本は中国とどうつきあうかを考えなければなりません。 

この問題に答えるためには，日本や中国を含むアジアの政治がどのような特徴を持っているのかを，正確に理解することが必要

となります。また，この問題は，日本だけでなく，中国の周辺に位置するアジア諸国にとって共通の問題となっています。中国の周

辺諸国が中国の台頭にどう応じているかを考えることは，日本にとっても大いに参考となるでしょう。 

本講義では，まずアジア政治を理解するための概念について，政治学的な角度から説明し，続いて中国の台頭という現象を分析

します。そして，それに対する周辺の反応の事例研究を行います。事例としては，中国の台頭を最前線で受け止めている，香港

を中心に扱います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジアとは何か 

3. 第一部 アジア政治の基礎概念 

植民地化とナショナリズム① 

4. 植民地化とナショナリズム② 

5. 近代化と経済発展① 

6. 近代化と経済発展② 

7. 民主化① 

8. 民主化② 

9. 冷戦① 

10. 冷戦② 

11. 第二部 中国の台頭 

帝国から国民国家へ① 

12. 帝国から国民国家へ② 

13. 中国の経済発展① 

14. 中国の経済発展② 

15. 中国は民主化するか① 

16. 中国は民主化するか② 

17. 中国を取り巻く国際関係① 

18. 中国を取り巻く国際関係② 

19. 第三部 中国とどう付き合うか（香港の事例） 

中国返還後の香港① 

20. 中国返還後の香港② 

21. 中国人か、香港人か① 

22. 中国人か、香港人か② 

23. 中国との経済融合① 

24. 中国との経済融合② 

25. 民主化をめぐる論争① 

26. 民主化をめぐる論争② 

27. 香港の二つの歴史問題① 

28. 香港の二つの歴史問題② 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中国を中心としたアジアの政治情勢についての報道に常に注目しておくこと。報道から得た情報をもとにした小レポートを 3 回課

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小レポート（3 回）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩崎育夫、2009、『アジア政治とは何か - 開発・民主化・民主主義再考』、中公叢書 (ISBN:978-4120040863) 

2. 片山 裕 (編集), 大西 裕 (編集)、2010、『アジアの政治経済・入門』、有斐閣 (ISBN:978-4641183865) 

3. 倉田 徹、2009、『中国返還後の香港』、名古屋大学出版社 (ISBN:978-4815806248) 

4. 倉田 徹・張 彧暋、2015、『香港：中国と向き合う自由都市』、岩波新書 (ISBN:978-4004315780) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX221／日本政治史 

(Political History of Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル･ヒストリーとナショナル･ヒストリーのあいだ 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在日本を取り巻いている国際環境はどこから来たのか？｢日本人」として現代を理解するために必要な日本の政治史・外交史

の鳥瞰図を理解する。また，具体的な歴史過程の中で，多様な歴史観があることを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代以前からの日本が，｢アジア｣や｢西洋」との間で如何なる対外関係を構築していったのかを，「大日本帝国」の形成と崩壊の

歴史として，また戦後日本外交への展開として探る。「西洋」と日本，「アジア」と日本の関係が，授業の軸となる。概ね右記の授

業計画に沿って講義を行う予定であるが，現在起こっている問題を意識し，受講生の反応を見ながら講義を行うので，授業の進

行に多少の濃淡やスピードの変化が生まれることを理解されたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 00 はじめに グローバル･ヒストリーとナショナル･ヒストリー 

2. 第一章 「日本型華夷秩序」の成立まで 

01 東アジア秩序の形成 

3. 02「日本」の成立 

4. 03 混淆するアジア 

5. 04「将軍権力」の確立 

6. 05 日本型華夷秩序の成立 

7. 06「徳川による平和」 

8. 第二章 「西洋の衝撃」から「帝国」建設へ 

07「西洋の衝撃」 

9. 08「尊王攘夷」運動から倒幕・維新へ 

10. 09 明治維新とは何だったのか 

11. 10「中華との対抗」と「西洋への抵抗」 

12. 11 幕末・維新期の日本外交とアジア 

13. 12 幕末・維新期の日本外交と蝦夷地・琉球 

14. 13「帝国の時代」と日本 

15. 14 日清戦争への道 

16. 15 日清戦争の意味と台湾植民地化 

17. 16 日露戦争への道 

18. 17 日露戦争と朝鮮植民地化 

19. 18 日露戦争の意味 

20. 19 第一次世界大戦と国際環境の変化 

21. 20 政党政治と植民地政策の転換 

22. 第三章 アジア主義の台頭と「帝国」原理の変質 

21 満州事変への道 

23. 22「帝国」への対抗としての満州事変 

24. 23 満州事変後の帝国再編 

25. 24 満州事変後の国体変化 

26. 25 日中戦争の勃発 

27. 26 日中戦争収拾の試みと反英運動 

28. おわりに 

27「大東亜戦争」から「戦後体制」へ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard を使用する予定。学生は毎週質問やコメント（リアクション・メール）を提出することができ，それに教員が応答する。応

答の程度は参加者数による。リアクション・メールと応答は試験問題として出されることがあるので、他の学生のものも含めて学

習する必要がある。 
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授業で紹介された文献や映画を積極的に利用して学習することが期待される。 

高校の日本史・世界史の知識を持つことが望ましいが，必要条件でも十分条件でもない。現実の政治・外交，歴史や政治学に興

味を持つ学生を歓迎する。試験前にレジメを集めただけで単位を取るのは困難だが，毎回授業に出て話を理解しようとし，考える

習慣をつければ，何とかなるようにしたい（昨年度はＳ7.6％，Ａ17.4％，Ｂ27.7％，Ｃ28.3％，Ｄ19.0％）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

任意のリアクション・メールで提出された質問・コメントが優れている場合、上記 100％に加えて 30％までを上乗せ加算する。（最

高で 130％となる。） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 松浦正孝、2010、『「大東亜戦争」はなぜ起きたのか』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0629-3) 

2. 川島真・服部龍二編、2007、『東アジア国際政治史』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0561-6) 

参照して欲しい文献については、配布するレジメに記載する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎年、圧倒的多数の学生が私語の絶滅を支持し、静粛な環境で授業を受けたいと切望していることに鑑み、授業中の私語は禁

止する。授業への出席は、私語をしないと同意することを条件とする。集中力保持のため、授業の中間で休憩を入れる。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX222／ヨーロッパ政治論 

(European Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパから学ぶ政治の多様な発展可能性 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ各国がデモクラシーや福祉国家，あるいはファシズムへと進んだ多様な道と，国民国家を超えるＥＵ統合に試行錯誤す

る現代の変化を学びながら，歴史と比較の政治学を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「民主主義の建築現場」といわれるように，ヨーロッパは多様で個性的なデモクラシーをつくり出してきた。現在では，ユーロ危機，

移民・難民との共存，ポピュリズムの台頭，環境保護・福祉国家再編のような新しい課題に向かっている。このヨーロッパ政治の

たえざる多様な発展を，民主化，危機，福祉国家，ＥＵ統合，市民社会の５つのテーマを通して立体的に理解していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国民の形成 

3. 国家の建設 

4. 政党政治の発展 

5. イギリスの民主化 

6. フランスの民主化 

7. ドイツの民主化 

8. 北欧の民主化 

9. オランダ・ベルギーの民主化 

10. 帝国主義と世界大戦 

11. 戦間期の危機 

12. 民主化の挫折とファシズム 

13. 極端の時代 

14. 現代イギリスの政治 

15. 現代フランスの政治 

16. 現代ドイツの政治 

17. 現代北欧・オランダの政治 

18. 民主化の「第三の波」 

19. 福祉国家の再編 

20. ヨーロッパ統合史 

21. ＥＵの拡大 

22. ＥＵの深化と危機 

23. 信頼と腐敗 

24. 新しい政治と緑 

25. 人の移動と再国民化 

26. ポピュリズム 

27. 女性と政治 

28. ヨーロッパはどこへ行くか？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布教材やテキストのほか，新聞報道の国際記事に目を通し，世界とヨーロッパの政治の具体的情報に日頃からふれておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 網谷龍介・伊藤武・成廣孝編、2014、『ヨーロッパのデモクラシー[改訂第 2 版]』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779508059) 
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授業毎にレジュメ，資料を配布（アップロード）する 

 

参考文献（Readings） 

1. 篠原一、1986、『ヨーロッパの政治：歴史政治学試論』、東京大学出版会 (ISBN:9784130320214) 

2. 馬場康雄・平島健司、2010、『ヨーロッパ政治ハンドブック[第 2 版]』、東京大学出版会 (ISBN:9784130322140) 

3. 遠藤乾、2014、『ヨーロッパ統合史[増補版]』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815807672) 

4. 水島治郎、2016、『ポピュリズムとは何か－民主主義の敵か、改革の希望か』、中央公論新社 (ISBN:9784121024107) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

私語・途中入退室しない。不明な点は気軽に質問する。いい授業を共につくるための「契約」です。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX231／日本政治思想史 

(History of Japanese Political Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀の思想家と政治――江戸と明治の連続と断絶 

担当者名 

（Instructor） 
菅原 光(SUGAWARA HIKARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

儒教の基本的な概念、儒教と江戸時代の日本社会との齟齬、その結果成立した日本化された儒教の諸特徴などについて理解

し、その政治思想史的意義について自分なりに考察し議論することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主に近世を対象とし、政治に関わる思想言説を通史的に取り上げる。まずは儒学を中心とする伝統思想の基本的な枠組みを押

さえ、儒教の日本化、西洋思想との出会いといった、思想史上の事件について考察を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 武士とは何か――戦国期の武士達 

3. 武士道の政治思想 

4. 泰平の世の武士達 

5. 「天」の観念と「革命」の思想 

6. 「徳治」と「仁政」＝儒教的民本主義 

7. 「華夷」の思想 

8. 政治＝先覚者(天子)による感化  

9. 『論語』の世界  

10. 朱子学と徳川政権 

11. 伊藤仁斎と「ひきこもり」経験 

12. 伊藤仁斎と「古義学」の成立 

13. 荻生徂徠と「江戸所払い」の経験 

14. 荻生徂徠における「政治」と「道徳」 

15. 荻生徂徠と「古文辞学」の成立 

16. 中華概念の変容と儒教の日本化 

17. 日本の中華化と儒教の日本化 

18. 近世日本のナショナリズム 

19. 本居宣長と「国学」の成立 

20. 「国学」の政治観 

21. 歴史と言葉 

22. 江戸時代の社会と経済 

23. 文明開化の諸相 

24. 近代思想と留学経験 

25. 儒教からの西洋理解――哲学 

26. 儒教からの西洋理解――万国公法(国際法)と憲法 

27. 儒教からの西洋理解――功利主義と進化論 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【予習】 

 次回の授業範囲となるテキストの該当箇所に目を通しておくことは、毎回の予習課題となる。テキスト読解にあたっては、引用さ

れている諸史料を中心にして、難解語句や未知の事項については下調べをしてくること。 

 

【復習】 

 その日の授業内容の中で最も重要と思われる事項についての知識と議論とに関わるテスト予想問題を作成し、自らがとった授

業ノートのみを参照して、それについての模範解答を作成するような復習をしておくと、学修成果の定着をはかることができる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺浩、2010、『日本政治思想史 十七～十九世紀』、東京大学出版会 

2. 田尻祐一郎、2011、『江戸の思想史 人物・方法・連環』、中公新書 

3. 菅原光、2009、『西周の政治思想―規律・功利・信』、ぺりかん社 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX233／欧州政治思想史（１年次） 

(History of European Political Thought) 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）「政治」という人間固有の営みをめぐる根源的思索と西洋世界におけるその歴史的蓄積に慣れ親しむ。 

２）政治思想の古典（テクスト）とその歴史的文脈（コンテクスト）との関係を学ぶ。 

３）「デモクラシー」「自由」「平等」「公共性」など、現代政治を考えるうえで不可欠な鍵概念の来歴と含蓄を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、「政治」をめぐる根源的思索がいかに人間の歴史のなかで積み重ねられ、現代でも読み継がれる「古典」として結

晶化してきたのかを学ぶ。もちろん、それぞれの古典（テクスト）には、それが書かれた独自の歴史的文脈（コンテクスト）があり、

そうした歴史の文脈なしに古典を評価することはできない。しかし同時に、古典というものは、単に「過去の遺物」として時代ととも

に色褪せてしまうわけでもない。そのため政治思想史を学ぶには、歴史的かつ理論的な両面のアプローチが必要となる。講義の

前半部では、古代ギリシアのポリス（都市国家）の営みから主権国家の成立までを、後半部では、社会契約論や啓蒙思想の展開

から 20 世紀の政治理論までを扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 政治思想史とは何か 

2. 古代ギリシアの世界 

3. プラトン 

4. アリストテレス 

5. ヘレニズム時代 

6. 共和政ローマ 

7. 帝政ローマ 

8. キリスト教世界の勃興 

9. アウグスティヌス 

10. トマス・アクィナス 

11. 中世社会の黄昏 

12. マキャヴェリ 

13. トマス・モア 

14. ルターとカルヴァン 

15. ボダンと主権国家 

16. ホッブズ 

17. ロック 

18. モンテスキューとフランス啓蒙 

19. ルソー 

20. スコットランド啓蒙 

21. アメリカ独立とフェデラリスト 

22. フランス革命とバーク 

23. ヘーゲル 

24. ベンサム 

25. J・S・ミル 

26. トクヴィル 

27. 社会主義とマルクス 

28. 現代の政治思想 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習）各回の講義に合わせて教科書の該当箇所を読んでおくこと。 

 

復習）講義レジュメとノートをしっかりと見直し、もう一度教科書の該当箇所を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 
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授業時間内に書いてもらうコメントペーパーを加点対象とすることがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宇野重規、2013 年、『西洋政治思想史』、有斐閣 (ISBN:4641220018) 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉田敦・川崎修編、2014 年、『西洋政治思想資料集』、法政大学出版局 

2. 川出良枝・山岡龍一、2012 年、『西洋政治思想史―視座と論点』、岩波書店 

3. 小笠原弘親ほか、1987 年、『政治思想史』、有斐閣 

4. 小野紀明・川崎修ほか編、2014 年、『岩波講座 政治哲学』（全６巻）、岩波書店 

これらに加えて各回の講義中にも参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX234／欧州政治思想史（その他） 

(History of European Political Thought) 

担当者名 

（Instructor） 
面 一也(OMOTE KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
２年次以上 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. ヨーロッパの代表的な政治思想を理解する。 

2. 過去の政治思想と今日の政治社会の関わりについて洞察する。 

3. 政治的諸課題に対する批判的な考察力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治思想は、たんに政治学の一分野であるだけでなく、その各分野を支える基盤でもあり、政治学の中枢に位置する。過去の諸

思想は、今日の政治社会のルーツになっていることもあれば、時代を超えた普遍的な問いを投げかけていることもある。過去に

盲目な者は、現在と未来にも盲目になる。本講義では、ヨーロッパの代表的な政治思想を概観しつつ（原典を読み解きつつ、また

関連思想も取り上げつつ）、政治は何のためにあるべきか、正義はどのようなものであるべきか、今日の政治が抱えている課題

はどのようなものであり、またどのように克服すべきなのか、等々の問題をめぐり批判的考察を行なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 今年度と春学期のイントロダクション 

2. プラトン① ソクラテスの死の意味：政治哲学の起源 

3. プラトン② 理想国家：善のイデアと最善の哲人王支配 

4. プラトン③ 現実国家：民主政治から最悪の僭主政治へ 

5. プラトン④ 『国家』と『法律』：政治と宗教の関係を中心に（対テロ戦争時代への問い） 

6. アリストテレス① 学問体系の整序：諸学の王としての政治学 

7. アリストテレス② 人間観：最高善としての幸福、政治的動物（ゾーン・ポリティコン） 

8. アリストテレス③ 国家の本質：善く生きるための共同体 

9. アリストテレス④ プラトン批判と理想国家の再定式 

10. アウグスティヌス 神の国と地の国：理性に対する信仰の優位 

11. トマス・アクィナス スコラ哲学と徳の政治：信仰に対する理性の相対的自立 

12. ニッコロ・マキアヴェッリ① 近代政治学の開始 

13. マキアヴェッリ② 現実国家：『君主論』＝僭主論 

14. マキアヴェッリ③ 理想国家：古代ローマ共和政への憧れ 

15. 秋学期のイントロダクション 

16. トマス・ホッブズ① 近代政治哲学の確立：アリストテレス＝トマス的世界観の破壊 

17. ホッブズ② 自然状態：「善＝快楽」から戦争状態へ 

18. ホッブズ③ 社会状態：死の恐怖による絶対支配 

19. ジョン・ロック① 「善＝快楽」から労働価値説へ：近代経済秩序の基礎 

20. ロック② 代議制国家の創設と革命：近代政治秩序の基礎 

21. ジャン＝ジャック・ルソー① 文明社会への批判 

22. ルソー② 直接民主主義と善い僭主 

23. ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル① 主人と奴隷の弁証法から相互承認へ 

24. ヘーゲル② 人倫的自由：家族と市民社会 

25. ヘーゲル② 人倫的自由：立憲君主制国家 

26. フリードリヒ・ニーチェ① キリスト教道徳批判 

27. ニーチェ② 近代民主主義批判：人類の畜群化・末人化 

28. ニーチェ③ 超人と永遠回帰：ソクラテスの生き方の意味 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習に力点を置くことを勧める。ノートと引用資料をよく読み返し、論点の整理と自らの考察を少しずつ書き留めておくとよい。初

回授業時に詳しく説明するが、成績評価に際しても考察を重視する。                                                                

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクション・ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業時に配布する引用資料を主に用いる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤原保信、2005 年、『西洋政治理論史（上・下）』、新評論 (ISBN:4794806736) 

2. 藤原保信・飯島昇藏、1995 年、『西洋政治思想史（Ⅰ・Ⅱ）』、新評論 (ISBN:4794802536) 

3. 杉田敦・川崎修、2014 年、『西洋政治思想資料集』、法政大学出版局 (ISBN:4588625276) 

参考文献の購入等の検討は、初回授業時まで待つこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX240／国際政治 

(International Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀の国際政治と民主主義のダイナミクス 

担当者名 

（Instructor） 
竹中 千春(TAKENAKA CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

変動する世界をどう捉えるか。国際政治の基礎を学び，歴史的な事象や今日の新しい現象を分析しながら，21 世紀のグローバ

ル政治を展望する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

国際政治の基礎となる国家や国際関係は、1648 年のウェストファリア講和条約にあるといわれる。要するに 367 年も前の政治の

しくみを未だに使っているのだが、その時代には存在しなかった民主主義、ナショナリズム、グローバリゼーション、あるいは工業

化や IT技術などによって世界は急激に変化している。何が起っているのか。何が問題か。どのように課題に挑戦していけるの

か。グローバルな市民として必要な知識と主体的な発想をともに学んでいく。授業の構成としては、秋学期は第 1 部「グローバリ

ゼーション時代の国際政治とは？」、第 2 部「戦争の体系としての国際政治」、秋学期は第 3 部「国民国家時代の国際政治」、第

4 部「アジアの国際政治」という形で組み立て、とくに第 4 部では講師の専門とするインドの事例に焦点を置く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 第 1 部 グローバリゼーション時代の国際政治とは？ 

2. 今何が起っているか？①戦争、内戦、テロリズム 

3. ビジュアル資料『難民の時代をみつめて』(NHK、2002 年) 

4. 今何が起っているか？②グローバリゼーションと経済危機  

5. ビジュアル資料『インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる眞実』（2010 年） 

6. 今何が起っているか？③人権侵害、ビジュアル資料 『静かなる叫び』（BBC、2002 年) 

7. 今何が起こっているか？④民主主義の動揺と排外主義の台頭 

8. 第 2 部 戦争と平和の国際政治 暴力の連鎖のダイナミクス 

9. 戦争の体系としての国際政治、平和のための国際秩序構想 

10. 外交と国際政治 

11. 権力政治：力の均衡、同盟の力学、帝国と覇権 

12. トピック：中国の台頭、権力移行、権力競合 

13. トピック：国際主義の後退と国連の危機 

14. 21 世紀の国際政治：何が起こっているか、どう分析するか 

15. 第 3 部 国民国家時代の国際政治  国民国家の形成と拡大 

16. 国民国家の内政と外交： 民主主義とナショナリズム 

17. 20 世紀の国際政治：世界戦争と冷戦、国際組織、地域統合 

18. 第 4 部 アジアの国際政治 19世紀植民地支配から 20 世紀独立国家へ 

19. インド・ナショナリズムとガンディーの思想と運動① 

20. インド・ナショナリズムとガンディーの思想と運動② 

21. インド・パキスタン分離独立：国家形成、宗教暴動、犠牲 

22. 独立国家の建設と運営：国民統合、民主主義、開発 

23. 独立国家の危機：非民主制への移行、民主化、その後 

24. ポスト社会主義のインド：反イスラーム暴動、核保有、カシミール紛争 

25. ビジュアル資料『ベヘランパダに住んでいます(I Live in Behrampada)』(India, 1993) 

26. グローバリゼーション、民主化、ファンダメンタリズム 

27. ビジュアル資料 『インドの衝撃 世界最大の選挙戦』（NHK、2009 年） 

28. 国際社会は自由主義と民主主義を守れるか （試験期間中に期末試験を実施） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①教科書・参考書などを読み、国際政治学の概念を理解し、自分の見解をまとめる力をつけること。②新聞・テレビ・インターネッ

トで日々のニュースを追いかけ、世界の人々とともに経験や意見を共有する力をつけること。③外国への旅行・短期留学をめざし

たり、キャンパス内外で留学生や外国籍の方々との交流を行なう努力をして、グローバルなコミュニケーションの力を磨くこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原帰一、2007、『国際政治』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-13504-0) 

2. 竹中千春、2004、『世界はなぜ仲良くできないの？暴力の連鎖を解くために』Kindle 版、CCC メディアハウス (ASIN: 

B00OQ4QKA0) 

3. 竹中千春、2018、『ガンディー 平和を紡ぐ人』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4004316992) 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹中千春、2010、『盗賊のインド史 帝国・国家・無法者』、有志舎 (ISBN:ISBN978-4-903426-36-5) 

2. 藤原帰一・大芝亮・山田哲也、2011、『平和構築・入門』、有斐閣 (ISBN:ISBN 978-4-641-04994-9) 

3. 大芝亮・藤原帰一・山田哲也、2006、『平和政策』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641-18343-0) 

4. 明石康、2006、『国際連合 軌跡と展望』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4004310525) 

5. 長有紀枝、2012、『入門 人間の安全保障』、中央公論新社 (ISBN:ISBN978-4-12-102195-3) 

6. ウルワシー・ブターリア、2002、『沈黙の向こう側ーインド・パキスタン分離独立と引き裂かれた人々の声』、明石書店 (ISBN-

10: 4750315435) 

7. 片山裕、他、2010、『アジアの政治経済・入門 新版』、有斐閣 (ISBN-13: 978-4641183865) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://univdb.rikkyo.ac.jp/view?l=ja&u=1210&sm=affiliation&sl=en&sp=52  

 

注意事項（Notice） 
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■EX241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX241／比較政治１ 

(Comparative Politics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中東イスラーム地域研究 

担当者名 

（Instructor） 
臼杵 陽(USUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教・民族・国家・国家横断的運動が複雑に織りなす政治的動態の現実を踏まえて、目まぐるしく変化する現代中東イスラーム地

域をより正確に理解することを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中東イスラーム地域は歴史的かつ空間的に重層構造をもつ社会である。したがって同地域を理解するには通時的な視点と共時

的な視点をあわせもつ必要がある。本講義では通時的には、中東の歴史のなかにおいてイスラエルとパレスチナとの間の紛争、

つまりパレスチナ問題の起源と展開をどのように捉えるべきかを概説する。共時的には中東という地域概念、宗教・宗派、民族や

エスニック集団の複雑な相互関係をどのように理解すべきなのかを解説する。通時的には現代の視点から紛争史を解説する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域としての中東とはどこか？―言語と宗教の観点から 

2. ユダヤ教、キリスト教、イスラームという三つの一神教の相互関係  

3. 現代から見た中東イスラーム地域の歴史の概観①―十字軍から東方問題まで  

4. 現代から見た中東イスラーム地域の歴史の概観②ー帝国主義時代における汎イスラーム運動とナショナリズム 

5. 現代中東地域の形成―第一次世界大戦と委任統治 

6. アラブ・イスラエル紛争の起源―第二次世界大戦とイスラエル建国  

7. アラブ・イスラエル紛争の展開―第一次中東戦争から第三次中東戦争まで 

8. アラブ・イスラエル紛争の変質①ーパレスチナ解放運動の高揚  

9. アラブ・イスラエル紛争の変質②－第四次中東戦争とエジプト・イスラエル平和条約 

10. パレスチナ／イスラエル紛争とレバノン戦争―非対称的紛争の開始  

11. 米ソ冷戦の終焉と湾岸戦争ー中東和平の始動  

12. オスロ合意の締結とその蹉跌  

13. 「アラブの春」からシリア内戦へ 

14. イスラーム国（ＩＳ）とは何っだのか？  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎日、テレビ・新聞・インターネットなどのメディアを使って、中東イスラーム地域に関係するニュースや情報を得るように心がけて

ください。そうすることで、中東とかイスラームといった遠い地域の出来事ではなく、できるだけ身近なものとして感じる想像力を養

うように努力してください。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/平常点(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 臼杵 陽、2013、『世界史の中のパレスチナ問題』、講談社現代新書 (ISBN:4062881896) 

 

参考文献（Readings） 

1. 臼杵 陽、2009、『イスラエル』、岩波新書 (ISBN:4004311829) 

2. 臼杵 陽、1999、『中東和平への道』、山川出版社 (ISBN:463434520X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX242／比較政治２ 

(Comparative Politics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中・東欧の政治―国民化する国家、社会主義の実験、民主化の先の隘路 

担当者名 

（Instructor） 
中田 瑞穂(NAKADA MIZUHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 中・東欧の政治について、比較政治学・比較政治史の観点から理解を深め、事例を用いて説明することができる。ナショナリズ

ム、民主化と政党政治、社会保障、地域統合といった現代世界の重要問題について、中・東欧の事例を踏まえて、多面的な観点

から分析・考察することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中・東欧諸国は、国民国家や議会制民主主義という近代政治のモデルが作り出されたヨーロッパの周辺に位置します。西欧諸

国との社会的、文化、言語的条件の違いから、モデルのそのままの受容は困難であり、変形させながらの受容を試みてきまし

た。また、20 世紀の夢であった「社会主義の実験」の舞台ともなりました。その経験は、世界の多くの地域の経験と共通するもの

であり、かつ、比較政治学の主舞台であるヨーロッパとの近接比較しつつ理解を試みることが可能な興味深い素材です。本講義

では、特にその中で現在のポーランド、チェコ、スロヴァキア、ハンガリーを中心とする地域に焦点を当て、国民形成と独立国の民

主主義の経験、社会主義体制、そして 1989 年以降の民主化について、それぞれの特質を検討します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中・東欧地域とは、東中欧とは 

地域の多様性、近現代史の概観 

2. 国家と国民（ネイション）の不一致 

  ナショナリズム論と中東欧諸国 

3. 帝国と諸国民社会の形成 

4. 連邦国家と国民問題、マイノリティと国民国家 

5. 東中欧の「新興民主諸国」の経験 

6. 社会主義体制下の国家社会関係 

7. 東中欧諸国の民主化：原因と過程 

8. 固定化と政党政治 

9. 政党政治と民主主義の型 

10. EU加盟と欧州化 

11. 社会保障システム 

12. イリベラル・デモクラシーの挑戦 

13. 中・東欧政治の現在、総括 

14. 到達度の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回の講義内容を振り返ったうえで、次の講義に臨むこと。具体的に簡単な調査課題等を課すこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/予習、復習課題、授業内課題に関し、授業内でコメントカード等を使い確認を行う(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 網谷・成廣・伊藤、2014、『ヨーロッパのデモクラシー 改訂第二版』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779508059) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX250 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX250／政治社会学 

(Political Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民政策の国際比較及び移民政策のリージョナル・ヴァナンス 

担当者名 

（Instructor） 
久保山 亮(KUBOYAMA RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際社会の中で、移民政策の歴史、多様性、現在を学ぶ。日本語文献の乏しい移民政策の歴史や国際比較の観点を養うととも

に、EUの政策展開を学ぶことで、どのようにして移民政策のリージョナル・ガヴァナンスが発展できたのかを学ぶ。どのような移

民政策が望ましいのかを考える視点をもてるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

冷戦崩壊以前、移民政策は、国際公共政策課題の周縁に位置づけられ、国際社会の重要な課題とはみなされていなかった。し

かし、移民・難民政策は国際社会の重要な課題の一つとなりつつあり、新しい局面に入りつつある。 

 にもかかわらず、人の国際移動には、通商、環境問題、金融などのイッシューと違い、多国間主義によるアプローチやグローバ

ルなガヴァナンスの枠組みがほとんど見られない。その一方で、EU とシェンゲン領域のように、リージョナル・ガヴァナンスの動き

は、活発化してきた。また、リージョナル・ガヴァナンスが進んでも、各国の移民政策の歴史や展開には大きな違いもある。、 

 本講義では、移民政策を国際社会のなかに位置づけ、グローバルな視点と比較の視点で、歴史と多様性を学ぶ。具体的には、

移民政策の国際比較を、移民政策の原型を生み出し、その展開・形成をリードしてきたヨーロッパとアメリカを中心に、各国間での

異型性と同型性という対照的な二つの切り口から提示するとともに、リージョンレベルでのガヴァナンスを先進的に進めてきた EU

の移民・難民政策を紹介し、移民政策の今後を考える。 

 参考文献は主なものを例示するが、テキストは特に指定しない。パワーポイント（パワーポイントの場合もコピーを配布する）か

レジュメ配布のいずれかで、授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際社会と移民政策（１） 

2. 国際社会と移民政策（２） 

3. 移民政策の異型性の検討(1)―ヨーロッパの歴史的転回に焦点をあてて 

4. 移民政策の異型性の検討(2)―大陸ヨーロッパ・コーポラティストモデル 

5. 移民政策の異型性の検討(3)―北欧モデル 

6. 移民政策の異型性の検討(4)―植民地宗主国モデル 

7. 移民政策の異型性の検討(5)―後発国モデル 

8. 移民政策の同型性の検討(1)―アメリカとドイツを例に 

9. 移民政策の同型性の検討(2)―アメリカとドイツを例に 

10. 移民政策のリージョナルガヴァナンス(1)―リージョナル・ガヴァナンスの実情と EUの移民政策 

11. 移民政策のリージョナルガヴァナンス(2)―EUの国境管理と難民対応 

12. 非欧米諸国の移民政策―日本の移民・難民政策(1) 

13. 非欧米諸国の移民政策―日本の移民・難民政策(2) 

14. 新自由主義の時代の移民・難民政策―選別的政策 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメやノートを読み返し、復習に努める。時間があれば、参考文献を読んでおくことも望ましい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(85%)/授業への積極的参加(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小井土彰宏編、2017、『移民受入の国際社会学―選別メカニズムの比較分析』、名古屋大学出版会 

2. 小井土彰宏編、2003、『移民政策の国際比較』、明石書店 

3. 森千香子・エレン・ルバイ編、2014、『国境政策のパラドックス』、勁草書房 

4. 岡部みどり編、2016、『人の国際移動と EU：地域統合は「国境」をどのように変えるのか？』、法律文化社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 111 - 

■EX251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX251／環境政治 

(Environmental Politics) 

担当者名 

（Instructor） 
尾内 隆之(ONAI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境問題をめぐる政治に規範的考察と実証的考察との両面からアプローチし，その特質を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境対策は長らく，経済成長を妨げる厄介なものと見られてきたが，いまや経済と環境の両立が各国で政策課題となっている。

環境対策の必要性そのものを否定することは今日では考えにくいが，そうであればこそ，環境をどこまで守り，その費用をだれ

が，どれだけ負担するかが政治の大きな争点となる。トランプ政権の米国が地球温暖化対策に背を向けたことは，そうした政治

対立を如実に示している。一方で今日，環境後進国と思われていた中国が地球温暖化対策の主導権を握りつつあることからわ

かるように，刻々と変化する環境政治をとらえることは現代政治の理解に不可欠と言える。 

本講義では環境政治について，利害関係の影響はもちろん，環境思想や政策アイデアの展開も重視して考察する。環境をめぐる

様々な言説を踏まえて，新しい政治アクターの参入や利益との相互作用，市民運動，科学の影響力の増大など，環境政治のプ

ロセスを具体的に見ていく。 

なお，個々の環境問題について自然科学的な面から詳説する時間はない。受講者は環境問題の現状への関心を高く持ち，報道

やインターネット等を活用して，自ら積極的に情報・知識を得るよう希望する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境政治の見取り図 

2. 「成長の限界」と「持続可能な発展」 

3. 環境はどう「問題」化してきたか 

 (1) 汚染・破壊・浪費，(2) 越境と収奪 

4.  (3) 地球化とリスク化 

5.  環境政治はどう語られてきたか 

 (1)「エコロジー」の思想・哲学 

6.  (2) 近代社会の見直し：エコロジー的近代化，環境正義論 

7.  (3) 環境の市場化：グリーン・ニューディール、グリーン・イノベーション 

8. 環境を守るための政策的方法 

 (1) 制度（行政制度，法規制，経済的手法） 

9.  (2) 技法（環境影響評価，リスク評価，費用便益分析） 

10. だれが，どう環境政治を動かすのか 

 (1) 市民運動と公害・環境問題 

11.  (2) 政党と環境政治：緑の党を中心に 

12.  (3) 国際社会と地球環境問題 

13.  (4) 科学者/専門家と環境政治：国連 IPCC を中心に 

14. デモクラシーは環境問題を克服できるか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

環境省刊行の『環境・循環型社会・生物多様性白書』には、随時目を通しておくこと（環境省のウェブサイトで閲覧可）。また講義

では随時，時事的な話題・事例を取り上げるので，新聞の環境関連記事などで最新のニュースをチェックすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/リアクションペーパーなどの授業内課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず，講義資料等を随時配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. デレク・ウォール、2012、『緑の政治ガイドブック』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-06647-3) 

2. J・S・ドライゼク、2007、『地球の政治学』、風行社 (ISBN:978-4938662905) 

川崎修・杉田敦編『現代政治理論 新版』（有斐閣アルマ）の第 10 章「環境と政治」が、担当教員による環境政治の概説になって

いるので、一読してほしい。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料配布等のために Blackboard を利用するので、随時閲覧すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 113 - 

■EX261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX261／地方自治 

(Local Government) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 浩(INAGAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地方自治に関する基本的な知識や考え方を習得し、それをもとに今後の地方自治のあり方について考えることができるようにな

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，主に日本の地方自治制度についての基本的な理解と，現在発生している諸課題の検討を目的とするものである。特

に、自治体における制度運用の実際について検討することにより，その構造的な特徴を探っていくことにしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 地方自治の現在 

2. 地方自治の基礎① 住民と自治 

3. 地方自治の基礎② 政治と行政 

4. 地方自治の基礎③ 地方制度の歴史 

5. 地方自治の制度① 議会と執行機関 

6. 地方自治の制度② 地方公務員制度と人事管理 

7. 地方自治の制度③ 政府間関係 

8. 地方自治の制度④ 地方財政制度 

9. 自治と管理① 財政管理 

10. 自治と管理② 組織管理 

11. 自治と管理③ 政策管理 

12. 自治の動態① 諸外国の地方自治 

13. 自治の動態② 住民参加とガバナンス 

14. 自治の動態③ 大都市東京の地方自治 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回簡単なレジュメを配布し、それに基づく講義形式で授業を進める。その際、テキストでの該当箇所や参考文献を明示するの

で、毎回の講義終了後に一読しておくこと。ただし、受講者が少数の場合は、双方向型の授業に変更する場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

随時行うコメントペーパーを提出したものは、内容によって筆記試験の成績に加点する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 礒崎初仁・金井利之・伊藤正次、2014、『ホーンブック地方自治［第 3 版］』、北樹出版 (ISBN:9784779304033) 

 

参考文献（Readings） 

1. 柴田直子・松井望編、2012、『地方自治論入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623064603) 

2. 伊藤正次・出雲明子・手塚洋輔、2016、『はじめての行政学』、有斐閣 (ISBN:4641150354) 

3. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:4589037904) 

4. 金井利之、2017、『行政学講義』、ちくま新書 (ISBN:4480071288) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 114 - 

■EX262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX262／行政学１ 

(Public Administration 1) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，受講生が興味深い行政現象を記述し分析する能力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 行政学は，「有権者」としての視点（制度論），「納税者」としての視点（管理論），及び「消費者」としての視点（政策論）という 3つ

の視点から行政現象に複眼的にアプローチする学問である。このうち行政学 1では，上記アプローチに対応した 3 つのパートの

うち，制度論及び管理論の一部を取り上げる。各パートでは，行政現象についての興味深いパズルを設定した後（1 週目），これ

を分析する（2 週目）。 

 なお，行政学 2 をあわせて受講することが望ましい。 また，受講にあたっては，過去の授業評価アンケート結果を参考にするこ

と（http://www2.rikkyo.ac.jp/web/haradahi/）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政学入門 1：何を学ぶのか？（行政学の体系） 

2. 行政学入門 2：どうやって学ぶのか？（行政学の方法） 

3. 制度論 1：官民関係論─規制改革はなぜ進まないのか？ 前編 

4. 制度論 1：官民関係論─規制改革はなぜ進まないのか？ 後編 

5. 制度論 2：政官関係論──政治家は幹部職員人事権をなぜ抑制的に行使するのか？ 前編 

6. 制度論 2：政官関係論──政治家は幹部職員人事権をなぜ抑制的に行使するのか？ 後編 

7. 制度論 3：行政組織論──内閣官房・内閣府はなぜ肥大化したのか？ 前編 

8. 制度論 3：行政組織論──内閣官房・内閣府はなぜ肥大化したのか？ 後編 

9. 制度論 4：公務員制度論──人事院はなぜ廃止されなかったのか？ 前編 

10. 制度論 4：公務員制度論──人事院はなぜ廃止されなかったのか？ 後編 

11. 管理論 1：財源管理論──日本の財政赤字は先進国でなぜ最悪なのか？ 前編 

12. 管理論 1：財源管理論──日本の財政赤字は先進国でなぜ最悪なのか？ 後編 

13. 管理論 2：人事管理論──国家公務員の総量抑制方式はなぜ機能したのか？ 前編 

14. 管理論 2：人事管理論──国家公務員の総量抑制方式はなぜ機能したのか？ 後編 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の講義のみ資料を配布する。事前にダウンロードあるいはプリントして講義に臨むこと。受講後，教科書で示している文献や

サイト等にあたり講義内容の理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:9784589037909) 

 

参考文献（Readings） 

1. 西尾勝、2001、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641049777) 

2. 真渕勝、2009、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641049831) 

3. 曽我謙悟、2013、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641124833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX263／行政学２ 

(Public Administration 2) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，受講生が興味深い行政現象を記述し分析する能力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政学は，「有権者」としての視点（制度論），「納税者」としての視点（管理論），及び「消費者」としての視点（政策論）という 3 つ

の視点から行政現象に複眼的にアプローチする学問である。このうち行政学 2では，上記アプローチに対応した 3 つのパートの

うち，管理論の一部及び政策論を取り上げる。各パートでは，行政現象についての興味深いパズルを設定した後（1 週目），これ

を分析する（2 週目）。 

 なお，行政学 1 を修得済であることが望ましい。また，受講にあたっては，過去の授業評価アンケート結果を参考にすること

（http://www2.rikkyo.ac.jp/web/haradahi/）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政学入門：行政学の方法と体系 

2. 管理論 3：所掌事務管理論―共管競合事務はなぜ増大したのか？ 前編 

3. 管理論 3：所掌事務管理論―共管競合事務はなぜ増大したのか？ 後編 

4. 管理論 4：情報資源管理論―統計調査の集権化はなぜ進まないのか？ 前編 

5. 管理論 4：情報資源管理論―統計調査の集権化はなぜ進まないのか？ 後編 

6. 政策論 1：政策課題設定過程論─こんにゃく入りゼリーはなぜ規制されたのか？ 前編 

7. 政策論 1：政策課題設定過程論─こんにゃく入りゼリーはなぜ規制されたのか？ 後編 

8. 政策論 2：政策決定過程論─パブリック・コメント手続はなぜ機能しないのか？ 前編 

9. 政策論 2：政策決定過程論─パブリック・コメント手続はなぜ機能しないのか？ 後編 

10. 政策論 3：政策実施過程論─生活保護世帯はなぜ急増したのか？ 前編 

11. 政策論 3：政策実施過程論─生活保護世帯はなぜ急増したのか？ 後編 

12. 政策論 4：政策評価過程論─政策評価は政策の見直しになぜつながらないのか？ 前編 

13. 政策論 4：政策評価過程論─政策評価は政策の見直しになぜつながらないのか？ 後編 

14. 行政学の発展学習に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後，教科書で示している文献やサイト等にあたり講義内容の理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田 久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:4589037904) 

 

参考文献（Readings） 

1. 西尾勝、2001、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641049777) 

2. 真渕勝、2009、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641049831) 

3. 曽我謙悟、2013、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641124833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX265 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX265／公共政策論 

(Public Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉や家族をめぐる公共政策 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 亜希(ASAI AKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共政策、とりわけ福祉政策や家族政策について、制度の仕組みと現状を、国際比較の視点から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 戦後の福祉国家システムは社会保障政策とともに発展してきた。しかし、少子高齢化による人口構造の変動や、ライフコースの

変化（未婚／晩婚化、女性の社会進出、単身世帯の増加）によって、現在、福祉政策・家族政策のあり方が問われている。本講

義においては、福祉や家族に関する諸政策焦点をあて、公共政策の主体である福祉国家の変容とともに、21 世紀の福祉政策・

家族政策を検討する。 

 この授業は、以下の３つのパートをもとに構成される。 

１．福祉国家システムの形成と変容 

  戦後の福祉国家がいかにして発展してきたのか、またグローバル化や家族の多様化によって、いかなる危機に直面し、改革

がなされてきたのかを、国際比較を通して理解する。 

２．福祉政策をめぐる政治 

  「自立」をキーワードに、現在様々な福祉改革が行われている。「自立」にむけた、「自助」や「共助」が求められているが、その

なかで国家や政府はどのような役割を果たすべきであるのか、考察する。 

３．家族政策をめぐる政治 

  少子化対策、ワークライフバランスといった新しい家族政策について、スウェーデン、フランスといった家族政策の先進的な国

を参考にしながら、日本の問題点や可能性を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：公共政策とはなにか 

2. 福祉国家システムの形成と変容（１）―福祉国家とは何か、戦後福祉国家の形成 

3. 福祉国家システムの形成と変容（２）―福祉国家の国際比較 

4. 福祉国家システムの形成と変容（３）―危機の時代の福祉国家 

5. 福祉国家システムの形成と変容（４）―福祉国家の再編 

6. 福祉政策をめぐる政治（１）―生活保護制度とその改革 

7. 福祉政策をめぐる政治（２）―障がい者をめぐる歴史 

8. 福祉政策をめぐる政治（３）―日本型福祉社会の変化 

9. 福祉政策をめぐる政治（４）―子どもの貧困対策 

10. 家族政策をめぐる政治（１）―少子化対策 

11. 家族政策をめぐる政治（２）―雇用の変化と家族の多様化 

12. 家族政策をめぐる政治（３）―ワークライフバランス 

13. 家族政策をめぐる政治（４）―家族政策の国際比較 

14. まとめ：21 世紀の福祉政策・家族政策 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から、新聞やインターネット等で、福祉や家族について、関心のあるテーマを見つけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

受講人数によるが、コメントペーパーや小レポート等を考慮する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX270 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX270／経済原論 

(Principles of Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学・マクロ経済学の基礎理論 

担当者名 

（Instructor） 
西林 勝吾(NISHIBAYASHI SHOGO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full Year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①ミクロ経済学およびマクロ経済学の基礎理論を学び経済学的な考え方を身につけること、②経済学的な考え方を用いて現実

の経済問題を考察する力を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 春学期では、ミクロ経済学の基礎を学ぶ。消費者行動の理論、生産者行動の理論、一般均衡理論という伝統的なミクロ経済理

論に加え、産業組織論、市場の失敗、情報の経済学、ゲーム理論など、今日重要性が増している応用トピックも扱う。 

 秋学期では、マクロ経済学の基礎を学ぶ。国民経済計算、国民所得決定理論、失業や景気変動など、伝統的なマクロ経済理

論を扱うと同時に、近年の日本経済・世界経済の動向にも触れ、理論と現実の関係を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 消費者行動の理論（１） 

3. 消費者行動の理論（２） 

4. 消費者行動の理論（３） 

5. 企業行動の理論（１） 

6. 企業行動の理論（２） 

7. 市場均衡（１） 

8. 市場均衡（２） 

9. 不完全競争 

10. 市場の失敗（１） 

11. 市場の失敗（２） 

12. ゲーム理論 

13. 情報と不確実性の経済学 

14. ミクロ経済学のまとめ 

15. 国民所得合計 

16. GDPの決定 

17. 資産市場 

18. IS/LM モデル（１） 

19. IS/LM モデル（２） 

20. オープン・エコノミーのマクロ経済学（１） 

21. オープン・エコノミーのマクロ経済学（２） 

22. 失業とインフレーション/デフレーション（１） 

23. 失業とインフレーション/デフレーション（２） 

24. 新古典派マクロ経済学 

25. 消費・貯蓄と投資 

26. 景気循環 

27. 経済成長 

28. マクロ経済学のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義で配布する資料、参考文献を利用し、予習・復習をして講義に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Ｎ・グレゴリー・マンキュー、2013 年、『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』、東洋経済新報社 
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2. 神取道宏、2014 年、『ミクロ経済学の力』、日本評論社 

3. 吉川洋、2017 年、『マクロ経済学』、岩波書店 

4. 齊藤誠、2014 年、『父が息子に語るマクロ経済学』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX275 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX275／政治過程論 

(Political Process) 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治過程論の基礎概念や理論について理解し，現代日本政治の様々な政治過程を体系的に理解するための基礎を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代社会は，様々な意見や選好を持つ個人やグループによって構成されています。そのため，ある意思決定を行う際に，多様

な要求を如何に集約するのかの問題が非常に重要な意味を持ちます。この授業では，そのような集合的な意思決定プロセスに

おいてみられる，政治アクターたちの相互作用について学ぶことで，現代政治の様々な政治過程を体系的に理解するための基

礎を身につけます。 

 政治過程を理解するための道程は，個々の政治アクターが追求する目標や行動原理について検討する作業からスタートしま

す。「多くの先進国で投票率が低下している理由は何か」，「政党間の合併によって誕生した新党が再び分裂に向かったのはなぜ

か」などの問いに答えるためには，まず有権者，政治家，政党，官僚など各政治アクターがどのような考え方に基づいて行動して

いるのかきちんと理解する必要があります。 

 他方，政治アクター間の相互作用によって最終的な意思決定がなされる以上，政治過程の全容を把握するためには，アクター

同士の調整・妥協が、如何なるルールに基づいて行われているのかの問題もまた重要です。授業の後半では，「選挙制度改革

が行われると政治家たちの選挙運動はどう変わるのか」，「企業・団体寄付が禁止されると、政党の政策的な立ち位置はどう変化

するのか」などの問いについて考えながら，政治アクター間の相互作用を規定する様々な政治制度の内容とその影響について学

びます。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 合理的選択理論 

3. 社会的選択理論 

4. ゲーム理論 

5. 因果関係の推論（1） 

6. 因果関係の推論（2） 

7. 因果関係の推論（3） 

8. 有権者（1） 

9. 有権者（2） 

10. マスメディア 

11. 政治家 

12. 政党 

13. 政党システム 

14. 中間テスト 

15. 連立政権 

16. 官僚 

17. 利益団体 

18. 選挙制度（1） 

19. 選挙制度（2） 

20. 政治資金制度（1） 

21. 政治資金制度（2） 

22. 執政制度（1） 

23. 執政制度（2） 

24. マルチレベルの政治過程（1）  

25. マルチレベルの政治過程（2） 

26. マルチレベルの政治過程（3） 

27. 権威主義体制における政治過程 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・各回の終了後，次回リーディングのコピーを配布します。履修者は，事前にリーディングを読んだうえで，「講読メモ」を作成して
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授業当日に持参してください（「講読メモ」の形式については授業時に説明）。 

・授業の冒頭，各自持参した「講読メモ」をもとに，双方向の議論を交えながらリーディングの内容について確認を行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。各回レジュメを用意して，授業時に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田健・松林哲也・大村華子著、2015 年、『政治行動論 -- 有権者は政治を変えられるのか』  、有斐閣 

(ISBN:9784641150294 ) 

2. 川人貞史・吉野孝・平野浩・加藤淳子著、2011 年、『現代の政党と選挙（新版）』、有斐閣 (ISBN:9784641124240 ) 

3. 粕谷祐子著、2014 年、『比較政治学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623071449) 

4. 平野浩・河野勝編 、2011 年、『新版 アクセス日本政治論』、日本経済評論社 (ISBN:9784818821811) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX283／社会調査法（法学科１年次） 

(Introduction to Social Research) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の理論と方法に関する基礎的な事項を修得する。社会調査を実施するための技法を理解し，調査の企画・設計からデ

ータの収集と整理に関する一連の過程を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査とは，人びとの意識や行動について測ることを通じて，現代社会の複雑・多様な実態を知ろうとする営為である。ただ学

問研究のためのみならず，ビジネスや行政・日常生活等において様々な判断や意思決定をするための基礎的な情報を得る道具

である。その際，適切な物差し＝調査技法によって社会の“測り方”を確立しなければ，有用なエビデンスは得られないだろう。 

この授業では，上のような考え方のもとに，社会調査の目的や歴史や，統計的調査を中心とした調査方法の類型や方法論につ

いて概説する。さらに，社会調査の実施過程として，調査の企画・設計から，標本抽出や調査票の作成，実査の方法，データ分

析の考え方などを扱い，社会の“測り方”を理解することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査の目的 

2. 社会調査の諸方法～調査の諸類型 

3. 社会調査の歴史(1) 

4. 社会調査の歴史(2) 

5. 社会調査の歴史(3) 

6. 社会調査の企画と設計～調査テーマと仮説構築 

7. 調査票の作り方～体裁，質問フロー 

8. 選択肢の作り方～設計原理，網羅性と排他性 

9. 質問文の作り方～ワーディングとは 

10. 量的調査の種類と方法～標本調査の考え方 

11. 社会調査の実施～実施上の注意点と点検 

12. データセットの作成～エディティング，データクリーニング 

13. 調査データの集計・分析の方法 

14. 調査倫理と社会調査の諸問題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞、テレビ、ネットニュース等で報じられる調査結果に目を通し、社会調査に対して関心を持つことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(30%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

水曜日正午までに Blackboardに資料をアップするので、各自印刷して持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-

4589038173) 

2. 大谷信介ほか編、2005、『社会調査へのアプローチ[第 2 版]』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

3. 鈴木淳子、2016、『質問紙デザインの技法[第 2 版]』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX284／社会調査法（その他） 

(Introduction to Social Research) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会調査法の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次以上，国際ビジネス法学科全学年，政治学科全学年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の意義・背景・方法に関わる基本的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、さまざまな社会調査の手法やデータ収集・分析のプロセス、社会調査の歴史と調査倫理などについて解説する。社

会調査法の基本的な事項を学習し、既存の調査データを読み解く力を身に着けることを目的とする。さらに現在の社会調査が持

つ問題や論点に関して議論・考察できる力を養う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会調査の発展史 

3. 調査の企画と設計 

4. 量的調査の基礎 

5. 質的調査の基礎 

6. サンプリングの方法 

7. 質問紙作成 

8. 実査とデータ作成 

9. 量的調査の集計・分析 1 

10. 量的調査の集計・分析 2 

11. 質的調査の分析 

12. 調査倫理と研究倫理 

13. 社会調査を読む 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

資料や関連書籍を読み、不明な点がないか確認すること。学習した統計量の計算手順を復習し、その性質についての理解を定

着させること。指定された文献等から、社会調査法に関する疑問点や論点を主体的に整理していくことが理解を深めることにつな

がる。 

予復習にかける時間は 1 回の授業あたり概ね 150 分が目安である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

2018 年 4 月 5 日付 変更（変更理由：誤記訂正）備考欄削除    【変更以前の記載内容】期末試験は資料持ち込み可 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会調査協会編、各号、『社会と調査』、有斐閣 

2. 篠原清夫 et al.編、2010、『社会調査の基礎』、弘文堂 

3. 豊田秀樹、2007、『調査法講義』、朝倉書店 

4. 林雄亮・石田賢示、2017、『基礎から学ぶ社会調査と計量分析』、北樹出版 

5. 岸政彦・石岡丈昇・丸山里美、2017、『質的社会調査の方法――他者の合理性の理解社会学』、有斐閣ストゥディア 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX310／比較法 

(Comparative Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
内外の法比較により自国法の理解を深めるための基礎理論 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較法とは種々の法体系における法制度または法の機能を比較することを目的とする学問である。法学の学習に必要な外国法

についての基礎知識を修得することを目指すとともに、法比較の方法、世界の法体系の分類について後講述し、精緻な法解釈学

に取り組むための教養を醸成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者が執筆した講義案・論文を配布し、その内容についてくわしく講述する。比較法の意義、比較法の隣接分野（たとえば、法

社会学との関係）、比較法の方法（機能的比較法、比較法文化論、グローバル比較法学など）、法族論（世界の法体系の分類基

準）を講じ、余裕があれば、各論としてヨーロッパ民事訴訟法史の概略を解説したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較法学の意義 

2. 比較法と隣接分野（１） 

3. 比較法と隣接分野（２） 

4. 比較法の方法（１） 

5. 比較法の方法（２） 

6. 法族論（１） 

7. 法族論（２） 

8. 法族論（３） 

9. 日本比較法学史（１） 

10. 日本比較法学史（２） 

11. 比較民事訴訟法序論 

12. ヨーロッパ民事訴訟法史（１） 

13. ヨーロッパ民事訴訟法史（２） 

14. ヨーロッパ民事訴訟法史（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習は丹念に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 五十嵐清、『比較法ハンドブック』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX323／国際ビジネス法総合１Ａ 

(International Business Law 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国境をまたいで締結される契約のあり方 

担当者名 

（Instructor） 

高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化するビジネス社会に対応できる人材、すなわち「リーガルマインド」「ビジネスセンス」「国際的な素養」の３つを兼ね

備えた人材の育成を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業がグローバルにビジネス展開する場合、様々な法分野にまたがる問題が同時に発生する。そうした問題に対処可能な人材

の育成を目指す本講義においては、複数の専門家の手によって授業が行われる。そして授業内では、日本企業が海外で実際に

直面したトラブルの実例や、あるビジネスモデルの海外での実現のために実際に用いられた契約スキームなどが、共通の「生き

た」教材として用いられる。 

学生には、単に講義を聴くだけではなく、現実の事例を素材とした具体的な設例の下、トラブルを解決する法的手段を考える、あ

るいはあるビジネスモデルの実現のための契約スキームを考えるといった課題が与えられる。その課題は、様々な法分野にまた

がっており、それぞれの分野の知見を有機的に組み合わせなければ答えは導けない。講義中の課題や際しては、複数の学生が

自主的にチームを編成し、共同で作業を行うことが推奨される。 

本講義は、国際ビジネス法総合１B とセットであり、主に国境をまたいで締結される契約について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（高橋、溜箭、長谷川） 

2. 契約締結①（講義①高橋、溜箭） 

3. 契約締結②（講義②高橋、長谷川） 

4. 契約締結③（教材①高橋） 

5. 契約締結④（教材①高橋） 

6. 契約締結⑤（溜箭、高橋、長谷川） 

7. 契約締結・英米法①（溜箭、高橋） 

8. 契約締結・英米法②（溜箭、長谷川） 

9. 契約締結・英米法③（溜箭） 

10. 知的財産法①（長谷川、高橋） 

11. 知的財産法②（長谷川、溜箭） 

12. 知的財産法③（長谷川） 

13. ゲストスピーカー（高橋、溜箭、長谷川） 

14. まとめ（高橋、溜箭、長谷川） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストや関連資料を熟読し、設問等をあらかじめ解いた上で授業に臨むことが前提となる。 

グループワークを行うことがあり、各グループごとに事前の打ち合わせを要する場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業中の発言、発表内容等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 早川＝松井＝高橋ほか、2010、『講座 国際ビジネス法』、立教大学出版会 (ISBN:9784901988179) 

配布資料 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX324／国際ビジネス法総合１Ｂ 

(International Business Law 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国境をまたいで展開するビジネス投資と紛争の解決 

担当者名 

（Instructor） 

神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

東條 吉純(TOJO YOSHIZUMI) 

小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化するビジネス社会に対応できる人材､ すなわち ｢リーガルマインド｣ ｢ビジネスセンス｣ ｢国際的な素養｣ の３つを

兼ね備えた人材の育成を目標とする｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業がグローバルにビジネス展開する場合､ 様々な法分野にまたがる問題が同時に発生する｡ そうした問題に対処可能な人材

の育成を目指す本講義においては､ 複数の専門家の手によって授業が行われる｡ そして授業内では､ 日本企業が海外で実際

に直面したトラブルの実例や､ あるビジネスモデルの海外での実現のために実際に用いられた契約スキームなどが､ 共通の 

｢生きた｣ 教材として用いられる｡ 

学生には､ 単に講義を聴くだけではなく､ 現実の事例を素材とした具体的な設例の下､ トラブルを解決する法的手段を考える､ 

あるいはあるビジネスモデルの実現のための契約スキームを考えるといった課題が与えられる｡ その課題は､ 様々な法分野に

またがっており､ それぞれの分野の知見を有機的に組み合わせなければ答えは導けない｡ 講義中の課題やレポート作成に際し

ては､ 複数の学生が自主的にチームを編成し､ 共同で作業を行うことが推奨される｡ 

本講義は､ 国際ビジネス法総合１A とセットであり､ 主に国境をまたいで展開するビジネス投資と紛争の解決について解説する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 海外における会社の設立とタックスプラニング① 

3. 海外における会社の設立とタックスプラニング② 

4. 海外における会社の設立とタックスプラニング③ 

5. 海外における会社の設立とタックスプラニング④ 

6. 海外における会社の運営と労働法① 

7. 海外における会社の運営と労働法② 

8. 海外における会社の運営と労働法③ 

9. 海外における会社の運営と労働法④ 

10. 国際ビジネス紛争の解決① 

11. 国際ビジネス紛争の解決② 

12. 国際ビジネス紛争の解決③ 

13. 国際ビジネス紛争の解決④ 

14. 小括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストや関連資料を熟読し､ 設問等をあらかじめ解いた上で授業に臨むことが前提となる｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布資料 

2018 年 8 月 21 日付変更（変更理由：テキスト使用なしに変更のため） 

【変更以前の記載内容】 

著者名「早川＝松井＝高橋ほか」書籍名「講座 国際ビジネス法」出版社「立教大学出版会」出版年「2010」ISBN/ISSN 

「9784901988179」 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適時指示する｡ 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX325／国際ビジネス法総合２ 

(International Business Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「リーガルマインド」「ビジネスセンス」「国際的な素養」の三つを兼ね備えたグローバル化するビジネス社会に対応可能な人材を

育成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，「国際ビジネス法総合１Ａ・１Ｂ 」と対をなすものである。日本企業が海外でビジネス展開した際に生ずるトラブルの解

決や，あるビジネスモデルの海外での実現のための契約スキーム構築といった業務を日夜行なっている実務家の方々を中心

に，様々なゲストスピーカーに順に登壇してもらい，そうした問題が何故生じるのか，その背後にある各国の法制度の差異はどの

ようなものなのか，さらにその背後にある各国の文化や社会の差異はどのようなものなのか，実例を通じて，米国編，欧州編，ア

ジア編の大きく三つに分けて，各人にわかりやすく解説してもらうことになる。 

各授業の後半は，学生との間における質疑応答に充てられる。講義への積極的な参加が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 米国法文化論１ 

3. 米国法文化論２ 

4. 米国法文化論３ 

5. 米国法文化論４ 

6. 欧州法文化論１ 

7. 欧州法文化論２ 

8. 欧州法文化論３ 

9. 欧州法文化論４ 

10. アジア法文化論１ 

11. アジア法文化論２ 

12. アジア法文化論３ 

13. アジア法文化論４ 

14. 総 括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、取り上げられる国やその法制度・文化などを事前に調べ、また、復習としては、その国でゲストスピーカーが直面し

た問題が何故生じたのか，その背後にある各国の法制度の差異はどのようなものなのか，さらにその背後にある各国の文化や

社会の差異はどのようなものなのかにつき整理・考察することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/毎回の質問コメントカードの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義の中で適宜指示する 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 130 - 

■EX326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX326／国際民事手続法 

(International Civil Procedure) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化の進む現代における私人・私企業間の国際的な紛争の解決方法の基本構造を修得させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本企業と外国企業の間で紛争が生じたとき，どの国の裁判所で解決されるのでしょうか。外国企業を相手に訴訟を行う場合，

どういった点に配慮する必要があるのでしょうか。外国で判決が下された場合に，それは我が国にどのような影響をもたらすので

しょうか。 

国際民事手続法とは，各国ごとに法制度が異なるという現在の国際社会の状況の下，国際的な民事紛争をどのように解決する

かを規律する法です。国際化がますます進展する現代において，その重要性は拡大の一途をたどっています。 

講義では，我が国の国際民事手続法の基本構造をできる限り丁寧に説明することで，ときに難解ともいわれるこの法をわかりや

すく解説することを心掛けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序 論 

2. 国際裁判管轄① 

3. 国際裁判管轄② 

4. 国際裁判管轄③ 

5. 国際裁判管轄④ 

6. 送達① 

7. 送達② 

8. 証拠調べ① 

9. 証拠調べ② 

10. 外国法の取扱い 

11. 外国判決の承認執行① 

12. 外国判決の承認執行② 

13. 外国判決の承認執行③ 

14. 総 括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

詳細については，http://law.rikkyo.ac.jp/haya.htm を参照してください。 

なお，講義内容に関する個別の質問に関しても，電子メールによって出来る限りお答えしたいと思っています。haya@rikkyo.ac.jp

までお気軽に送信してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神前・早川・元永、『国際私法（有斐閣アルマ）』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

桜田・道垣内編『国際私法判例百選』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX330／国際経済法 

(International Economic Law) 

担当者名 

（Instructor） 
梅島 修(UMEJIMA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full Year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際貿易の基礎となっているルールの基本を理解する。それにより、貿易に携わる者（輸出生産者、輸入者、投資家）が、どのよ

うにルールを活用すれば実際の取引や投資の問題を解決することができるかを検討するための方策を身につける。    

 

授業の内容（Course Contents） 

国際貿易のルールは、WTO協定に基づいています。かつて貿易問題、貿易摩擦の解決として一方的措置が横行していた国際

貿易は、WTOルールに基づき運用され、貿易紛争は紛争解決機関で討議され、決着されることが定着してきました。近年では、

TPP11 や NAFTAを始めとした経済連携協定（EPA）・自由貿易協定（FTA）が急増していますが、これらは、WTOのルールを基本

として、当事国間の自由貿易をさらに発展させようとするものです。 

 本講では、今、起こっている貿易問題を題材として積極的に取り入れつつ、WTO協定に基づく国際貿易ルール、そして各国が

国際貿易の問題をどのように解決してきているかを学びます。    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 国際経済法とは、国際通商問題の発展と WTOの成立 

2. GATT/WTOの全体構造、WTO紛争解決制度 

3. GATT第 2 条 関税譲許と関税評価 

4. GATT第 24 条 FTA特恵関税 

5. GATT第 1 条 最恵国待遇１ 

6. GATT第 1 条 最恵国待遇２ 

7. GATT第 3 条 内国民待遇１ 

8. GATT第 3 条 内国民待遇２ 

9. GATT第 11 条 数量制限の禁止１ 

10. GATT第 11 条 数量制限の禁止２ 

11. GATT第 20 条 例外 

12. WTO加盟議定書・中国を例として 

13. セーフガードとは： 一般セーフガード措置、農業セーフガード 

14. GATT第 19 条・セーフガード協定 

15. GATT第 6 条・アンチダンピング協定１ 

16. GATT第 6 条・アンチダンピング協定２  

17. GATT第 6 条・補助金及び相殺措置協定 補助金 

18. GATT第 6 条・補助金及び相殺措置協定 相殺関税 

19. 貿易の技術的障害に関する協定 

20. 衛生植物検疫措置の適用に関する協定 

21. GATS サービス協定１ 

22. GATS サービス協定２ 

23. 二国間投資協定、FTA投資章 

24. 投資家・国家間の投資仲裁（ISDS） 

25. 経済連携協定・自由貿易協定（EPA/FTA） 

26. 経済連携協定・自由貿易協定（EPA/FTA） 

27. 経済連携協定・自由貿易協定（EPA/FTA） 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に Blackboardにアップロードする PPT資料に目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/講義への積極参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松下満雄ほか、2009、『ケースブック WTO法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04643-6) 
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その他、講義において適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

経済産業省通商政策局編『不公正貿易報告書』(毎年 5 月中旬に新版が発表される）：

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/2017/houkoku01.html 

WTO 協定・英語原文： https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm 

WTO 協定・邦訳： http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto_agreements/ 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 133 - 

■EX361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX361／社会運動論 

(NPO's and NGO's as Social Movement) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会デザインとしての社会運動 

担当者名 

（Instructor） 
中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新たな社会デザインを模索する立場から，現代の社会運動論として NPO／NGO 等サードセクター組織やソーシャルビジネスの

現状と課題を明らかにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政府行政でも営利企業でもない第３の部門が社会経済システムにおいて積極的位置づけを持ち始める第一歩として，NPO／

NGO 等（ソーシャルビジネスを含む）への期待は大きい。その背景には，金融，税制，年金，雇用など既存システムの疲弊や将

来不安，格差と貧困の拡大といった現代の課題がある。しかし，NPO／NGO 等サードセクターの理解，現状の解明は，時代と社

会の急速な要請にいまだ対応できていない。 

本講義では，21 世紀の社会経済システムのなかで不可欠な存在として注目を集め，世界最大の「成長産業」ともいわれるサード

セクターの位置と役割を，数多くの事例（映像資料も多用）を交えて明らかにしていく。環境・福祉・まちづくり・国際協力・人権など

多様な 

テーマと多層の人びとによって進む生活の場からの「地殻変動」を通して自律的なネットワーク型社会を展望し，社会的・経済的

主体のネットワークを社会運営の主体として含み込む社会デザインへのパラダイム転換とソーシャル・イノベーションを探究するこ

とが目標である。ゲストスピーカーも何度か招聘する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー社会デザインとしての社会運動 

2. 戦後社会運動と社会デザイン（１）三井三池闘争と労働運動 

3. 戦後社会運動と社会デザイン(２)60 年安保闘争と憲法 

4. 戦後社会運動と社会デザイン（３)市民運動としてのベ平連 

5. 戦後社会運動と社会デザイン（４）背景としてのアメリカ公民権運動以降の流れ～ベビーブーマーたちの動き 

6. 戦後社会運動と社会デザイン（５）生活の場からの「地殻変動」としての生活クラブ～「市民活動」の登場と展開 

7. 戦後社会運動と社会デザイン（６）グローバルな課題としての貧困・格差 

8. 戦後社会運動と社会デザイン（７）ネットワーキング～NPO へ 

9. 戦後社会運動と社会デザイン（8）ゲストスピーカーとともに 

10. 「NPO」という発見ーNPO／NGO とは何か、NPOをめぐる理論、社会的役割と活動環境 

11. 多様な事例でみる市民活動の類型と方向性（１）海外事例など 

12. 多様な事例でみる市民活動の類型と方向性（２）国内事例 

13. 多様な事例でみる市民活動の類型と方向性（３）国内事例 

14. 多様な事例でみる市民活動の類型と方向性（４）ゲストスピーカーとともに 

15. 社会デザインへ向けての基盤整備と可能性・課題―ソーシャルイノベーションへのロードマップ 

16. 99％のための社会デザイン―運動・事業・関係性（１）ソーシャルビジネス（社会的企業・コミュニティビジネス等） ＆CSR 徹

底紹介① 

17. 99％のための社会デザイン―運動・事業・関係性（１）ソーシャルビジネス（社会的企業・コミュニティビジネス等） ＆CSR 徹

底紹介② 

18. 99％のための社会デザイン―運動・事業・関係性（１）ソーシャルビジネス（社会的企業・コミュニティビジネス等） ＆CSR 徹

底紹介③ゲストスピーカーとともに 

19. 99％のための社会デザイン―運動・事業・関係性（２）社会起業家たちの群像① 

20. 99％のための社会デザイン―運動・事業・関係性（２）社会起業家たちの群像② 

21. 99％のための社会デザイン―運動・事業・関係性（３）ソーシャルイノベーションのための志とスキル（ワークショップ，ファシ

リテーション等）：ソーシャル・デザイナーをめざそう！① 

22. 99％のための社会デザイン―運動・事業・関係性（３）ソーシャルイノベーションのための志とスキル（ワークショップ，ファシ

リテーション等）：ソーシャル・デザイナーをめざそう！② 

23. 99％のための社会デザイン―運動・事業・関係性（３）ソーシャルイノベーションのための志とスキル（ワークショップ，ファシ

リテーション等）：ソーシャル・デザイナーをめざそう！③ 

24. あらためて社会デザインとは何かーゲストスピーカーとともに 

25. 社会デザインを具体化する①空間のデザインと建築ー3・11 後の被災地支援と「みんなの家」 

26. 社会デザインを具体化する②サードプレイスのつくり方と動かし方 
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27. 社会デザインを具体化する③デザイン・アート・スペース：劇場・ホール、図書館 etc. 

28. まとめーソーシャル・イノベーションへ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は授業内で行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/秋学期初回授業時に提出のレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 2011、『3・11 後の建築と社会デザイン』、平凡社新書 (ISBN:9784582856125) 

2. 2012、『クリエイティブ・コミュニティ・デザイン』、フィルムアート社 (ISBN:9784845912902) 

3. 2016、『ひとびとの精神史』第 6 巻、岩波書店 (ISBN:9784000288064) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

単位とは関係なく希望者の自主参加による「自主ゼミ」等で、多様な社会人対応の本学大学院 21 世紀社会デザイン研究科院生

との交流や情報交換も可能。NPO／NGO、ソーシャルビジネス、社会デザインの現場との関わりを希望する受講者の希望があれ

ば，極力応える。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX371／環境法１ 

(Environmental Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
清水 知佳(SHIMIZU CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境法は 1993 年に制定された環境基本法を頂点として生成されたが、現在においても、地球温暖化や原子力災害という事象を

受け刻々と法整備が図られている。本講義では、環境法の複雑な体系を捉え、そこに存在する環境法固有の理念・目標、方法の

理解を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、環境法がどのような特徴をもっており、どのような基本原則に基づいてどのような仕組みをもっているのか、につい

て個別法令に共通する考え方を学ぶ。環境法が公害法から拡大し、いかに発展を遂げてきたのかについて丁寧に追いながら、

今日における各種環境問題への法的解決について指定テキストを中心に学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境とは 

2. 環境法の生成（①公害法） 

3. 環境法の生成（②公害対策基本法） 

4. 環境法の生成（③公害環境訴訟） 

5. 環境法の生成（④環境基本法） 

6. 環境法の理念と課題 

7. 環境法における主体の役割 

8. 環境法の諸領域（①条例論） 

9. 環境法の諸領域（②公法規制と私法規制の違い） 

10. 環境保全の手法（①規制的手法） 

11. 環境保全の手法（②経済的手法） 

12. 環境保全の手法（③計画的管理的手法） 

13. 環境保全の費用負担 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義にて、次回の講義内容を予告するので、各自それに関連した新聞報道、ニュース等を調べておくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部泰隆・淡路剛久、2011、『環境法（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:4641183988) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX372／環境法２ 

(Environmental Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境に関する法制度の概要／環境に関する民事紛争の解決 

担当者名 

（Instructor） 
手塚 一郎(TEZUKA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 環境法と呼ばれる領域のうち、特に私法（民事法）分野について、その基礎を理解し､ 具体的な諸問題に対応するための知識

を修得することが、この講義の到達目標です。別科目である「環境法１」の内容と深く関連し、内容が重複する場合もありますが、

相互に独立した科目であり、単独での履修が可能です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、環境に関する私法上の紛争とその解決を主題として取り扱います。例えば、工場から排出された煤煙や廃水が

周辺地域を汚染し、近隣住民に健康被害が生じた場合に提起される損害賠償請求や差止請求といった民事訴訟が検討素材と

なります。 

 また、現代の環境法においては公法（行政法）分野の重要性が非常に高くなっていますので、トピックによっては公法分野の法

制度・政策についても解説しますが、時間の制約から概要にとどまりますので、テキストや参考文献を活用しつつ自習によって補

ってください。上述の「環境法１」を併せて履修することも効果的です。 

 授業は後掲のテキストによる予習を前提として、事前に提示する講義レジュメに沿って行われます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公害・環境法の歴史 

2. 環境法における主要トピックの概観 

3. 環境に関する紛争解決方法の概観（民事紛争を中心に） 

4. 損害賠償請求訴訟①過失論を中心に 

5. 損害賠償請求訴訟②違法性論を中心に 

6. 損害賠償請求訴訟③因果関係論を中心に 

7. 損害賠償請求訴訟④共同不法行為論を中心に 

8. 損害賠償請求訴訟⑤その他の諸問題 

9. 差止請求訴訟①各地の大気汚染訴訟を中心に 

10. 差止請求訴訟②空港・基地等の騒音差止訴訟を中心に 

11. 差止請求訴訟③廃棄物処分場・原発の差止訴訟を中心に 

12. 環境民事訴訟に関するまとめ 

13. 環境影響評価（環境アセスメント）制度の概要 

14. 自然環境の保全・地球環境の保全に関する法制度の概要／講義全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本科目は秋学期開講ですので、夏休み期間等を利用して入門レベルの参考書を通読しておくことを推奨します。具体的には後

掲のテキストまたは「参考文献」欄の１を「大まかに全体像をつかむ」つもりで気楽に読み通してみてください。 

 また、不法行為法に関する基礎知識が身に付いていると本科目の講義内容の理解に役立ちますので、参考書を用いた自習や

「民法４」の履修を推奨します。 

 開講後、各回の講義レジュメを事前に Blackboard 上にアップロードするので、各自がダウンロード・印刷して授業に持参する

他、予習・復習時の要点確認のためにも活用してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート(20%) 

レポート提出では SPIRIT上に用意された教育支援システム（Blackboard）を利用します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大塚直（編）、2018、『18 歳からはじめる環境法（第 2 版）』、法律文化社 

 上記のテキスト（第 2 版）はシラバス執筆時は未刊行ですが、2018 年度春学期中には刊行される見込みですので、夏休みなど

を利用した開講前の通読を推奨します。ただし、秋学期開講までに未刊行だった場合にはテキストを変更する可能性もあります。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 交告尚史、臼杵知史、前田陽一、黒川哲志、2015、『環境法入門（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641220454) 

2. 吉村良一、2017、『不法行為法（第 5 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641137646) 

3. 前田陽一、2017、『債権各論 II不法行為法（第 3 版）』、弘文堂 (ISBN:9784335303203) 

4. 野澤正充、2017、『事務管理・不当利得・不法行為（セカンドステージ債権法 III）（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784535522022) 

5. 淡路剛久・大塚直・北村喜宣編、2011、『環境法判例百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115064) 

 テキスト以外に通読しやすい参考文献として上記１があります。 

 また、本科目は民法（特に不法行為法）に基づく紛争解決を主要なテーマとしていることから、上記２～４のような不法行為法に

関する参考書が授業内容の理解に役立ちます。 

 さらに、この授業では多数の判決を取り上げて検討しますが、主要な判決を概観するには上記５のような判例集が便利です（た

だし、同書は近日中の改訂が予定されていますので注意してください）。 

 その他の参考文献は、講義レジュメの脚注などで適宜紹介します。なお、参考文献の購入は必須ではありませんが、不法行為

法に関する標準レベルの参考書を用意して適宜参照するように心掛けてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 SPIRIT上に用意された教育支援システム（Blackboard）を利用し、講義レジュメや資料の提供などを行います。履修者は

Blackboard 上の本科目のページを定期的に確認してください。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 138 - 

■EX400 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX400／知的財産法 

(Intellectual Property Law) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 著作権法と特許法を中心に、知的財産法を学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 知的財産法は、著作物や発明といった財産としての情報を扱う分野です。私たちの身の回りには、マンガや映画、お掃除ロボッ

トやスマートフォンなど、様々な著作物や発明が溢れており、日々の生活を楽しく便利にしてくれています。こうした有益な情報を

生み出す人々に、経済的対価を得るための仕組みを提供し、情報の創出を奨励するのが著作権法や特許法です。他方で、著作

にしても発明にしても、創作活動は常に先人の業績の上に成り立ちます。そのため、単に権利を強化するだけでは、かえって後

発の創作活動を委縮させてしまうことになりかねません。また、我々情報の利用者に不当に不便を強いるようでは、本末転倒で

す。そこで、どのように制度を設計し、いかにその制度を解釈すれば、適切なバランスを達成できるのかが問題となります。そし

て、この点を考究するのが著作権法学や特許法学なのです。講義では、これらの法分野に関する制度や議論を一通り学んでい

きます。 

 民法１～４（とりわけ物権法と不法行為法）や民事手続法での基礎的な学習内容を前提とするので、それらの科目を履修済み

か履修中、あるいは、自習済みか自習中であると、理解に役立ちます。ただし、適宜前提知識の説明も行うので受講条件にはし

ていません。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 知的財産法入門／著作権法入門 

2. 著作物性１ 

3. 著作物性２ 

4. 著作物性の限界と非著作物の保護 

5. 著作者と権利主体 

6. 著作財産権の内容１ 

7. 著作財産権の内容２ 

8. 著作財産権の制限１ 

9. 著作財産権の制限２ 

10. 著作財産権の存続期間 

11. 著作財産権の活用 

12. 著作者人格権 

13. 権利の救済１ 

14. 権利の救済２／まとめ 

15. 特許法入門 

16. 発明性 

17. 特許を受けるための要件１ 

18. 特許を受けるための要件２ 

19. 発明者と権利主体 

20. 特許出願・特許異議申立て 

21. 拒絶査定不服審判・無効審判・訂正審判 

22. 審決取消訴訟 

23. 特許権の内容１ 

24. 特許権の内容２ 

25. 特許権の制限 

26. 特許権の存続期間／特許権の活用 

27. 発明者人格権／権利の救済１ 

28. 権利の救済２／特許権行使の制限／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回講義において、次回の講義で扱う教科書の範囲と裁判例を摘示するので、次回までにそれらを読み込んでおくことが要求

されます。 

 なお、講義開始前に知的財産法の分野全体の概要を掴んでおきたい方には、小泉・後掲書を読んでおくことをお勧めします。ま

た、著作権法の分かりやすい入門書としては、福井・後掲書をお勧めします。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島並良・上野達弘・横山久芳、2016、『著作権法入門 第２版』、有斐閣 (ISBN:978-4641144804) 

2. 島並良・上野達弘・横山久芳、2014、『特許法入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14450-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小泉直樹、2010、『知的財産法入門（岩波新書）』、岩波書店 (ISBN:978-4004312666) 

2. 福井健策、2005、『著作権とは何か―文化と創造のゆくえ（集英社新書）』、集英社 (ISBN:978-4087202946) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX411／租税法１ 

(Tax Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
個人課税（所得税、相続税） 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 個人に課せられる所得税・相続税を体系的に勉強する。租税法の仕組みの概要を知る。特に，所得の操作ということについて，

イメージできるようになる。法律と政策論との関わりを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 概ね教科書に沿って，所得税・相続税を扱います。 

 租税法を勉強する意義は，大きく言ってふたつあります。実学の側面と公平の側面です。第一に，民法・商法等で幾つかの法形

式を教わったことと思いますが，その法形式の選択次第では税負担が重くなったり軽くなったりすることがあります。納税者の立

場からは，どのようにすれば余計な税負担を負わないようにすることができるかを，課税する方の立場からは納税者が租税を免

れようとする時に何を考えているのかを，学ぶ必要があります。この実学の側面は，主に解釈・運用の場面に関わります。 

 第二に，税負担の配分は，どのようにするのが公平に適うかという哲学的な問いをも，租税法は含んでいます。何が公平かに

ついて生の価値判断を述べることは法律家のよくするところではありませんが，公平について議論する際の考慮事項は，今後皆

さんが主権者として政策決定に関わる際に知っておくべき事柄です。公平の側面は，主に立法論・政策論に関わります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １・２章租税法律主義 

2. ２・３章租税と手続 

3. ４章所得概念 

4. ４章課税単位 

5. ４章収入金額・必要経費 

6. ４章所得の年度帰属 

7. ４章所得の人的帰属 

8. ４章所得分類（譲渡所得） 

9. ４章所得分類（譲渡所得） 

10. ４章所得分類（給与所得等） 

11. ４章所得控除・損失・損益通算・純損失の繰越繰戻 

12. ４章所得税と相続税の調整 

13. ８章相続税 

14. ８章贈与税 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 租税法は、会計や税務ではなく【法学】の一つとして勉強するものですので、民法・会社法・行政法など、法学部の基本科目につ

いて履修済みまたは並行して履修しておくことが望ましいです。 

 予習されたい方→ http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/sozeihou.html 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中里実他、2015、『租税法概説 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13178-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏、2018、『租税法 23 版』、弘文堂 

2. 中里実他、2016、『租税判例百選 6 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641115293) 

3. 中里実・増井良啓、2015、『租税法判例六法 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00148-0) 

4. 佐藤英明、2016、『スタンダード所得税法 2 版』、弘文堂 (ISBN:978-4335356728) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/kakokougi.html から過去問を見ることができます 

 

注意事項（Notice） 
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■EX412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX412／租税法２ 

(Tax Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業課税（法人税、付加価値税、国際課税） 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 企業に課せられる法人税・消費税（講学上は付加価値税と呼ばれる）を体系的に勉強する。租税回避を勉強する。国際課税を

勉強する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教科書の５章（法人税）、６章（消費税）、８章（国際課税）、２～３章（租税法の解釈）を扱います。 

 租税法を勉強する意義は，大きく言ってふたつあります。実学の側面と公平の側面です。第一に，民法・商法等で幾つかの法形

式を教わったことと思いますが，その法形式の選択次第では税負担が重くなったり軽くなったりすることがあります。納税者の立

場からは，どのようにすれば余計な税負担を負わないようにすることができるかを，課税する方の立場からは納税者が租税を免

れようとする時に何を考えているのかを，学ぶ必要があります。この実学の側面は，主に解釈・運用の場面に関わります。 

 第二に，税負担の配分は，どのようにするのが公平に適うかという哲学的な問いをも，租税法は含んでいます。何が公平かに

ついて生の価値判断を述べることは法律家のよくするところではありませんが，公平について議論する際の考慮事項は，今後皆

さんが主権者として政策決定に関わる際に知っておくべき事柄です。公平の側面は，主に立法論・政策論に関わります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ５章法人税（益金） 

2. ５章法人税（損金１） 

3. ５章法人税（損金２） 

4. ５章法人税（同族会社） 

5. ５章法人税（出資・分配・組織再編成） 

6. ６章消費税（仕組み） 

7. ６章消費税（政策論） 

8. ８章国際課税（国際的二重課税） 

9. ８章国際課税（非居住者・外国法人に対する課税） 

10. ８章国際課税（居住者・内国法人に対する国際的二重課税の排除） 

11. ８章国際課税（移転価格・過小資本） 

12. ８章国際課税（タックスヘイヴン） 

13. ２章租税法の定立過程・実現過程 

14. ３章租税回避 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 租税法は、会計や税務ではなく【法学】の一つとして勉強するものですので、民法・会社法・行政法など、法学部の基本科目につ

いて履修済みまたは並行して履修しておくことが望ましいです。租税法１履修は必須要件ではありませんが、租税法１履修済み

であることが望ましいです。 

 予習されたい方→ http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/sozeihou.html 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中里実他、2015、『租税法概説 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13178-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏、2018、『租税法 23 版』、弘文堂 

2. 中里実他、2016、『租税判例百選 6 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641115293) 

3. 中里実・増井良啓、2017、『租税法判例六法 3 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00151-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/kakokougi.html から過去問を見ることができます 

 

注意事項（Notice） 
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■EX420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX420／比較憲法 

(Comparative Constitutional Law) 

担当者名 

（Instructor） 
玉蟲 由樹(TAMAMUSHI YUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法の解釈・実践のあり方を，他国の憲法体制との比較のなかで検討し，日本国憲法の立ち位置や抱える問題などを明

らかにするとともに，憲法学のより深い理解へとつなげる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

憲法体制の歴史的展開をタテ糸に，そして現在の国際的展開をヨコ糸に，「タテ」と「ヨコ」の比較を念頭に置きつつ，人権論・国家

組織論における主要問題をテーマとして憲法体制の比較検討を行う。従来の比較憲法学における主要比較対象国であったイギ

リス・アメリカ・ドイツ・フランスを中心に取り上げるほか，EUの動向，北欧・アジアの憲法体制も適宜取り上げることとしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較憲法とは何か 

2. 近代立憲主義の展開 

3. 近代立憲主義から現代の憲法体制へ 

4. 民主政原理 

5. 権力分立原理 

6. 議会と立法 

7. 政府と執行・行政 

8. 裁判所と司法 

9. 違憲審査制 

10. 基本権の保障 

11. 自由権・防御権 

12. 社会権 

13. 政治参加の権利・手続的権利 

14. 比較のなかの日本国憲法―現状と課題― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義後に確認項目および次週の講義のための予習項目を指示するので，各自でそれらの項目を自習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 君塚正臣編、2012、『比較憲法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06398-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 初宿正典・辻村みよ子編、2017、『新解説世界憲法集（第 4版）』、三省堂 (ISBN:978-4-385-31309-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX425／法政ゲートウェイ講義（公務入門） 

(Gateway to Law and Politics(Introduction to Public Service)) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業の目的は，受講生が公務部門への就職や公共政策大学院への進学に必要な基礎知識や態度を身につけることを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は，公務員制度に関するパート（第 2 回～第 6 回）とゲストスピーカーをお迎えするパート（第 7 回～第 14 回）の二つのパ

ートから構成される。授業の前半では，受講者の人生ではほとんど無縁であった公務員制度を取り上げる。授業の後半では，ゲ

ストスピーカーとの質疑応答を通じて就職先としての公務員の魅力を伝えていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公務入門：講義の進め方，法学部生としてのアカデミック・スキルとスチューデント・スキル 

2. 公務入門 1：公務員の種類 

3. 公務入門 2：公務員の仕事 

4. 公務入門 3：公務員の昇進 

5. 公務入門 4：公務員の給与 

6. 公務入門 5：公務員の退職 

7. 特別講義：豊島区長による特別講演 

8. 就職先としての公務 1：国家公務員試験の概要 

9. 就職先としての公務 2：女性国家公務員のキャリア形成 

10. 就職先としての公務 3：本学における公務員試験受験者向けキャリア支援 

11. 就職先としての公務 4―公共政策大学院の魅力 

12. 卒業生からみた公務の世界 1：国家公務員 

13. 卒業生からみた公務の世界 2：都道府県公務員 

14. 卒業生からみた公務の世界 3：市区町村公務員 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義終了後，「立教時間」に講義の内容と感想をそれぞれ 400 字以上でまとめ，提出すること。講義資料は原則として前

日の 17 時までに「立教時間」にアップロードする。講義資料を事前にダウンロードあるはプリントアウトして講義に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/中間レポート(25%)/講義後のコメントペーパー(50%) 

成績評価は合格・不合格のみとする。第 6 回講義終了後及び第 14 回講義終了後にそれぞれレポート提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

教室が静かになるまでは講義を始めない。私語をせず講義に臨むこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:4589037904) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法政ゲートウェイ講義（ビジネスとメディア 

(Gateway to Law and Politics(Business and Media)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現役ジャーナリストによる時事解説と体験的日本経済の解説 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 直也(TSUCHIYA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就職して社会に出て行き、責任ある社会人になるための準備として時事問題に身近に接することができるよう直近のニュースや

政治経済問題の実例を挙げ、解説・分析していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、直近１～２週間で報道された時事トピックを取り上げて解説するほか、法学部生がビジネスや法・政治に関して知っておく

べき重要テーマ（例、法改正のビジネスに与える影響、企業倒産の法的側面、アジア経済と日本経済など）を講義する。時々刻々

変化する世界の旬なニュースをとらえて講義するため、講義内容を予告することはできない。（時々、ジャーナリストなどゲストを

招く） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 直前週のニュース解説１＋重要テーマの解説１ 

3. 直前週のニュース解説２＋重要テーマの解説２ 

4. 直前週のニュース解説３＋重要テーマの解説３ 

5. 直前週のニュース解説４＋重要テーマの解説４ 

6. 直前週のニュース解説５＋重要テーマの解説５ 

7. 直前週のニュース解説６＋重要テーマの解説６ 

8. 直前週のニュース解説７＋重要テーマの解説７ 

9. 直前週のニュース解説８＋重要テーマの解説８ 

10. 直前週のニュース解説９＋重要テーマの解説９ 

11. 直前週のニュース解説 10＋重要テーマの解説 10 

12. 直前週のニュース解説 11＋重要テーマの解説 11 

13. 直前週のニュース解説 12＋重要テーマの解説 12 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ニュースをよく読むこと。復習もかねて、授業で扱ったケースや関連する分野、興味を持った問題について各自調べることが期待

される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点（コメントカードの評価含む）(50%)/複数回のリポート(50%) 

成績評価は合格、不合格のみとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX427／法政ゲートウェイ講義（司法職入門） 

(Gateway to Law and Politics(Introduction to Legal Profession)) 

担当者名 

（Instructor） 

濱野 亮(HAMANO RYO) 

難波 譲治(NAMBA JOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業の目標は、受講生が弁護士、裁判官、検察官、司法書士、弁理士など司法関係専門職等および司法制度・法曹養成制

度について基本的な理解を得て、司法職や司法関連機関への就職、予備試験合格、法科大学院への進学等に役立つ基礎知識

や態度を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業は、司法関連専門職等、司法制度、法曹養成制度に関する講義と、ゲストスピーカーをお招きする回から構成される。ゲ

ストスピーカーをお招きする回では、主として本学法学部・本学法科大学院の OB・OG との質疑応答を通じて、法曹（弁護士・裁

判官・検察官）、各種士業（司法書士、弁理士など）、会社法務部などの仕事の魅力を伝えていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 司法職入門：講義の進め方、学習の仕方 

2. 司法部門について：司法部門の特徴と法曹、士業、会社法務部等について 

3. 法曹養成制度：法学部、法科大学院（ロースクール）、予備試験、司法試験、司法研修所について 

4. 弁護士の仕事（１）：ゲストスピーカー１  

5. 弁護士の仕事（２）：ゲストスピーカー２  

6. 裁判官の仕事：ゲストスピーカー３ 

7. 検察官の仕事：ゲストスピーカー４ 

8. 弁護士の仕事（３）――ビジネスローの分野：ゲストスピーカー５  

9. 司法職を目指す人の学習について  

10. 弁理士の仕事：ゲストスピーカー６  

11. 弁護士の仕事（４）：ゲストスピーカー７  

12. 弁護士の仕事（５）──企業法務部：ゲストスピーカー８ 

13. 司法書士の仕事：ゲストスピーカー９ 

14. まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回の授業終了後、3 日後の 23 時 59 分までに、Blackboardの「課題」に、①授業の内容と②感想・意見・疑問を分けて、①と

②それぞれ 400 字以上でまとめ、1 本のファイルとし、ワードまたは PDF ファイルで提出すること。授業の資料は必要に応じて

Blackboard の「教材」にアップロードするので、事前にダウンロードあるいはプリントアウトして授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/中間レポート(25%)/毎回の Blackboard による提出物(50%) 

成績評価は合格・不合格のみとする。第６回講義終了後及び第１４回講義終了後にそれぞれレポート提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

資料を Blackboard にアップする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村山眞維・濱野亮、2012、『法社会学（第２版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12476-9) 

2. 佐藤岩夫・濱野亮編、2015、『変動期の日本の弁護士』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-52096-7) 

3. 木佐茂男・宮澤節生ほか、2015、『テキストブック現代司法（第６版）』、日本評論社 (ISBN:978-4535519879) 

4. 石田武臣・寺町東子編著、2017、『弁護士っておもしろい！』、日本評論社 (ISBN:978-4535522862) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

   毎回の授業内容・感想の締め切り期限内の未提出が３回を超える場合、または欠席が３回を超える場合、理由の如何を問わ

ず、不合格とする。中間レポートと最終レポートを期限内に提出しない場合も、理由の如何を問わず、不合格とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX455／少年法 

(Juvenile Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
少年法概論 

担当者名 

（Instructor） 
廣瀬 健二(HIROSE KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民の関心は強いが、不正確な情報が氾濫している少年法について、研究者・実務家・立法に関与している者としてその実像・

功罪をできるだけわかりやすく概説する。すなわち、受講者に、少年審判手続・保護処分・少年に対する刑事手続の特則などに

ついて、その基本理念を理解させ、刑事裁判手続との差異、少年法制の意義を正確に習得してもらうことを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 少年審判手続の流れを、刑事手続と対比させつつ、少年法全般を講じるが、刑事裁判官 30年・少年審判官 14 年の実務経

験、少年法研究、特に、英、米、独、仏、北欧、スイス、台湾などの比較法研究調査の最新の成果、関与した少年法改正に関する

議論、少年法制の歴史などを織り交ぜながら、多角的に少年法の実像・課題などを概説する。当然、2000 年以降、繰り返されて

いる少年法改正の意義、その運用の実情、現在委員として審議している少年年齢引下げ問題についても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序説 少年法の基本理念 

2. 少年に対する捜査の特則 

3. 少年に対する調査手続 

4. 少年審判手続の流れ 

5. 少年審判における処遇選択 

6. 社会内処遇ー保護観察 

7. 施設収容処分ー少年院・児童自立支援施設 

8. 処分に対する不服申立手続 

9. 触法・虞犯少年への対応 

10. 少年に対する刑事処分 

11. 少年事件における弁護人・付添人の活動 

12. 比較少年法制ー諸外国の実情 

13. 少年法制の歴史と発展 

14. 少年法改正・少年法の今後の課題と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

刑法・刑事訴訟法・刑事政策の知識は受講に有用であるので、併せての履修、参考文献の活用をお勧めするが、本授業におい

ても、刑法・刑訴等関連する必要な知識の概説も行うので、前提として他の科目の履修は必要ない。 

少年法や刑事裁判などに幅広く関心を持って受講してもらうと、理解が深まると思われる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 廣瀬健二、2017、『子どもの法律入門（第３版）』、金剛出版 (ISBN:978-4-7724-1575-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田宮裕＝廣瀬健二、2017、『注釈少年法（第４版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13922-0) 

2. 廣瀬健二、2011、『裁判例コンメンタール少年法』、立花書房 (ISBN:978-4-8037-0824-0) 

3. 廣瀬健二、2010、『少年事件重要判決 50 選』、立花書房 (ISBN:978-4-8037-0823-3) 

4. 廣瀬健二、2017、『コンパクト刑事訴訟法（第２版）』、新世社 (ISBN:978-4-88384-251-3) 

5. 法務総合研究所、2017、『平成 29 年版 犯罪白書』、昭和情報プロセス (ISBN:978-4-907343-13-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

少年犯罪、青少年の問題に関心を持つ学生の受講を広く歓迎する。 
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注意事項（Notice） 
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■EX463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX463／法学特殊講義（信託法） 

(Special Lecture on Law(Law of Trust)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信託法概論 

担当者名 

（Instructor） 
折原 誠(ORIHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

信託法全体を概観することにより、信託法制についての基礎的理解を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 信託制度は、英米では財産の管理・承継制度（民事信託）や財産の管理・運用制度（商事信託）として広く利用されている制度

である。わが国では金融の分野を中心として主に商事信託として発展して来ているが、少子高齢の成熟した社会を迎え、民事信

託としての利用が期待されている。 

 そこで授業では、まず、信託の基本的要素である、信託財産、受託者、受益者に重点を置いて解説することにより信託財産を巡

る信託関係当事者の権利義務関係を明らかにするとともに、信託の変更・併合・分割や信託の終了・清算・破産について解説す

ることによって、信託の成立・変更・終了の過程を明らかにする。次に、これらを踏まえて、わが国で行われている信託の事例を

取り上げながら、民事信託を主として念頭においた遺言代用信託や後継ぎ遺贈型受益者連続信託、商事信託を主として念頭に

おいた受益証券発行信託や限定責任信託等について解説する。最後に、少子・高齢・成熟社会における信託のあり方・活用方法

等について、具体的なスキームを挙げて考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 信託制度と信託の歴史 

2. 信託の成立（信託の定義・設定、脱法信託等） 

3. 信託財産Ⅰ（信託財産の同一性） 

4. 信託財産Ⅱ（信託財産の独立性） 

5. 受託者Ⅰ（受託者の権限・義務） 

6. 受託者Ⅱ（受託者の責任・権利） 

7. 受託者Ⅲ（受託者の変更、共同受託者） 

8. 受益者Ⅰ（受益権・受益債権） 

9. 受益者Ⅱ（受益者集会、受益者代理制度） 

10. 信託の変更、併合・分割 

11. 信託の終了・清算・破産 

12. 委託者、遺言代用信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託 

13. 受益証券発行信託、限定責任信託、受益者の定めのない信託 

14. 全体総括－事例研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で使用するスライドや資料等を事前に周知しておくので、予め授業項目を確認し、テキスト・参考文献等をよく読んで予習して

おくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神田秀樹・折原誠、2014、『信託法講義』、弘文堂 

 

参考文献（Readings） 

1. 道垣内弘人、2017、『信託法』、有斐閣 

2. 田中和明、2010、『信託法務』、清文社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX464／法学特殊講義（金融商品取引法） 

(Special Lecture on Law(Financial Instruments and Exchange Law)) 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融・資本市場を支える法制度の重要性を理解する。 

なお、この科目は法学特殊講義の一つであり、金融・資本市場に関する知識がないと理解が難しい科目であるが、授業では基本

的なところから話をしていくので安心してほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

金融商品取引法は、わが国の金融・資本市場の基本法であり、主に、①上場会社等の情報開示（ディスクロージャー）に関する

規制、②金融商品取引業者等や金融商品取引所等に関する規制、③内部者取引（インサイダー取引）や相場操縦等に関する規

制を定めている。この授業では、教科書だけでなく、最新の経済ニュースの中から金融商品取引法に関連するものを取り上げな

がら、講義をしていく予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総説： 

 金融・資本市場の重要性、金融商品取引法の目的及び規制内容の概要、金融・資本市場のプレーヤー及び監督機関等 

2. 有価証券及びデリバティブ取引： 

 有価証券、みなし有価証券、デリバティブ取引の意義等 

3. 有価証券の取引方法： 

 有価証券の上場、有価証券取引の仕組み、金融商品取引所、金融商品取引業協会等 

4. 情報開示①： 

 情報開示規制の概要、発行市場における情報開示 

5. 情報開示②： 

 発行市場における情報開示 

6. 情報開示③： 

 流通市場における情報開示 

7. 情報開示④： 

 流通市場における情報開示、公開買付け 

8. 情報開示⑤： 

 公開買付け、大量保有報告 

9. 不公正取引①： 

 インサイダー取引 

10. 不公正取引②： 

 インサイダー取引、相場操縦 

11. 不公正取引③： 

 相場操縦、包括的な詐欺禁止、風説の流布・偽計取引等 

12. 金融商品取引業者等の規制①： 

 第１種金融商品取引業、第２種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、登録金融機関、金融商品仲介業等 

13. 金融商品取引業者等の規制②： 

 誠実公正義務、不招請勧誘、適合性原則、説明義務等 

14. 金融商品取引業者等の規制③： 

 その他の行為規制、プロ・アマ規制、金融 ADR 等 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に予習・復習について指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業開始時に指示する。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

金融や証券に関心がある者はぜひ受講してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX466 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX466／法学特殊講義（地方自治法） 

(Special Lecture on Law(Local Government Law)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治法～公務員として、住民として～ 

担当者名 

（Instructor） 
早川 和宏(HAYAKAWA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地方自治を巡る諸課題につき、①気づく力、②情報を得る力、③法的に思考する力、④論理的に説明する力を身につけることを

目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 地方公共団体は、住民にとって最も身近な行政主体です。出生届（転入届）の提出（考えようによっては、母子健康手帳の交

付）から、死亡届（転出届）の提出に至るまでの間、住民の日々の生活を地方公共団体と切り離して考えることはできません。し

かしながら、日常的に地方公共団体との関係を意識している住民は、ほとんどいないのが現状です。 

 地方公共団体と住民とが、良好な関係を維持しているのであれば、あえて「関係」を意識する必要はないかもしれません。しかし

ながら、住民が自覚しているか否かはともかくとして、法的に見た場合に「良好ではない関係」が散見されることも事実です。 

 そこで、本講義では、地方自治法を題材として地方自治制度全般を概観することにより、地方公共団体の組織・任務や、地方公

共団体と住民との関係等を、法的に捉え直すことを試みます。これによって、地域における法的紛争を見出し、解決策を提示する

能力を得られるようにしたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション～地方自治の考え方～【１・２】 

2. 地方公共団体の種類Ⅰ～普通地方公共団体～【３】 

3. 地方公共団体の種類Ⅱ～特別地方公共団体～【３】 

4. 住民【４】 

5. 地方公共団体のしごと【５】【７】 

6. 普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与【６】 

7. 地方公共団体の組織Ⅰ ～基本原理・議会・長～【１１】 

8. 地方公共団体の組織Ⅱ ～その他の執行機関・地方公務員～【１２】【１５】 

9. 立法者としての地方公共団体Ⅰ ～条例の意義・効力・条例制定権の範囲～【１０】 

10. 立法者としての地方公共団体Ⅱ ～条例の実効性確保～【８】 

11. 地方公共団体の財政 ～予算から決算まで～【９】 

12. 住民監査請求 ～監査委員・住民監査請求～【１３】 

13. 住民訴訟 ～沿革・意義・目的・手続～【１３】 

14. 公の施設【１４】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前にＢｌａｃｋＢｏａｒｄで配信するレジュメに目を通すとともに、テキストの該当箇所（授業計画の【 】がテキストのＣｈａｐ．Ｎｏ．で

す）を読んできてください（必ずしもテキストの順番通りではありませんので、注意してください）。 

 講義後には、レジュメに示されている「Q」に、自分の言葉で論理的に回答を付けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席及び授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 板垣勝彦、2015、『自治体職員のための ようこそ地方自治法』、第一法規 (ISBN:978-4-474-05340-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 磯部力・小幡純子・斎藤誠編、2013、『地方自治判例百選〔第 4 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11515-6) 

2. 宇賀 克也、2017、『地方自治法概説 〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22722-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX472 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法学特殊講義（Ｍｏｏｔ Ｃｏｕｒｔ） 

(Special Lecture on Law(Moot Court)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<Advanced> 

担当者名 

（Instructor） 
ダウンズ，Ｓ．(DOWNES SIMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
各クラス定員５０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field in a very fun and interesting way. 

(This class is for students who have experience communicating with others in English) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will have the opportunity to role-play in a weekly moot court (模擬裁判). Students may choose original 

or famous court cases in the area of criminal or civil law. 

 

Prior to each class, students will use a template provided by the instructor to prepare a moot court case. Students will assign 

roles to the other students and then conduct a moot court session. The instructor will provide guidance during the moot court 

session.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction including demonstration of typical class assignment 

2. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

3. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

4. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

5. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

6. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

7. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

8. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

9. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

10. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

11. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

12. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

13. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

14. Final project presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a moot court session with a format explained by the instructor. 

Presenter(s) will prepare copies of the presentation for all students in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/Class participation(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A reading may be distributed in each class 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX475 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX475／法学特殊講義（立法学） 

(Special Lecture on Law(Legislation)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立法学/政策課題を如何にして制度化するか 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 誠(ITO MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

わが国の立法の状況・課題について学び、また立法の内容（政策立案）・立法の技術・立法の過程等について学ぶことにより、法

制度が実際にどのように設計され、どのように法律案の形式に組み立てられ、どのような経過をたどり法律として成立するのかを

理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

立法学の入門的な講義であり、従来のわが国の法律学が法律の解釈・適用を中心とするもので、いわば法律を使うことに重点が

あったのに対し、立法学は法律を作ることに重点を置き、法律を新たに制定あるいは改正するといった観点から分析・考察するも

のである。立法学は必ずしも確立された学問分野ではなく発展途上のものであるが、この授業では①わが国における立法の動

向・実態②立法の内容、政策立案がどのようになされるか（政策立案）③法律の立案、条文化に必要となる一定の技術・約束ごと

（立法技術）④国会の審議を中心とした立法過程等について概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・立法学について 

2. 法令の形式と効力（１） 

3. 法令の形式と効力（２） 

4. 法令の形式と効力（３） 

5. 法令の基本構造（１） 

6. 法令の基本構造（２） 

7. 立法政策（１） 

8. 立法政策（２） 

9. 立法政策（３） 

10. 立法機関（１） 

11. 立法機関（２） 

12. 立法過程（１） 

13. 立法過程（２） 

14. 法令の公布・施行、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最近のわが国の立法に関心をもち、その目的・内容・問題点の把握に努めること。特に日々の新聞・TV・NET等における立法に

関するニュースには強い関心をもって接すること。 

  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大島稔彦、2013、『立法学 理論と実務』、第一法規 (978-4-474-02892-0 C3031 (8)) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に提示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 157 - 

■EX476 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法学特殊講義（Ｍｏｏｔ Ｃｏｕｒｔ） 

(Special Lecture on Law(Moot Court)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<Advanced> 

担当者名 

（Instructor） 
ダウンズ，Ｓ．(DOWNES SIMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
各クラス定員５０名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field in a very fun and interesting way. 

(This class is for students who have experience communicating with others in English) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will have the opportunity to role-play in a weekly moot court (模擬裁判). Students may choose original 

or famous court cases in the area of criminal or civil law. 

 

Prior to each class, students will use a template provided by the instructor to prepare a moot court case. Students will assign 

roles to the other students and then conduct a moot court session. The instructor will provide guidance during the moot court 

session.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction including demonstration of typical class assignment 

2. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

3. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

4. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

5. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

6. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

7. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

8. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

9. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

10. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

11. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

12. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

13. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

14. Final project presentations 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a moot court session with a format explained by the instructor. 

Presenter(s) will prepare copies of the presentation for all students in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/Class participation(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A reading may be distributed in each class 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX478 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX478／法学特殊講義（企業のビジネス戦略と契約実務） 

(Special Lecture on Law(Corporate Business Strategies and Contract Practice)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業のビジンス戦略と契約実務 

～種々のビジネス形態に最適な契約戦略とは～ 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文夫(ISHIKAWA FUMIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来、企業社会等に進まれる学生の方々に、企業社会の中でのビジネス展開のしくみ、ビジネスの基本的な遂行手順（業務フロ

ー）を理解していただき、それらのビジネスに伴い必要な契約（書）の役割、契約書の内容の理解をするとともに、それらを通じ

て、企業社会等へ進んだ場合に、企業人として必要なナレｯｼﾞ習得、ビジネスマナー、人間としての社会常識についても言及しす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義は、講師が執筆した独自の本及びオリジナルなレジメ（２冊）を使用しながら行う。 

また、各講義には、個別に必要な教材、報道されたビジネス関係の資料等を配布して、世の中の最新の事案に関してのコメントも

行い世の中の動向に関する理解を深める。 

① 企業におけるビジネスの基本的な進め方の紹介と理解 

②ビジネスを進める上での契約の位置づけと役割の理解（ライセンス契約等） 

③講師執筆の具体的なビジネスのケースを読みながら最適な契約のアプローチと契約検討を行う。 

④種々の契約書の理解とそれらの契約書の内容の理解 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講座の狙い、全体日程の説明、講師の自己紹介、企業人になった場合にあるべき姿の説明 

2. 企業におけるビジネスの発生から契約締結までの基本的な業務フロー及びビジネスにおける契約の位置づけと契約書の

役割 

3. 国内と海外の契約について、その特長と相違についての説明 

4. 知的財産（権）についての説明 （特許権、著作権、営業秘密等） 

5. 契約書の種類とその位置づけの説明 （秘密保持契約、ライセンス契約、共同開発契約等） 

6. コラボレーションの説明とその位置づけの説明 

7. コラボレーションの具体的なケーススタディ （１） グループ別で検討（テキスト参照しながら） 

8. 第７回における検討結果のグループでの結果をもとに討議 

9. コラボレーションの具体的なケーススタディ （２） グループ別で検討（テキスト参照しながら） 

10. 第９回における検討結果のグループでの結果をもとに討議 

11. コラボレーションの具体的なケーススタディ （３） グループ別で検討（テキスト参照しながら） 

12. 第１１回における検討結果のグループでの結果をもとに討議 

13. コラボレーションの具体的なケーススタディ （４） グループ別で検討（テキスト参照しながら）と討議 

14. これまでの講義のまとめと総括、試験に関しての説明、参考教材を視聴 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講師執筆の本、およびレジメを講師の指示で事前に読むことが必要な場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

講義の出席状況、毎回の講義への感想、講義での発言、質問等も評価には考慮する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石川文夫、2018 予定、『企業間コラボレーションを成功させる契約交渉の進め方』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-

25901-2) 

2. 山本孝夫、2006、『英文契約書の読み方』、日経文庫 (97845321152) 

１の講師単独での執筆の本は３月に、発刊予定です。これをテキストにします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 経済産業省特許庁企画（独）工業所有権情報研修館、2014、『産業財産権特許テキスト 特許権第８版』、発明協会 (978-4-

8271-1215-3-2014) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 昨年も要望されておりますが、本講座の他でゼミを行いたくよろしくお願いします。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX480 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX480／統計学 

(Statistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データ分析のための統計学 

担当者名 

（Instructor） 
今泉 忠(IMAIZUMI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会での事象の変化などを捉えるためにはデータに基づいた科学的思考力と検証力が重要である｡そのための統計学の基礎に

ついて理解し,データをもとに統計モデルとして表現し､検証し扱えるようになることを目標とする｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会においてデータに基づいた科学的思考力や問題解決力は必須の能力である｡本講義では,次のような項目について

PPDAC(Problem-Plan-Data-Analysis-Conclusion)の枠組みを用いて学ぶことで社会現象を統計モデルとして扱うために必要な

統計的な概念を理解し活用できるようにする｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データを扱う場合に，それを変数の型として｢量的変数｣と｢質的変数｣に大別してその扱いについて講義する｡キーワード：測

定尺度 

2. データのグラフを用いた表現について講義する｡ 

キーワード：棒グラフ､円グラフ､度数､相対度数､ヒストグラム 

3. ヒストグラムからの分布の特徴についても講義する｡ 

キーワード：ベル型､右に裾が長い､左に裾が長い，累積分布図 

4. 代表値を用いてデータを見る｡代表値としての平均､中央値について講義する｡また､平均と関係する分散について講義す

る｡ 

キーワード：分散､標準偏差 

5. 平均と標準偏差との関係に対応する中央値と四分位範囲などについて講義する｡ 

キーワード：Q１､Q３､四分位範囲 

6. 代表値として中央値を用いる場合にデータの特徴を捉える図としての箱ひげ図がある。これについて講義する｡ 

キーワード：箱､ひげ､はずれ値 

7. 代表値として平均を用いる場合に､平均からの偏差について講義する｡標準化得点について講義する｡ 

キーワード：変動係数 

8. ２変量の関係を図で表現する場合の散布図について講義する｡また､相関係数や共分散についても講義する｡ 

キーワード：変数変換 

9. ２変数が共に質的変数である場合の二元表(クロス表)について講義する｡ 

キーワード：独立､χ2 乗値 

10. ２変数のうち､一方が量的変数､他方が質的変数である場合の関連性の分析について講義する｡ 

キーワード：相関比､分散分析 

11. ２変数のうち､一方が量的変数､他方が質的変数である場合の因果関係の捉え方について講義する． 

キーワード：平均値の差，標準偏差，標準誤差，図的表現 

12. ２変数が共に量的変数である場合の手法としての単回帰分析について講義する｡ 

キーワード：決定係数､分散分析表､回帰係数 

13. サンプリングして求めた平均が異なることを実験を通じて学び､平均の分布､標本調査などについて学ぶ｡ 

キーワード：標準誤差､平均の分布 

14. まとめ１ここまでの講義に関してのテストを行なう。 

15. 調査の方法と実験の計画について講義する｡ 

キーワード：単純無作為抽出､比較実験 

16. ２つの平均の差について講義する｡ 

キーワード：平均の分布 

17. 確率の基礎について講義する｡代表的な分布としての幾何分布や二項分布について講義する。 

キーワード：ベルヌーイ試行 

18. 統計学での分布の基本である正規分布について講義する｡ 

キーワード：平均と分散 

19. 標本比率や標本平均それぞれの標本分布について講義する｡ 

キーワード：平均の分布､t分布､χ2 乗分布 

20. 中心極限定理についても講義する｡ 
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21. 平均の信頼区間について講義する｡ 

キーワード：母平均 

22. 比率の信頼区間について講義する｡ 

キーワード：母比率 

23. 2 つの平均に関しての信頼区間について講義する｡ 

24. まとめ２：ここまでのまとめ中間テストその２を行なう｡ 

25. 平均に関する有意性検定について講義する｡ 

キーワード：帰無仮説､対立仮説，z検定，t検定 

26. 比率に関しての有意性検定について講義する｡ 

キーワード：第１種の過誤､第２種の過誤 

27. 2 つの平均の差に有意性検定について講義する。 

キーワード：等分散性の検定 

28. 単回帰分析での係数の有意性検定について講義する。 

キーワード：F検定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外学習に関する指示は，履修登録完了後に Web上で履修者に対して行う． 

Web(classroom.google.com)にアップされている教材などをダウンロドして､一読しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/中間テスト 1(20%)/中間テスト 2(15%)/出席およびコメントペーパ―内容等(20%) 

平常点については､授業への参加度と理解度についての授業内課題により評価する｡ 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 下川 敏雄、2016、『実践のための基礎統計学』、講談社 (978-06-156562-3) 

2. 日本統計学会、2015、『改訂版統計学基礎』、東京図書 (978-4-489-02227-2 C3040) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本統計学会、『データの分析』、東京図書 (2012978-4-489-02132-9C3040) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX484 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会科学情報処理 

(Information Processing for Social Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SPSSを利用した社会調査データの分析と解釈 

担当者名 

（Instructor） 
蔵本 知子(KURAMOTO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
各クラス定員 48 名 「統計学」の単位修得者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科学分野の調査データから全体的な行動傾向やその要因を読み取るための統計処理，発展的な情報処理に関する知識や

技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コンピュータ教室を使用し，実習形式で授業を行う。授業は以下の内容で構成される。 

(1)調査データと統計分析 

調査データを要約し傾向を読み取る手法としての統計分析，調査データの内容から統計手法を選択するポイント，手法や結果解

釈に存在する問題点について説明する。 

(2)操作方法実習 

コンピュータを操作しながら SPSS の利用方法や結果の読み取り・解釈の要点を習得する。 

(3)統計解析実習 

操作方法実習をふまえ，調査データを分析，項目内容と照らし合わせ結果から行動傾向を読み取る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. SPSSの基本操作とデータ要約／データ加工と記述統計 

2. 回答の分布傾向から行動の偏りや質問の問題点を考える／度数分布表とヒストグラム 

3. 人数の偏りを元に選択項目が別の項目に与えた影響を見出す／クロス表とカイ二乗検定 

4. 余分な要因の影響を除いた上で人数の偏りを検討する／多重クロス表 

5. 調査結果と社会全体の行動傾向とのずれを考える／区間測定 

6. ２つの項目間の関係性を図と数値で表す／散布図と相関係数 

7. 行動傾向の強さをいくつかの要因を利用して説明・予測する／重回帰分析 

8. 傾向の説明にグループの違いを利用する／ダミーデータを利用した重回帰分析 

9. 行動が 2 種類に分かれる場合にどちらの行動をとるかを予測する／判別分析 

10. 調査対象者をいくつかの行動傾向を元にグループ分けする／クラスター分析 

11. 調査項目を回答傾向でまとめる／主成分分析 

12. 2 条件間で行動傾向に違いがあるかを検討する／t検定 

13. 3 条件間で行動傾向に違いがあるかを検討する／一元配置の分散分析と多重比較 

14. 要因の組合せが行動・心理傾向を促進・抑制するか検討する／二元配置の分散分析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布された資料に基づいて、各回の授業で取り上げた統計手法について内容をよく確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業時に指定する課題及び出席を含む授業への参加態度(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 内藤統也・秋川卓也、2007 年、『文系のための SPSS超入門』、プレアデス出版 (ISBN:978-4-903814-03-2) 

2. 小塩真司、2011 年、『SPSS と Amos による心理・調査データ解析 第２版』、東京図書 (ISBN:978-4-489021-00-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 163 - 

■EX485 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会科学情報処理 

(Information Processing for Social Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SPSSを利用した社会調査データの分析と解釈 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
各クラス定員 48 名 「統計学」の単位修得者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

収集した社会調査データを分析するための能力を養うとともに、法学を学ぶ 

上で必要不可欠な論理的思考能力を鍛錬する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コンピュータを利用した実習形式で授業を行う。授業は以下の内容で構成される。 

(1)調査データと統計分析 

調査データを要約し傾向を読み取る手法としての統計分析，調査データの内容から統計手法を選択するポイント，手法や結果解

釈に存在する問題点について説明する。 

(2)操作方法実習 

統計分析アプリ SPSSの利用方法や結果の読み取り・解釈の要点を習得する。 

(3)統計解析実習 

操作方法実習をふまえて実際にデータを分析し，元の項目内容と照らし合わせながら分析結果から読み取ることができる行動傾

向について考える。分析には実際の社会調査で収集されたデータを使用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質問紙による社会調査の特徴と SPSSの基本操作 

2. 数値の持つ意味を踏まえてデータの傾向を整理する／データ加工と記述統計 

3. 回答の分布傾向から行動の偏りや質問の問題点を考える／度数分布表とヒストグラム 

4. 人数の偏りを元に２つの選択項目の関係性について考える／クロス表 

5. 結果に見られた関係性を読み取る際の注意点／カイ二乗検定と有意確率 

6. 調査結果と現実の行動傾向とのずれを考える／区間推定 

7. ２つの項目間の関係性を図と数値で表す／散布図と相関係数 

8. 行動傾向の強さをいくつかの要因を利用して説明・予測する／重回帰分析 

9. 行動傾向の説明にグループの違いを利用する／ダミーデータを利用した重回帰分析 

10. 行動が 2 種類に分かれる場合にどちらの行動をとるかを予測する／判別分析 

11. 調査対象者をいくつかの行動傾向を元にグループ分けする／クラスター分析 

12. 2 条件間で行動傾向に違いがあるかを検討する／t検定 

13. 3 条件間で行動傾向に違いがあるかを検討する／一元配置の分散分析と多重比較 

14. 要因の組合せが行動・心理傾向を促進・抑制するか検討する／二元配置の分散分析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する資料と各授業で取り上げる統計手法について内容を確認し、疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業時に指定する課題及び出席を含む授業への参加態度(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 内藤統也・秋川卓也、2007 年、『文系のための SPSS超入門』、プレアデス出版 (ISBN:978-4-903814-03-2) 

2. 太郎丸博、2005 年、『人文・社会科学のためのカテゴリカル・データ解析入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-88848-964-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習を中心とする。課題の分析結果及び解釈を紙面で提出し授業内でフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX486 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX486／会計学 

(Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
渡邉 雅雄(WATANABE MASAO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full Year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 基本的な商業簿記を修得し，初歩的な会計実務に対応できる。 

2. 財務諸表が経済社会において果たす役割を理解している。 

3. 企業を取り巻く様々な経済事象の会計処理を，財務会計の基本原則に関連づけて理解している。 

4. 財務諸表分析の考え方を理解し，初歩的な分析を行うことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業の財務諸表は，企業の経済活動を総合的に理解するうえで重要な情報である。本講義では，財務諸表の作成方法を規定す

る会計制度と，それを支える会計理論を学ぶ。 

春学期には，企業会計を支える技術である簿記について学ぶ。また，簿記の学習を通じて，企業の経済活動に対する理解を深

めていくことも狙いとしている。 

春学期の学習を踏まえて，秋学期には，財務諸表が経済社会においてどのような役割を果たしているのか，企業の経済活動の

結果がどのように財務諸表に集約されていくのかという点を学ぶ。 

学生が実際の経済事象を意識しながら会計学を学習できるように，実際の企業の財務データ等を講義で適宜取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会計学の講義開始にあたって＜春学期：簿記の学習 1-12＞簿記のしくみ 

2. 仕訳帳と元帳 

3. 商品売買取引 

4. 現金･預金および手形取引 

5. 貸付・借入その他の取引 

6. 有価証券取引，固定資産取引 

7. 収益・費用，引出金 

8. 商品有高帳等 

9. 決算：売上原価の算定，貸倒れの見積り 

10. 決算：減価償却，消耗品，現金過不足 

11. 決算：費用・収益の繰延べと見越し 

12. 決算：精算表，帳簿の締切り，貸借対照表・損益計算書の作成 

13. ＜秋学期：財務会計の学習 13-28＞ 

会計の種類と役割 

14. 財務会計の基本原則（１） 

15. 財務会計の基本原則（２） 

16. 企業の設立と資金調達 

17. 仕入活動 

18. 生産活動 

19. 販売活動 

20. 設備投資と研究開発 

21. 資金の管理と運用 

22. キャッシュ・フロー計算書 

23. 国際活動 

24. 税金と配当 

25. 財務諸表の作成と公開 

26. 企業集団の財務報告 

27. 財務諸表による経営分析（１） 

28. 財務諸表による経営分析（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次の講義で学習する教科書の該当範囲を事前に読んで講義に出席する。また，教科書等の練習問題を利用して復習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 165 - 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 【春学期使用】、『大原で合格る日商簿記３級』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-24931-0) 

2. 【秋学期使用】桜井久勝・須田一幸、『財務会計・入門』、有斐閣 

テキストに指定した書籍は，最新版を使用することが望ましい。 

 

2018 年 4 月 13 日付変更（変更理由：品切れのため） 

【変更以前の記載内容】 

1．【春学期使用】『スラスラできる日商簿記 3 級テキスト』大原出版 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX487 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX487／社会政策論 

(Social Policy & Administration) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 理枝(MIYAZAKI RIE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

●社会政策の基礎的知識を習得する。具体的には，社会保障に焦点をあて，社会保障の定義と分類，成り立ち，そして諸制度

（年金・医療・介護・公的扶助・諸福祉サービス）の仕組みを理解する。 

●日本と主要諸外国の政治・経済・社会動向と社会政策の関係を理解する。 

●日本の福祉国家としての現状と将来的展望の大局を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

●春学期は，社会政策（社会保障）の定義・分類等に関わる基礎理論と現金給付中心の制度を扱う。具体的には租税方式の公

的扶助制度と社会保険方式の年金制度，そして労働保険を論じる。 

●秋学期は，現物給付中心の制度と社会保障制度，今後の展望ならびに歴史を扱う。具体的には，社会保険方式の健康保険と

介護保険，そして税方式の諸現物給付を論じる。 

授業内容は，諸制度の原則と日本の現行制度の仕組みの説明を主とするが，その際に国際比較の観点や政策研究のトレンドと

いった多様な観点を織りまぜて論じたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（社会政策と社会保障の関係，現代の社会保障の課題，歴史概観） 

2. 社会保障の類型化（租税・社会保険方式，現金・現物給付） 

3. 公的扶助制度（公的扶助と生活保護制度，当該制度の原則） 

4. 公的扶助制度（保護基準，仕組み １） 

5. 公的扶助制度（保護基準，仕組み ２） 

6. 社会保険の理論（諸原則，被保険者，保険者保険料，保険給付のあり方） 

7. 年金制度（原則・基本体系） 

8. 年金制度（保険者と被保険者） 

9. 年金制度（財政方式，給付水準） 

10. 年金制度（その他の仕組みと制度改革） 

11. 失業保険制度（原則と特徴，日本の当該制度の仕組み） 

12. 失業保険制度（日本の当該制度の仕組み２） 

13. 労働災害保険制度（原則と特徴，日本の当該制度の仕組み） 

14. まとめ（新しい現金給付の可能性―社会手当，給付付き税額控除，BI等） 

15. 現物給付の社会保険（現金給付とのちがい，健康保険と介護保険の原則的なちがい） 

16. 健康保険制度（健康保険制度の原則） 

17. 健康保険制度（健康保険制度の基本構造） 

18. 健康保険制度（財政方式） 

19. 健康保険制度（給付の仕組みと決定プロセス） 

20. 健康保険制度（高齢者医療制度と制度改革） 

21. 介護保険制度（制度創設の背景，当該制度の原則） 

22. 介護保険制度（制度の基本設計と保険の仕組み） 

23. 介護保険制度（財政方式と給付） 

24. 介護保険制度（給付内容と制度改革） 

25. 今後の社会保障の展望―ワーク・ライフバランスと社会保障制度（範疇扶助と社会参加の概念） 

26. 今後の社会保障の展望―ワーク・ライフバランスと社会保障制度（税方式の現物給付-チャイルドケアを中心に） 

27. 社会保障制度の歴史（諸外国の社会保障制度の成立史を中心に） 

28. 社会保障制度の歴史（日本の成立史を中心に） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内及び Blackboard において適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 田中・椋野著、『初めての社会保障』、有斐閣 

田中耕太郎・椋野美智子『はじめての社会保障』（有斐閣アルマ）（本年度４月時点での最新版を入手すること） 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅沼隆他編、2014、『多元的共生社会の構想』、現代書館 (ISBN:4768435297) 

2. 土田武史編、2015、『社会保障論』、成文堂 (ISBN:4792342546) 

その他、授業中に適宜紹介する。 

過去 2 年間の試験問題（のみ）は、Blackboard にて公開する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●Blackboard を通じて、一般的なお知らせ、参考資料、補助的な教材資料は適宜発信・提供する。 

●授業の目指すところや趣旨、進め方、試験等の重要点は初回に説明するので、受講者は必ず出席し、これらを理解してから受

講すること。 

●チャイルドケア・給付つき税額控除・社会保障史の講義回は適宜移動する場合があるので留意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX488 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX488／財政学 

(Public Finance) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 雅人(MIYAZAKI MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義は，履修者が現代社会を理解するための一つの手がかりを得ることを目標としている。この目標を達成するために，財

政の機能，日本の予算，政府支出，租税，財政投融資，公債，地方財政制度，社会保障制度について講義する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２～１２回では，財政の機能，日本の予算，政府支出，租税，財政投融資，公債について説明する。１３～２２回では，日本の地方

財政制度と社会保障制度について説明する。２３～２６回では，都市部における高齢化，格差是正の問題について論じる。必要

に応じて映像資料も見てもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 財政の三つの機能 

3. 予算（１） 

4. 予算（２） 

5. 政府支出（１） 

6. 政府支出（２） 

7. 租税（１） 

8. 租税（２） 

9. 租税（３） 

10. 租税（４）／財政投融資 

11. 公債（１） 

12. 公債（２） 

13. 国と地方の財政関係 

14. 地方税 

15. 国庫支出金 

16. 地方交付税 

17. 地方債／地方の歳出 

18. 日本の社会保障制度 

19. 医療保険制度 

20. 年金保険制度 

21. 介護保険制度 

22. 生活保護制度 

23. 都市部における高齢化と財政（１） 

24. 都市部における高齢化と財政（２） 

25. 格差是正と財政（１） 

26. 格差是正と財政（２） 

27. 講義のまとめ（１） 

28. 講義のまとめ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習（事前学習・事後展開学習）については，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー・講義中に指示した提出物等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 神野直彦、2007、『財政学 改訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4641162983) 
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2. 池上岳彦編、2015、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4641184244) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX491 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX491／日本史概説 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済の視点からみた日本の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
中西 聡(NAKANISHI SATORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本における社会問題を歴史的視点からとらえることができる知識を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世から第二次世界大戦後にいたる日本の歴史を、主に経済の視点から概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中世東アジア貿易と日本 

2. 渡来銭の流入と代銭納化 

3. 近世の石高制・身分制と「鎖国」体制 

4. 大開墾と幕藩制的市場の成立 

5. 貨幣改鋳と特産物生産の進展 

6. 幕末「開国」と自由貿易世界 

7. 明治政府の経済政策 

8. 商人の活動と近代的市場の成立 

9. 産業革命と工業化 

10. 地主制と植民地農業 

11. 交通網の変容と商品流通 

12. 都市化と生活環境 

13. 昭和戦前期の重化学工業化と戦後改革 

14. 第二次世界大戦後の対外関係と高度成長 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の講義の際に、復習の方法や評価方法の説明を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/テストもしくはレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中西聡編、2013 年 2,800 円、『日本経済の歴史』、名古屋大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX492 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX492／世界史概説 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代世界とアジア 

担当者名 

（Instructor） 
島田 竜登(SHIMADA RYUTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、16 世紀以降の近代世界の諸相を検討しながら、グローバル化時代の現代に生きるわれわれにとって、世界史とは

何かということを考える。15 世紀末から、アメリカ大陸を含めた世界の一体化が急速に進展する。モノや人、情報がグローバルな

スケールで移動し、人々の生活が大きく変化し、現在のわれわれの社会を生み出していったのである。本講義は近年盛んとなっ

ているグローバル・ヒストリーの立場から、近代世界の形成と変容について概観を試みたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義は、第一に産業革命以前のグローバル・ヒストリーを、第二に、産業革命以後のグローバル・ヒストリーを検討する。最終的

には、世界史の見方、歴史学の方法について考究する。なお、講義にあたっては、日本を含むアジアを近代世界の中にどのよう

に位置づけるかについて注意深く考察を行うことにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題の所在 

2. 大航海時代と銀 

3. 東インド会社と異文化接触 

4. 近世アジア経済 

5. 近世日本の世界史的位置 

6. 産業革命と世界史 

7. 「アジアの近代」再考 

8. 世界の緊密化とアジア 

9. 日本から見た近代世界 

10. 世界史の時代区分論 

11. マクロ・ヒストリーの意義 

12. 世界史としてのマイクロ・ヒストリー 

13. 世界史を描く目的 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

とくに復習に力を入れて下さい。講義の際、適宜、参考文献を紹介するので、紹介文献を手始めに、多読を望みます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを毎回配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 水島司、2010、『グローバル・ヒストリー入門』、山川出版社 (ISBN:978-4634349650) 

2. 水島司・島田竜登、2018、『グローバル経済史』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595318818) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX499 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX499／キャリア意識の形成 

(Career Planning Formation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キャリア形成のための自覚的検討とコミュニケーションスキルの学び 

担当者名 

（Instructor） 

松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、受講生一人ひとりが、将来の進路を考えるに際して必要な情報を手に入れる手がかりを得るとともに、法学部での

学修が社会とどのように関わっているかについて考えることにより、各自にふさわしいキャリアを形成するための方法について、

自覚的に検討する機会を与えることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・多様な考え方を知り、自分のキャリアについて広く深く考え、行動する契機とする。 

・個人、ペア、グループでのワークを通して、就職活動や社会で活躍していくために不可欠なコミュニケーションスキルを体験的に

学ぶ。 

・本学法学部卒業生を中心としたゲストスピーカーを招き、キャリアに関する情報や考え方を提供するとともに、コミュニケーショ

ン・スキルのトレーニングを行う。 

・ゲストスピーカーと受講生との質疑応答、コメント・カードの提出、レポート作成等を行い、法学部の学修とキャリアとの関係、ま

た「働く」こと、さらには、「生きる」ことについて、受講生が自己の見解を明確にもち、それを表現できるようにする。 

・2 年次秋学期において、法学部の学修の意義と方法を再確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. スキルトレーニング（１） 

3. ゲスト・スピーカー 

4. ゲスト・スピーカー 

5. ゲスト・スピーカー 

6. ゲスト・スピーカー 

7. スキルトレーニング（２） 

8. ゲスト・スピーカー 

9. ゲスト・スピーカー 

10. ゲスト・スピーカー 

11. スキルトレーニング（３） 

12. スキルトレーニング（４） 

13. ゲスト・スピーカー 

14. スキルトレーニング（５）と全体ふり返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・本講義では学生の積極的な授業への参加が望まれるので、事前に問題意識を持って参加すること。 

・参考文献に掲げた書物を中心に、キャリアデザインに関する基本的知識を得たり、ゲストスピーカーの業界や職種、企業などの

情報について、予め様々な媒体（会社四季報、新聞記事、諸文献、インターネットなど）から情報を得ておくこと。 

・日頃から社会、経済、経営等に関する基本的な知識について関心を持ち、自分で調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含めた講義への積極的参加(60%)/レポート(40%) 

成績評価は合格・不合格のみとする。欠席が 3 回を超える場合、および、レポート（講義内で 2回実施する）が提出されない場合

は、理由の如何を問わず不合格とする。出欠の確認は、各自が各回の講義中にカードリーダーに学生証をかざすことによる。遅

刻・早退は認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 大久保幸夫、2016、『キャリアデザイン入門（１）基礎力編 第 2 版』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4532113520) 
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2. 渡辺 三枝子、 岸本 光永、2010、『考える力を伸ばす教科書―ダイアローグと論理で思考力を高める』、日本経済新聞出版

社 (ISBN:9784532491086) 

3. 海老原嗣生、2010、『「若者はかわいそう」論のウソ』、扶桑社 (ISBN:9784594062163) 

4. 同、2011、『就職，絶望期』、扶桑社 (ISBN:9784594064198) 

5. 同、2012、『女子のキャリア＜男社会＞のしくみ、教えます』、筑摩書房 (ISBN:9784480688903) 

6. 中沢孝夫、2010、『就活のまえに』、筑摩書房 (ISBN:9784480688319) 

7. 中澤二朗、2013、『働く。なぜ？』、講談社 (ISBN:9784062882309) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

採用人数は 100 名程度、配当学年は 2 年次のみ。履修申込の際、提出するレポートにより選考する。題目は、「法学部の学修は

社会に出て、どのように役立つと考えるか」。字数：1000 字程度。自筆（横書き 400 字詰め原稿用紙）又は Word形式での提出も

可とする。 

やむを得ない理由で履修を辞退する場合は、履修要項を確認の上、必要な手続きを取ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎文献講読 

(Basic Readings) 

担当者名 

（Instructor） 
各科目担当者は，各自時間割計画シートで確認すること   

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学や政治学などの社会科学を専門的に学ぶための導入として，基本的であるが含蓄のある文献を素材として適宜用いなが

ら，文献や資料の収集方法・プレゼンテーションの作法・レポート作成の方法・読解力・論理的思考力などを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は，次のスタイルで実施する予定である。 

履修者は，全員，授業回ごとに指定する文献の該当範囲をよく読んで授業に参加する。あらかじめこちらから提示する論点など

について，コメントカードの作成を求めることもある。また，報告者を指名して，文献の要約を中心とするレジュメの作成と報告を求

めることもある。授業では，報告者による発表や，各自のコメントカードなどを基に，履修者全員が各自の意見・疑問を示しつつ，

それをふまえて全員で討論することで理解を深める。 

また，講読する文献や討論から浮かび上がってきた論題や，発展的な論題をいくつか選び，それらについての討論を行う授業回

を設ける場合もある。その際に履修者は，関連する情報を丹念に収集・調査して自己の見解を事前にまとめる等，十分に準備を

する。授業を通じて履修者は，意見交換やお互いの疑問や批判に応えることを通じて，自らの見解を深め，説得力のある主張を

示すことができるように努める。 

以上に加えて，学期中に 1 回，基本的な文書表現力を養うべく，文書添削指導を行うことも予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 図書館ガイダンス（他の回に行う場合もある） 

3. 文献の講読および討論① 

4. 文献の講読および討論② 

5. 文献の講読および討論③ 

6. 文献の講読および討論④ 

7. 文献の講読および討論⑤ 

8. 文献の講読および討論⑥ 

9. 文献の講読および討論⑦ 

10. 文献の講読および討論⑧ 

11. 文献の講読および討論⑨ 

12. 文献の講読および討論⑩ 

13. 文献の講読および討論⑪ 

14. 文献の講読および討論⑫ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（発表，発言，レポートなどの提出等）(100%) 

２回連続無断欠席，通算３回欠席の場合には，原則として成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初の回に指示する。テキスト・参考文献のいずれについても，必要があればコピーを配布することもある。 

 

参考文献（Readings） 

授業の最初の回などに，適宜，指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX561／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法はスポーツの魅力とアスリートの競技能力向上にどのような役割を果たすのか 

担当者名 

（Instructor） 
小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スポーツに法学はあまり関係ないかと思われるが、スポーツのルール一つを取ってみてもルールブックを見れば、それが六法で

見慣れた条文と変わらないことに気付く。スポーツを題材に法学の基礎的な考え方、議論の方法を習得する。そして、スポーツに

対して法がどのように関わっているのか、役割を果たしうるのかについて議論を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半６回については、教員が与えたテーマ・文献をベースに、履修者を数人のチームに分け、報告者として報告・議論をしてい

く。この作業を通じて、法がスポーツにおいて果たしている役割について基礎的な知識を習得するとともに議論をすることによって

理解を深めていく。 

 そして、後半６回については、履修者をチームに分け、各チームには３回の報告の機会を与える。前半６回で得た知見をベース

に、各チームが選択したテーマに即して文献渉猟・取材なども踏まえ報告をし、履修者で議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. スポーツをとりまく現状・課題 

3. スポーツ事故 

4. スポーツとアンチ・ドーピング 

5. 代表選手選考 

6. スポーツ団体の運営 

7. スポーツとグローバル化 

8. 自主選択テーマ報告・議論（１－１） 

9. 自主選択テーマ報告・議論（１－２） 

10. 自主選択テーマ報告・議論（２－１） 

11. 自主選択テーマ報告・議論（２－２） 

12. 自主選択テーマ報告・議論（３－１） 

13. 自主選択テーマ報告・議論（３－２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は授業時間外に報告の準備が必要なことはもちろんだが、そうではない者も毎回の演習の前に次の回の議論のテーマに

関する資料（前半はテキスト等の該当箇所、後半の自主テーマについては報告者が指定する文献・資料など）に目を通し、自分

の意見を考えてくることが必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その他必要なテキストは配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 早川吉尚＝道垣内正人編著、2011、『スポーツ法への招待』、ミネルバ書房 (ISBN:9784623059805) 

2. 日本スポーツ法学会（監修） 浦川道太郎／吉田勝光／石堂典秀／松本泰介／入澤充（編著）、2017、『標準テキスト スポー

ツ法学 第 2 版』、エイデル出版 (ISBN:9784871686082) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15～20 名 

配当年次：1 年次 
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選考方法：レポート 

  ①題目：演習の志望動機、「自分とスポーツとの関わり」又は「スポーツを通じたグローバル化について」、及び自己紹介 

  ②字数：自由 

 

注意事項（Notice） 
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■EX562 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX562／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダーと法 

担当者名 

（Instructor） 
吉永 圭(YOSHINAGA KEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人権論・正義論の基礎を、ジェンダーの観点から理解することを目指します。具体的には、本演習で学んだ法学知見をもって現代

社会の諸問題に切り込み、今まで気が付かなかった「性」による差別を発見し、それを解決する方法を考えられるようにします。こ

こでの「性」は、男性・女性のみならず、その二分法では捉えきれない多様なあり方をも含みます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

報告者にテキスト指定箇所を報告してもらいます。他の受講者も同じ箇所を予習します。当日は報告者による報告を聞いた後、

全員で議論をします。なお、受講生の人数や学習意欲次第で、自主研究報告を後半で行います。これはジェンダー問題で自分が

特に関心を持ったテーマを、授業及び授業外で研究し、その成果を披露するものです。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. テキスト読解 

3. テキスト読解 

4. テキスト読解 

5. テキスト読解 

6. テキスト読解 

7. テキスト読解 

8. テキスト読解 

9. テキスト読解 

10. テキスト読解 

11. テキスト読解 

12. テキスト読解（自主研究報告１） 

13. テキスト読解（自主研究報告２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト指定箇所を読んでください。自主研究報告が課された場合は、自分のテーマを研究する為の文献を図書館などで探し、

読んで下さい。CiNii などで論文を検索することも試みて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/出席率、演習中の態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三成美保ほか、2015、『ジェンダー法学入門 第 2 版』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03677-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口洋幸ほか編、2017、『セクシュアリティと法』、法律文化社 (ISBN:978-4589038722) 

大野・森元・吉永『近代法思想史入門』（法律文化社・2016 年）に、担当教員が執筆した戦前日本と海外の女性解放思想史の章

があります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 名程度 

配当年次： 1 年次 

選考方法：レポート 

①題目：離婚後の母子家庭が貧困に陥らない為に、どのような対策が必要でしょうか。法制度、社会のあり方のどちらか（可能な

らば両方）の側面から、貴方の考えを書いてください。 
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②字数：1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX563 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX563／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エンハンスメント問題を考える ～遺伝子操作における倫理上の諸問題～ 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ある問題につき、そこに潜む論点を見つけ出して整理する力、また自己の見解をまとめ上げていくスキル、この二つの能力をエン

ハンスメント問題の検討を通してトレーニングしていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では生命倫理学において議論されている「エンハンスメント問題」を取り上げます。エンハンスメントとは、健康の維持や回

復に必要とされる程度を超えて人間の形態や機能の改善のために行う人的介入を意味します。エンハンスメントをめぐる問題とし

ては、例えば医学上の目的のために開発された治療技術を健康なスポーツ選手に用いることの是非などが議論されています。

近年のバイオテクノロジーの急速な発展を背景にこの問題への関心が高まっています。エンハンスメントは許されるべきか、制限

するべきか（その場合はどこまで？）、また新しい技術に対してどのような態度で臨めばよいのか等を全員で議論していきます。 

授業で取り扱う文献については、前半ではマイケル・J・サンデル『完全な人間を目指さなくてもよい理由』を用います。後半では一

般読者を想定した科学啓蒙書や哲学思想書など（一冊全部または一部分）を取り上げる予定です（最新の遺伝子編集技術

「CRISPR(クリスパー)」も取り上げたいと考えています）が、後半の文献については、いくつかは受講者の意見を取り入れて授業

の中で追加決定していきたいと考えています。 

後半の授業で取り扱う文献（一部）については以下を予定しています。レイモンド・スマリヤン「神は道教徒か」（D.R.ホフスタッター

他編著『マインズ・アイ（下）』TBS ブリタニカ）、リチャード・ドーキンス「遺伝子の長い腕」（『利己的な遺伝子 増補新装版』紀伊國

屋書店）、ジェニファー・ダウナド他『CRISPR 究極の遺伝子編集技術の発見』（文藝春秋）（この文献については新書サイズの他

の文献に差し替える可能性を検討中、演習開講日に受講生と相談）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 始めに（授業の進め方、成績評価、参考文献の提示・説明、時間外学習に関する説明、演習テーマ「エンハンスメント」に関

する基礎的な説明等） 

2. 報告と議論１ 

3. 報告と議論２ 

4. 報告と議論３ 

5. 報告と議論４ 

6. 報告と議論５ 

7. 報告と議論６ 

8. 報告と議論７ 

9. 報告と議論８ 

10. 報告と議論９ 

11. 報告と議論１０ 

12. 報告と議論１１ 

13. 報告と議論１２ 

14. 報告と議論１３（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に割り当てられた文献は必ず熟読してきてください。また関連する文献は各自で積極的に読み進めて（特に遺伝子技術を

はじめ科学技術関連）、授業で随時紹介してくれることを希望します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の積極的な発言(60%)/テキストの予習（事前学習）(20%)/報告の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マイケル・J・サンデル、2010、『完全な人間を目指さなくてもよい理由』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779504761) 

その他の文献については、一部（論文等）は担当教員が準備し、一部は演習開講時に検討のうえ指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 赤林朗編、2017、『入門・医療倫理 I（改訂版）』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-10260-0) 

2. 赤林朗編、2007、『入門・医療倫理 II』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-10172-6) 

その他は開講時および授業期間中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 人 

配当年次： １年次 

選考方法： レポート 

①題目： この演習を志望する理由 

②字数： 1200 字前後 

 

注意事項（Notice） 
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■EX564 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX564／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
正当防衛と詐欺の判例を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
三代川 邦夫(MIYOKAWA KUNIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 判決の原文に触れ、判決文の読み方を訓練するとともに、正当防衛・詐欺の実際の事件を題材に法的な思考能力を磨く。 

 また、他の参加者と議論することによって、他の人の意見の趣旨を正確に理解する能力、それに対し適切な回答をする能力を

磨く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この演習では、(1)詐欺罪に関する最高裁判例と、(2)正当防衛に関する地裁判決を取り扱います。(2)の方をメインで扱う予定で

す。 

 

(1)大教室の授業で「判例は A説である」といった説明を受けたり、「この判例はこうだが、あの判例はこうだ」というような説明を受

けていると思います。しかし、実際の判決原文を読んでいるわけではないという、微妙な消化不良感があるのではないでしょう

か。大教室の授業では、判決原文を丁寧に読む時間的余裕はありません。なので、「どういう理屈で判例はそういうことを言って

いるの？」「もっと詳細な事実関係とかを知りたい」「判例に対する学説の評価は本当に的を射ているの？」といった疑問も生じる

でしょう。実際に判決原文を読んでみると、そういった疑問に対する答えも出てくると思います。しかし、自力で判決原文を読み解

くことは難しいと思いますので、演習で一つひとつ丹念に読み解くことになります。 

 最高裁判例として取り上げるのは、詐欺罪です。転売目的で預金口座を開設する行為、他の人を飛行機に搭乗させる目的で搭

乗券を購入する行為、暴力団がゴルフ場を利用する行為などに関する、重要な最高裁判例が最近相次いでいます。事案としても

とっつきやすいと思いますし、刑法各論の思考回路を身に着けるためにも適しているので、これらの判例を取り上げる予定です。 

 

(2)詐欺罪の最高裁判例とは別に、正当防衛の地裁判決も取り上げます。 

 正当防衛は、まだ授業で習っていないでしょうが、ある程度のイメージは沸くと思います。しかし、相手を挑発した場合でも、正当

防衛は成立するでしょうか。殺意があった場合は、どうでしょうか。あるいは、相手が素手で殴ってきたのに対し、こっちは包丁で

やり返した場合はどうでしょうか。正当防衛は、単純なようでいて奥が深く、しかも実際によく事件になります。 

 正当防衛を考えるにあたって、実際の事件を取り上げます。本当に人が殺されている事件において、裁判官はどう答えを出した

のか、そのような答えは本当に正しいのか、といった点を、考えていきます。最高裁判例よりも、むしろ地裁判決の方が考えさせら

れる事件が多く、詳細な事実関係が載っていることもあるので、地裁判決を取り上げることにします。それによって、事実関係を正

確に理解する能力、事案の本質を見極める能力などを、磨くことができるはずです。 

 

 演習の形式としては、報告者が事実関係と判決を要約し、報告者の意見を交えて報告して貰います。それに対し、参加者全員

で議論をします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・報告の割り振り 

2. 判例データベース講習会・正当防衛の基礎知識の講義 

3. 報告者による報告および議論(1) 

4. 報告者による報告および議論(2) 

5. 報告者による報告および議論(3) 

6. 報告者による報告および議論(4) 

7. 報告者による報告および議論(5) 

8. 報告者による報告および議論(6) 

9. 報告者による報告および議論(7) 

10. 報告者による報告および議論(8) 

11. 報告者による報告および議論(9) 

12. 報告者による報告および議論(10) 

13. 報告者による報告および議論(11) 

14. 報告者による報告および議論(12) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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 報告者は、レジュメを作成するために事前の準備が必要である。他の参加者は、事前の準備をする必要はない。 

 また、希望者を募って裁判傍聴に赴くことを予定している（参加しなくても成績評価には影響しない）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の報告内容(30%)/議論への参加度・貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストを使用する予定はありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐伯仁志、2013、『刑法総論の考え方・楽しみ方』、有斐閣 (ISBN:978-4641042896) 

2. 山口厚＝佐伯仁志＝井田良、2006、『理論刑法学の最前線 II』、岩波書店 (ISBN:978-4000255622) 

3. 道垣内弘人、2017、『プレップ法学を学ぶ前に〔第 2 版〕』、弘文堂 (ISBN:978-4335313264) 

4. 三井誠＝酒巻匡、2017、『入門刑事手続法〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641139244) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10～15 名 

配当年次：1 年次 

選考方法：レポート 

①題目：演習の志望動機を、具体的に書いて下さい。 

②字数：A4 用紙 1～3 枚 

 

注意事項（Notice） 
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■EX565 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX565／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
常識を問い直す法哲学 

担当者名 

（Instructor） 
森 悠一郎(MORI YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習では法哲学の演習書を用いて、現代社会において賛否が分かれるさまざまな論争的な問題について、参加者全員で議論

します。特定の論点について、何が問題となっているのかを正確に理解する力、その上でどの立場が正しいかを自分の頭で論理

立てて考える力、さらには自分と異なる立場の人に対しても、自分の意見を説得的に示す力を訓練することを、本演習の目標とし

ます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 法哲学においては、「そもそも法とは何か？」に関わる法概念論と、「法とはいかなる内容であるべきか？」に関わる正義論とが

二つの大きな問題領域をなしていますが、本演習ではこのうち後者の正義論の応用編として、われわれの現代社会において賛

否が分かれるようなさまざまな論争的な問題について、参加者全員で議論します。 

 

 参加者にはそのような論争的問題のなかから自分の好きなテーマを一つ選んだ上で、それについてサーヴェイし、その問題に

ついての自分自身の立場とともに報告をしてもらいます。そしてそのあと参加者全員でディスカッションを行います。 

 本演習では法哲学の演習書として、瀧川裕英編『問いかける法哲学』（法律文化社、2016 年）を用いますが、演習書では取り上

げられていないテーマを選んでいただいても構いません。 

 

 また本演習では、毎回のテーマをさらに掘り下げて議論することも考えています。一例を挙げると、演習書には「女性専用車両

は男性差別か？」というテーマが取り上げられています。 

 男性の全員が痴漢をするわけではないのに、ごく一部の性犯罪者の行為を理由に、男性全員をさも「性犯罪者予備軍」として一

定の車両から排除することが（ちょうどごく一部の過激派テロリストの行為を理由に、イスラム教国家の国民全員をアメリカへの入

国禁止にするトランプ大統領の決定が差別的であるのと同様に）差別的であるとするならば、女性専用車両に代えて「非性犯罪

者専用車両」を導入するというのはどうでしょうか？ 

 国家が性犯罪の前歴がある者全員のからだに、たとえば GPS 付きのマイクロチップのようなものを埋め込んで、それらの人た

ちがその車両に乗ろうとするとブザーが鳴って、駅員が降車を促しにくるみたいなものをイメージしてみてください。 

 痴漢をしたことのない男性なら専用車両に乗れる一方で、女性でも性犯罪歴がある人（いわゆる痴女）は専用車両に乗らないよ

う求められるわけですから、男性差別の問題は解消すると思います。 

 しかし、効率性や技術上の制約の問題を別にしても、そのような対応に何か正義の観点から看過しがたい問題は残るのでしょう

か？そしてそれは女性専用車両の場合よりも深刻な問題と言えるのでしょうか？検討に値する問題に思われます。 

 

 以上はひとつの例にすぎませんが、自由なディスカッションを通じて、参加者のみなさんとともにそのようなさまざまな問題につ

いての理解を深めていければと思っています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告とディスカッション 

3. 報告とディスカッション 

4. 報告とディスカッション 

5. 報告とディスカッション 

6. 報告とディスカッション 

7. 報告とディスカッション 

8. 報告とディスカッション 

9. 報告とディスカッション 

10. 報告とディスカッション 

11. 報告とディスカッション 

12. 報告とディスカッション 

13. 報告とディスカッション 

14. 報告とディスカッション 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は、自分が担当するテーマについての報告準備をします。 

報告者以外の参加者についても、次の回で報告者が担当するテーマについての演習書該当部分をよく読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加(60%)/報告の内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 瀧川裕英編、2016 年、『問いかける法哲学』、法律文化社 (ISBN:9784589037886) 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀧川裕英・宇佐美誠・大屋雄裕、2014 年、『法哲学』、有斐閣 (ISBN:9784641125674) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習に参加するにあたって法哲学を履修していることは必須ではありません。 

 

本演習で扱う法哲学の演習書にはたとえば、ドーピングを禁止すべきか？、自分の臓器を売ることは許されるべきか？、犯罪者

を薬物で改善してよいか？、女性専用車両は男性差別か？、相続制度は廃止すべきか？、国家は廃止すべきか？、といった問

題が取り上げられています。 

そのほかにどんなテーマが取り上げられているのかについては、下のリンクから見ることができますので、演習開講前に是非ご

参照ください。 

https://www.hou-bun.com/15mokuji/03788-6_mk.pdf 

 

＜選考方法＞ 

採用人数： 13 名前後 

配当年次： １年次 

選考方法： レポート 

①題目： 本演習において、あなたはどんなテーマについて議論してみたいですか？そのテーマについてのあなた自身の立場も

含めて論じてください（テーマは演習書で取り上げられているもの以外でも大丈夫です）。 

②字数： Ａ４用紙 1 枚程度（書式自由） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX566 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX566／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争と平和を法的に考える 

担当者名 

（Instructor） 
若狭 彰室(WAKASA AMURO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦争・武力紛争について，主に国際法の観点から，どのように捉えられ，どのような問題があるのかを理解できるようにする。 

併せて，専門的な文献の読解力の涵養を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代のテレビ番組やニュースの解説で，「戦争」という言葉を聞くことは稀なことではではないと思う。現実に，軍隊や武装勢力の

間の争いやその危機は起きているからである。国際法も，その長い歴史において，「戦争」の規制に取り組んできた。 

しかし，実は現在の国際法では，「戦争」はあまり使われなくなっている用語である。代わりに用いられるのが，「武力紛争」や「武

力行使」という概念である。なぜだろうか。それは単に，言葉の違いだろうか。それとも，より大きな意味を持つのだろうか。 

本演習では，「戦争」と「武力紛争」について，国際法が，これまでどのように捉えてきたのか，そして現代においては，どのような

問題があり，いかなる法的規律が図られているか，ということを共通のテーマとして，複数の文献を用いた報告と討論を行う。 

参加者は，割り当てられた文献の要約と考察の報告（1 人ないし 1 グループあたり 2 回を予定），他者の報告についての討論へ

の参加，及び毎回の授業後のコメントペーパーの提出，が求められる。 

なお，具体的に取り上げる個別テーマと文献の一部は，参加者の関心に応じてガイダンス時に決定する。また，文献は原則とし

て邦語のものを用いることを予定しているが，受講者の希望によっては英語文献講読に挑戦することも考えられる。英語の専門

文献を読む意欲のある者の参加を歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション 

2. 報告と討論① 

3. 報告と討論② 

4. 報告と討論③ 

5. 報告と討論④ 

6. 報告と討論⑤ 

7. 報告と討論⑥ 

8. 報告と討論⑦ 

9. 報告と討論⑧ 

10. 報告と討論⑨ 

11. 報告と討論⑩ 

12. 報告と討論⑪ 

13. 報告と討論⑫ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一般的に，報告者は担当文献について十分な報告準備と共にレジュメの用意，参加者は文献の読解と議論への参加準備を要す

る。 

具体的には，授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とコメントペーパー(40%)/議論への参加度と報告内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

最新の条文集（出版社は問わない）を持参することが望ましい。その他，複数の論文を用いるが授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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＜選考方法＞ 

採用人数：12 名程度 

配当年次：1 年次 

選考方法：レポート 

①題目：（1）自己紹介，及び（2）本演習を希望する理由（関心のある具体的なテーマ・事例・問題に触れながら示すこと） 

②字数：計 1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX567 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX567／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
基本判例を読む 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義科目で修得した法律解釈論の知識について、具体的な事案に応用、展開する力を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義科目で修得した法律解釈論の知識は、それを具体的な生の事案で応用できるようにならなければ、それは単なる知識にとど

まる。その応用力を身につけるため、過去の生の判例を読み、生きた法律解釈論を行う基礎力、ひいては現実の社会で法律に

関する知識を生かしていくための基礎力を養いたい。その意味で、将来的に法曹、公務員、企業法務等、法律専門家として活躍

することを希望する学生を対象とするが、むろんそれに限らず法律の勉強を深めたいと考えている学生も歓迎する。 

内容としては、基本的に民法総則分野に関する最高裁判例を中心に扱い、民事判例の特徴を確認するために憲法（人権）や刑

法（各論）に関する最高裁判例を扱う回も設ける。 

なお、授業は延長して実施する場合があるので、その点を了解のうえで履修を検討すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 民事基本判例に関する報告と討論① 

3. 民事基本判例に関する報告と討論② 

4. 民事基本判例に関する報告と討論③ 

5. 民事基本判例に関する報告と討論④ 

6. 民事基本判例に関する報告と討論⑤ 

7. 憲法基本判例に関する報告と討論 

8. 民事基本判例に関する報告と討論⑥ 

9. 民事基本判例に関する報告と討論⑦ 

10. 民事基本判例に関する報告と討論⑧ 

11. 民事基本判例に関する報告と討論⑨ 

12. 民事基本判例に関する報告と討論⑩ 

13. 刑事基本判例に関する報告と討論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自ら報告することを担当した判例については、関連する文献も含め、相当量の調査することが求められる。また他の受講生が担

当する判例については、あらかじめ熟読し、教科書・参考書の関連部分を読んで授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

判例の調査・報告(40%)/授業における討論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 12～20 名 

配当年次： １年次 

選考方法： レポート 

①題目： 以下の２点について説明すること。 

 ⅰ）これまで勉強した判例（分野は問わない）で興味深いと思ったものを紹介する。特に、どのような点に興味を持ったのかにつ
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いて、説明する。 

 ⅱ）自分の将来の進路に関する希望について、その情熱が伝わるように説明する 

②字数： A４・１～２枚 

 

注意事項（Notice） 
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■EX568 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX568／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法曹志望者のための民法基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
難波 譲治(NAMBA JOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来、司法試験予備試験や法科大学院入学試験を受験するための基礎として、学習方法を確立し、法律文書の書き方を理解す

ること 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習内容として扱う分野は、民法総則、物権法とする。事例問題を考え、書いてみることによって、知識を整理し、法理論を実際

に使いこなせるようにする。学習する分野は限られるが、学習方法にも重点を置く。毎回、担当者に事例問題の解答案を作成し

てもらい、その内容について議論する。下記のテーマを予定しているが、受講者の学習進度によって変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス①学習方法について 

2. ガイダンス②法律文書の書き方 

3. 虚偽表示と第三者 

4. 詐欺 

5. 錯誤 

6. 表見代理 

7. 無権代理 

8. 時効 

9. 取消しと登記 

10. 時効と登記 

11. 動産物権変動 

12. 抵当権と物上代位 

13. 法定地上権 

14. 譲渡担保 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回のテーマに合わせて各自の教科書の該当部分を予習し、そのうえで、問題に対する各自の解答を考えておくこと。各回の担

当者は、さらに、文書化して、全員に配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の出席、議論への参加(60%)/担当回の報告内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず、毎回問題を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

各自の教科書でよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次： １年次 

選考方法： レポート 

①題目： 自己紹介、各自の将来の志望、どのような仕事をしたいかについて 

②字数： 400 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX569 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Future Skills Project 

担当者名 

（Instructor） 
藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  この授業は、社会や企業が現実に抱える問題や課題を知り、チームで課題解決に向けて取り組むことを目指す。課題を解決

する過程で、実社会に触れることにより、社会で必要とされる能力に気づき、その活用方法を学んでゆく。また課題解決を行うに

際して、気付いた様々な能力を身につけるために、大学生活をどのように過ごし、学んでいくかを考え、主体的に行動する力を養

うことを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

◇ 本講義は、大教室での受動的な講義ではなく、学生自らが能動的に議論に参加し、発表する学習方法（アクティブ・ラーニン

グ形式）で行う課題解決型学習（PBL：Problem Based Learning）である。 

◇ 講義は、前半に 1 企業、後半にもう 1 企業（合計２社）の協力を得て、それぞれから課題を提示してもらい、提示された課題

に対して、チームで取り組み、成果を出してゆく。 

◇ 企業の担当者から呈示された課題に対して、受講者は「社員の立場」でチームによる解決を目指す（当事者意識を持って課

題解決に取り組むこと）。課題解決を通して、必要な情報を収集・分析し、自分の意見を出し、DATAや資料により自らの主張を裏

付けること。そして、他人に自分の意見を伝え、相手の意見を引き出して理解し、チームで検討することにより、チームの結束力を

高めることにより、特定の課題を解決していくことを学ぶ。 

◇ 中間プレゼンと最終プレゼンでは、チームで考え抜いた課題解決策を企業担当者に提示し、そこでのフィードバックから自分

と自らのチームの取り組みを振り返る。 

◇ 本講義は、アステラス製薬、サントリーホールディングス、資生堂、日本オラクル、野村證券の５社、青山学院大、上智大、明

治大、立教大、東京理科大の５大学が参加し、ベネッセコーポレーションが事務局をつとめる一般社団法人 Future Skills Project

研究会のプラットフォームに基づいて行われるプログラムである〈http://www.benesse.co.jp/univ/fsp/〉。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マインドセット・ルール説明 

2. 課題とは? 

ディスカッションとは？ 

 

≪企業①≫ 

3. 企業からの課題提示 ★ （★：企業参加の回） 

4. グループ活動 

5. 企業への中間プレゼン ★ 

6. グループ活動 

7. 企業への最終プレゼン・評価 ★ 

8. 振り返り・スキル紹介 

チーム再編 

 

≪企業②≫ 

9. 企業からの課題提示 ★ 

10. グループ活動 

11. 企業への中間プレゼン ★ 

12. グループ活動 

13. 企業への最終プレゼン・評価 ★ 

14. 全体の振り返り 

今後の学び検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

◇ この講義は、企業の第一線で活躍する方々を招いて行われるので、講座への出席 とチームへの参画には責任をもって、積

極的に取り組むことが必要条件である。 

◇ 受講者は、①授業時間の大半がチームワークであること、②授業外でのフィールド ワークやディスカッションも必要であるこ
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と、③自分の行動に責任をもって積極的にチームに貢献すること、が必須条件であることを理解して参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出欠・参加姿勢(20%)/チームへの貢献(40%)/プレゼンの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義は全回を通して、FSP研究会作成のテキスト「Project Support Notebook」（税込（8％）1666円）を使用する。 

受講者各自で購入し、初回の講義に持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

抽選登録のため、選考なし。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX571 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX571／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治学の始まりを読む 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 和則(TAKAHASHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典の読解を通じて、政治学の基礎知識を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・20 世紀のある哲学者によれば、哲学の歴史は「プラトンの膨大な注釈」に過ぎないそうです。それはひょっとすると政治学にお

いてもあてはまるかもしれません。プラトンの『国家』で政治学は始まりました。以後の政治学者たちも、これに賛成したり反対した

りしながら政治を理解し語ろうとしています。そこではプラトンを読んでいることが前提になっているのです。 

・しかしプラトンを読むことはある意味で難しくありません。もちろん真に理解することは難しいですが、難しくないと言ったのは前

提となる予備知識が余り必要ないということです。 

・本演習では、この政治学のスタート地点となったプラトンの『国家』を通読し、政治学の基礎知識を習得したいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 本演習の目的と方針 

2. プラトン『国家』第一巻の精読 

3. プラトン『国家』第二巻の精読 

4. プラトン『国家』第三巻の精読 

5. プラトン『国家』第四巻の精読 

6. プラトン『国家』第五巻の精読 

7. 前半のまとめ 

8. プラトン『国家』第六巻の精読 

9. プラトン『国家』第七巻の精読 

10. プラトン『国家』第八巻の精読 

11. プラトン『国家』第九巻の精読 

12. プラトン『国家』第一〇巻の精読 

13. 後半のまとめ 

14. 全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、初回演習時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習に対する貢献(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プラトン、1979、『国家（上・下）』、岩波書店（文庫） 

 

参考文献（Readings） 

1. 『哲学・思想事典』、岩波書店 

2. 『岩波社会思想事典』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名前後  

配当年次： １年次 

選考方法： レポート  

①題目：   a: 自己紹介 b: 本演習を希望する理由 

②字数：   a と b合わせて２０００字以上 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 194 - 

■EX572 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX572／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本外交を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
白鳥 潤一郎(SHIRATORI JUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「敗戦国」としてその歩みを始めた戦後日本はいかなる外交を展開してきたのだろうか。そして、戦後日本外交はどのように評価

することができるのであろうか。本演習から日本外交について考えを深めるきっかけを得て欲しい。また、授業への参加を通じ

て、学術論文を読みこなし、報告・議論・レポート執筆に関する学術的な能力の基礎を身に付けて欲しい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、概説書ではなく同時代的な評論や一次史料に基づく学術論文を各回 2 本程度読んでいく（ただし、通説的な解釈を

確認するために定評あるテキストと最新の通史的研究を指定している）。各回で取り上げるテーマは暫定的なもので、受講者の

関心をふまえて決めることにしたい。課題文献の量は受講者の人数次第で調整する。担当者が課題文献の内容報告を行い、事

前に指定した議題について全体討論を行う形で授業を進めて行く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション及び担当決め 

2. 文献探索演習 

3. 戦後日本外交の構図 

4. 講和 

5. 安保改定 

6. 沖縄返還 

7. 日中国交正常化 

8. 第一次石油危機 

9. 主要国首脳会議 

10. 湾岸戦争と国際安全保障への参画 

11. 歴史認識問題 

12. 沖縄基地問題 

13. 平和安全法制（安保法制） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回授業開始までに指定文献（各回 20～100 頁程度）に目を通していることを前提に授業を進める。基礎知識に自信が無い受

講者には事前に指定文献や参考文献に目を通しておくことを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業での報告(30%)/授業での発言及び議論への参加(40%) 

無断欠席が続くなど授業への参加姿勢に問題がある場合はＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 五百旗頭真・編、2014、『戦後日本外交史  第 3 版補訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4641220188) 

2. 宮城大蔵、2016、『現代日本外交史――冷戦後の模索、首相たちの決断』、中央公論新社 (ISBN:978-4121024022) 

各回授業の課題文献は配布予定。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業内で適宜指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名以内 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 
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  ①題目：志望動機及び授業に求めること 

  ②字数：1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX573 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX573／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自由主義思想への入門 

担当者名 

（Instructor） 
網谷 壮介(AMITANI SOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典的な自由主義の要点を理解し、現代の自由論の広がりを知る。テキストを丁寧に読み、レジュメとしてまとめて報告する能

力、論点や疑問点を指摘する能力を養う。また他者と議論し、理解をともに深めていく経験を味わう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、自由主義思想の古典と現在を学びます。前半では、ジョン・ステュアート・ミルの『自由論』を読み、古典的な自由主

義の理解を深めます。後半では、森村進『自由はどこまで可能か』を読み、自由についての考え方を突き詰めれば、どんなヴィジ

ョンが見えてくるのかを学びます。 

自由の問題は、国家や政府がどれだけ市民の生活に口を出してよいのかという問題にとどまりません。社会の「空気を読む」とい

うことも、実は自由に関わる重要な問題です。古典を読みながら現代のことを考え、現代のことを考えながら古典を読むという、政

治哲学のおもしろさを体験しましょう。 

授業では、毎回担当者がテキストの内容を報告した後、レジュメに沿って議論していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（テキストの紹介、担当者の決定） 

2. ミル『自由論』1 章 

3. ミル『自由論』2 章前半 

4. ミル『自由論』2 章後半 

5. ミル『自由論』3 章前半 

6. ミル『自由論』3 章後半 

7. ミル『自由論』4 章前半 

8. ミル『自由論』4 章後半 

9. ミル『自由論』5 章 

10. 森村進『自由はどこまで可能か』1・2 章前半 

11. 森村進『自由はどこまで可能か』2 章後半 

12. 森村進『自由はどこまで可能か』3 章・4 章前半 

13. 森村進『自由はどこまで可能か』4 章・5 章 

14. 森村進『自由はどこまで可能か』6-8 章 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当報告者以外も、事前にテキストの該当箇所を読み、疑問点や感想をメモしておくことが求められます。事前に読むテキストの

量は、毎回 30-40 ページ程度になる予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(30%)/報告(40%)/毎回の議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ミル（斉藤悦則訳）、2012、『自由論』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:9784334752507) 

2. 森村進、2001、『自由はどこまで可能か：リバタリアニズム入門』、講談社現代新書 (ISBN:9784061495425) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・グレイ（山本貴之訳）、2001、『自由主義論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623032808) 

2. John S. Mill. 2015. <I>On Liberty, Utilitarianism and Other Essays</I>. Oxford University Press (ISBN:9780199670802) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次： １年次 
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選考方法： レポート 

①題目： 志望理由と興味関心 

②字数： 800 字以上 

 

注意事項（Notice） 
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■EX574 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX574／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本のナショナリズム論 

担当者名 

（Instructor） 
田頭 慎一郎(DENDO SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指定した著作の輪読を通して、内容を要約し論点を発見し議論する能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後日本のナショナリズム論の古典とも言える清水幾太郎『愛国心』と橋川文三『ナショナリズム』を読むことを通して、ナショナリ

ズム一般の基礎の理解と近代日本のナショナリズムの役割と問題点を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の概要説明 

2. 清水幾太郎『愛国心』（１） 

3. 清水幾太郎『愛国心』（２） 

4. 清水幾太郎『愛国心』（３） 

5. 清水幾太郎『愛国心』（４） 

6. 清水幾太郎『愛国心』（５） 

7. 清水幾太郎『愛国心』（６） 

8. 橋川文三『ナショナリズム』（１） 

9. 橋川文三『ナショナリズム』（２） 

10. 橋川文三『ナショナリズム』（３） 

11. 橋川文三『ナショナリズム』（４） 

12. 橋川文三『ナショナリズム』（５） 

13. 橋川文三『ナショナリズム』（６） 

14. 総合討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題となった作品を読んでくることと、授業中に紹介した参考文献を参照しつつ討論に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(30%)/授業内での討論(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 清水幾太郎、2013 年、『愛国心』、ちくま学芸文庫 

2. 橋川文三、2015 年、『ナショナリズム その神話と論理』、ちくま学芸文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 人程度 

配当年次： １年次 

選考方法： レポート 

①題目： 志望動機について 

②字数： 1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX575 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX575／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの貧困問題とアンダークラス 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 聡(MIZOGUCHI SO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカは世界一の経済大国であると同時に世界一の格差社会ともいわれている。本演習では、政治・経済・社会的な側面から

アメリカの貧困問題を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの貧困問題は、どのような歴史的、政治的、経済的背景により展開されるのだろうか。演習の前半では、人種問題、産業

構造、社会福祉と貧困問題に関する知識を文献講読を通じて深める。後半では、各自が関心を持ったテーマについて研究発表

を行ってもらう。研究発表では、文献やインターネット、統計データ等を利用し、多角的な視点から論じることが望ましい。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読１ 

3. 文献講読２ 

4. 文献講読３ 

5. 文献講読４ 

6. 文献講読５ 

7. 文献講読６ 

8. 中間報告 

9. 文献講読７ 

10. 文献講読８ 

11. 文献講読９ 

12. 文献講読１０ 

13. 研究発表１ 

14. 研究発表２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読の際には、指定された範囲を熟読する。報告を担当する者は、レジュメを作成し、コメントを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(30%)/報告・プレゼンテーション(70%) 

議論への積極的な参加が望まれる 

 

テキスト（Textbooks） 

使用テキストは、初回時に出席者と相談 

 

参考文献（Readings） 

1. ロバート・D・パットナム、2017年、『われらの子ども』、創元社 

2. スディール・アラディ・ヴェンカテッシュ、2009 年、『アメリカの地下経済』、日経 BP社 

3. トマス・J・スグル―、2002 年、『アメリカの都市危機とアンダークラス』、明石書店 

4. スティーブ・ピムペア、2010 年、『民衆が語る貧困大国アメリカ』、明石書店 

5. J.D.ヴァンス、2017 年、『ヒルビリー・エレジー』、光文社 

6. 山岸 敬和、2014 年、『アメリカ医療制度の政治史』、名古屋大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 名程度 

配当年次： １年次 

選考方法： レポート 
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①題目： 本演習の志望動機と貧困問題について関心のあることを論じなさい。 

②字数： 1200 字 

 

注意事項（Notice） 
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■EX576 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX576／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカにおける子どもの機会格差について 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習においては政治学に関わる基礎的な文献を読みながら、プレゼンテーションやディスカッションの力をつけていくことにな

る。特に、近年深まりつつあるアメリカの子どもの機会格差の問題を取り上げ、「豊かさ」とは何かについて具体的に問い直してい

く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習ではロバート・パットナムの『われらの子ども：米国における機会格差の拡大』をテキストに指定し、アメリカにおけるこども

の機会格差が拡大している様を学び、その原因について考察していく。その中で、暮らしの「豊かさ」について問い直していくこと

になる。 

 この授業は「演習」形式で行われる。報告者がテキストの担当箇所についてのプレゼンを行い、その論点についてみんなで議論

することを通じて理解を深めていく。また、ゲストスピーカーを招聘する予定であるので、社会の具体的な政策課題についてのお

話を聞ける予定にもなっている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第 1 章 アメリカン・ドリーム：その神話と現実① 

3. 第 1 章 アメリカン・ドリーム：その神話と現実② 

4. 第 2 章 家族① 

5. 第 2 章 家族② 

6. 第 3 章 育児① 

7. 第 3 章 育児② 

8. 第 4 章 学校教育① 

9. 第 4 章 学校教育② 

10. 第 5 章 コミュニティ① 

11. 第 5 章 コミュニティ② 

12. 第 6 章 何をすべきか① 

13. 第 6 章 何をすべきか② 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生は毎回指定された範囲のテキストを事前に呼んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/プレゼンテーション(35%)/コメントペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ロバート・パットナム、2017、『われらの子ども：米国における機会格差の拡大』、創元社 (ISBN:978‐4‐422‐36001‐0) 

 

参考文献（Readings） 

1. ロバート・パットナム、2006、『孤独なボウリング―米国コミュニティの崩壊と再生』、柏書房 (ISBN:978-4760129034) 

2. 石井まこと、宮本みち子、阿部誠、2017、『地方に生きる若者たち』、旬報社 (ISBN:978-4-8451-1515-0) 

3. 宮本みち子、2012、『若者が無縁化する：仕事・福祉・コミュニティでつなぐ』、筑摩書房 (ISBN:978-4480066503) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 25 名 

配当年次： １年次 

選考方法：レポート 
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①題目：本演習で志望する動機とテーマについての関心を自由に書いてください。 

②字数： 800 字 

 

注意事項（Notice） 
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■EX577 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX577／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像作品で考える政治学：権力の諸相編 

担当者名 

（Instructor） 
笠井 昭文(KASAI AKIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 グループ作業を通じて、プレゼンテーションやレポート執筆等、学生にとって必要な基礎的技能の習得を目指します。また、様々

な映画と政治理論の力を借りながら、現代社会の権力に関する考察を深めていきたいと思います。グループ作業と講義を通じ

て、学生の人間と社会を見つめる眼を豊かにし、より良き社会を実現していくための思考力や技能を培っていきたいと思います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この演習は、活動メニューと講義メニューの 2 パートに分かれて進みます。活動メニューでは、グループ・プレゼンテーションの

準備と発表、個人プレゼンテーションの準備と発表、個人レポートの執筆作業を行います。演習の最後ではレポート集を作成し、

学生自身によるレポート講評会も実施します。これらの活動を通じて、学生に必要となる基礎的技能を実践的に身に付けてもら

います。 

 講義メニューでは、様々な映像作品と現代政治理論を素材にしながら、現代社会における権力の諸問題について考えていきた

いと思います（ですから、政治を扱った映画を見る授業ではありません）。利益誘導型政治、新自由主義とグローバリゼーション、

中間層の解体、ポピュリズムの台頭、情報社会が生み出す分断、規律訓練による権力作用、排除するナショナリズム etc.といっ

た論点を取り上げる予定です。 

 演習は 4 コマに加えて 5 コマも行います。ですので、演習のある日は 4 コマ以降、何もスケジュールを（部活動やサークル、ア

ルバイトも）入れないで下さい。14 回の演習ではすべてのメニューを消化できないため、履修者と相談の上、2 回ほど合宿あるい

は集中ゼミを行いたいと思います（合宿の場合、5 千円程度の費用がかかります。合宿や集中ゼミは任意参加であり、参加しなく

ても成績評価には関係しませんが、毎回の演習と連続した内容ですし、学生同士の交流も深まるので、なるべく参加してほしいで

す）。 

 課題は難しくありませんが、自ら考えて議論し、調べて発表し、自分の言葉で書くという「出力」重視の演習です。得られる単位

は 2 単位だけですから、単位取得効率の点から言えば甚だ「燃費」が悪い演習ですが、自らの考えを深め、それを他者に伝える

技能を身に付けたい学生にとっては有意義な経験だと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 政治的恩顧主義とは  F.F.コッポラ監督『ゴッドファーザー』 

2. 利益誘導型政治の弊害  F.F.コッポラ監督『ゴッドファーザー』 

3. 新自由主義による福祉国家の再編  M.ハーマン監督『ブラス！』 

4. グローバリゼーションに翻弄される人々  宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』 

5. 没落する中間層・孤立する個人  C.イーストウッド監督『ミリオンダラー・ベイビー』 

6. ポピュリズムの台頭  A.パーカー監督『エビータ』 

7. 指導者への過剰な期待と急速な幻滅   A.パーカー監督『エビータ』 

8. メディアの中で生きる現代人  J.J.アノー監督『薔薇の名前』 

9. 閉ざされた知と開かれた知  J.J.アノー監督『薔薇の名前』 

10. 規律訓練という権力作用  M.フォアマン監督『カッコーの巣の上で』 

11. 「狼」を飼い慣らす技術  M.フォアマン監督『カッコーの巣の上で』 

12. 私たちが自由であるためには  宮崎駿監督『もののけ姫』 

13. 排除するナショナリズム  宮崎駿監督『もののけ姫』 

14. 境界人の可能性  黒澤明監督『七人の侍』 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 ほとんど毎回のゼミで何かしらの課題が出ます。活動メニューのパートは、各人が行ってきた課題を基にチーム作業を進めてい

くので、課題を必ず済ませて授業に参加して下さい。難しい課題ではありませんが、ワークシートの作成やレポートの執筆など、

時間はそれなりにかかります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループ・プレゼンテーションの準備作業と発表(30%)/個人プレゼンテーションの準備作業と発表(30%)/個人レポートの作成とレ

ポート講評会での発表（すべての課題を達成して初めて成績評価の対象とします。正当な理由がない 4 回以上の欠席は D 評価

になります）。(40%) 



 - 204 - 

 

テキスト（Textbooks） 

 毎回、講義内容を概略したレジュメを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 配布するレジュメや講義の中で随時紹介します。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

 採用人数：１２名程度 

 配当年次：１年次 

 選考方法：レポート 

  ①題目：自分が関心を抱いている現代社会の諸問題を一つ取り上げ、その問題になぜ関心 があるのか、今まで自分が学ん

できたことに関連させながら報告して下さい。また本演習の志望動機について述べて下さい。 

  ②字数：1600 字以内（40 字×40 行、A4 用紙１枚以内）  

 

 ＜注意事項＞ 

 演習計画は、学生の関心や理解に配慮して随時組み替えていきます。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX578 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX578／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際政治史入門 

担当者名 

（Instructor） 
清水 謙(SHIMIZU KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際政治を通史的に学ぶことで、21 世紀におけるさまざまな国際問題を理解し体系的に分析する基礎を培うことを狙いとする。

できるだけ多くの国・地域の政治や歴史、文化などにも目を向け、国際的な相互理解を深めて、複眼的な視野を涵養することも目

指したい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、国際政治史の基本的な文献を輪読しながら各章について議論をする。受講生には報告を担当してもらうテキストの

章を割り当て、担当者の報告のあと教員が解説を加えてから、受講生が提出する「準備メモ」をもとに全体で議論をする。テキスト

には豊富に史料も収録されており、議論にあたっては実際に史料を読解し、そこから読み取れる国際政治史を分析する切り口な

ども共に考えていきたい。また、理論的な枠組みも適宜紹介することで、国際政治学の方法論なども修得していく。より立体的な

理解のため、史料調査やフィールドワークなどから教員が得た成果も各回のテーマに合わせて紹介していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「20 世紀と国際政治」の輪読と議論 

3. 「帝国主義の時代と第一次世界大戦」の輪読と議論 

4. 「第一次世界大戦後の国際体制」の輪読と議論 

5. 「1930 年代危機と第二次世界大戦の起源」の輪読と議論 

6. 「第二次世界大戦」の輪読と議論 

7. 「第二次世界大戦の終結と戦後秩序」の輪読と議論 

8. 「冷戦の起源とヨーロッパの分裂」の輪読と議論 

9. 「冷戦と超大国の支配」の輪読と議論 

10. 「冷戦の諸相」の輪読と議論 

11. 「冷戦後の世界と地域紛争」の輪読と議論 

12. 「中東紛争と湾岸紛争」の輪読と議論 

13. 「テロとの戦争 ―アフガニスタンとイラク」の輪読と議論 

14. 「21 世紀の国際社会と国際政治」の輪読とまとめの議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回のテキスト輪読に際して演習で扱う章を事前に通読し、コメントや疑問点などを整理した「準備メモ」を作成し、演習開始時に

提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(60%)/出席・準備メモ・議論への積極的参加度など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木雄太、2011、『国際政治史 世界戦争の時代から 21世紀へ』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0671-2) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の関心を汲み取りながら演習中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次：1 年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習を志望する理由と、国際政治で関心のあるテーマについて自由に論じて下さい。 

②字数：1000〜1200 字程度（A4用紙１枚以内） 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 207 - 

■EX602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX602／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法問題の多角的な検討 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期は、主として、人権や統治機構に関する新しい憲法判例と基本的な憲法判例を素材として、近年の憲法問題について深く

議論することを目標とする。秋学期は、憲法上の基本問題について、ディベート方式で討論することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は、受講者に、それぞれ担当する判例を１つ以上割り当てる。担当者は、自分の担当判例について、事実の概要、判決内

容、判決の研究を記したペーパーを予め作成する。授業では、そのペーパーに基づいて報告し、質疑応答するという形式で討論

を行う。秋学期は、適宜グループに分けて、憲法上の基本論点について、予備ゼミを行い、論点を明確にしたうえで、ディベート形

式で討論を行うことを予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション；担当判例の割り当てなど 

2. 基本的な憲法判例の検討（1） 

3. 基本的な憲法判例の検討（2） 

4. 基本的な憲法判例の検討（3） 

5. 基本的な憲法判例の検討（4） 

6. 基本的な憲法判例の検討（5） 

7. 基本的な憲法判例の検討（6） 

8. 基本的な憲法判例の検討（7） 

9. 基本的な憲法判例の検討（8） 

10. 最新憲法判例の検討（1） 

11. 最新憲法判例の検討（2） 

12. 最新憲法判例の検討（3） 

13. 最新憲法判例の検討（4） 

14. 最新憲法判例の検討（5） 

15. イントロダクション；担当テーマ等の割り当てなど 

16. 基本的な憲法問題の検討（1） 

17. 基本的な憲法問題の検討（2） 

18. 基本的な憲法問題の検討（3） 

19. 基本的な憲法問題の検討（4） 

20. 基本的な憲法問題の検討（5） 

21. 基本的な憲法問題の検討（6） 

22. 基本的な憲法問題の検討（7） 

23. 基本的な憲法問題の検討（8） 

24. 最新憲法問題の検討（1） 

25. 最新憲法問題の検討（2） 

26. 最新憲法問題の検討（3） 

27. 最新憲法問題の検討（4） 

28. 最新憲法問題の検討（5） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

憲法の講義内容の復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての報告内容(50%)/平常の出席状況及び学習態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ（第６版）』、法学教室判例セレクト Monthly、平成２8 年度・２９年度等の重要判例解説など。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15ー20 名程度 

配当年次：3，4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習に参加する理由 

②字数：1000 字以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX603／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会と民法 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

① 現代社会の問題を法的な観点から考察することによって法的思考能力を高める 

② プレゼンテーションのスキルを高める 

 

授業の内容（Course Contents） 

たとえば，最近話題になっている所有者不明土地問題（登記をみても所有者が分からない土地が九州を越えるほどの広さになっ

ており，大きな経済損失を生じさせているという問題）は，民法の不動産物権変動の問題と切り離すことはできないでしょう。この

ことにあらわれているように，法学部で最初に学ぶ科目の 1 つである民法は，当事者の紛争解決のためのルールであるだけで

はなく，社会に対して大きなインパクトを持つ制度でもあります。本演習では，このようなアプローチから民法についての学びを深

めていきます。なお，履修者には，いくつかのグループに分かれて，研究成果をプレゼンテーションしてもらいます。また，他大学

との交流も予定しています。これらの準備に多くの時間も必要とするため，演習のために十分な時間を割くことができる履修者を

募集します。演習の履修希望者には，任意の面接を実施しますので，3 月 16 日までにメールでアポイントをとってください

（fujisawa@rikkyo.ac.jp）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 現代社会の問題（１） 

3. 現代社会の問題（２） 

4. 民法からのアプローチ（１） 

5. 民法からのアプローチ（２） 

6. キャリア形成と法学的思考 

7. 1 班プレゼンテーション 

8. 2 班プレゼンテーション 

9. 3 班プレゼンテーション 

10. 4 班プレゼンテーション 

11. プレゼンテーション総括 

12. 他大学との交流準備 

13. 他大学との交流総括 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の予習として，配布された資料を読むこと，プレゼンテーションの準備を行うことが必要です。また，取り上げるテーマに関す

る授業を未履修の者は，各自，教科書などで自習することが必要になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/演習における発言内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 20 名  

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポートおよび面接 
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①題目： 演習の志望動機 

②字数： 1000 字 

演習論文：実施しない   

 

＜授業形態＞ 

ディスカッションおよびプレゼンテーションを行う演習であり，グループワークがあります。 

 

＜フィードバック＞ 

最終授業時に，全体に対するフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX604／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ディベートで学ぶビジネスと法 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

① ディベートを通してよりよい法，制度，そして社会の在り方について構想する思考力を養う 

② ビジネスと法に関連する最新の知識を得る 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，ビジネスと法に関連するテーマを取り上げ，それについてディベートを行います。テーマは，履修者の関心に合っ

たものを選びますが，担当教員が専攻する民法だけではなく，多岐にわたる可能性があります。履修者は，自らがディベートを行

う回はもちろん，それ以外の回にも，ジャッジとして授業に参加します。そのため，授業の予習のために，グループで集まったり，

資料を集めたり，多くの時間を必要とします。また，授業を 3 回以上欠席した者には，単位取得を認めません。そこで，この演習

のために，十分な時間を割くことのできる履修者を募集しています。なお，履修希望者を対象として，面接を行います。面接を希

望する方は，6 月 6 日までに申込みを行ってください。面接の申込は，メールで受け付けています（fujisawa@rikkyo.ac.jp）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ディベートの準備 

3. ディベート（1 班 vs. 2 班） 

4. ディベート（3 班 vs. 4 班） 

5. ディベート（5 班 vs. 1 班） 

6. ディベート（2 班 vs. 3 班） 

7. ディベート（4 班 vs. 5 班） 

8. ディベート（1 班 vs. 3 班） 

9. ディベート（2 班 vs. 4 班） 

10. ディベート（5 班 vs. 3 班 ） 

11. ディベート（1 班 vs. 4 班） 

12. ディベート（2 班 vs. 5 班） 

13. ディベート（決勝戦） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の予習として，①ディベートの準備のために，グループで集まり，資料の作成および検討を行うこと，②ディベートのジャッジ

のために，指定された資料および自ら集めた資料に目を通すことが必要とされます。また，講義で未履修のテーマに取り組む場

合には，各自，教科書などを読み，基本的な知識を身につけることが必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディベートの内容(50%)/ジャッジとしての発言内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポートおよび面接 

  ①題目：ディベートしてみたいテーマ（それについて自分がどのような意見を持っているか） 
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  ②字数：1000 字 

演習論文：実施しない 

 

＜授業形態＞ 

ディベートを行う演習であり，グループワークがあります。 

 

＜フィードバック＞ 

毎回の授業の最後に，担当教員からディベートの内容について講評を行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX605／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法ケースディベート 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法に関するディベートを通じて、民法の基礎知識、法的思考能力、プレゼンテーション能力を養う 

 

授業の内容（Course Contents） 

 大人数講義では、しばしば判例についての説明が行われますが、実際の判例を読んでみると、講義で聞いたのとはまったく違う

事件の背景を知ることがよくあります。このゼミでは、大人数講義では十分に学ぶことのできない実際の事件についてより深く勉

強するために、主に百選や判例 30！シリーズに掲載されている判例を取り上げて、原告側対被告側に分かれてディベートを行い

ます。上級生と一緒のチームを組みますので、2 年生からも参加可能です。 

 進行方法としては、民法に関する知識を段階的に深められるように、事前に予習用レジュメが配布され、先輩による事前学習会

を経たうえで、ディベートを行い、翌週に検討会を行って知識を深めます。財産法に関する論点が中心になりますが、半年の履修

を通じて、民法の基礎知識のほか、柔軟な思考力、自説を説得的に論証する能力、他人の話を理解して論理的に判断する能力

を養うことを目標としています。 

 ディベート以外にも、ゼミ旅行（昨年は京都）、弁護士事務所や企業への訪問、他大学との討論会などの課外活動も行っていま

す。演習参加希望者には、5 月以降任意の面談を実施しますので、メールでアポイントをとって下さい。年度途中でやめると班の

メンバーに大きな迷惑がかかりますので、最後まで参加できる方のみご応募下さい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 情報検索講習会 

3. 第１回ディベート 

4. シンポジウム型討論 

5. 第２回ディベート 

6. シンポジウム型討論 

7. 第３回ディベート 

8. シンポジウム型討論 

9. 第４回ディベート 

10. シンポジウム型討論 

11. 第５回ディベート 

12. シンポジウム型討論 

13. 第６回ディベート 

14. シンポジウム型討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/担当回の報告内容(35%)/発言・コメントペーパー等平常の授業態度(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋山靖浩・原田昌和・田高寛貴、2015、『リーガル・リサーチ／リポート』、有斐閣 (ISBN:9784641125735) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中田裕康他、2015、『民法判例百選Ⅰ（第７版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115231) 

2. 中田裕康他、2015、『民法判例百選Ⅱ（第７版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115248) 

3. 原田昌和他、2017、『民法１総則 判例 30！（STARTUP）』、有斐閣 (ISBN:9784641137820) 

4. 水津太郎他、2017、『民法２物権 判例 30！（STARTUP）』、有斐閣 (ISBN:9784641137851) 

5. 田高寛貴他、2017、『民法３債権総論 判例 30！（STARTUP！）』、有斐閣 (ISBN:9784641137776) 

6. 中原太郎他、2017、『民法４債権各論 判例 30！（STARTUP）』、有斐閣 (ISBN:9784641137790) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： ２５から３０名程度 

配当年次： ２～４年次 

選考方法： レポート（必須）および面談（任意） 

①題目： ⅰ自己 PR（あなたの物事への取り組み姿勢を、部活動やサークル、勉強などに関する具体的なエピソードに関連付け

て論じてください）、ⅱ志望理由（ゼミで身につけたい能力を、希望進路などに関連付けて書いてください） 

②字数： 1500 字程度 

面談予約： mharada@rikkyo.ac.jp 

演習論文： 実施しません 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 215 - 

■EX606 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX606／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人の法としての民法 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法に関するさまざまな問題点を検討しながら，問題の正確な位置づけを把握し，法的な思考に基づいて自分の考えを導くこと

ができるようになることを目指します。それとともに，文献を調べる，グループで発表の準備をし報告をする，報告に基づき討論す

るといった，学問をする上でも社会に出る上でも必要な技術を習得することを目指します。  

 

授業の内容（Course Contents） 

民法で扱うことがらは，人，物，行為という大きく 3 つの要素に分けて整理することができます。つまり，民法は「人」という主体と

「物」という客体との関係を扱っており，その人と物との関係は契約や遺言といった「行為」により変動します。 

 

このゼミでは，民法の世界の主体たる「人」に関する問題について，さまざまな角度から考えてみたいと思います。言い換えれば，

民法には様々なルールがありますが，「人」に着目することにより，どんな世界が見えてくるか，皆さんと一緒に確かめてみたいと

思います。たとえば，人は誰しもこの世に生まれ，そして死んでいくわけですが，出生や死亡といったさまざまなライフステージで

法的問題が生じています。また，人にもさまざまなカテゴリーがありますが，そのカテゴリーは何を意味するのかも問題となりま

す。このように，「人」に関するさまざまな問題について，民法の基本的なルールを確認しながら，現代的な問題についても考えて

みたいと思っています。 

 

春学期は報告テーマを教員が用意しますが，秋学期は履修者の皆さんにテーマを選択してもらいます。つまり，秋学期は，皆さん

自身が人に関する問題について問題提起をしてもらい，全員で討論をしたいと思っています。 

 

このゼミでは, 毎回 2-3 名の報告者が該当テーマに関する報告を行い, それに基づいて討論をします (各参加者は, 学期中に 2

回報告することになります) ｡ また, 報告後の討論の司会をする, つまり論点を提示するのも報告者です (教員が必要に応じて

手助けをします) ｡皆さんの自主性を重んじたいと思っています｡ 十分な予習, 積極的な発言が求められます｡ また, 6 限の時間

帯まで延長することもしばしばありますので, 参加希望者はそのつもりでいてください (アルバイトは入れないでください) ｡ 

 

また，このゼミでは，他のゼミとの交流，家庭裁判所の見学や，学外の講演会の聴講など，さまざまなイベントも積極的に行いた

いと思っています。 

 

配当年次は 2‐4 年となっています｡とりわけ 2 年生は，十分な予習が求められます。また，報告者は，前提知識がない学生にも

理解ができるように発表の準備をしてもらう必要があります｡ 就職活動についても，できる限り配慮します。4 年生も積極的にご

参加ください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ――以下の予定は，皆さんのレポートの内容などを反映させるため，変更の可能性があります―― 

概要説明・報告割り当て 

2. 人の出生①：出生前診断における誤診と損害賠償 

3. 人の出生②：受精卵の無断使用と嫡出推定 

4. 人の能力：意思能力の明文化 

5. 人の能力：成年後見制度とその濫用 

6. 人の同定①：印鑑と民法 

7. 人の同定②：戸籍と氏 

8. 団体：法人はなぜ必要か 

9. 消費者：消費者契約法の改正 

10. 障がい者：障がい者の逸失利益 

11. 外国人：小樽温泉訴訟（札幌地判平成 14年 11 月 11 日） 

12. 高齢者①：バリアフリー：民法の内と外 

13. 高齢者②：終末期医療 

14. 人の死亡：遺体の法的地位 

15. 概要説明，報告割り当て 

16. 履修者選択テーマ① 
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17. 履修者選択テーマ② 

18. 履修者選択テーマ③ 

19. 履修者選択テーマ④ 

20. 履修者選択テーマ⑤ 

21. 履修者選択テーマ⑥ 

22. 履修者選択テーマ⑦ 

23. 履修者選択テーマ⑧ 

24. 履修者選択テーマ⑨ 

25. 履修者選択テーマ⑩ 

26. 履修者選択テーマ⑪ 

27. 履修者選択テーマ⑫ 

28. 履修者選択テーマ⑬ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は周到な準備が求められます｡ 報告者でない参加者も, 十分な予習が求められます。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(40%)/出席態度(30%)/発言の内容・積極性(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に配布します。Blackboard も使用します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 人 

配当年次：2-4 年 

選考方法：レポート 

  ①題目：自己紹介および本演習で勉強したいテーマについて 

  ②字数：1200 字程度 

演習論文：実施しません。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX607／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
主体的な選択 

担当者名 

（Instructor） 
角 紀代恵(KADO KIYOE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主体的に選択することを実践するとともに、個別テーマを通して、法と現実社会の接点を実感する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会に対しアンテナを張り、主体的に選択することを実践するために、春学期では、グループでテーマを決めて報告することを最

終目的として、最終報告までのプロセスを学ぶ。テーマは、私法に関係のあるものであるならば、ジャンルは問わない。具体的に

は、以下のような作業を行う。まず、受講生を４つのグループに分ける。そして、グループごとに決めたテーマに沿って、①他の受

講者による各テーマに対する意見、②各グループによる中間報告を経て、③最終報告を行う。 

 なお、毎回、時間延長が予想されるので、時間に余裕のない人にはお勧めしない。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス グループ分け 

2. 情報検索講習 

3. 各グループのテーマに対する受講者全員による議論（１）   

4.                同上（２） 

5.                同上（３） 

6.                同上（４） 

7. 各グループによる中間報告（１） 

8.         同上（２） 

9.         同上（３） 

10.         同上（４） 

11. 各グループによる最終報告（１） 

12.        同上（２） 

13.        同上（３） 

14.        同上（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示するが、大前提として、議論に積極的に参加できるように、民法だけでなく、外界に対するアンテナを常に張ること

を心掛けること。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の授業態度(50%)/グループ報告の内容(20%)/グループ報告への貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１５名程度 

配当年次：２～４年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：グループ報告で取り上げたいテーマ 

  ②字数：２０００字 

演習論文：実施しない 
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注意事項（Notice） 
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■EX608 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX608／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法事例・判例研究 

担当者名 

（Instructor） 

中山 代志子(NAKAYAMA YOSHIKO) 

 

学期 

（Semester） 

秋学期(Fall Semester) 

 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政法に関心のある学生を対象とし、事例・判例の研究を通じ、規制法の運用の方法および紛争処理の方法について考察を深

める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

あらかじめ提示する事例・判例の中から、毎回１件を取り上げ、担当レポーターが、課題とされた文書を作成し、報告した上で、討

論し、まとめのレポートを執筆する。 

事例・判例は、金融、労働、知財、環境など多様な分野から選択し、受講生の希望を考慮して割り振る。 

テーマによる横断的研究・各種文書（不服申立書、訴状、準備書面等）、レポートの書き方についての研究も行う。 

学期末には、発表で担当した事例・判例以外のテーマについて、レポートの提出を課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（レポートの書き方） 

2. 報告準備（文献の調べ方等） 

3. 事例・判例研究 

4. 事例・判例研究 

5. 事例・判例研究 

6. 事例・判例研究 

7. 事例・判例研究 

8. 事例・判例研究 

9. 事例・判例研究 

10. 事例・判例研究 

11. 事例・判例研究 

12. 事例・判例研究 

13. まとめ（テーマ討論） 

14. まとめ（テーマ討論） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポーターは、研究対象となる判例・事例に関する関連判例・文献を読み込み、他の受講者からの質問に答えられるようにして準

備する。 

レポーター以外の受講者も、事例・判例について一通り目を通して問題点を考えておくとが求められる。 

参考書籍どれか一冊を一読しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告担当の学習度(50%)/平常の授業態度（積極性等）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 神橋一彦、2016、『行政救済法・第２版』、信山社 (ISBN:978-4797280357) 

2. 高橋信行、2017、『ようこそ行政法』、第一法規 (ISBN:978-4474057746) 

3. 大橋洋一、2017、『社会とつながる行政法』、有斐閣 (ISBN:978-4641227330) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名 

配当年次： ３−４年次 
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選考方法： 受講を希望する動機・抱負を A4、１枚にまとめて提出  

①題目： 希望する動機・抱負 

②字数： A4 用紙１枚以内 

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 221 - 

■EX610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX610／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
最新重要刑法判例の総合的研究 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最新重要判例の詳細な検討をとおした実践的な法解釈能力の涵養 

 

授業の内容（Course Contents） 

最新重要判例について、報告者による報告を経たうえ、全員で検討する形式をとる。 

ひとつの判例につき講義 2 回分を費やし、1 回目は事実関係や訴訟経過、各審級の判断の関係等を、2 回目は判例評釈や学術

論文を中心に判決の理論的側面を、それぞれ検討する予定である。 

ただし、判例によっては、1 回で検討を終了する場合もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

3. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

4. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

5. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

6. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

7. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

8. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

9. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

10. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

11. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

12. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

13. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

14. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

15. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

16. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

17. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

18. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

19. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

20. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

21. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

22. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

23. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

24. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

25. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

26. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

27. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された判例に関する解説、評釈、関連判例、学術論文をできる限り多く渉猟すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/報告(30%)/討議への参加の積極性(30%)/ゼミ合宿等への参加(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名 

配当年次：3・4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習は主として法曹および研究者志望者を対象としていますが、そのことをふまえたうえで、本演習において自身がど

のような活動をしたいかを自由に論じて下さい。 

②字数：1500～2000 字 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX611／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法プレゼン＆ディスカッションゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 裁判例・学説等の分析を通して知的財産法に関する理解を深める。併せて、プレゼンの能力や、ディスカッションを充実したもの

にするための力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 参加者には、指定する裁判例を、関連する学説・裁判例や時事問題も含めて調査した上で、グループ発表を行ってもらいます。

知的財産法は、エンターテイメント、デザイン、技術、ブランド、営業秘密といった、様々な分野に関わる法領域ですが、今年度の

ゼミは、ブランドや営業秘密に関わる不正競争防止法と、エンターテイメントに関わる著作権法に焦点を当てます（来年度は、商

標法と特許法を扱う予定です）。報告者の人数や報告回数等は、参加人数や各自の関心を考慮して後ほど決定します。 

 報告の後に、参加者全員で議論を行います。内容のある報告は鋭い質問を生み、他方で、上手な質問は報告のポテンシャルを

引き出します。参加者の皆さんにはこの機会に、将来如何なる道に進もうとも必要とされるであろう、プレゼンやディスカッションの

能力を高めてもらえればと思います。 

 演習を充実したものにするためにも、報告者・報告者以外の参加者ともに相応の準備が求められます。報告者には、本報告の

一週間前に、プレレジュメによって、報告内容の簡略な予告と最低限の参考文献の指定を行ってもらいます。報告者以外の参加

者には、プレレジュメを参考に、当該テーマについてある程度理解を深めた上で本報告に臨んでもらいます。 

 なお本演習は、知的財産法の講義を受講中又は受講済みの方以外でも、知識の不足を補うに足る熱意を持った方であれば、

参加可能です。議論を楽しいものにするためにも、多様なバックグラウンドや関心を持った皆さんの参加を期待しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. オリエンテーション 

3. 不正競争防止法１ 

4. 不正競争防止法２ 

5. 不正競争防止法３ 

6. 不正競争防止法４ 

7. 不正競争防止法５ 

8. 不正競争防止法６ 

9. 不正競争防止法７ 

10. 不正競争防止法８ 

11. 不正競争防止法９ 

12. 不正競争防止法１０ 

13. 不正競争防止法１１ 

14. 不正競争防止法１２ 

15. オリエンテーション 

16. 著作権法１ 

17. 著作権法２ 

18. 著作権法３ 

19. 著作権法４ 

20. 著作権法５ 

21. 著作権法６ 

22. 著作権法７ 

23. 著作権法８ 

24. 著作権法９ 

25. 著作権法１０ 

26. 著作権法１１ 

27. 著作権法１２ 

28. その他 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 次回報告者が１週間前に配布するプレレジュメを読み込むとともに、各自教科書等で、関連分野の予習を行ってくることが要求

されます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容（プレレジュメ・レジュメ・プレゼン態様を含む）(50%)/議論や運営への参加態様(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 茶園成樹/編、2015、『不正競争防止法』、有斐閣 (ISBN:978-4641144774) 

2. 島並良・上野達弘・横山久芳、2016、『著作権法入門〔第 2 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641144804) 

3. 小泉直樹、2010、『知的財産法入門』（岩波新書）、岩波書店 (ISBN:978-4004312666) 

上記の書籍はあくまで参考文献です。予習に際しては、その他の教科書・体系書を使用しても構いません。ゼミ開始前に知的財

産法の分野全体の概要を掴んでおきたい方には、小泉・前掲書をお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 20 名 

配当年次 ： 2～4 年次 

選考方法 ： レポート 

①題目 ：簡略な自己紹介（知財の創作・利用との関わりがあれば教えてください（必須ではありません））／知的財産法について

関心のあるテーマとその理由 

②字数 ：Ａ４で１～２枚 

演習論文 ：実施しません 

 

注意事項（Notice） 
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■EX612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX612／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多文化主義の政治:マイノリティの存在から現代政治の姿を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
浪岡 新太郎(NAMIOKA SHINTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会が多文化状況が常態化していること、そしてその中での文化の違いを理由とする暴力をどのように減らしていくのかに

ついての基本的知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

冷戦後の世界では宗教的過激派によるテロリズムなど、協議を拒否して価値の問題を語る国家を超えた暴力、ゲリラによる営利

目的の誘拐など国家によって管理されえなくなっている暴力があふれている。グローバル化の中で格差は拡大し、軍事的にも経

済的にも圧倒的な非対称性が存在している。この非対称な関係の中での暴力は、しばしば文化の衝突を理由として説明される。

暴力に対抗して、文化の違いを尊重しつつ平等を保障することはどのように可能になるのか、言語、宗教、食生活をはじめ、様々

に異なった文化を持つ人々が共に生活する際に、どのように共同生活のための文化を作り出すことが可能なのかについて学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と議論 移民についての文献１ 

3. 報告と議論 移民についての文献２ 

4. 報告と議論 移民についての文献３ 

5. 報告と議論 グローバル化についての文献１ 

6. 報告と議論 グローバル化についての文献２ 

7. 報告と議論 グローバル化についての文献３ 

8. 報告と議論 シティズンシップについての文献１ 

9. 報告と議論 シティズンシップについての文献２ 

10. 報告と議論 シティズンシップについての文献３ 

11. 報告と議論 イスラームについての文献１ 

12. 報告と議論 イスラームについての文献２ 

13. 報告と議論 イスラームについての文献３ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献を読んで自分なりのコメントを考えてくること。また、前回の内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/演習への出席と発言(60%) 

学生の議論を中心に進むので、学生の参加が重視される。また、映像資料を使用する場合やゲストを呼ぶ場合もあり、授業が伸

びる場合が多いので次の時間に予定のない学生に向いている。 

 

テキスト（Textbooks） 

学生の希望を聞いた上で適宜指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原彬編、2015、『人間学』、世織書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： １５名程度 

配当年次： 2,3,4 年次 

選考方法： レポート提出 

①題目： 自分が興味を持つ現代の暴力現象をあげ、興味を持つ理由を説明する。 

②字数： 2000 字程度 
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演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX613 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX613／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
わが国の金融制度をめぐる諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在のわが国における金融制度のあり方について理解を深めるとともに、フィンテックなど近時の金融分野における実務面での

動きとこれに伴う制度的対応の必要性について検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は、預金取扱金融機関（銀行等）を通じた金融についての制度的な枠組み（銀行法）を学習し、現在、どのようにこの制度

が変容を求められているのかについて検討する。秋学期は、市場を通じた直接的な金融に関する制度的な枠組み（金融商品取

引法）について学習し、春学期と同様、当該制度が直面している課題について検討する。基本的に教科書をベースに基本的な制

度枠組みを学習するが、必要に応じて判例や審議会資料等の素材も利用して理解を深めることとしたい。なお、本演習は延長す

ることが想定されるので、参加希望者はその点を了解の上で応募すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期オリエンテーション 

2. わが国の金融制度の歴史（１） 

3. わが国の金融制度の歴史（２） 

4. 銀行法（１）：銀行法の目的 

5. 銀行法（２）：銀行の業務範囲① 

6. 銀行法（３）：銀行の業務範囲② 

7. 銀行法（４）：子会社を通じた業務 

8. 銀行法（５）：銀行持株会社 

9. 銀行法（６）：銀行グループの経営管理 

10. 銀行法（７）：大口信用供与規制 

11. 銀行法（８）：利益相反管理規制 

12. 銀行法（９）：自己資本比率規制 

13. 銀行法（10）：経理及びディスクロージャー 

14. 銀行法（11）：新しい規制体系の構築 

15. 秋学期オリエンテーション 

16. 金融商品取引法（１）：総論 

17. 金融商品取引法（２）：開示規制①ー発行開示 

18. 金融商品取引法（３）：開示規制②－継続開示 

19. 金融商品取引法（４）：開示規制③－継続開示 

20. 金融商品取引法（５）：開示規制④－大量保有報告制度 

21. 金融商品取引法（６）：開示規制⑤－公開買付制度 

22. 金融商品取引法（７）：業者規制 

23. 金融商品取引法（８）：金融商品取引所 

24. 金融商品取引法（９）：不公正取引規制①－インサイダー取引規制 

25. 金融商品取引法（10）：不公正取引規制②－インサイダー取引規制 

26. 金融商品取引法（11）：不公正取引規制③－風説の流布・偽計 

27. 金融商品取引法（12）：不公正取引規制④－相場操縦 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書及びその他配布資料について、毎回、指定された箇所を読み込み、各自検討することが求められる。 

毎週２～３時間程度は予習に当てること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の授業態度(60%)/担当報告の内容(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 池田唯一＝中島淳一監修、2017、『銀行法』、きんざい 

2. 山下友信＝神田秀樹編、2017、『金融商品取引法〔第２版〕』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

追って指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞レポート 

採用人数： 10～15 名 

配当年次： ３・４年次 

選考方法：  

①題目： 金融に関して、あなたの関心事項を一つ取り上げ、それを紹介し、論評してください。 

②字数： A４ １～２枚 

演習論文： 実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX614／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社法・商法判例演習 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会社法・商法の裁判例を検討する。周辺情報を含めた事例の分析、判例等に現れる理屈の批評を通じて、これまで取得してきた

法学の知識を活用し、議論する能力を高めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

商法・会社法の判例は複雑な事例であることが多い。社会を騒がせた有名な事案であっても、法的な論点が何であったのかは知

られていない場合もある。本演習はいわゆるケーススタディとして、比較的最近の商法・会社法の判例・裁判例をいくつか取り上

げ、紛争に至る背景を詳細に調査・解説し，何が争点となったか、解決方法として裁判所が提示した内容は妥当であったのかな

どを分析する。扱う内容は多岐にわたるが、企業不祥事と内部統制システム、M&A と少数株主保護など、参加者の関心対象を

調査した上で題材を相談する。参加者は法律論のみならず広く経済社会に興味を持って取り組むことが望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、判例・文献検索について 

2. 判例の検討＜事例編＞ 

3. 判例の検討＜判旨編＞ 

4. 判例の検討＜事例編＞ 

5. 判例の検討＜判旨編＞ 

6. 判例の検討＜事例編＞ 

7. 判例の検討＜判旨編＞ 

8. 判例の検討＜事例編＞ 

9. 判例の検討＜判旨編＞ 

10. 判例の検討＜事例編＞ 

11. 判例の検討＜判旨編＞ 

12. 判例の検討＜事例編＞ 

13. 判例の検討＜判旨編＞ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告はグループ単位で行うので、サブゼミを行うなど相当の準備を要する。 

報告者以外も、事前配布された判例に目を通し、基礎的な法律構成について理解しておくことが望まれる。 

すでに商法 1・商法 2 の授業を履修済みであるか、並行して履修していることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(30%)/報告内容(20%)/平常の授業態度(30%)/出席(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材となる判例は開講時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 15 名程度 

配当年次 ： 2 年～4 年 

選考方法 ： レポート 

①題目 ： 商法・会社法に関連する裁判例や新聞報道であなたの興味のあるものを取り上げて解説しなさい。 

②字数 ： 2000 字程度 
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演習論文 ： 実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX615 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX615／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ディスカッションを通じて学ぶ法、金融＆ビジネス 

担当者名 

（Instructor） 
久保 淳一(KUBO JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）経済の基盤である金融についての基本的な知識とともに、法、金融及び経済（ビジネス）との深いつながりを学ぶこと、および

（２）授業でのディスカッションを通じて、新しいことに関心を抱き、自分で考え、他人と意見を交わし、様々な意見をまとめて発表

するというような力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師の経験に基づいて選んだテーマについて、基礎的な部分を説明したうえで、実例や設例についてワークショップ形式で議論

を進めていきます。テーマはもっぱら金融分野からとなりますが、授業の内容は企業法務やコンプライアンス、さらにはビジネス

全般への広がりも持つものにします。 

授業は、少人数でのディスカッションからグループ毎の意見発表、全体でのディスカッションというように展開していきます。予め割

り当てられた課題について各人が順番に発表するという形は基本的にとりませんが、ディスカッションへの積極的な参加を求めま

す。 

また、テーマは互いに関連しており、取り上げる順も基本的なものから発展的なものへとなっています。よって、毎回の出席が前

提となります。 

なお、年に３回ほど、法曹界やビジネス界からゲストスピーカーを呼んでワークショップを行う予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 金融とは何か －金融の役割－ 

3. 金融の種類 －直接金融と間接金融、他人資本と自己資本－ その１ 

4. 金融の種類 －直接金融と間接金融、他人資本と自己資本－ その２ 

5. 銀行・銀行業とは何か 

6. 預金とは何か 

7. 資金決済 －振込とは何か－ 

8. 資金決済 －手形とは何か－ 

9. 貸付とは何か 

10. 貸金と預金との相殺とは何か 

11. 債権譲渡とは何か 

12. 手形割引とは何か 

13. 将来債権の譲渡とは何か 

14. 証券化取引とは何か －証券化取引が行われる理由－ その１ 

15. 証券化取引とは何か －証券化取引が行われる理由－ その２ 

16. 証券化取引とは何か －証券化取引が行われる理由－ その３ 

17. 信託とは何か －歴史－ 

18. 信託とは何か －受託者の義務－ 

19. 信託とは何か －信託財産の独立－ 

20. お金とは何か ―法定通貨と仮想通貨、預金－ その１ 

21. お金とは何か ―法定通貨と仮想通貨、預金－ その２ 

22. お金とは何か ―法定通貨と仮想通貨、預金－ その３ 

23. インサイダー取引とは何か －インサイダー取引が禁止される理由－ その１ 

24. インサイダー取引とは何か －インサイダー取引が禁止される理由－ その２ 

25. ゲストスピーカー（時期は未定ですが、２～３か月に 1 回のペースで招聘予定） 

26. ゲストスピーカー（時期は未定ですが、２～３か月に 1 回のペースで招聘予定） 

27. ゲストスピーカー（時期は未定ですが、２～３か月に 1 回のペースで招聘予定） 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の授業に関連する事項について、自分なりの考えをまとめたり疑問点を洗い出したりすることを事前の課題とします。レポー
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ト等の提出を求めるものではありませんが、あらかじめ検討してくるか否かは授業内容の理解やディスカッションへの貢献度に差

となって現れますので、必ず課題をこなしてくるようにしてください。 

また、日頃から、新聞などのメディアで取り上げられるニュースに目を通し、金融や企業法務、ビジネス全般などについての関心

を高めておくようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ活動への参加態度（授業中の発言、事前準備など）(70%)/ゼミ活動への寄与度（ゼミ運営、ゲストスピーカー招聘など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講師の作成するパワーポイントのプレゼンテーションをベースに授業を進め、必要に応じて資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中、または課題を出す時に、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

【採用人数】 30 名程度 

【配当年次】 ３、４年次。金融について詳しくなくても、また金融関係への就職を志望していなくても構いません。１年間継続して

参加するという意思を持った方を募集します（就職活動や部活動、体調不良などの事情は考慮しますが、理由のない欠席は認め

ません）。学生が主体となって運営していくゼミですので、授業でのディスカッションのほかゼミの活動に積極的に参加してくれる

方、またはそのような経験を積んでみたいという方を歓迎します。 

【選考方法】レポート及び任意面接 

①レポート 

題目は「自己紹介及び本演習を志望する理由」、字数は 2,000字以内（長さではなく内容を重視します）。 

②任意面接 

本ゼミの内容や雰囲気を理解してもらうために、2018 年 3 月の第２週と第 3 週の週末（土日）に、継続生も参加しての面接(任意)

を行う予定です。希望者は、2018 年 3 月の第１週までに講師宛にメール（j_kubo@rikkyo.ac.jp）で申し込んでください。具体的なス

ケジュールは追って連絡します。 

【演習論文】 実施しません。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX616 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX616／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法英語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟に関する英語文献の講読を通じて、法律英語により親しむとともに、各国（文献は英語に限るが、対象は英語圏の法制

度に必ずしも限らない）における訴訟制度およびそこで扱われる各種の法制度に関する理解のきっかけを得ること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は基本的に、伝統的な輪読のスタイルで行われる。すなわち、参加者にはそれぞれ各回において扱う文献の一部の読解

が割り当てられる。割り当てられた担当箇所については、その内容について事前にメモ（全訳とするか要約とするか等は、参加者

の人数・レベル・文献の長さ等に応じて適宜調整する）を提出することが要求される。担当箇所以外に関しては、他の参加者によ

るメモを参考にしつつ、読解を試みた上で授業に臨むことが要求される。実際の授業では、メモに基づいて理解を確認していきつ

つ、内容に関する実質的なディスカッション行う。なお、英語それ自体のゼミとは異なるので、ゆっくりであっても、中身に焦点を当

てながら進めていきたい（進度は参加者のレベルに応じて柔軟に調整する。また評価に当たっても、英語力それ自体を評価する

ものではない。対象に関心をもって議論に積極的に参加する姿勢を示せば必要十分である）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読１ 

3. 文献講読２ 

4. 文献講読３ 

5. フリーディスカッション１ 

6. 文献講読４ 

7. 文献講読５ 

8. 文献講読６ 

9. フリーディスカッション２ 

10. 文献講読８ 

11. 文献講読９ 

12. 文献講読１０ 

13. フリーディスカッション３ 

14. 全体の反省 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・ 担当箇所について丹念に読み込み、メモを作成して事前に参加者・教員と共有する。 

・ 非担当箇所についても、メモを参考（盲信はしないこと）にして予習し、疑問点を明確にしておく（授業中に質問できるように）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所に関する準備状況(50%)/発言の頻度と内容(25%)/出席および他者の発言に対する聞く姿勢(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読する文献については、コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 溜箭将之、2016、『英米民事訴訟法』、東大出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：最大 25 名程度  

配当年次：２・３・４年  

選考方法：下記の課題（75％）、成績（25%) 

①題目：次の(1)か（2)のいずれかを選んで答えなさい。 
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(1)次の英文を訳しなさい。 

Good reasons favor taking a global approach to the study of civil procedure. For one, it highlights the reality that procedural 

systems are the product of choice; there is no universal consensus on how best to serve the values of accuracy, fairness, and 

efficacy, and even on whether there are the values that a procedural system ought to serve. Exposure to the choices made by 

some other systems will help you to think critically about your own and will present alternatives to consider. One professor, for 

example, has argued that the American procedural system leaves much to be desired when compared to that of Germany. His 

article has prompted a great deal of discussion. More fundamentally, because procedural rules of procedure have political 

implications—affecting such issues as the enforcement of rights, the distribution of wealth, and the allocation of opportunity—it 

is important to consider a procedural rule's "ideological foundations, its philosophical background, its socio-political impact." We 

suggest that you consider the consequences for different social sectors and interest groups of the key differences among the 

procedural systems. 

(2)自由に（日本語でよい）自己アピールをしなさい。 

 

②字数：(1)は制限なし。（２）は 800 字以内。  

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX617 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX617／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法の重要問題 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律実務家になるにさいして求められる民事訴訟法の知識と考え方を身につけること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民事訴訟の基本原理を要件事実を意識して理解するために，法科大学院入試および予備試験等の試験問題を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 要件事実論入門１ 

2. 要件事実論入門２ 

3. 訴えの利益の基本原理 

4. 重複訴訟の禁止の基本原理 

5. 処分権主義の基本原理 

6. 処分権主義の基本原理その２ 

7. 弁論主義の基本原理 

8. 弁論主義の基本原理その２ 

9. 既判力の基本原理 

10. 既判力の基本原理その２ 

11. 既判力の基本原理その３ 

12. 多数当事者訴訟の基本原理 

13. 多数当事者訴訟の基本原理その２ 

14. 上訴の基本原理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題の事例問題について，起案または答案構成をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の課題への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名 

配当年次： 2 年次以上 

選考方法： レポート 

①題目： 本ゼミへの志望理由 

②字数： 200 字程度 

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX618 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX618／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常的な迷惑行為と刑法 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この演習は，昨年度の演習のテーマである「家族と刑法」を発展させ，家庭における刑法的問題のみならず，日常生活において

生起する迷惑行為に対して刑法がどのように介入すべきか，また介入することで効果的な解決を図ることが可能であるかといっ

た点を検討することを目標としている。日常的な迷惑行為は，時には自律的な解決に委ねられ，時には何らの解決もなされない

まま放置される傾向にあるが，極めて重大な刑事事件の端緒となることもある。こうした日常的な迷惑行為をどのように・どの程

度規制すべきかにつき，様々な角度からアプローチを行い，その解決（の糸口）を探っていくこととする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私たちの社会では，様々なレベルで日常的な迷惑行為が生じている。その中でも，従来，家庭内で生じる迷惑行為について

は，「法は家庭に入らず」という法格言が示すように，なるべく法の関与が控えられるべきであるとの考え方が広く受け容れられて

いた。又，例えば学校でのトラブルはなるべく学校内で解決が図られるべきという考え方も未だに根強いし，地域やコミュニティで

のトラブルについても，なるべくルールの問題ではなく，マナーの問題として解決しようとしてきたと言える。また，より不特定・多数

の人間が問題となる迷惑行為，例えば列車内の性的な迷惑行為（痴漢）といった問題についても，従来はさほど重大な事案とし

て扱われてこない傾向にあったと言える。 

 

 しかし，近時は、こうした様々なレベルの迷惑行為について，法が積極的に介入すべきであるとの考え方が強まっている。例え

ば，タバコのポイ捨てや路上喫煙といった問題は，従来はマナーの問題とされていたのに対して，ここ 15 年くらいで急速に条例

による規制の対象とされているし，最近では，公共建造物や飲食店，ひいては私的な住居においても受動喫煙を防止すべきとす

る条例が登場している。また，列車内の性的な迷惑行為についても，迷惑防止条例などを積極的に適用する動きが出て来てい

る。 

 

 こうした日常行為規制型の条例は枚挙に暇がないが，法律においても，日常行為を規制するものは数多い。昔から存在するの

は軽犯罪法であるが，それ以外にも，ストーカー行為等規制法，児童虐待防止法，DV防止法といった，ここ 20 年でできた法律

についても，日常行為をも規制するものと見られるものがいくつも存在する。 

 

 このような状況の下で，刑法学もまた，日常的に生じる様々な迷惑行為に関する数々の問題に直面せざるを得ないし，どのよう

な解決策を提示すべきかについて，他の法領域や学問領域の成果も援用しつつ，真摯に取り組む必要がある。 

 

 そこで，本演習では，前期では様々な立法・条例についての具体的な検討を行う。そこで得られた知見を踏まえて，後期では，

比較法的な分析枠組み，特にイギリスの刑罰論や日常的迷惑行為規制に関する立法例にも学びつつ，理論的な諸問題につい

て議論を行い，その成果を元にして，再度我が国における実践的な問題に取り組む予定である。 

 

 この演習では，以上のような現代的な課題について，様々な角度からアプローチを行う予定である。比較法も含めた論文や判

例，立法資料といった文献に学ぶのはもちろんであるが，時にはゲストスピーカーを招待して意見を聞き，時には施設見学などを

通じて知見を深めていきたいと考えている。 

 

 なお，シラバスに記載しているものは，あくまでも検討対象の例示に過ぎず，ゼミの進行状況やゼミ参加者の関心に応じて，日

常的な迷惑行為と刑法が問題となるテーマの中で，扱う問題領域を適宜変更する可能性がある。 

 

 刑法に関心のある学生はもちろんであるが，比較法・他の法分野や法律学以外についても関心を有する，好奇心の強い学生

の参加を期待している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初回打ち合わせ 

2. 報告の仕方を学ぶ 

3. 迷惑防止条例（１）：ひわいな言動の規制 

4. 迷惑防止条例（２）：暴走族追放条例 

5. 職場・学校などにおける性的ハラスメント 

6. 青少年保護育成条例（１）：淫行処罰規定 
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7. 青少年保護育成条例（２）：青少年を巡る環境の規制 

8. 児童に対する性犯罪（１）：現状分析 

9. 児童に対する性犯罪（２）：2017年改正とその後 

10. 児童虐待とその法的規制 

11. 建造物内での受動喫煙規制 

12. 路上喫煙・ポイ捨て禁止条例 

13. ストーカー規制を巡る諸問題（１）：現状分析 

14. ストーカー規制を巡る諸問題（２）：オンラインハラスメント 

15. 前半のまとめ 

16. 児童ポルノ規制（１）：児童ポルノ法の分析 

17. 児童ポルノ規制（２）：単純所持規制 

18. 比較法の分析（１） 

19. 比較法の分析（２） 

20. 比較法の分析（３） 

21. 比較法の分析（４） 

22. 比較法の分析（５） 

23. 比較法から得られたことのまとめ 

24. 人の感情の刑法的保護（１） 

25. 人の感情の刑法的保護（２） 

26. 人の安心（感）の刑法的保護（１） 

27. 人の安心（感）の刑法的保護（２） 

28. 最終回 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 演習参加者は，半期に 1 回あるいは 2 回程度，演習時間内での報告を行ってもらうが，そのための予習などが欠かせない。 

 

 また，自分の担当以外の回についても，随時，指定された文献を読み，積極的に議論に参加することが求められている。 

  

 なお，他大学の刑法ゼミの学生と，合同の事例検討会を行う可能性がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習中の報告(40%)/演習における発言など(40%)/演習への参加意欲(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は適宜指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：3・4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：「日常的な迷惑行為と刑法」というテーマについてあなたが関心のあるところを，自由に記述して下さい。 

  ②字数：1500 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX620 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX620／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
判例を通して学ぶ行政法 

担当者名 

（Instructor） 
神橋 一彦(KANBASHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政法の基本的な判例を読むことによって、行政法の基礎（特に「行政法１」の授業で扱う行政法総論）を理解する。また判例を

読むことによって、卒業後、公務員や法曹など社会に出ても必要な文章読解力・法的論理能力を養うことを目的とするとともに、

社会において行政法がどのように機能しているかも理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政法は、憲法や民法などのような「六法」とは異なり、統一的な法典がないのが特徴である。したがって行政法の学習では、学

説とならんで裁判所の示した判例（特に最高裁判例）が重要となる。この演習では、1 年次、2 年次で学ぶ憲法などとの関わりも

重視しながら、行政法の基本的な判例をいくつか選んで、読み解いていく（内容的には行政法の初歩的な事柄から留意して進め

る）。具体的には、判例を毎回 1件取り上げ、レポーターが報告し（30 分程度）、それに基づいて基本的な説明をした後、議論す

る。特に行政法は、公務員試験や法曹関係にも重要なので、それらの進路を目指す学生に参考となる企画（ゲストスピーカーに

よる講演）も考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 行政法の基礎（１）ー基本事項の確認 

3. 行政法の基礎（２）ー基本事項の確認 

4. 判例研究（１） 

5. 判例研究（２） 

6. 判例研究（３） 

7. 判例研究（４） 

8. 判例研究（５） 

9. ゲストスピーカーによる講演(予定） 

10. 判例研究（６） 

11. 判例研究（７） 

12. 判例研究（８） 

13. 判例研究（９） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その回に扱う判例を読むとともに、疑問点などについて考えてくること。憲法や行政法の科目をすでに受講した学生は、いままで

授業で学習したことを復習しておくのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告担当の際の学習度(50%)/平常の授業態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 芝池 義一 (編集), 大田 直史 (編集), 山下 竜一 (編集), 北村 和生 (編集)、2017、『判例行政法入門 第 6 版』、有斐閣 

(ISBN:4641227349) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宇賀 克也 (編集), 交告 尚史 (編集), 山本 隆司 (編集)、2017、『行政判例百選 I 第 7 版』、有斐閣 (ISBN:4641115354) 

2. 宇賀 克也 (編集), 交告 尚史 (編集), 山本 隆司 (編集)、2017、『行政判例百選 I I 第 7 版』、有斐閣 (ISBN:4641115362) 

3. 神橋一彦（著）、2016、『行政救済法 第 2 版』、信山社 (ISBN:4797280352) 

4. 曽和 俊文 (著), 山田 洋 (著), 亘理 格 (著)、2015、『現代行政法入門 第 3 版』、有斐閣 (ISBN:4641131791) 

5. 大橋 洋一 (著)、2017、『社会とつながる行政法入門』、有斐閣 (ISBN:4641227330) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名 

配当年次： 3 年・4 年 

選考方法： レポート 

①題目： 行政法で関心のあるテーマ、ゼミに期待することなど 

②字数： 1000 字程度 

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX623 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX623／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際租税法 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 国際租税法について、英文雑誌掲載の論文・判決等を素材としてプレゼン・討論をし、演習論文を書くことが目標です。 

 しばしば「大学で教わることは社会で役に立たない」と言われますが、租税法は確実に役に立ちます。更に、英文論文・判決を

読み切ったという自信を持って卒業することが就職後に活きると考えています。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 最初の２回で国際租税法概説講義をします。 

 参加人数次第で方法が変わる可能性もありますが以下の内容を予定しています。 

 前半は、ゼミ参加者を班分けし、報告担当の班に英文資料に関する報告をしてもらい、プレゼン・議論の技術を磨くことを目指し

ます。 

 後半は英文資料を参照しながら各自演習論文の作成を目指します。中間報告、最終報告で他のゼミ生からアドバイスを受けま

す。演習論文のテーマは各自が決めます。判決を題材とすることをお勧めしますが、判決でないものを題材とした例も過去にはあ

ります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. うちあわせ＆国際租税法概説講義  

2. 国際租税法概説講義  

3. 班報告＆議論  

4. 班報告＆議論  

5. 班報告＆議論  

6. 班報告＆議論  

7. 班報告＆議論  

8. 班報告＆議論  

9. 班報告＆議論  

10. 班報告＆議論  

11. 班報告＆議論  

12. 班報告＆議論  

13. 班報告＆議論  

14. 班報告＆議論  

15. 演習論文素材決定報告  

16. 演習論文素材決定報告  

17. 演習論文素材決定報告  

18. 演習論文中間報告 

19. 演習論文中間報告 

20. 演習論文中間報告 

21. 演習論文中間報告 

22. 演習論文中間報告 

23. 演習論文最終報告  

24. 演習論文最終報告  

25. 演習論文最終報告  

26. 演習論文最終報告  

27. 演習論文最終報告  

28. 国際租税法クイズ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 PC メールアドレスを準備して下さい。Lexis.com の使い方（図書館でパスワードを尋ねて下さい）を各自事前に覚えて下さい。 

 租税法 1・租税法 2 の受講は必須ではありませんが、受講している方がゼミでの理解も深まると思います。 

 英文に気後れする人がいるかもしれませんが、過去の受講生を見ると、英語が苦手でも法学をきちんと勉強してきた人はつい
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てこられます（逆に英語が得意でも法学の勉強が疎かだった人には難しいです）。 

 ゼミ合宿は受講生次第です。過去、有った年も無かった年もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンの内容(50%)/議論における発言の頻度とその内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中里実他編著、2015、『租税法概説 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13178-1) 

演習で使う英文素材は教員の方で準備します。Lexis.com で読むことのできる資料の citation だけ示すこともありますので、前述

の通り Lexis.com を使えるように準備して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 増井良啓・宮崎裕子、2015、『国際租税法 3 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-032378-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10～20 名 

配当年次： 3～4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：租税法もしくは国際取引またはその両方について興味がある事 

②字数：1,000～2,000 字程度(ワープロが望ましい) 

演習論文：実施する  

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 242 - 

■EX624 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX624／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法学部の学修と社会を繋ぐ ～まちづくりを題材に～ 

担当者名 

（Instructor） 
藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法は社会規範の一つであり，「人」に対して働きかけるものである。従って，「法学部で学ぶ」ということは，人一倍，社会に関心を

持ち，知ることが必要である。授業では「地域が抱える現実の問題」を素材に法学部の学修を通じて獲得した論理的な思考力，

対立する利害関係を調整する力等を学び，社会への関心を高める。さらに今年度は，地域の抱える課題を発見し，観光政策を含

む様々な観点から地域振興の在り方について考え，これを解決に導く力も養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１ 法学部で学ぶことが社会とどのような形で繋がっているのかについて様々な角度から考える。法学部の学修を通して，論理的

思考力，情報収集能力等，利害関係調整力等，社会で必要な様々な能力を獲得できる。しかし，現実の社会で起きる出来事は，

利害関係者（ステークホルダー）が複数存在し，それぞれの利害は複雑に絡み合っているため，これらの利害を調整することは容

易でない。そこで，演習では，地域が抱える現実の課題を素材に利害関係者それぞれの主張及び取り巻く状況について分析・検

討することにより，これまで法学部の学修を通して獲得してきた様々な能力を高める。 

２ 授業では，まちづくりに関する基礎知識や分析に必要な視点を獲得するために，少子・高齢化等の社会問題，法制度（まちづ

くり三法等），中心市街地活性化，観光政策に関する文献を検討する。 

３ 地域の抱える問題や課題を発見し，解決案を探す上で必要な視点を得るために地方創生・地域活性化における先例として紹

介されている地域（昨年度は，川越市（埼玉県），香取市佐原（千葉県））を対象にヒアリング調査を行う。ヒアリングは，利害関係

者（行政，民間企業，観光協会，商工会議所，商店街，NPO法人，住民等）ごとにグループを作り，実施する。 

４ 本年度は，中心市街地活性化の現状及び活性化の構造を調査，分析すると共に，地方創生に関わる企業の協力を得て，地

域活性化に関する具体的な提言を行う予定である(協力企業，対象地域等，詳細については随時ゼミの広報 Facebook 等を通じ

て掲載する)。 

具体的な提案に向けて必要となる能力を養うために，演習時間外においてもサブゼミ，勉強会を別途開催する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 情報検索講習 

3. 日本の現状を知る（少子高齢化問題等） 

4. まちづくりに関する基礎知識を学ぶ  

5. まちづくりに関連する法的基礎知識を学ぶ（１） 

6. まちづくりに関連する法的基礎知識を学ぶ（２） 

7. まちづくりに関連する法的基礎知識を学ぶ（３） 

8. まちづくりに関する先行事例研究・報告（１） 

9. まちづくりに関する先行事例研究・報告（２） 

10. 現地調査に関する報告及び検討（１） 

11. 現地調査に関する報告及び検討（２） 

12. 現地調査に関する報告及び検討（３） 

13. 現地調査に関する報告及び検討（４） 

14. 中間報告会 

15. 現地調査に関する報告（５）  

16. 現地調査に関する報告（６）  

17. 日本の観光政策（１） 

18. 日本の観光政策（２） 

19. 日本の観光政策（３） 

20. 観光関連法の検討 

21. 地域が抱える課題の検討＆提案（１）  

22. 地域が抱える課題の検討＆提案（２）  

23. 地域が抱える課題の検討＆提案（３）  

24. 地域が抱える課題の検討＆提案（４）  

25. グループによる報告会（１）  

26. グループによる報告会（２）  
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27. グループによる報告会 （３） 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【授業時間外の学習】  

・報告，調査はグループ毎に行うため，サブゼミ，ヒアリング等，相当の準備を要する。 

  また，毎回，授業の延長が予想されるため，時間的に余裕のない人の受講は勧めない。 

・グループ毎の調査とは別にゼミ単位での現地調査も予定している。 

 日程は，第一次調査（5 月又は 6 月）と第二次調査（夏期休暇中）を予定。   

・本ゼミでは事前の文献調査，報告のみならず，現地調査も実施する予定である。 

 演習外でも相当な準備を必要とするため，受け身ではなく，積極的，能動的な態度を持って臨むことを要する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点・コメントペーパー(30%)/平常の授業態度(30%)/グループによる報告内容，グループへの貢献度(20%)/ヒアリング調査への

参加，調査報告内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。適宜，授業時に紹介するとともに，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. トーマツ、2017、『金融機関のための観光業界の基本と取引のポイント』、経済法令研究会 (ISBN:9784766833393) 

2. 竹本昌史、2016、『地方創生まちづくり大事典』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05975-8) 

・まちづくりの推進（METI/経済産業省）  〈http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/〉  

・中心市街地活性化資料集･事例集－国土交通省  〈http://www.mlit.go.jp/crd/index/case/〉 

・「観光地域づくり」（国土交通省 観光庁 HP） 〈http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/index.html〉   

・観光地域づくり事例集 

〈http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/ikiiki.html〉 

・「1.中心市街地の活性化に関する基本的な方針 1-4」（川越市中心市街地活性化基本計画） 

〈http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/seisakushisaku/hoshinkeikaku/sangyo-kanko/shinkihonkeikaku.html〉 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 32 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法：レポート及び任意面談 

１）レポート 

  題目： ①自己ＰＲ，②本演習の志望理由，③調査したい地域及びその理由 

  字数：1200 字以上 

 

２）任意面談 

    本ゼミの活動や演習内容を理解してもらうために、履修希望者を対象として，「任意」の面談を行います。 

     面談を希望する方は，3月 4 日（日）までにメールにて申し込みを行って下さい（yakushimaru0625@rikkyo.ac.jp）。 

   面談の日時は，相談の上，随時実施します。 

 

＜演習論文＞ 

  実施しない 

 

＜その他＞ 

 現在，ゼミで調査する地域，協力を得る企業などについては調整中です。 

決まり次第，随時，ゼミの Facebook で告知しますので，ご確認下さい〈https://www.facebook.com/rikkyolawyakushimaru/〉。 

 本ゼミの内容は，複数の行政機関及び民間企業，そして様々な方々の協力を頂きながら実施しています。大学生であっても，

社会人としてのマナーを大切に守るように意識して臨んで下さい。 

 

   
 

注意事項（Notice） 
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■EX625 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX625／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「働き方改革」と労働法 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

労働法の主要な論点について，正確な知識と深い理解にもとづいて議論し，具体的な課題に対して自分なりの展望が描けるよう

になること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

働き方改革を含めた現代的な課題に対応するためには，まずは基本的知識を押さえ，紛争解決システムとしての理論的枠組を

理解する必要があります。同時に，人生における労働のボリュームや重要性を考えれば，無用な紛争を未然に防ぐ予防システム

を構築することも大事です。本演習では，この両方にアプローチするため，以下の３つを内容とします。 

 

１．裁判例の検討を通じて，労働法の理論的枠組みを理解する。 

２．東京都労働委員会の審問見学，公益委員のヒアリングなどを通じて，集団的紛争の現場と解決方法を知る。 

３. 未だ解決していない労働現場の問題について，法の適用および立法を通じた解決を模索する。 

 

グループ作業による学生主体の報告・討論が中心となるため，授業外の準備を含めた，相当の時間を要する見込みです。場合

によっては，土曜日や夕刻の時間帯にかかる作業もあります。また，最終レポートでの総括を予定しています。このことを理解し

て，積極的かつ主体的に参加できる人の参加を歓迎します。なお，以下の授業計画は一例であり，受講生の希望や進捗状況に

より，随時変更します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ブレインストーミング 

3. 基本的知識の整理・確認 

4. 裁判例の検討 

5. 裁判例の検討 

6. 裁判例の検討 

7. 裁判例の検討 

8. 裁判例の検討 

9. 裁判例の検討 

10. 労働委員会審問見学 

11. 労働委員会審問見学 

12. 新たな紛争事例の検討 

13. 新たな紛争事例の検討 

14. 中間小括 

15. 新たな紛争事例の検討 

16. 新たな紛争事例の検討 

17. 新たな紛争事例の検討 

18. 新たな紛争事例の検討 

19. 新たな紛争事例の検討 

20. 新たな紛争事例の検討 

21. 報告と討論 

22. 報告と討論 

23. 報告と討論 

24. 報告と討論 

25. 報告と討論 

26. 報告と討論 

27. 報告と討論 

28. 総括・最終レポート提出 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

民法と労働法を履修済みか，並行して履修予定であることが望ましい。また，インターンシップなど，実際の労働現場を体験する

ことを奨励します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(35%)/報告内容・貢献度(50%)/最終レポート(15%) 

無断欠席が３回以上の場合，成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用する裁判例等については，授業中に指示します。なお，六法は必携です。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

選考された場合は辞退しないで下さい。また，学期中の連絡は email を使用しますので，使えるようにしておいて下さい。 

 

＜選考方法＞ 

採用人数 ：10 名程度 

配当年次 ：２〜４年次 

選考方法 ：レポート  

内容 ：このゼミで探究したい「働き方」に関するテーマ 

字数 ：1200 字程度。A4 で１枚に収めること。手書き不可。 

演習論文 ：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX626 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX626／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法ディベートゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
上野 達弘(UENO TATSUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知的財産法をテーマにディベートを行うことにより法的思考力とプレゼンテーション能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

著作権法に関する現実の事件をテーマとして，原告 3 人×被告 3 人のディベートを行います。残りの参加者は全員ジャッジとして

コメント付き判定を下します。こうして１年間同じチームでリーグ戦を行い，優勝チームを決定するというプログラムです。 

 

ディベーターは準備と理論武装が求められ，他のジャッジも公平な判断が求められます。こうしてディベーターは，柔軟な思考力

と説得的な論理性を鍛え，あわせてプレゼン技術を磨きます。ジャッジは，主張の正当性を適切に見極める判断力を養います。 

 

毎回 30 分程度延長あり。他大学（昨年度は北大と早稲田）との親善試合も開催。 

 

［お問い合わせ］  

 

教員： uenot@waseda.jp 

ゼミ生： twitterアカウント（@rikkyo_uenozemi） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Team organization 

2. 東京地判平成２０年７月４日〔博士イラスト事件〕 

3. 東京高判平成１３年６月２１日〔みずみずしいすいか事件〕 

4. 東京地判平成２０年１月３１日〔右脳を鍛える大人のパズル事件〕 

5. 東京地判平成２４年２月２３日〔釣りゲータウン２事件〕 

6. 大阪高判平成１７年１２月１５日〔風呂バンス事件〕 

7. 東京高判平成１３年１０月３０日〔交通安全スローガン事件〕 

8. 東京高判平成１１年９月３０日〔古文単語記憶術事件〕 

9. 東京高判平成１２年９月１９日〔劇団 SCOT事件〕 

10. 東京地判平成２２年７月８日〔入門漢方医学事件〕 

11. 東京高判平成１４年９月６日〔記念樹事件〕 

12. 知財高判平成１７年１０月６日〔ライントピックス事件〕 

13. 東京地判平成１２年９月２８日〔住友建機ロゴ事件〕 

14. 東京高判平成５年９月９日〔三沢市勢映画事件〕 

15. 東京地判平成１０年１０月３０日〔血液型と性格事件〕 

16. 東京高判平成１２年４月２５日〔脱ゴーマニズム宣言事件〕 

17. 最判平成１３年２月１３日〔ときめきメモリアル事件〕 

18. 最判平成１３年１０月２５日〔キャンディ・キャンディ事件〕 

19. 東京高判平成１７年３月３１日〔ファイルローグ事件〕 

20. 知財高判平成１８年９月２６日〔江戸考古学研究事典事件〕 

21. Test Match 

22. Friendly Match vs. 早稲田大学上野ゼミ 

23. Test Match 

24. Friendly Match vs. 北海道大学吉田ゼミ 

25. Special 1 

26. Special 2 

27. Retirement Match 1 

28. Retirement Match 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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毎回ケースについて予習が必要となるほか、チームメンバーは授業外での話し合いを行います。そのため、授業外もゼミのため

に一定の時間をかけられるような学生を特に歓迎しています。 

 

ご質問・ご相談は気楽にお寄せ下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミへの参加姿勢(50%)/議論内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島並良･上野達弘･横山久芳、2016、『著作権法入門（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14480-4) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 30 名 

配当年次： ２～４年次 

選考方法：レポート 

 ①題目：自己ＰＲおよび志望理由 

 ②字数：自由 

演習論文：実施しない 

 

［注意］ 採用後辞退する場合は、発表後、直ちに下記まで連絡してください。 

 

＜連絡先＞ 

上野達弘 

uenot@waseda.jp 

 

※参考※ 

［Twitter］ 

https://twitter.com/rikkyo_uenozemi?lang=ja 

［ゼミに関するエッセイ］ 

http://www.f.waseda.jp/uenot/debateseminar.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■EX627 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX627／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化時代のビジネス社会と法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化時代の様々な新しいビジネスの展開とこれに対する法規制を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この 10 年ほど世界のビジネスシーンにおいてはますますグローバル化が進んでいます。 

本演習においては，その関心領域に応じて参加学生を幾つかのグループに分けた上で，そのグループごと 

に，文献の渉猟，企業・業界団体・官庁に対する直接の取材等を通じて，そのような新しいビジネスの詳細や新たな法規制に関し

て調査・研究してもらいます。その上で，全員参加の演習の場においてパワーポイントを用いた報告をしてもらい，さらに，全員に

よる討議・検討を経るという形をとることになります。 

なお，各グループの報告の内容は，ウェブサイトを通じて内外に発信される予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマ設定、グループ分け 

3. 中間報告 

4. 第 1 回報告① 

5. 第 1 回報告② 

6. 第 1 回報告③ 

7. 第 2 回報告① 

8. 第 2 回報告② 

9. 第 2 回報告③ 

10. 第 3 回報告① 

11. 第 3 回報告② 

12. 第 3 回報告③ 

13. 総 括① 

14. 総 括② 

15. テーマ設定 

16. テーマ設定、グループ分け 

17. 中間報告 

18. 第 1 回報告① 

19. 第 1 回報告② 

20. 第 1 回報告③ 

21. 第 2 回報告① 

22. 第 2 回報告② 

23. 第 2 回報告③ 

24. 第 3 回報告① 

25. 第 3 回報告② 

26. 第 3 回報告③ 

27. 総 括① 

28. 総 括② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループでの報告が主となるため、授業時間以外にグループで集まり、報告内容の検討を行うことが多くなります。 

なお、本演習は延長するのが通常です。正規授業時間の後の時間についても、予定を入れないようにお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループでの報告の報告内容(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

演習の中で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 30 名程度 

配当年次 ： 3・4 年次 

選考方法 ： レポートを haya@rikkyo.ac.jp まで申込期間内に電子メールで送信してください。なお、演習申込カードも、所定期

日・場所に必ず提出してください。 

①題目 ： 自己紹介、及び、グローバル化が社会に与える影響につき、自分の経験を踏まえながら、自由に記述してください。 

②字数 ： 自 由 

演習論文 ： な し 

 

注意事項（Notice） 
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■EX628 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX628／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際環境法 

担当者名 

（Instructor） 
堀口 健夫(HORIGUCHI TAKEO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習は、環境保護分野における国際法（＝国際環境法）の特質や論点に関する理解を深め、法的な観点から国際環境問題

を考える力を鍛えることを目的とします。漁業資源の管理や地球温暖化の防止等、このゼミで具体的に扱う問題は私たちの普段

の生活にも大きく関わっています。そうした現実の問題にどのように対処していけばよいのか、主に国際法の観点から粘り強く考

える力を養うことを狙いとしています 

 

授業の内容（Course Contents） 

 国際環境法に関する英語・日本語の文献・資料の調査や輪読、議論を通じて、関連する法制度についての知識を習得し、論点

や課題等への理解を深めていきます。前期は、はじめに国際環境法の基礎を全体で学んだうえで、個別の環境分野（海洋汚染、

生物多様性、気候変動等）に関わる国際法制度の自主的な調査や文献等の講読を中心に進めていきます。 

 後期は、前期で扱えなかった環境分野のほか、環境分野横断的な問題（条約の遵守確保、条約の国内実施等）もさらに扱う予

定です。 

 以上が大まかな予定ですが、具体的に扱う問題や文献等については、受講者と相談しつつ決めていく予定です。 

 なお、可能であれば、他大学の国際環境法ゼミとの共同ゼミの実施や、ラムサール条約登録湿地等の訪問、模擬 COP（締約

国会議）の実施等の機会も検討したいと考えています。また合宿についても、参加者の要望が多ければ、実施を検討します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：受講者の顔合わせ、授業の進め方等の説明 

2. 国際環境法の基礎１ 

3. 国際環境法の基礎２ 

4. 個別環境分野の調査・検討１ 

5. 個別環境分野の調査・検討２ 

6. 個別環境分野の調査・検討３ 

7. 個別環境分野の調査・検討４ 

8. 個別環境分野の調査・検討５ 

9. 個別環境分野の調査・検討６ 

10. 個別環境分野の調査・検討７ 

11. 個別環境分野の調査・検討８ 

12. 個別環境分野の調査・検討９ 

13. 個別環境分野の調査・検討１０ 

14. 前期のまとめ 

15. 個別環境分野の調査・検討 11 

16. 個別環境分野の調査・検討 12 

17. 個別環境分野の調査・検討 13 

18. 個別環境分野の調査・検討 14 

19. 個別環境分野の調査・検討 15 

20. 個別環境分野の調査・検討 16 

21. 環境分野横断的な問題の調査・検討１ 

22. 環境分野横断的な問題の調査・検討２ 

23. 環境分野横断的な問題の調査・検討３ 

24. 環境分野横断的な問題の調査・検討４ 

25. 環境分野横断的な問題の調査・検討５ 

26. 環境分野横断的な問題の調査・検討 6 

27. 訪問調査或いは共同ゼミの実施 

28. 後期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ほとんどの回では、自分で選んだテーマに関する調査や、指定された文献の内容について、報告者が予め指名されます。報告者



 - 251 - 

は、内容や疑問点等をまとめたレジュメを準備し、参加者に当日それを配布して報告を行います。また報告者以外の受講者も、

指定された文献等を読んだうえで参加することが求められます。具体的なやり方については、初回時に改めて説明します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当する報告の内容(50%)/参加態度並びに発言内容(50%) 

病気等、正当な理由のある欠席は認めるが、必ず教員に連絡をすること。無断欠席は厳禁である。１つの学期の間に 3 回欠席し

た場合、或いは無断欠席が続いた場合は、原則として成績評価の対象としない。この点は初回時に詳しく説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西井正弘ほか、2011、『テキスト国際環境法』、有信堂高文社 (ISBN:4842040580) 

2. 松井芳郎、2010、『国際環境法の基本原則』、東信堂 (ISBN:4798900125) 

3. 西井正弘編、2005、『地球環境条約』、有斐閣 (ISBN:4641046247) 

4. 『国際条約集』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度まで 

配当年次： 3 年生～4 年生 

選考方法： レポート 

①題目： １）本演習を志望する理由（なるべく具体的かつ説得的に書くよう努めること）＋2)大学に入ってから自分が成し遂げた

ことや、これから達成したい目標について（勉強以外のことでもよい）  

②字数： １）と２）を合わせて 1600 字以上 

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX629 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX629／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
事例で学ぶ国際法 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実例および仮想事例の検討を通して、国際法と国際紛争処理の関係を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際紛争事例から法的争点を摘出し、対立する紛争当事国双方のそれぞれの立場に立ち、どのように自国を擁護する法的主張

を組み立てるのか、そして批判に対する反論をどのように提示するのかを検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期の導入的説明 

2. 国際裁判手続き１ 

3. 国際裁判手続き２ 

4. 春期模擬裁判：論点の検討１ 

5. 春期模擬裁判：論点の検討２ 

6. 春期模擬裁判：書面準備１ 

7. 春期模擬裁判：書面準備２ 

8. 春期模擬裁判：書面準備３ 

9. 春期模擬裁判：書面準備４ 

10. 春期模擬裁判：弁論準備１ 

11. 春期模擬裁判：弁論準備２ 

12. 春期模擬裁判：弁論準備３ 

13. 春期模擬裁判：弁論準備４ 

14. 春期模擬裁判 

15. 秋学期の導入的説明 

16. 秋期模擬裁判：論点の検討１ 

17. 秋期模擬裁判：論点の検討２ 

18. 秋期模擬裁判：書面準備１ 

19. 秋期模擬裁判：書面準備２ 

20. 秋期模擬裁判：書面準備３ 

21. 秋期模擬裁判：書面準備４ 

22. 秋期模擬裁判：書面準備５ 

23. 秋期模擬裁判：弁論準備１ 

24. 秋期模擬裁判：弁論準備２ 

25. 秋期模擬裁判：弁論準備３ 

26. 秋期模擬裁判：弁論準備４ 

27. 秋期模擬裁判：弁論準備５ 

28. 秋期模擬裁判 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告及び模擬裁判への参加・貢献(60%)/質疑応答・議論への参加・貢献(40%) 

事前連絡のない欠席が３回に及んだ場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浅田正彦（編）、2016、『国際法〔第３版〕』、東信堂 

2. 柳原正治（他）、2017、『プラクティス国際法講義〔第３版〕』、信山社 
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参考文献（Readings） 

1. 森川幸一（他）、2016、『国際法で世界がわかる』、岩波書店 

2. 小寺彰（他）、2011、『国際法判例百選（第２版）』、有斐閣 

3. 奥脇直也（他）、2016、『国際条約集』、有斐閣 

＊適宜指示あるいは配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１５名前後。 

配当年次：２〜４年次。 

選考方法：レポート 

題目：本演習に関心を持った理由（1500 字程度）。 

演習論文：実施しない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX630 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX630／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
WTO判例講読・研究 

担当者名 

（Instructor） 
梅島 修(UMEJIMA OSAMU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界貿易機関（WTO）の成立によって、国際貿易の問題は、一方的措置を背景に貿易相手国に自主的な輸出制限を行わせるの

ではなく、WTOのルールに基づき粛々と議論され、解決されている。本演習では、パネル・上級委員会報告書（英文）の講読を通

じて、かかる WTO紛争解決手続の歴史的な重要性を把握し、その仕組みを理解し、国際貿易の主要ルールについての理解を

深める。   

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期では、WTO判例を全員で講読し、生の英語を学びつつ、WTO ルールの基礎を学ぶ。 

 

秋学期では、主な WTO判例を個人または数人のチームに割り当てて、当該判例について、その概要を報告することにより、WTO

ルールについてさらに深い理解を得ると共に、プレゼンテーション能力を養う。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション WTO 協定の概要と本演習の進め方 

2. WTO判例講読：日本-酒税事件１ 

3. WTO判例講読：日本-酒税事件 2 

4. WTO判例講読：日本-酒税事件 3 

5. WTO判例講読：日本-酒税事件 4 

6. WTO判例講読：トルコ－繊維事件１ 

7. WTO判例講読：トルコ－繊維事件２ 

8. WTO判例講読：トルコ－繊維事件 3 

9. WTO判例講読：トルコ－繊維事件 4 

10. WTO判例講読：EC-ベッドリネン事件１ 

11. WTO判例講読：EC-ベッドリネン事件 2 

12. WTO判例講読：EC-ベッドリネン事件 3 

13. WTO判例講読：EC-ベッドリネン事件 4 

14. 春学期のまとめ。後期担当割り当て 

15. WTO判例報告（グループ１、第 1 回）、討議 

16. WTO判例報告（グループ２、第 1 回）、討議 

17. WTO判例報告（グループ３、第 1 回）、討議 

18. WTO判例報告（グループ４、第 1 回）、討議 

19. WTO判例報告（グループ５、第 1 回）、討議 

20. WTO判例報告（グループ６、第 1 回）、討議 

21. WTO判例報告（グループ７、第 1 回）、討議 

22. WTO判例報告（グループ１、第２回）、討議 

23. WTO判例報告（グループ２、第２回）、討議 

24. WTO判例報告（グループ３、第２回）、討議 

25. WTO判例報告（グループ４、第２回）、討議 

26. WTO判例報告（グループ５、第２回）、討議 

27. WTO判例報告（グループ６、第２回）、討議 

28. WTO判例報告（グループ７、第２回）、討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春学期： 事前に判例の指定された箇所を読んでおくこと。 

 

秋学期： 各グループが選択した WTO判例の要約を作成して、事前に提出すること。また、プレゼンテーションの準備をするこ

と。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

講読（翻訳）(20%)/WTO 判例報告第 1 回(25%)/WTO 判例報告第 2 回(25%)/講義の積極参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 松下満雄、清水章雄、中川淳司編、2009、『ケースブック WTO法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04643-6) 

経済産業省通商政策局編『不公正貿易報告書』(毎年 5 月中旬に新版が発表される。)    

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 21 名 

配当年次： 2 年次～4 年次 

選考方法： レポート 

①題目： 本演習を希望する理由 

②字数： 800 字以内 

演習論文： 実施しない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX631／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主主義（デモクラシー）を考える 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「民主主義（デモクラシー）」に関する基本的テキストを輪読し、その理念と制度につきまとう諸問題について多角的に検討し議論

する。また、個人研究を通じて自分なりの問題意識と見解をもち、調査力と分析力を鍛える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では古代から現代までの「民主主義」をめぐる様々な「問い」に幅広く触れ、アクチュアルな時事問題とも絡めながら理論

的・哲学的な考察をおこなう。代表制、多数決、熟議、世論、政党制、ポピュリズムなどの重要テーマを取りあげ、民主主義につい

て多角的に理解を深めることを目指す。単に文献を読み進めるだけでなく、チークを組んで任意のテーマでディベートをおこなっ

たり、個人研究に基づくプレゼンテーションもおこなってもらう。また、夏休み期間の合宿（9 月初旬）とインカレのプレゼン大会（12

月中旬）への出場も予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アイスブレーキング・ディスカッション 

3. テキスト輪読（１） 

4. テキスト輪読（２） 

5. テキスト輪読（３） 

6. テキスト輪読（４） 

7. テキスト輪読（５） 

8. テキスト輪読（６） 

9. テキスト輪読（７） 

10. テキスト輪読（８） 

11. テキスト輪読（９） 

12. テキスト輪読（10） 

13. チーム対抗ディベート戦（１） 

14. チーム対抗ディベート戦（２） 

15. テキスト輪読（11） 

16. テキスト輪読（12） 

17. テキスト輪読（13） 

18. テキスト輪読（14） 

19. 個人研究の構想発表（１） 

20. 個人研究の構想発表（２） 

21. テキスト輪読（15） 

22. テキスト輪読（16） 

23. テキスト輪読（17） 

24. チーム対抗ディベート戦（３） 

25. チーム対抗ディベート戦（４） 

26. 個人研究プレゼンテーション（１） 

27. 個人研究プレゼンテーション（２） 

28. 個人研究プレゼンテーション（３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）テキスト輪読に関してはただ漫然と読むのでなく、疑問点や印象深い点をメモして持参すること。 

２）ディベートに際してはチームごとに討論に必要な資料集めをおこなってもらう。 

３）個人研究については各自で設定したテーマを掘り下げるための文献収集や論点整理をおこなってもらう。 

４）個人研究発表にあたってパワーポイントスライドを作成してもらう（分からない場合は個別指導する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業態度・議論への参加および貢献度(40%)/報告・レジュメ(30%)/個人研究発表(30%) 

本演習では時間を延長して議論を続けることもあるので承知しておくこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉田敦、2001 年、『デモクラシーの論じ方』、ちくま新書 (ISBN:448005894X) 

2. 宇野重規、2010 年、『〈私〉時代のデモクラシー』、岩波新書 (ISBN:400431240X) 

3. 早川誠、2014 年、『代表制という思想』、風行社 (ISBN:486258084X) 

4. 水島治郎、2016 年、『ポピュリズム』、中公新書 (ISBN:4121024109) 

上記の文献のほかにも論文の抜粋（コピー）を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ロバート・ダール、2001 年、『デモクラシーとは何か』、岩波書店 

2. バーナード・クリック、2004 年、『デモクラシー』、岩波書店 

3. 佐々木毅、2007 年、『民主主義という不思議な仕組み』、ちくまプリマ―新書 

4. ベンジャミン・バーバー、2009年、『ストロング・デモクラシー』、日本経済評論社 

5. 宇野重規、2013 年、『民主主義のつくり方』、筑摩選書 

6. 山﨑望・山本圭、2015 年、『ポスト代表制の政治学』、ナカニシヤ出版 

その他の文献については授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： １５～２０名程度 

配当年次： ２～４年次 

選考方法： レポート 

①題目： 自己紹介と志望理由 

②字数： 1,500 字 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX632／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
紛争解決学─調停による紛争解決と弁護士による紛争解決 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 民事紛争の解決について、調停と、弁護士による交渉を中心に学習し、それぞれの特質を理論と実際に即して理解するととも

に、紛争の解決とは何かについて多面的にとらえる視点を得る。口頭でプレゼンする能力と、自らテーマを設定してリサーチし、

論文にまとめる力を身につける。グループワークを通じて共同作業する経験を重ねる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 春学期は、調停の総論と、家事調停の制度と現状について文献で学んだうえで、日本の調停に、自主交渉援助型調停

（transformative mediation）と認知変容型調停（transformative mediation）の思想とスキルを普及させることを目的とする書物など

を読む。 

 秋学期は、ロースクールのロイヤリング（弁護士実務）の教科書を用いて、弁護士を使った紛争解決とはどういうものかを理解

する。それを通じて、紛争解決における法律の実際の働きについて学ぶ。法律相談、証拠収集の基本技術、ADR を含めた紛争

解決手段の選択、弁護士間交渉、合意文書の作成などを扱う。 

 毎回、報告担当班以外の人は、Blackboard にコメントと疑問点を提出することが義務づけられる。 

 ゼミ論（８０００字程度）の作成が単位修得の要件である。テーマは、各自が設定するが、秋学期で用いるロイヤリングの教科書

を参照して、興味のあるテーマを選んでも良い。６月頃にテーマと読むべき文献について面談により指導し、それに基づいて、夏

休み中に第一稿（４０００字程度）を執筆して、ゼミ合宿（９月）で中間報告をする。秋学期の授業内で最終報告会を行う予定であ

る。 

 ゼミ合宿（２泊３日）の参加は義務である。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入： 授業の予定、班分け、予習、復習の指示など。 

2. 調停総論：山本・山田『ADR 仲裁法（第２版）』第６章を読んで、議論する。 

3. 家事調停序論：梶村・徳田『家事事件手続法（第３版』）第１章を読んで，議論する。 

4. 同席調停の実践例：井垣 「同席調停の狙いと成功の条件」を読んで，議論する。 

5. 自主交渉援助型調停入門（１）：レビン小林『調停者ハンドブック』を読んで，議論する。 

6. 自主交渉援助型調停入門（２）：統合型交渉について文献と DVD 教材で学ぶ。 

7. 自主交渉援助型調停： 安藤・田中『調停にかかわる人にも役立つメディエーション入門』を読んで議論する。 

8. 認知変容型調停：安藤・田中『調停にかかわる人にも役立つメディエーション入門』を読んで議論する。 

9. 調停ロールプレ一（１） 

10. 調停ロールプレー（２） 

11. 和解の実践例（１）：廣田『和解のコツ』を読んで，議論する。 

12. 和解の実践例（２）：廣田『和解のコツ』を読んで，議論する。 

13. 調停ロールプレー（３） 

14. まとめ：春学期の授業内容について総括する。また、ゼミ論のテーマについて発表する。 

15. 初回面談の基本技術：名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』（第２版）を読んで、議論する。 

16. 事件を受任する際の基本技術：名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』（第２版）を読んで、議論する。 

17. 調査・証拠収集の基本技術（１）：名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』（第２版）を読んで、議論する。 

18. 調査・証拠収集の基本技術（２）：名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』（第２版）を読んで、議論する。 

19. 和解の実践例（３）：廣田『和解のコツ』を読んで，議論する。 

20. 調停ロール・プレー（４） 

21. ADR を含めた紛争解決手段の選択：名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』（第２版）を読んで、議論する。 

22. 交渉総論：名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』（第２版）を読んで、議論する。 

23. 交渉プランニングの方法、合意文書の作成：名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』（第２版）を読んで、議論

する。 

24. 交渉ロール・プレー 

25. 合意文書の作成：名古屋ロイヤリング研究会編『実務ロイヤリング講義』（第２版）を読んで、議論する。 

26. ゼミ論発表会（１）：ゼミ論文の研究成果について口頭で報告し，議論する。 

27. ゼミ論発表会（２）：ゼミ論文の研究成果について口頭で報告し，議論する。 
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28. まとめ：1 年間の学習成果について全員が発表し、共有する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告担当班は、事前にプレゼンテーションの準備を行う。報告担当班以外の参加者は、報告担当班が事前に提示した論点につ

いてのコメントと、テキストの疑問点を、Blackbaord に授業日前に提出する。ゼミ論文の作成には授業時間外に多大な学習を必

要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業中の貢献(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安藤信明・田中圭子、2015、『調停にかかわる人にも役立つメディエーション入門』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-35601-8) 

2. 廣田尚久、2017、『和解のコツ』、学用書房 (ISBN:978-4313314146) 

3. 名古屋ロイヤリング研究会編、2009、『実務ロイヤリング講義（第 2 版）』、民事法研究会 (ISBN:978-4896285086) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本和彦・山田文、2015、『ADR 仲裁法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4535519725) 

2. 梶村太一・徳田和幸編、2016、『家事事件手続法（第３版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13637-3) 

3. レビン小林久子、1998、『調停者ハンドブック』、信山社 (ISBN:978-4797221213) 

4. 日本弁護士連合会法科大学院センターローヤリング研究会編、2016、『法的交渉の技法と実践』、民事法研究会 (ISBN:978-

4-86556-106-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート 

①題目： 「私の研究テーマ」 このゼミで研究したいテーマを具体的に論じた上で，このゼミを志望する理由について書いて下さ

い。ワープロ使用可。 

②字数： 2000 字程度 

演習論文： 実施しない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX633 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX633／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史認識問題 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 潤一郎(SHOJI JUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後 70 年以上が経過した現在でも、東アジアでは歴史認識をめぐって論争が惹起しており、日本の外交に大きな影響を及ぼし

ており、加えて社会人はもちろん大学生にとっても避けて通れない問題となっている。そこで、本演習では、東アジアにおける歴史

認識問題の背景・要因・特質、及び近年の動向について、多角的に考えてみたい。それにより、皆さんが自身の歴史認識を身に

着けると同時に、外国の方と議論し得る基盤を習得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は、歴史認識問題に関する基本的な文献を輪読、報告を踏まえて議論を行う。秋学期は、参加者各人が歴史認識問題に

関する具体的なテーマを選定し、考察の結果を発表、議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（演習の進め方） 

2. 歴史認識問題概論 

3. 歴史認識問題に関する基本的文献の輪読・議論① 

4. 同上② 

5. 同上③ 

6. 同上④ 

7. 同上⑤ 

8. 同上⑥ 

9. 同上⑦ 

10. 同上⑧ 

11. 同上⑨ 

12. 同上⑩ 

13. 同上⑪ 

14. 同上⑫ 

15. 事例研究方法論 

16. 事例研究の報告・議論① 

17. 同上② 

18. 同上③ 

19. 同上④ 

20. 同上⑤ 

21. 同上⑥ 

22. 同上⑦ 

23. 同上⑧ 

24. 同上⑨ 

25. 同上⑩ 

26. 同上⑪ 

27. 同上⑫ 

28. 総合討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/担当報告の内容(50%)/演習に対する姿勢・態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 波多野澄雄、2011、『国家と歴史』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102137-3) 
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2. 大沼保昭、2015、『「歴史認識」とは何か』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102332-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 東郷和彦、2015、『危機の外交』、KADOKAWA (ISBN:978-4-04-082011-8) 

2. 服部龍二、2015、『外交ドキュメント 歴史認識』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431527-8) 

3. 読売新聞戦争責任検証委員会、2009、『検証 戦争責任 下』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-205177-5) 

4. 黒沢文貴、イアン・ニッシュ、2011、『歴史と和解』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-026228-6) 

5. 細谷雄一、2017、『戦後日本の歴史認識』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-023072-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：２０名以内  

配当年次：２～４年次  

選考方法：レポート 

①題目：本演習への志望理由と関心のある具体的なテーマ  

②字数：１０００字  

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX634 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX634／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多様性、その意義と限界 

担当者名 

（Instructor） 
瀧川 裕英(TAKIKAWA HIROHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様性の意義と限界について、法哲学の観点から徹底的に考察します。多様性を促進すべき理由は何か、多様性を促進するた

めに何をすべきか、あるいは何をすべきでないかを検討することで、あるべき法制度を構想する力を養います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 多様性は重要です。しかし、それはなぜでしょうか。また、仮に多様性が重要だとしても、多様であればあるほどよいといえるか

は別の問題です。さらに、多様性を促進するためにどの程度のコストを負うべきかも、論争的な問題です。どのような多様性を、ど

の程度促進すべきでしょうか。 

 具体的な問題は多岐にわたります。例えば、女性議席を導入すべきか。イルカ漁を禁止すべきか。男女別トイレだけではなくト

ランスジェンダー用のトイレを設置すべきか。外国人労働者の子どもに日本語での教育に加えて母語教育を提供すべきか。障害

者法定雇用率を上げるべきか。出所者の法定雇用制度を導入すべきか。朝鮮学校を授業料無償化の対象とすべきか。ムスリム

の子のために学校給食をハラルに対応させるべきか。介護職であることを理由とする LGBTの採用拒否を許容すべきか。被差

別少数者に大学入学で特別枠を設定すべきか。性別適合手術を公的医療保険の適用対象とすべきか。 

 この演習では、こうした問題を検討していきます。担当者には、現在の状況の説明と論点の提示をしてもらいます。議論は＜ボ

トム・アップ討論方式＞で行い、参加者全員に参加してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告と議論 

3. 報告と議論 

4. 報告と議論 

5. 報告と議論 

6. 報告と議論 

7. 報告と議論 

8. 報告と議論 

9. 報告と議論 

10. 報告と議論 

11. 報告と議論 

12. 報告と議論 

13. 報告と議論 

14. 最終討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回に配布する詳細なシラバスで指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(70%)/担当した報告(30%) 

成績評価の前提として出席を重視します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

初回に配布する詳細なシラバスで紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「楽しいのに、気がついたら成長していた」を目指しています。 
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採用人数： 20 名  配当年次： ３, ４年 

選考方法： レポート 

１)題目：あなたがこの演習に参加したら、この演習はどうなるか？ 

２)字数：A4 用紙１枚（書式は自由） 

 

演習論文： 実施しません 

 

詳細については、下記のゼミ・サイトを参考にしてください。 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/taki/ 

 

注意事項（Notice） 
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■EX635 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX635／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
登記実務から学ぶ民法／債権法改正の論点もカバーし、実践場面でも有用 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 龍介(SUZUKI RYUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

その他登録  

大学院科目 ND161 法学政治学特別リサーチＡと合併開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 民法は、私たちの生活に密接に関連する基本法であり、実務の観点から民法を学習することは、これまでの復習や各種の試験

対策にもつながるものと考える。 

 一方、登記は国民の諸活動における重要なインフラであり、登記に関して一定の知識を持つことは、将来にわたって多方面で

有益である。 

 この両者（民法と登記）を相互に関連づけて学ぶことにより、具体的なイメージを想起するとともに、実務現場での対応力を養う

ことを目指す。なお、改正債権法等の最新の情報を紹介することとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各授業（第２回目～）について、受講生のうち１名もしくは２名（報告担当者）を割り当て、以下のとおり各回の授業を進めることと

する。 

①報告担当者において当該項目に関する報告書を作成（授業前配信） 

②報告担当者において授業で報告 

③受講生において質疑・意見交換 

④講師において報告の補足と実務資料の提供等 

 なお、報告書については、該当する条文の内容と関連する判例のポイントをまとめたものを想定している（分量・形式は自由）。 

 また、報告担当者とは別の受講生を指定し、当該担当者において講義録を作成・配信し、復習・確認等に利用されることを企図

する。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／民法総論／登記総論 

 講師から本授業の目的や進め方について、具体的に説明する（担当者の決定を含む）。 

 講師から改正債権法等を含む民法の全体像と登記制度のアウトラインについて、講義をする。 

2. 能力（成年後見を含む） 

 権利能力・行為能力についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは成年後見の実務についてフォローをする。 

3. 法人（一般社団・財団法人を含む） 

 法人についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは一般社団・財団法人の実務についてフォローをする。 

4. 時効（期間計算を含む） 

 時効制度と期間の計算についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは改正債権法における消滅時効の見直しについてフォローをする。 

5. 不動産物権変動 

 民法１７７条の対抗要件についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは不動産登記の実務の基礎についてフォローをする。 

 

6. 用益権（賃借権を含む） 

 用益物権・賃借権（借地権を含む）についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは用益権の登記の実務についてフォローをする。 

7. 抵当権（金銭消費貸借を含む） 

 抵当権とその代表的な原因行為である金銭消費貸借についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは抵当権の登記の実務と改正債権法における消費貸借の見直しについてフォローをする。 

8. 根抵当権 

 根抵当権についての担当者の報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは根抵当権の登記の実務と改正債権法における根抵当権の見直しについてフォローをする。 

9. 動産・債権譲渡 

 対抗要件を中心に動産・債権譲渡についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは動産・債権譲渡登記の実務と改正債権法における債権譲渡の見直しについてフォローをする。 



 - 265 - 

 

10. 保証、連帯債務 

 保証と連帯債務についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは保証と連帯債務に関する登記の実務と改正債権法における保証と連帯債務・債権の見直しについてフォロー

をする。 

11. 売買、贈与 

 実務上、頻出かつ重要な売買と贈与についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは売買と贈与に関する登記の実務と改正債権法における売買の見直しについてフォローをする。 

 

12. 委任（代理を含む） 

 委任と代理についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは委任と登記との関係と登記申請の代理人である司法書士・土地家屋調査士についてフォローをする。 

13. 法定相続、遺産分割 

 相続のうち法定相続と遺産分割についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは登記を含む相続の実務と関連する相続法改正についてフォローをする。 

14. 遺言・遺留分 

 相続のうち遺言と遺留分についての報告をもとに、ディスカッションする。 

 講師からは遺言の実務と関連する相続法改正についてフォローをする。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

① 報告書の作成 － 報告書の確認等 

② 講義録の作成 － 講義録の確認等 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当した報告書の内容（含む授業での報告）(50%)/授業での発言(30%)/担当した講義録の内容(20%) 

なお、授業に２／３以上の出席がない場合には、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠藤浩・良永和隆編、2012、『別冊法学セミナー№215 基本法コンメンタール 民法総則』、日本評論社 (ISBN:ISBN 978-4-

535-40250-8) 

2. 遠藤浩・鎌田薫編、2005、『別冊法学セミナー№188 基本法コンメンタール 物権』、日本評論社 (ISBN:ISBN4-535-40229-9) 

3. 遠藤浩編、2005、『別冊法学セミナー№185 基本法コンメンタール 債権総論』、日本評論社 (ISBN:ISBN4-535-40226-4) 

4. 遠藤浩編、2005、『別冊法学セミナー№186 基本法コンメンタール 債権各論Ⅰ』、日本評論社 (ISBN:ISBN4-535-40227-2) 

5. 遠藤浩編、2005、『別冊法学セミナー№187 基本法コンメンタール 債権各論Ⅱ』、日本評論社 (ISBN:ISBN4-535-40228-0) 

6. 松川正毅・窪田充見編、2015、『別冊法学セミナー№240 新基本法コンメンタール 親族』、日本評論社 (ISBN:ISBN 978-4-

535-40267-6) 

7. 松川正毅・窪田充見編、2016、『別冊法学セミナー№245 新基本法コンメンタール 相続』、日本評論社 (ISBN:ISBN 978-4-

535-40268-3) 

参考文献（続き） 

8. 鎌田薫・寺田逸郎編 

『別冊法学セミナー №206 新基本法コンメンタール 不動産登記法』 

日本評論社 2010 年 ISBN978-4-535-40238-6 

 

9. 潮見佳男・道垣内弘人編 

『別冊ジュリスト 223 号 民法判例百選Ⅰ 総則・物権（第７版）』 

有斐閣 2015 年 ISBN 978-4-641-11523-1 

 

10. 中田裕康・窪田充見編 

『別冊ジュリスト 224 号 民法判例百選Ⅱ 債権（第７版）』 

有斐閣 2015 年 ISBN 978-4-641-11524-8 

 

11. 水野紀子・大村敦志編 

『別冊ジュリスト 225 号 民法判例百選Ⅲ 親族・相続（第７版）』 

有斐閣 2015 年 ISBN 978-4-641-11525-5 

 

12. 七戸克彦 

『勁草法学案内シリーズ 不動産登記法案内』 

勁草書房 2014 年 ISBN978-4-326-49933-5 

 

13. 池田真朗編 
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『民法 Visual Materials（第２版）』 

有斐閣 2017 年 ISBN 978-4-641-13774-5 

 

14. 日本司法書士会連合会編 

『民法（債権関係）改正と司法書士実務』 

民事法研究会 2017 年 ISBN 978-4-86556-172-2 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１５名 

配当年次：３・４年次生（ただし、院生が優先） 

選考方法：提出されたエッセイにより選考する。   

①題目： 「本授業に対する抱負等」 

②字数： １０００字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX636 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX636／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理と法 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 裕子(TSUCHIYA YUKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人の命をめぐる問題について多角的な視点から考察し、答えのない問題に自分なりの答えを導き出す能力を養います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 生殖補助医療や終末期医療、脳死・臓器移植など、生命倫理に関する問題が提起されるたびに、それに関する法整備を求め

る声が上がります。しかし医療の分野には、法律論だけでは解決のできない倫理的に困難な問題が多数存在します。この演習で

は、医療に関する具体的な事例を法的・倫理的側面から検討するとともに、医療における法の目的・役割、そして限界について考

えてみたいと思います。 

 毎回生命倫理に関する具体的な事例を取り上げ、全員で議論を行います。そのため、参加者には議論への積極的な参加と発

言が求められます。なお、この授業は「正しい答え」を提供するものではありません。答えのない問題に自分なりの答えを導き、

様々な価値観を持つ仲間との議論を通じて、自分の価値観や既存の倫理観を再考してみましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクトリー・ディスカッション～生命倫理について論じてみよう～ 

3. テーマの発見・抽出・選択～自分で問題を見つけてみよう～ 

4. 報告と議論 

5. 報告と議論 

6. 報告と議論 

7. 報告と議論 

8. 報告と議論 

9. 報告と議論 

10. 報告と議論 

11. 報告と議論 

12. 報告と議論 

13. 報告と議論 

14. 報告と議論 

15. 報告と議論 

16. 報告と議論 

17. 報告と議論 

18. 報告と議論 

19. 報告と議論 

20. 報告と議論 

21. 報告と議論 

22. 報告と議論 

23. 報告と議論 

24. 報告と議論 

25. 報告と議論 

26. 報告と議論 

27. 報告と議論 

28. 全体の統括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者はレジュメの作成等、周到な準備が求められます。また、日々進歩する医療技術について扱うため、日頃から新聞やニュ

ース等で関連する情報を収集しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点(25%)/担当報告の内容(25%)/授業への貢献度(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

『医事法判例百選（第 2 版）』（有斐閣 2014 年 978-4-641-11519-4） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次： 3,4 年次 

選考方法：レポート 

①題目： 

(i) 自己 PR と志望動機 

(ii) あなたの目の前で 3 人の人が溺れています。1 人しか助けられない場合、あなたなら誰を助けますか？下記の選択肢の中

から選び、その理由を論じてください。 

a.重度の心臓病をかかえた余命 3 ヶ月の 1 歳児 

b.3 人の子どもを持つ 35 歳シングルファーザーの殺人犯 

c.63 歳の総理大臣 

d.誰も助けない 

②字数：2000 字以内 

 

演習論文：実施しない 

 

※ゼミ運営の都合上、合格後は必ずゼミに参加する意思のある方のご応募をお待ちしております。一人でも多くの方にご参加い

ただけるよう、ご協力をお願いいたします。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX637 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX637／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑事・少年事件の研究ー元刑事裁判官の視点からの考察・検討 

担当者名 

（Instructor） 
廣瀬 健二(HIROSE KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我が国の刑事裁判制度ー少年事件・少年審判を含むーの概要と運用の実情を理解し、その問題点・特徴・利点などの理解を深

める。 

なお、法律家を目指す学生から、刑事・少年事件に関心を持つ学生まで幅広く対象とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

刑事訴訟法判例百選、少年法判例百選などの主要な刑事裁判例を学生の希望を参考に取り上げ、受講者に報告してもらったう

え、討議・検討する。教員は、刑事訴訟法、少年法の研究者の知見に加え、元裁判官（30 年）の経験に基づいて、実務の実情、

実務家の考え方、実際の事件を巡る問題点などを補足的にコメントし、受講者の議論を深める。課題とする裁判例として、これま

では、責任能力、死刑、再審、安楽死、少年事件、少年法改正などを取り上げている。なお、少年院などの施設見学も可能な範

囲で行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑事裁判制度の概要、判例・文献の検索方法の概説、課題とする判例の選定 

2. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

3. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

4. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

5. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

6. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

7. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

8. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

9. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

10. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

11. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

12. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

13. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

14. 主要な刑事裁判例の報告と討議・検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに記憶に残っている、あるいは関心を抱いた刑事・少年事件の捜査・裁判などの問題点をまとめ、刑法・刑事訴訟法・少

年法など、これまでに学んだ知識を前提に整理・検討しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

裁判例の報告(50%)/裁判例の検討・討議への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井上正仁ほか、2017、『刑事訴訟法判例百選（10 版）』、有斐閣 

2. 廣瀬健二、201７、『コンパクト刑事訴訟法（第 2 版）』、新世社 

3. 廣瀬健二、2017、『子どもの法律入門（第３版）』、金剛出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣瀬健二、2013、『刑事公判法演習』、立花書房 (ISBN:978-4-8037-4329-6) 

2. 田宮裕＝廣瀬健二、2017、『注釈少年法（第４版）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 20 名程度 

配当年次 ： ３・４年次 
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選考方法 ： レポート提出 

①題目 ：関心を持った刑事事件について 

②字数 ：1000 字程度 

演習論文 ：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX638 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX638／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
独占禁止法審判決研究 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独占禁止法の基本的な考え方を理解するとともに、独占禁止法の審判決の検討を通して判例分析の基本的な手法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、演習の序盤では、ケースを多用した参考書を講読し、比較的簡略化されたケース等の討論を通じて、独占禁止法の基礎的

な考え方と全体像を把握する。 

その後、独占禁止法に関する重要な公正取引委員会の審決例や裁判所の裁判例につき、報告者の報告と受講者全体による討

論を行い、具体的な事例において独占禁止法がどのように適用されるのかを理解する。 

独占禁止法の審判決例は事実関係の複雑なものが多いが、事案、争点、公正取引委員会や裁判所の判断を的確に把握し、そ

れに対する考察を行うことが求められる。また、独占禁止法は、経済的な問題にも深く関係するところ、経済や産業等に関する前

提知識は必要ないが、それらへの関心は求められる。本ゼミの中で、独占禁止法の様々な審判決を検討することを通じて、経済

の仕組みや企業の戦略的行動についての基本的な理解を養うこともできる。 

なお、報告回数は受講人数を踏まえて決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（１） 

2. オリエンテーション（２） 

3. 報告と受講者全体による討論 

4. 報告と受講者全体による討論 

5. 報告と受講者全体による討論 

6. 報告と受講者全体による討論 

7. 報告と受講者全体による討論 

8. 報告と受講者全体による討論 

9. 報告と受講者全体による討論 

10. 報告と受講者全体による討論 

11. 報告と受講者全体による討論 

12. 報告と受講者全体による討論 

13. 報告と受講者全体による討論 

14. 春学期まとめ 

15. オリエンテーション 

16. 報告と受講者全体による討論 

17. 報告と受講者全体による討論 

18. 報告と受講者全体による討論 

19. 報告と受講者全体による討論 

20. 報告と受講者全体による討論 

21. 報告と受講者全体による討論 

22. 報告と受講者全体による討論 

23. 報告と受講者全体による討論 

24. 報告と受講者全体による討論 

25. 報告と受講者全体による討論 

26. 報告と受講者全体による討論 

27. 報告と受講者全体による討論 

28. 全体まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

詳細は授業時に指示するが、報告者は報告資料を事前配布すること、報告者以外も、事前にテキストの該当箇所や審判決、参

考文献等を読み、何が問題となっているのかを把握しておくことが求められる。 

なお、経済法に関する一般的な参考文献については、初回の授業時に説明する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/演習への参加度（出席、発言）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金井貴嗣ほか編、2017、『経済法判例・審決百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115347) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮井雅明編著、2016、『経済法への誘い』、八千代出版 (ISBN:9784842916750) 

2. 土田和博ほか、2014、『条文から学ぶ独占禁止法』、有斐閣 (ISBN:9784641144705) 

3. 川濵昇ほか、2014、『ベーシック経済法（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641220201) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１５名程度 

配当年次：３、４年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：次の（a）又は（ｂ）のうち、どちらか１つを選択。 

  （a）関心のある産業・業界（何でもよい。）を１つ取り上げ、その産業・業界について調べたこと（主な事業者、現状や将来の課

題、歴史など、何でもよい。）を説明しなさい。 

  （ｂ）このゼミを志望した理由。 

  ②字数：１０００字から２０００字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX639 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX639／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費者の権利について考える 

担当者名 

（Instructor） 
細川 幸一(HOSOKAWA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代経済社会における消費者の権利について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 衣食住という言葉がある。人間が生きていくために最低限必要な生活領域を指す言葉である。ではどうやって現代人は衣食住

を満たしているのであろうか？  

 通常は売買契約を結び，代金を渡す代わりにモノを受領することによってそれらの需要を満たす。現代人の多くは労働者として

賃金を得て，それを使って消費者として必要なモノを購入して生きていくことになる。 

 モノの代金の原資となる賃金に限りがある以上，賢い消費をしないと豊かな生活ができないばかりか，逆に損害を蒙ったり，場

合によっては商品やサービスの欠陥により命を落とすこともある。 

 そうした現代経済社会の特徴とそこでの消費者の法的地位について共に考えたい。なお，秋学期演習（EX640)と同一内容であ

るので，どちらか一方のみを履修すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現在の経済社会で生きるということ 

2. 消費者の権利とは何か 

3. 法体系の中の消費者法 

4. グループ別討議① 

5. 競争と消費者 

6. 公正な契約とは 

7. サービスの適正化とは 

8. グループ別討議② 

9. 食品表示の適正化 

10. 製造物の安全 

11. グループ対抗ディベート 

12. 消費者問題に関する調査発表準備 

13. 消費者問題に関する調査発表 

14. ゼミの総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

生活上の身近な問題や疑問を法的に分析する習慣をつけておくとよいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(50%)/レポートの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 細川幸一、『大学生が知っておきたい生活のなかの法律』、慶應義塾大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

 

配当年次： 3 年次のみ 

 

選考方法：下記 2 点のレポート提出による  
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①題目： 

A. 志望動機  

B．以下の二つのホテルがある。 

  １．朝食付きシングルルーム一泊８千円 

  ２．シングルルーム一泊８千円（朝食無料サービス付） 

 ホテルの都合で朝食が提供されなかったとき、消費者の権利に違いがあるか？ 

 考えを述べなさい。 

②字数：A.自由 B. 自由 

 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX640 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX640／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費者の権利について考える 

担当者名 

（Instructor） 
細川 幸一(HOSOKAWA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代経済社会における消費者の権利について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 衣食住という言葉がある。人間が生きていくために最低限必要な生活領域を指す言葉である。ではどうやって現代人は衣食住

を満たしているのであろうか？  

 通常は売買契約を結び，代金を渡す代わりにモノを受領することによってそれらの需要を満たす。現代人の多くは労働者として

賃金を得て，それを使って消費者として必要なモノを購入して生きていくことになる。 

 モノの代金の原資となる賃金に限りがある以上，賢い消費をしないと豊かな生活ができないばかりか，逆に損害を蒙ったり，場

合によっては商品やサービスの欠陥により命を落とすこともある。 

 そうした現代経済社会の特徴とそこでの消費者の法的地位について共に考えたい。なお，春学期演習（EX639)と同一内容であ

るので，どちらか一方のみを履修すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現在の経済社会で生きるということ 

2. 消費者の権利とは何か 

3. 法体系の中の消費者法 

4. グループ別討議① 

5. 競争と消費者 

6. 公正な契約とは 

7. サービスの適正化とは 

8. グループ別討議② 

9. 食品表示の適正化 

10. 製造物の安全 

11. グループ対抗ディベート 

12. 消費者問題に関する調査発表準備 

13. 消費者問題に関する調査発表 

14. ゼミの総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

生活上の身近な問題や疑問を法的に分析する習慣をつけておくとよいでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(50%)/レポートの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 細川幸一、『大学生が知っておきたい生活のなかの法律』、慶應義塾大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

 

配当年次： 3 年次のみ 

 

選考方法：下記 2 点のレポート提出による  
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①題目： 

A. 志望動機  

B．以下の二つのホテルがある。 

  １．朝食付きシングルルーム一泊８千円 

  ２．シングルルーム一泊８千円（朝食無料サービス付） 

 ホテルの都合で朝食が提供されなかったとき、消費者の権利に違いがあるか？ 

 考えを述べなさい。 

 

②字数：A.自由 B. 自由 

 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX641／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ハンナ・アレント『人間の条件』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀を代表する政治思想家の一人であるハンナ・アレントの主著、『人間の条件』を、１年かけて精読する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ハンナ・アレント『人間の条件』（志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994 年）を精読する。 

その際、同書のコメンタール的解説書である仲正昌樹『ハンナ・アーレント「人間の条件」入門講義』（作品社、2014 年）も同時に

読んで理解を深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『人間の条件』の精読。および『ハンナ・アーレント「人間の条件」入門講義』の該当箇所の読解。 

『人間の条件』については、概ね、20 頁～30 頁を目処に読み進めます。 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

15. 同上 

16. 同上 

17. 同上 

18. 同上 

19. 同上 

20. 同上 

21. 同上 

22. 同上 

23. 同上 

24. 同上 

25. 同上 

26. 同上 

27. 同上 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は報告の準備をすること。 

報告者以外の参加者は当該箇所を必ず事前に読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/平常の授業態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ハンナ・アレント、1994、『人間の条件』、筑摩書房 (4-480-08156-9 C0131) 
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2. 仲正昌樹、2014、『ハンナ・アーレント「人間の条件」入門講義』、作品社 (ISBN:978-4-86182-479-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. Hannah Arendt. 1998. The Human Condition(2nd edition). The University of Chicago Press (ISBN:978-0-226-02598-8) 

2. 川崎修、2014、『ハンナ・アレント』、講談社 (ISBN:978-40629-22364) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 名程度 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート 

①題目： 本演習の志望理由  

②字数： 1000～2000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX642 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX642／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ統合の現在地―統合と危機 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 俊輔(SATO SHUNSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年、ヨーロッパ統合はユーロ危機、安全保障危機、難民危機、英国離脱など様々な危機に見舞われているとされる。そこで、本

演習ではこれらの危機を手掛かりとしてヨーロッパ統合の現在について多角的な知識を獲得し、構造的に理解することを目標と

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、ヨーロッパ統合の危機の時代をより広範な文脈から理解するため、冷戦後の EU統合について多角的に理解するこ

とから開始し、その後の諸危機の分析へ移っていく。そして、危機を再び大きな理論的・歴史的視野から捉え返し位置づけること

で、ヨーロッパ統合の孕む構造的な問題点や今後の課題について理解することを目指す。 

進行の仕方としては、毎回 2 本の教科書・配布論文等の輪読・討論に加え、各期末には授業の主題に関連したグループ発表を

行ってもらうこととする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―演習ガイダンスと各自の問題意識紹介 

2. 文献輪読 冷戦後の EU① 

3. 文献輪読 冷戦後の EU② 

4. 文献輪読 冷戦後の EU③ 

5. グループ研究①―グループ決め、研究主題の決定 

6. 文献輪読 欧州複合危機総論 

7. 文献輪読 ユーロ危機① 

8. 文献輪読 ユーロ危機② 

9. 文献輪読 難民危機 

10. 文献輪読 安全保障危機 

11. 文献輪読 英国離脱 

12. グループ研究報告① 

13. グループ研究報告② 

14. グループ研究報告③ 

15. 秋学期イントロダクション―演習ガイダンスと問題意識の共有 

16. 文献輪読 歴史のなかの危機 

17. 文献輪読 問題としての EU 

18. 文献輪読 欧州と世界のゆくえ 

19. グループ研究①―グループ決め、研究主題の決定 

20. 文献輪読 欧州統合とその争点① 経済 

21. 文献輪読 欧州統合とその争点② 社会 

22. グループ研究②―中間報告、研究報告準備 

23. 文献輪読 欧州統合とその争点③ 人の移動と移民 

24. 文献輪読およびまとめ 欧州統合とその争点④ ヨーロッパ統合と危機 

25. グループ研究③―研究報告準備 

26. グループ研究報告① 

27. グループ研究報告② 

28. グループ研究報告③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回、文献輪読の際には当該文献を読了の上、各自コメント・疑問点・論点を用意してくること。報告の際にはレジュメの用意が

必要。またグループ発表にむけて時間外の準備は必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献報告・グループ発表(50%)/授業態度・討論への参加(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 遠藤乾、2016、『欧州複合危機―苦悶する EU,揺れる世界』、中央公論新社 (ISBN:4121024052) 

上記教科書以外に使用する論文は様々な文献から成るため、各期冒頭で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠藤乾、2013、『統合の終焉―EUの実像と論理』、岩波書店 (ISBN:4000258990) 

2. 遠藤乾[編]、2014、『ヨーロッパ統合史 増補版』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815807671) 

その他様々な文献があるため、授業時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15-20 名 

配当年次：2-4 年次  

選考方法：レポート  

①題目：①演習の志望動機と②演習に関連して特に関心を持つ問題について  

②字数：1000 字以上  

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX643 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX643／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治維新からの現代――現代日本を知るための明治維新期研究 

担当者名 

（Instructor） 
菅原 光(SUGAWARA HIKARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治時代の社会・文化を理解し、それとの比較を通じて現代日本社会の特徴や問題を考え論じることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本社会が、例えば平安時代から何も変わっていないとまで言えばリアリティーがないが、敗戦や高度成長が日本社会をトータ

ルに変えたとも言い切れない。2018 年が明治 150 年の節目にあたることもあり、本演習では、それ以前の社会を根底的に変え、

現在の日本の原型を形作ったのは明治維新期であったという仮説を立ててみたい。現在の日本社会は明治からの連続として捉

えられるという仮説である。もしもそうだとすれば、我々が生きている現代日本を深く理解するためには、ルーツとしての明治維新

前後頃まで遡った検討が必要だということになる。明治の社会と文化についての研究と、それとの比較を通じて、現代日本社会

の特徴を考えていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習についてのガイダンスと履修者の自己紹介 

2. 課題テクスト講読と討論――福沢諭吉『福翁自伝』の講読を通じ、幕末明治期の社会と文化についての理解を深める(1) 

3. 課題テクスト講読と討論――福沢諭吉『福翁自伝』の講読を通じ、幕末明治期の社会と文化についての理解を深める(2) 

4. 課題テクスト講読と討論――福沢諭吉『福翁自伝』の講読を通じ、幕末明治期の社会と文化についての理解を深める(3) 

5. 『福翁自伝』についての読解と 3回にわたる討論を踏まえ、履修者の読解力、理解力、背景知識、並びに、関心の所在に基

づいた以後の研究計画についての相談、討論 

6. 課題テクスト講読と討論 

7. 課題テクスト講読と討論 

8. 課題テクスト講読と討論 

9. 課題テクスト講読と討論 

10. 課題テクスト講読と討論 

11. 課題テクスト講読と討論 

12. 課題テクスト講読と討論 

13. 課題テクスト講読と討論 

14. 中間のまとめと討論 

15. 課題テクスト講読と討論 

16. 課題テクスト講読と討論 

17. 課題テクスト講読と討論 

18. 課題テクスト講読と討論 

19. 課題テクスト講読と討論 

20. 課題テクスト講読と討論 

21. 課題テクスト講読と討論 

22. 課題テクスト講読と討論 

23. 課題テクスト講読と討論 

24. 課題テクスト講読と討論 

25. 課題テクスト講読と討論 

26. 課題テクスト講読と討論 

27. 課題テクスト講読と討論 

28. 総合討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題テクストの該当範囲を読んだ上で、授業内で発表する感想、意見、疑問点を 400 字程度にまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(30%)/授業内での討論(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

授業そのものは、履修学生による発表とそれを踏まえた学生同士の討論によって進められます。自分達でゼミを作り上げようとい
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う主体的な参加意欲を持つ学生の応募を期待しています。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 福沢諭吉、1937 年、『福翁自伝』、岩波文庫 (ISBN:9784003310229) 

2. 福沢諭吉、1995 年、『文明論之概略』、岩波文庫 (ISBN:9784003310212) 

3. 苅部直、2017 年、『「維新革命」への道』、新潮選書 (ISBN:410603803X) 

その他のテキスト、史料などは授業時にコピーを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 人程度 

配当年次：2 年次以上 

選考方法：レポート 

  ①題目：この演習を志望した理由 

  ②字数：1200 字程度 

演習論文：なし 

 

注意事項（Notice） 
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■EX644 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX644／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

この国のかたち 

  －－歴史と現状から見る日本政治のなかの地方／都市 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「大学に入ったら、好きな勉強を、思いっきりしたい」。こんな志を持っていた学生に、初心を思い出して、合宿なども含むゼミ活動

を通じて仲間を作り、「勉強した」と言える充実した大学生活を送ってもらうことが、このゼミの目標である。政治学・歴史学のアプ

ローチにより、現代日本の地方と大都市が直面する問題を理解し相対化する視座を獲得し、議論を通じて自分なりの意見を形成

することを学ぶ。また、テキストをきちんと読み報告・プレゼンしたり、自ら企画して取材・調査してレポートを書いたり、議論したり

する技術を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人口減少問題は、現代日本最大の問題である。それは地方だけの問題ではなく、大都市の問題でもあり、日本の運命を決めると

言ってよい。労働力や消費者、税金や産業、エネルギー・資源や自然、インフラや文化。これらをめぐり大都市と地方は争奪し、

譲り合ってきた。近代から現在に至る日本は、人口や国土、エネルギー、環境、食糧など国のかたちをどう造って来たのか。 

本ゼミでは、現代日本の大都市/地方の問題を政治学的視角から理解し、歴史的・比較的視座から現代を相対化するために、多

角的に選んだ重要なテキストを輪読・報告し、問題意識や分析枠組みを共有した上で、議論する。座学だけではなく、現場での研

修、外務省の第一線にある官僚を招いての外交講座(倉田ゼミと合同)、ジャーナリスト研究会なども行う。 

本ゼミのメイン・イベントでもある合宿では、今年ついにあの大地を訪れる。地元要人や業者さんのご協力を得て、地元の成り立

ち、生業、暮らしに触れ、現代日本の地方/都市問題の凝縮された課題を実地に学ぶ。楽しいだけではない、学生時代の忘れ得

ぬ思い出になるはずである。調査・計画・手配・調整・交渉・討論などのプロセスが参加者全員にミッションとして与えられ、積極的

な参加が義務である。 

この他にも、参加者が企画やテキストを提案することを歓迎する。ゼミは、君たちが作るものだから。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 地方／都市の問題に関する文献の輪読１ 

3. 同２ 

4. 同３ 

5. 同４ 

6. 同５ 

7. 同６ 

8. 同７ 

9. 同８ 

10. 第一線の外交官を招いての外交講座(倉田ゼミと共催) 

11. ゼミ合宿地についての研究会１ 

12. 同２ 

13. 同３ 

14. ゼミ合宿の最終検討会 

15. 地方／都市の問題に関する文献の輪読９ 

16. 同１０ 

17. 同１１ 

18. 同１２ 

19. 同１３ 

20. 同１４ 

21. 同１５ 

22. ジャーナリストとの研究会 

23. 秋の遠足(郊外研修) 

24. ゼミ論中間報告１ 

25. 同２ 

26. 同３ 

27. 同４ 

28. 現代日本の地方／都市についての総括 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献の輪読では、報告者が報告を準備する他、毎回コーディネーターが議論を整理する。報告者は他の文献を参照してテキスト

を補いつつ、テキストの要旨・論点を整理する。また、報告者とコーディネーターはゼミ当日までにサブゼミを行い、疑問を事前に

できるだけ解消すると共に、当日の議論の構成を準備する。それ以外の参加者は、毎回授業日の前々日零時まで（授業は月曜

なので、金曜日の終わる夜１２時まで）に該当する論文を読み、コメントを Blackboardの掲示板に書き込む。コーディネーターはこ

れを編集し、当日の議論のために印刷して配布し、当日の議論をコーディネートする。研究会や外交講座、ゼミ論中間報告会な

ども、事前に資料を読み、事前に提出したコメントを踏まえて、議論を行う。 

 

当日は全員が積極的に議論に参加できるよう、体調を整えて参加すること。 

演習は、６時半頃までは延長することが通例である。原則として、合宿への参加を必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率(30%)/担当報告の内容(40%)/平常の授業参加態度や発言内容(30%) 

病気・就職活動などの特別な事由を除き、欠席は認めない。欠席の場合も、できるだけ早く連絡し許可を得ること。2 回連続無断

欠席、通算 3 回欠席の場合には、原則として成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

2. 阿部恒久、1997、『「裏日本」はいかにつくられたか 』、日本経済評論社 (ISBN:4818809497) 

3. 佐々木信夫、2011、『都知事 : 権力と都政』、中公新書 (ISBN:9784121020901) 

4. 砂原庸介、2012、『大阪 : 大都市は国家を超えるか 』、中公新書 (ISBN:9784121021915) 

5. 鈴木直道、2014、『夕張再生市長 : 課題先進地で見た「人口減少ニッポン」を生き抜くヒント 』、講談社 

(ISBN:9784062191401) 

テキストとして挙げた上の５冊は概ね読む予定であるが、下に掲げた参考文献とあわせ、適宜取捨選択し、他のものも加えなが

ら、できるだけ違う角度・違う論点から書かれた本を読んでいきたい。 

 

【2018 年 3 月 30 日付変更（変更理由：テキスト品切れのため】 

1.のテキストを削除し、授業内で指示する。 

 

【変更以前の記載内容】 

1.古厩忠夫  『裏日本 : 近代日本を問いなおす 』 岩波新書 1997 4004305225 

 

【2018 年 8 月 28 日付変更（変更理由：参考文献をテキストに変更）】 

以下の参考文献をテキストに変更 

山下祐介・金井利之『地方創生の正体 : なぜ地域政策は失敗するのか』ちくま新書 2015 9784480068576 

 

参考文献（Readings） 

1. 小路田泰直ほか、2016、『核の世紀 : 日本原子力開発史』、東京堂出版 (ISBN:9784490209365) 

2. 増田寛也、2015、『東京消滅 : 介護破綻と地方移住』、中公新書 (ISBN:9784121023551) 

3. 米田雅子、2003、『田中角栄と国土建設 : 「列島改造論」を越えて 』、中央公論新社 (ISBN:4120034739) 

4. 宮崎学、2007、『近代ヤクザ肯定論 : 山口組の 90 年』、筑摩書房 (ISBN:9784480818287) 

5. 藻谷浩介、2013、『里山資本主義 : 日本経済は「安心の原理」で動く』、角川書店 (ISBN:9784041105122) 

6. 住友達也、2004、『あわわのあははーー徳島タウン誌風雲録』、西日本出版社 (ISBN:978-4901908054) 

【2018 年 8 月 28 日付変更（変更理由：参考文献をテキストに変更）】 

7.の参考文献をテキストに変更 

 

【変更以前の記載内容】 

7.山下祐介・金井利之『地方創生の正体 : なぜ地域政策は失敗するのか』ちくま新書 2015 9784480068576 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 18 名以内 

配当年次： ２～４年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習への志望理由・自己アピール＋「３０年後、私と私の住む町はどうなっているか」 

②字数：1600 字以上 

演習論文：実施する。 

一年間の総仕上げとして演習論文を完成し提出することを目標とする。また演習論文は貴重な 2単位となる。しかし、やむを得な

い事情がある場合には、相談の上、12 月の履修中止期間に演習論文の履修中止をすることもできる。また、その後であっても、

GPAで多少不利にはなるが、演習論文を提出しないという選択をすることもできる。 

 

参加者は、ゼミ合宿、懇親会などゼミ関係の行事において、未成年飲酒・アルハラ・迷惑行為は絶対に許されないことを銘記する

こと。 



 - 285 - 

 

注意事項（Notice） 
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■EX645 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX645／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

立教大生の政治意識に関するアンケート調査 

 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）若者が政治についてどのように考えているのか，その実態を把握する 

（2）ゼミ参加者が自ら企画・設計したアンケートを実施し，そこから収集・整理されたデータを用いて，適切で統計手法による分析

を行う 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半では，有権者の投票行動，若者の政治意識について扱った文献を輪読することで，良い「問い」を立てるための基礎知識を

身につける。そして，ゼミ時間の一部を利用して，統計分析ソフト R の操作法について実習形式で学ぶ。統計手法の練習には，

既存の大規模な社会調査データを活用する。 

 後半からは，複数の班に分かれて，各班が設定したテーマについて，立教大生を対象にアンケート調査を実施する。一連の共

同作業を経て分析データが完成すると，春学期から学習してきた統計手法を使って，各班で分析を行い，その結果を演習論文と

してまとめる。 

 ゼミは多少時間を延長して行われる場合がある。文献輪読など通常の授業以外にも，ゲストスピーカーによる講演，他大学との

合同ゼミ，夏合宿等を実施する予定ある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献輪読・分析手法の解説 

3. 文献輪読・分析手法の解説 

4. 文献輪読・分析手法の解説 

5. 文献輪読・分析手法の解説 

6. 文献輪読・分析手法の解説 

7. 文献輪読・分析手法の解説 

8. 2 次分析の構想発表 

9. ゲストスピーカーによる講演 

10. 文献輪読・分析手法の解説 

11. 文献輪読・分析手法の解説 

12. 文献輪読・分析手法の解説 

13. 文献輪読・分析手法の解説 

14. 2 次分析の結果発表 

15. 後半ガイダンス・班分け 

16. 調査の設計と実施 

17. アンケート調査の設計と実施 

18. アンケート調査の設計と実施 

19. アンケート調査の設計と実施 

20. アンケート調査の設計と実施 

21. データの整理・分析 

22. データの整理・分析 

23. ゲストスピーカーによる講演 

24. 他大学との合同ゼミ 

25. 分析結果の中間発表（1） 

26. 分析結果の中間発表（2） 

27. 演習論文の作成 

28. 分析結果の最終発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）「社会調査法」，「統計学」等の科目履修をゼミ参加の前提条件としているわけではない。授業の内容自体は，それらの科目

の履修していない場合でも参加できる構成となっている。もちろん，それらの授業で学んだ内容を実際の分析に応用してみたいと
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思っている学生の参加を大歓迎する。  

（2）立教大学社会情報教育研究センター（CSI）は，Blackboard上で動画視聴しながら R を使った統計分析の手法を学ぶことがで

きるオンデマンド講義を提供している。初心者でもわかりやすく解説しているので，授業開始前に予習しておきたい人は，ぜひ活

用してみることを勧めたい。下記のサイトからアクセスできる。 

https://csi.rikkyo.ac.jp/seminar/SitePages/Home.aspx 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/報告(30%)/討論・授業への参加度(40%) 

病気，就職活動などの正当な理由により欠席せざるを得ない場合は，必ず教員に事前連絡をすること。無断欠席が合計で 3 回

以上の場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。印刷した文献を事前に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯田健・松林哲也・大村華子、2016 年、『政治行動論 : 有権者は政治を変えられるのか』、有斐閣 (ISBN:9784641150294) 

2. 小谷敏・土井隆義・芳賀学・浅野智彦（編）、2011 年、『若者の現在 政治』、日本図書センター (ISBN:9784284502023) 

3. 大谷信介・木下栄二・後藤範章・小松洋、2013 年、『新・社会調査へのアプローチ : 論理と方法』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:9784623066544) 

4. 奥村晴彦、2016 年、『Rで楽しむ統計』、共立出版 (ISBN:9784320112414) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 20 名 

配当年次： 2〜4 年次 

選考方法： レポート 

①題目： 自己紹介，本演習への志望理由 

②字数： 自由 

演習論文： 実施する 

 

注意事項（Notice） 
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■EX646 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX646／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代ヨーロッパ・リサーチ 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ヨーロッパの政治・社会の問題について，リサーチする視点と方法を学び，個人やグループチームで発表・論文作成する能

力を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ＥＵの危機，環境・福祉・ジェンダー政策，移民・難民との共生など，現代ヨーロッパの政治は予想を越えて変化を続ける。ヨーロッ

パ各国とＥＵはどんな問題に直面し，どんな解決が選ばれたのか。それを解明するために自らリサーチを企画・実施することがこ

の演習の目的である。具体的には，１．最新の文献や報道の講読と討論，２．個人やグループによる調査と発表，３．演習論文の

執筆（就職活動などで困難な場合は小論文でよい）を行う。そのほか，ゲストスピーカーとの対話，他教員・他大学ゼミとの交流な

どを通し，参加者が関心と意見を交換できる場をつくりたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習ガイダンスと各自の問題関心の紹介 

2. 文献講読・討論１（ヨーロッパのイスラーム問題） 

3. 文献講読・討論２（ポピュリズムの広がり） 

4. グループ・リサーチ準備 

5. グループ・リサーチ・プレゼンテーション 

6. ゲストスピーカー（ＥＵ専門家予定）とのディスカッション 

7. 文献講読・討論３（フランスの平等対多様性） 

8. 文献講読・討論４（フランスの移民政策） 

9. グループ・リサーチ準備 

10. グループ・リサーチ・プレゼンテーション（合同ゼミを予定） 

11. 文献講読・討論５（アイデンティティの政治） 

12. 文献講読・討論６（スカーフ問題） 

13. ゲストスピーカー（ヨーロッパ政治・社会問題専門家）とのディスカッション 

14. グループ・リサーチ準備 

15. グループ・リサーチ準備（続き） 

16. グループ・リサーチ・プレゼンテーション（他大学との合同ゼミを予定） 

17. テーマ（ヨーロッパ政治・社会問題報道・映画等）討論 

18. 文献講読・討論７（ジェンダーと政治） 

19. 文献講読・討論８（ヨーロッパの若者の未来） 

20. グループリサーチ準備 

21. グループリサーチ・プレゼンテーション（ゼミ合宿を予定） 

22. テーマ（ヨーロッパ政治・社会問題報道・映画等）討論 

23. ゲスト・スピーカー（ヨーロッパ比較政治専門家）とのディスカッション 

24. 演習論文ガイダンス 

25. 演習論文中間発表１ 

26. 演習論文中間発表２ 

27. 演習論文中間発表３ 

28. 演習論文講評・総括ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストやゲストの話を受動的に受けるだけでなく，毎回のテーマに関連する情報を自分で調べ，疑問や意見を付したメモを用意

して，討論やグループ・リサーチに向けた準備をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/発表(40%)/討論への参加(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 宮島喬、2017、『フランスを問うー国民、市民、移民』、人文書院 (ISBN:9784409230589) 

電子版・日本語「ル・モンド・ディプロマティーク」 http://www.diplo.jp/ 

月刊誌『生活経済政策』 

 

参考文献（Readings） 

1. 馬場康雄・平島健司編、2010、『ヨーロッパ政治ハンドブック〔第２版〕』、東京大学出版会 (ISBN:9784130322140) 

立教大学法学部『ラーニング・ガイド』 

立教大学大学教育開発・支援センター『Master of Writing』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 20 名 

配当年次 ： ２～４年次 

選考方法 ： レポート 

①題目 ：演習論文のテーマにしたいヨーロッパの政治・社会の問題（『ラーニング・ガイド』，『Master of Writing』等の書式にしたが

って参考文献を必ず明記すること） 

②字数 ：2,000 字以上 

演習論文 ：実施する 

 

注意事項（Notice） 
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■EX647 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX647／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの政治と外交 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ政治・外交に関する基本的知識の習得、およびプレゼンテーションと討論の能力の向上 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ政治・外交と国際関係について学ぶ。ゼミではアメリカの対外関係、とくに日米中関係、アジア・太平洋国際関係、日米

関係、さらにはトランプ政権の内政・外交に関するテキストを輪読し、毎週二名程度の報告者のレジュメをもとに出席者の議論に

よって進める。毎回相当の読書量を課し、ゼミへの積極的参加を求める。ゼミで取り上げる論点については、事前に MLで発表す

る。また例年通り、学習院大学庄司ゼミとの合同研究会を開催する。ゼミ合宿も行う予定。演習論文を全員に課す。 

 ゼミでの議論は、自己を表現し、他者と討論する能力を養い、向上させる良い機会になるであろう。なお英語文献も使用する予

定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アメリカ外交の基本テキストの輪読１ 

3. アメリカ外交の基本テキストの輪読２ 

4. アメリカ外交の基本テキストの輪読３ 

5. アメリカ外交の基本テキストの輪読４ 

6. 日米中関係のテキストの輪読１ 

7. 日米中関係のテキストの輪読２ 

8. 日米中関係のテキストの輪読３ 

9. 日米中関係のテキストの輪読４ 

10. アジア・太平洋国際関係のテキストの輪読１ 

11. アジア・太平洋国際関係のテキストの輪読２ 

12. アジア・太平洋国際関係のテキストの輪読３ 

13. アジア・太平洋国際関係のテキストの輪読４ 

14. トランプ政権の内政・外交のテキストの輪読１ 

15. トランプ政権の内政・外交のテキストの輪読２ 

16. トランプ政権の内政・外交のテキストの輪読３ 

17. トランプ政権の内政・外交のテキストの輪読４ 

18. 国際政治のテキストの輪読１ 

19. 国際政治のテキストの輪読２ 

20. 国際政治のテキストの輪読３ 

21. 国際政治のテキストの輪読４ 

22. 日米関係のテキストの輪読１ 

23. 日米関係のテキストの輪読２ 

24. 演習論文構想の発表１ 

25. 演習論文構想の発表２ 

26. 演習論文構想の発表３ 

27. 日米関係のテキストの輪読３ 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回のアサインメント、関係文献を必ず学習して、ゼミに臨むこと。Blackboarｄや MLを利用の予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/クラスの議論への参加(40%)/レジュメ報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 佐々木卓也編、2017、『戦後アメリカ外交史』第三版、有斐閣 

2. Ｉ・ブレマー、2015、『スーパーパワー ―Gゼロ時代のアメリカの選択』、日本経済新聞社 

3. G・ケナン、2000、『アメリカ外交 50 年』、岩波現代文庫 (ISBN:4-00-600030-8) 

4. 船橋洋一、2006、『同盟漂流』上下、現代岩波文庫 

5. 大嶽秀夫、2013、『ニクソンとキッシンジャー』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102244-8) 

使用テキストについては、適宜出席者と相談する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 久保文明編、2017、『アメリカ政治』第三版、有斐閣 (ISBN:978-4641124035) 

2. 齋藤眞、1995、『アメリカとは何か』、平凡社 (ISBN:4-582-76089-9) 

3. 有賀貞、2012、『ヒストリカル・ガイド アメリカ』、山川出版社 (ISBN:978-4634640573) 

4. 佐々木卓也編、2011、『ハンドブック アメリカ外交史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623054800) 

5. 秋田浩之、2016、『乱流－米中日安全保障三国志』、日本経済新聞社 

参考文献については、ゼミでも紹介の予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：約 20 名 

配当年次：２年次以上 

選考方法：レポート 

①題目：演習志望の理由とアメリカ、国際関係に対する関心 

②字数：2000 字以上 

演習論文：全履修者に演習論文を課す 

 

注意事項（Notice） 
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■EX648 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX648／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀の国際政治：核拡散、武力紛争、難民の時代 

担当者名 

（Instructor） 
竹中 千春(TAKENAKA CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバルな激動の中で、20 世紀の世界を運営してきた政治的なしくみが、大きな挑戦を受けている。何をどのように捉えれば

よいか、そして私たちは国民国家の主人公として何をすればよいのか。テキスト購読では核戦争と核拡散に中心的な焦点をあて

つつ、21 世紀の世界における武力紛争や難民といった現象とともに、現代国際政治を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 グローバリゼーション、グローバルな市場経済、民主化や民主主義、ソーシャル･メディアやインターネットの拡大。こうした現象

と結びつき、21 世紀にはこれまでの歴史に存在していなかったほど活発な市民社会が形成されてきたが、そのため同時に強力

な反動も起こっている。 

 19-21 世紀の自由主義的な世界を率いてきた英米が、2016 年それぞれ国民投票と大統領選挙を通して、自由主義と国際主義

を大きく後退させる決定を行った。その背景には、中東・北アフリカにおける紛争・貧困の深刻化、そのための大量の移民・難民

の移動、それを受けたヨーロッパ諸国と EUの動揺、ロシア・中国・インドといった新興大国の軍事的台頭、関連して国際社会にお

ける権力移行と権力競合などの状況がある。しかも、リーマンショックで露呈された世界市場経済の動揺と不安定性、強硬な宗教

的ファンダメンタリズムや民族主義・人種主義の引き起こす暴力、テロと対テロ戦争による暴力の連鎖といった課題には、解決の

兆しが見られない。 

 こうした行き詰まり感の強い国際社会で、難民救済、平和構築、人道支援などの人道的な課題に取り組み、国際平和を守って

きた国連というしくみが、各国からの反発や拒否を受けてこれまでにない窮地に立たされそうな状況である。アメリカを中心に、国

連の常任理事国を担う大国と国連の間の緊張も高まりそうである。今年のゼミでは、急転する情勢を追いかけながら、グローバ

ルな市民社会の中で日本という国に生きる一員として、国際平和を守ることは可能かという課題を、核拡散、武力紛争、難民とい

う視角から考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ゼミの課題とスケジュールの説明と共有、ゼミの立ち上げ 

2. 講師レクチャー インド：1998 年核実験と核保有、そして核大国への道 

3. テキスト講読 1-1 『核兵器を禁止する』 報告と討論 

4. テキスト講読 1-2 『核兵器の拡散: 終わりなき論争』 報告と討論 

5. テキスト講読 1-3 『核兵器の拡散: 終わりなき論争』 報告と討論 

6. グループの学習①：研究グループごとにテーマを選び、学期末までの時間をかけて共同研究を実施。ゼミの時間帯以外で

もグループメンバーで行なう。 

7. テキスト講読 1-4 『核兵器の拡散: 終わりなき論争』 報告と討論 

8. テキスト講読 1-5 『核兵器の拡散: 終わりなき論争』 報告と討論 

9. グループの学習②：研究グループごとにテーマについての検討と打ち合わせ 

10. テキスト講読 1-6 『戦争を記憶する』 報告と討論 

11. テキスト講読 1-6 『戦争を記憶する』 報告と討論 

12. グループ学習の成果発表① 

13. グループ学習の成果発表② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・さまざまなメディア（新聞、テレビ、インターネットなど）にアクセスして、国際政治の日々の動きを追いかけてください。図書館を使

って書籍や論文にもチャレンジしてください。そして、流動する情報と蓄積された情報を読み取り、どのような議論ができるかを考

察する訓練をしてください。 

・海外旅行や留学にチャレンジして下さい。キャンパスの中で一緒に勉強している留学生など多様な方々と交流してください。グロ

ーバルな人間はまず積極的な態度と行動から生まれます。 

・日常的に、関心のあるトピックについて､周囲の人と対話してください。対話と議論が 21 世紀グローバル市民社会を生き抜く強

い知的道具となります。身につけましょう。 

・東アジア経済共同体フォーラム（AECF)の研究大会が、毎年、韓国のインチョンで開催されています。2017 年度大会が 11 月初

めの秋休みに重なる場合には、「アジアモデル（Model Asia)」の学生選抜大会（英語）に、選抜した学生数名と参加したいと思いま
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す。日程の発表を待って皆さまとご相談の上で、実施するかどうかを決める予定です（必要最低限ですが、旅費がかかります）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/報告や研究発表(30%)/レポート提出(30%)/討論やゼミ活動への貢献(10%) 

ゼミ全体やグループ学習の中でリーダーシップを発揮しましょう。そうした貢献も重要な評価対象とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原帰一・大芝亮・山田哲也、2011、『平和構築・入門』、有斐閣 (ISBN-13: 978-4641049949) 

2. 川崎哲、2014、『核兵器を禁止する 』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4002709062) 

3. S・セーガン、K・ウォルツ、2017、『核兵器の拡散: 終わりなき論争』、勁草書房 (ISBN-13: 978-4326302574) 

4. 藤原帰一、2001、『戦争を記憶する 広島・ホロコーストと現在』、講談社 (ISBN-13: 978-4061495401) 

以上の文献は必ず読んでください。演習でも使用します。なお、他のテキストは、開始時に示します。国際人としてのコミュニケー

ション能力を伸ばすため，英語文献も用います。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤原帰一、2007、『国際政治』、日本放送出版協会 (ISBN-13: 978-4595135040) 

2. 明石康、2006、『国際連合―軌跡と展望』、岩波新書 (ISBN-13: 978-4004310525) 

3. 長有紀枝、2012、『入門 人間の安全保障』、中央公論新社 (ISBN-13: 978-4121021953) 

4. 竹中千春、2004、『世界はなぜ仲良くできないの？暴力の連鎖を解くために』、CCC メディアハウス (ASIN: B00OQ4QKA0) 

5. 大芝亮他、2006、『平和政策』、有斐閣 (ISBN-13: 978-4641183438) 

6. E・H・カー、2011、『危機の二十年――理想と現実 』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4003402214) 

7. 竹中千春、2018、『ガンディー 平和を紡ぐ人』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4004316992) 

他の参考文献は、演習時に示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞  

採用人数 ： 15～20 名   配当年次 ： 2～4 年次  選考方法 ： レポート 

題目 ：このゼミと関連したテーマについて、2000 字程度でレポートを書いて下さい。参照した文献も記載してください。 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 294 - 

■EX649 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX649／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
香港の政治と社会：グローバル・ナショナル・ローカルな視点からの検討 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

香港の事例から、アジア政治に深く影響しているグローバル・ナショナル・ローカルな問題を知り、日本のこれからのあり方を考え

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジアの政治は、世界の変化から生じるグローバルな問題、国家と社会の関係性というナショナルな問題、地域や地方に独特の

ローカルな問題をそれぞれ抱え、激動と混沌の時代を迎えています。この演習では、グローバル化・中国の台頭・域内の社会の

急激な変化という状況に晒されている香港を深く理解することで、日本の将来を考えるヒントを得ます。 

ゼミ全体で香港の政治についての理解を共有した上で、グループに分かれて事例研究を行います。希望者には演習論文を執筆

してもらい，その内容についてもゼミで議論して行きます。 

なお、本ゼミでは時間を延長して開講する場合がありますので、月曜 6 限の時間も他の授業や私用を入れないこと、また、他大

学との合同ゼミや、香港でのゼミ合宿などを計画しているので、正規の開講時間以外の各種行事にも、労を惜しまず積極的に参

加することが履修の条件です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・グループ分け 

2. 共通文献輪読① 

3. 共通文献輪読② 

4. 共通文献輪読③ 

5. 共通文献輪読④ 

6. 共通文献輪読⑤ 

7. 事例研究とグループ発表① 

8. 事例研究とグループ発表② 

9. 事例研究とグループ発表③ 

10. 事例研究とグループ発表④ 

11. 事例研究とグループ発表⑤ 

12. 事例研究とグループ発表⑥ 

13. 事例研究とグループ発表⑦ 

14. 演習論文中間報告会 

15. 事例研究とグループ発表⑧ 

16. 事例研究とグループ発表⑨ 

17. 事例研究とグループ発表⑩ 

18. 事例研究とグループ発表⑪ 

19. 事例研究とグループ発表⑫ 

20. 事例研究とグループ発表⑬ 

21. 事例研究とグループ発表⑭ 

22. 事例研究とグループ発表⑮ 

23. 事例研究とグループ発表⑯ 

24. 事例研究とグループ発表⑰ 

25. 事例研究とグループ発表⑱ 

26. 事例研究とグループ発表⑲ 

27. 事例研究とグループ発表⑳ 

28. 演習論文最終報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

常に香港に関する報道をチェックしておくこと。また、予告された教材の熟読や、それに関連する課題などの予習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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担当部分の報告(50%)/出席状況と議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 倉田徹・張彧暋、2015、『香港：中国と向き合う自由都市』、岩波書店 (ISBN:9784004315780) 

2. 倉田徹、2009、『中国返還後の香港』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815806248) 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉川雅之・倉田徹編、2016、『香港を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:9784750342535) 

2. 遊川和郎、2017、『香港 : 返還 20 年の相克』、日本経済新聞出版社 (ISBN:9784532357337) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 20 名 

配当年次： 2-4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：自分自身にとって最も重要なのは、①地球規模の問題、②国家レベルの問題、③地域の問題のいずれであると考える

か。その理由を説明せよ。 

②字数：2000 字程度 

演習論文：実施する 

 

注意事項（Notice） 
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■EX650 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX650／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
市場に介入する国家とか何か？ 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習においては、アダム・スミスの「見えざる手」（invisible hand）に対抗する重商主義の「見える手」（visible hand）についての

理論的な構成について学び、市場へと介入する国家の在り方について理解していくことになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習では、重商主義最大の理論家と目される J.ステュアートの大著『経済の諸原理に関する研究－自由な諸国民の国内政

策の科学に関する試論―なかでも特に、人口、農業、商業、工業、貨幣、鋳貨、利子、流通、銀行、為替、公信用ならびに租税に

ついて考察する』を取り上げて、その理論について学んでいく。18 世紀の古いテキストだが、経済学の基本的な構想がどのように

発展してきたのかを理解できると共に、ケインズの百年前にすでに見出されていた「有効需要」についての理論的な萌芽について

学ぶことができる。 

 本書は基本的には経済学の分野に属するが、そもそも経済学が成立する以前に書かれた文献でもあるため、社会や法、政治

などについての歴史的な分析が混在している。それらが複雑に入り組んだ論理を読み解きながら、その理論的なビジョンについ

て検討していく。 

 本授業は「演習」形式で行う。毎回、報告者が担当箇所を要約した発表を行い、コメンテーターが論点と問題点を提起する。他

の受講生にも毎回コメントペーパーを提出してもらう。 

 特定の予備知識を必要とするわけではないが、受講生には議論や発言に積極的に参加することを求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『経済の原理』： 第一編『人口と農業について」① 

3. 『経済の原理』：第一編「人口と農業について」② 

4. 『経済の原理』：第一編『人口と農業について』③ 

5. 『経済の原理』：第一編『人口と農業について』④ 

6. 『経済の原理』：第 2 編「交易と勤労について」① 

7. 『経済の原理』：第 2 編「交易と勤労について」② 

8. 『経済の原理』：第 2 編「交易と勤労について」③ 

9. 『経済の原理』：第 2 編「交易と勤労について」④ 

10. 『経済の原理』：第 2 編「交易と勤労について」⑤ 

11. 『経済の原理』：第 2 編「交易と勤労について」⑥ 

12. 『経済の原理』：第３編「貨幣と鋳貨について」① 

13. 『経済の原理』：第３編「貨幣と鋳貨について」② 

14. 『経済の原理』：第３編「貨幣と鋳貨について」③ 

15. 『経済の原理』：第３編「貨幣と鋳貨について」④ 

16. 『経済の原理』：第３編「貨幣と鋳貨について」⑤ 

17. 『経済の原理』：第３編「貨幣と鋳貨について」⑥ 

18. 『経済の原理』：第４編「信用と負債について」① 

19. 『経済の原理』：第４編「信用と負債について」② 

20. 『経済の原理』：第４編「信用と負債について」③ 

21. 『経済の原理』：第４編「信用と負債について」④ 

22. 『経済の原理』：第４編「信用と負債について」⑤ 

23. 『経済の原理』：第４編「信用と負債について」⑥ 

24. 『経済の原理』：第 5 編『租税の適切な使用について」① 

25. 『経済の原理』：第 5 編『租税の適切な使用について」② 

26. 『経済の原理』：第 5 編『租税の適切な使用について」③ 

27. 『経済の原理』：第 5 編『租税の適切な使用について」④ 

28. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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毎回、必ずテキストを読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(70%)/プレゼンテーション(20%)/レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェイムズ・ステュアート、1998、『経済の原理』第 1 編、第 2編、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4815803407) 

【2018 年 3 月 30 日付変更（変更理由：テキスト品切れのため】 

2.のテキストを削除し、授業内で指示する。 

 

【変更以前の記載内容】 

2.ジェイムズ・ステュアート 『経済の原理』第 3 編、第 4 編、第 5 編 名古屋大学出版会 1993 978-4815802080  

 

参考文献（Readings） 

1. 竹本洋、1995、『経済学体系の創成』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4815802738) 

2. 小林昇、1994、『最初の経済学体系』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4815802455) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：25 名 

配当年次：2・3・4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習を履修する理由とテーマへの関心について記すこと。 

②字数：800 字以上 

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX651／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代中国への歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
家永 真幸(IENAGA MASAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の中国にまつわる諸問題について、近現代史の視角から理解を深め、自分の言葉で説明できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は主に、現代中国を理解するために 100 年ほど歴史を遡って議論するタイプの文献をいくつか取り上げ、それらを参加者

で分担して輪読します。 

 

春学期の途中でゼミを 4 つくらいのグループに分け、年度末のグループ発表に向けた準備を始めていただきます。テーマは、現

代中国にまつわる具体的な問題を 1 つ自由に選び、それが一体いかなる問題なのか、歴史的形成過程の角度から、グループで

作業を分担して調査し、考察をまとめてください。グループへの最低限の貢献として、夏季休業中にグループのテーマに関係する

本を読んでいただき、そのうち 1冊の書評を秋学期の序盤で行ってもらいます。 

 

秋学期は、輪読の残り部分や、上記書評報告を行った後、12 月前後の時期にグループの成果を発表する最終報告会を開きま

す。それらの成果は、印刷して簡易製本し、ゼミの記念・記録として参加者に配布する予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、報告分担決め 

2. 全体ディスカッション 

3. 文献講読①： 

4. 文献講読②： 

5. 文献講読③： 

6. 文献講読④： 

7. 文献講読⑤： 

8. 文献講読⑥： 

9. グループ分け 

10. 文献講読⑦： 

11. 文献講読⑧： 

12. 文献講読⑨： 

13. 文献講読⑩： 

14. 夏季休業中の分担策定 

15. 夏季休業中の成果報告 

16. 文献講読⑪： 

17. 文献講読⑫： 

18. 書評報告① 

19. 書評報告② 

20. 書評報告③ 

21. 書評報告④ 

22. 書評報告⑤ 

23. グループワーク： 

24. グループ発表① 

25. グループ発表② 

26. グループ発表③ 

27. グループ発表④ 

28. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回のテキストは事前に指示するので、報告者以外の参加者も、各自で購入するか、図書館で借りる・コピーを取るなどして、必

ず事前に読んでくること。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読報告(25%)/書評報告(25%)/グループ発表(25%)/出席・授業への貢献(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小野寺史郎、2017 年、『中国ナショナリズム - 民族と愛国の近現代史』、中公新書 

2. 中村元哉、2017 年、『対立と共存の日中関係史――共和国としての中国』、講談社 

3. 家永真幸、2017 年、『国宝の政治史――「中国」の故宮とパンダ』、東京大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本隆司、2011 年、『中国「反日」の源流』、講談社選書メチエ 

2. 梶谷懐、2016 年、『日本と中国経済――相互交流と衝突の 100 年』、ちくま新書 

3. 阿南友亮、2017 年、『中国はなぜ軍拡を続けるのか』、新潮選書 

4. 家永真幸、2011 年、『パンダ外交』、メディアファクトリー新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 人 

配当年次：2-4 年次 

選考方法： 

  ①題目：最近の中国情勢に関して、あなたはどういった問題に関心をもっているか表明した上で、それがどのような問題であ

り、なぜあなたは関心を抱いたのかについて、分かりやすく論じてください。その際、それと関連して読んだことのある文献や、授

業などで得た知識についても適宜言及すること。 

  ②字数：1000-1500 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX652 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX652／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人口減少時代の行政学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習のゴールは，受講者が特定の政策について実証的に記述・分析し，改革提言をまとめる能力を身につけることである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

土地の所有者不明化問題を手がかりに，人口減少時代における土地政策のあり方について受講者と一緒に考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 吉原祥子『人口減少時代の土地問題』第 1 章前半の輪読 

3. 吉原祥子『人口減少時代の土地問題』第 1 章後半の輪読 

4. 吉原祥子『人口減少時代の土地問題』第 2 章前半の輪読 

5. 吉原祥子『人口減少時代の土地問題』第 2 章後半の輪読 

6. 吉原祥子『人口減少時代の土地問題』第 3 章前半の輪読 

7. 吉原祥子『人口減少時代の土地問題』第 3 章後半の輪読 

8. 吉原祥子『人口減少時代の土地問題』第 4 章前半の輪読 

9. 吉原祥子『人口減少時代の土地問題』第 4 章後半の輪読 

10. 班ごとの報告 1 

11. 班ごとの報告 2 

12. 班ごとの報告 3 

13. 班ごとの報告 4 

14. 演習のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第 2～9 回目の演習では，教科書の該当部分を事前に一読すること。また，第 10～14 回の演習では，班ごとにプレゼン資料を事

前にまとめ，受講者に事前にメールで送信すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/平常の授業態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉原祥子、2017、『人口減少時代の土地問題』、中央公論新社 (ISBN:412102446X) 

夏休み期間中に合宿を行う。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名程度 

配当年次：3～4 年  

選考方法：レポート  

①題目：朝日新聞の連載記事「シリーズ『負動産時代』」（2017年 8 月 12 日～）から任意の記事を二つ以上読み，内容を要約し

なさい。 

②字数：2000 字程度  

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX653 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX653／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際関係論・米欧関係論・EU/フランス政治・文化外交論 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 啓貴(WATANABE HIROTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際関係論の様々な分野について考え方や事例を学び、その範囲やそれぞれの分野でのエッセンスを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

共通のテキストを読み、議論する。その中で議論の仕方や、問題の立て方を訓練する。また各自、テーマを決めて報告するが、

資料の収集の仕方、アプローチの仕方、立論の仕方などを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際関係論に関する各自の関心や興味について意見交換する。 

欧州国際関係・米欧関係・文化外交などのテーマを特に取り上げる。 

2. 国際関係論の基本的な文献を輪読・報告する。 

3. 国際関係論の基本的な文献を輪読・報告する。 

4. 国際関係論の基本的な文献を輪読・報告する。 

5. EUを中心とする国際関係史に関する文献を輪読・報告する。 

6. EUを中心とする国際関係史に関する文献を輪読・報告する。 

7. EUを中心とする国際関係史に関する文献を輪読・報告する。 

8. 米欧関係について文献の輪読・報告・議論する。 

9. 米欧関係について文献の輪読・報告・議論する。 

10. 米欧関係について文献の輪読・報告・議論する。 

11. 文化外交の解説・文献輪読・報告会を行う。 

12. 文化外交の解説・文献輪読・報告会を行う。 

13. 文化外交の解説・文献輪読・報告会を行う。 

14. 日本外交について様々な立場から議論する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の執筆した著作をあらかじめ読んでおくこと。 

 

渡邊啓貴『米欧同盟の協調と対立』有斐閣、『ヨーロッパ国際関係史』有斐閣、『フランス文化外交戦略に学ぶ』大修館 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/テキストについての発表(20%)/研究発表(20%)/授業中の発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名 

配当年次： 2-4 年次 

選考方法： レポートの提出 

①題目：演習の授業で研究したいテーマについて  

②字数：  

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX654 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX654／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立法学演習 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 誠(ITO MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

わが国のいくつかの法律の立案過程を分析・検討することにより、その立法事実・法律事項・立法技術等の基礎を学ぶ。そのこと

を通じて社会的なさまざまな問題を解決するにはどのような制度を設計・創設したらよいのかを考える基礎的な能力を身に付け

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

わが国の法律学は法律の解釈・適用を中心とするもので、いわば法律を使うことに重点があったのに対し、立法学は法律を作る

ことに重点を置き、法律を新たに制定あるいは改正するといった観点から分析・考察するものである。立法学は必ずしも確立され

た学問分野ではなく発展途上のものであるが、この演習では毎回「臓器移植」などの社会的なテーマごとに関係する法制度につ

いて解説を交えながら、その制定の経過、内容、立案の過程、現在の問題点等を受講生にも調査・分析・検討してもらうこととす

る。また、その結果をもとにケースにより新たな解決策を考え、可能な限りその制度を設計することとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 立法学について 

3. 消費税 

4. 危険ドラッグ規制 

5. 臓器移植 

6. 入れ墨、温泉入湯・観光税等 

7. ストーカー対策・DV対策 

8. 生前退位 

9. 死刑制度 

10. ヘイトスピーチ対策 

11. 同性婚 

12. 受動喫煙 

13. 成人年齢 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

最近の立法に関心をもち、その目的・内容・問題点の把握に努めること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の充実度(50%)/討論参加の充実度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義の際に必要に応じレジュメ・資料を配布 

 

参考文献（Readings） 

講義中に提示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 人以内  

配当年次：3～４年  

選考方法：レポート  

①題目：本演習を受講したい理由  

②字数： 1000～2000 

演習論文：実施しない   
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注意事項（Notice） 
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■EX655 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX655／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈緑の政治〉とは何か：環境問題の政治学 

担当者名 

（Instructor） 
尾内 隆之(ONAI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然環境と人間社会との複雑な関わりを踏まえて，環境問題をめぐる政治のあり方を検討し，これからの方向性を構想する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「環境を守ろう」という主張は，今日ごく当たり前のものになったし，それに反対する人が批判を受けることもめずらしくない。だ

が，環境をどの程度，どのように大切にするかという具体論になると，議論はただちに政治問題化する。しかも，環境問題は依然

として，政治の中心的イシューとはおよそ言い難い。 

 そこで本演習は，経済的利益を軸に動く資本主義の世界で，環境問題に関心を寄せる人々が環境的価値を守る「緑の政治」を

どのように動かそうとして来たのか，そして，これから生まれ来る世代のために，現在に生きる私たちが今後の「緑の政治」をどの

ように構想していくか，という関心を元に考えていく。 

 前半は，テキストの輪読を通して，「緑の政治」が社会の制度・構造とどのように格闘し，政治を動かしてきたか／動かせなかっ

たかを見ていく。後半では，「気候変動（地球温暖化）」と「生物多様性」という二つの重要課題を具体的に取り上げ，現実の環境

政治を分析しつつ，これからの「緑の政治」の構想へとつなげていきたい。 

 本演習は春学期のみで時間が限られるため，単にテキストを読むだけでなく，受講者各自が日々積極的に情報と知識を得なが

ら議論に参加してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境問題を社会科学的に考えるための基礎理論 ⑴ 

2. 環境問題を社会科学的に考えるための基礎理論 ⑵ 

3. 「緑の政治」とその理念 

4. 「緑の政治」とその歴史 

5. 「緑の哲学」① 環境思想の源流 

6. 「緑の哲学」② 生活の中の環境思想 

7. エコロジーとエコノミー① 

8. エコロジーとエコノミー② 

9. 事例検討：気候変動と政治① 

10. 事例検討：気候変動と政治② 

11. 事例検討：生物多様性と政治① 

12. 事例検討：生物多様性と政治② 

13. 「今ここにあるものとは別の政治」を考える 

14. 民主政治と環境問題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前の課題は毎回課されるので，必ず取り組んだ上で出席すること。また課題以外にも，新聞やテレビ、インターネットなどで，環

境問題や政策について積極的に情報収集しながら，演習に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/担当報告の内容(40%)/討論など授業への貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. デレク・ウォール、2012、『緑の政治ガイドブック（ちくま新書）』、筑摩書房 (ISBN:978-4480066473) 

その他、開講後に随時指示。また必要に応じ、プリントにて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

開講時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜HP＞担当教員の情報は http://researchmap.jp/takaonai/ を参照 



 - 305 - 

＜選考方法＞ 

採用人数：15〜20 名 

配当年次：２〜４年次 

選考方法：レポート 

①題目：さまざまな環境問題の中で特に関心があるものについて 

②字数：1,600 字程度 

演習論文：実施しない 

 

なお，可能であれば同じく春学期開講の「環境政治（EX251）」を併行履修してほしい。あるいは「政治学特殊講義（環境政治）」を

履修済みであることが望ましいが、いずれも本演習履修の必須条件とはしない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX656 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX656／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プラトン『国家』と現代 

担当者名 

（Instructor） 
面 一也(OMOTE KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1 プラトン『国家』の内容を正確に理解する。 

2 プラトン『国家』の政治哲学上の意義を理解する。 

3 上記の二点を踏まえ、現代の政治的諸問題への批判的考察力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習では、プラトンの『国家』を精読しながら、現代の政治的諸問題について議論を深める。 

 「西洋哲学の歴史はプラトンの注釈にすぎない」（ホワイトヘッド）とまで言われる。とりわけ『国家』は、プラトンの主著の中の主

著として、そればかりか西洋一般の古典中の古典として、二千数百年の長きにわたり読み継がれてきた。その理由は、この対話

篇が政治のあり方をめぐって、時代を超えて問われるべき根本的なテーマを扱っているからである。 

 いくつか例を挙げよう。正義は強者の利益にすぎないか。もしそうなら、弱者への抑圧は正しい。正義は不正義にまさるか。そう

でないなら、悪は栄える。以下同様に、政治と哲学は結びつくべきか。政治に宗教は必要か。男女は平等であるべきか。民主制

はよい政治体制なのか。イデアや哲人王の教えが批判されるとしても、ではそれに代わって政治規範を確立することはできるの

か、等々。 

 本演習では、政治をめぐる根本的な論点を見据えつつ、現代の政治的諸問題について議論を深めたい。『国家』を精読するの

は、プラトンが書いたことを〈信じる〉ためではなく、それを機に〈考える〉ためである。問題意識が旺盛で、積極的に議論に参加す

る学生を歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期のイントロダクション 

2. 正義をめぐる問いへの導入：ケパロスとの対話（1巻 1-5 章） 

3. 正義は相手にふさわしいものを返し与えることか：ポレマルコスとの対話（1 巻 6-9 章） 

4. 正義は強者の利益か：トラシュマコスとの対話①（1巻 12-19 章） 

5. 不正義は正義にまさるか：トラシュマコスとの対話②（1 巻 20-24章） 

6. 正義は不正義にまさるか：グラウコンとアデイマントスによる根本的な問いの提起（2 巻 1-9 章） 

7. 必要国家と贅沢国家（2 巻 10-16 章） 

8. 守護者の教育に必要なもの①：音楽と文芸（2 巻 17 章−3 巻 5章） 

9. 守護者の教育に必要なもの②：体育と医術（3 巻 13-18 章） 

10. 守護者の条件：建国神話、私有財産の禁止（3 巻 19 章−4 巻 5章） 

11. 知恵、勇気、節制、正義；魂の三区分（4 巻 6-15 章） 

12. 最善国家（王制または優秀者支配制）；三つの波①：男女平等（4 巻 16 章-5巻 6 章） 

13. 三つの波②：妻子共有（5 巻 7-16 章） 

14. 三つの波③：哲学者とイデア（5 巻 17-22 章） 

15. 秋学期のイントロダクション 

16. 哲学者無用論（6 巻 1-7 章） 

17. 哲人王（6 巻 8-14 章） 

18. 哲人王の教育①：善のイデア、太陽の比喩、線分の比喩（6巻 15-21 章） 

19. 哲人王の教育②：洞窟の比喩（7 巻 1-5 章） 

20. 教育＝魂の向けかえ①：数学、天文学、音楽（7巻 6-12 章） 

21. 教育＝魂の向けかえ②：哲学的問答法（ディアレクティケー）（7巻 13-18 章） 

22. 国家の堕落①：最善国家から名誉支配制へ（8 巻 1-5 章） 

23. 堕落②：寡頭制（8 巻 6-9 章） 

24. 堕落③：民主制（8 巻 10-13 章） 

25. 堕落④：僭主制（8 巻 14 章−9巻 3 章） 

26. 正しい生き方（哲学者）と不正な生き方（僭主）（9 巻 4-13 章） 

27. 詩人（ギリシア神話：宗教）の追放（10 巻 1-8 章） 

28. 正義の報酬：魂の不死（10 巻 9-16 章） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習に関しても復習に関しても、以下の三点を行なうこと。 

・テクストの精読 

・論点の抽出 

・論点についての考察 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プラトン、2008、『国家（上）』、岩波文庫 (ISBN:4003360176) 

2. プラトン、2008、『国家（下）』、岩波文庫 (ISBN:4003360184) 

上下巻ともに、2008 年以降に発行された「改版」を入手すること。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：2-4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：志望理由 

②字数：1,000 字程度  

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX657 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX657／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese Law in an American Casebook 

担当者名 

（Instructor） 
溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To examine Japanese law from comparative and non-Japanese (American) perspective.  

日本法の比較法的再検討 

 

授業の内容（Course Contents） 

Active participation from both Japanese and overseas students is welcome. Specialized knowledge or understanding of law or 

Japanese legal system is not required. 

For Japanese students, this seminar will provide a good opportunity to look at Japanese law and practice from fresh 

perspectives. The casebook is edited by American professors and the presentation of the case and the analysis that follows will 

challenge you to re-think what you have taken for granted. Explaining the Japanese law to the overseas colleague can also be a 

challenge.   

For overseas students, this seminar will provide a brief overview of the basic areas of law in Japan. The textbook contains 

actual cases and succinct legal analysis. The discussion with Japanese students will help understand how disputes arise and 

they are resolved in actual settings. 

The discussion in the class will be primarily in English, though some adjustment is possible. 

アメリカの日本法ケースブックを読む。日本法，さらには法一般について，新たな発見があるだろう。本演習は基本的に英語で行

う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Constitutional Law I (Chapter 4) 

3. Constitutional Law II 

4. Constitutional Law III 

5. Property Law I (Chapter 9) 

6. Property Law II 

7. Property Law III 

8. Criminal Law and Procedure I (Chapter 11) 

9. Criminal Law and Procedure II 

10. Criminal Law and Procedure III 

11. Tort Law I (Chapter 12) 

12. Tort Law II 

13. Civil Litigation (Chapter 6) 

14. Civil Litigation II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Pre-reading of the designated material will be required. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(70%)/Presentation or paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kenneth L. Port, et al.. 2015. "Comparative Law : Law and the Legal Process in Japan". Carolina Academic Press 

(ISBN:9781594608506) 

 

参考文献（Readings） 

1. Curtis J. Milhaupt, et al.,. 2012. "The Japanese Legal System: Cases, Codes, and Commentary". Foundation Press 

(ISBN:1609300297) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

採用人数： 20 名程度  配当年次： ２～4 年次 

選考方法： Short essay 〔英語が望ましい〕 

１)題目：My favorite Japanese court decision. 

２)字数：150-400 words in English 日本語 2000 字 

演習論文： 実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX658 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX658／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Leading Cases in American Law 

アメリカ法のリーディング・ケース 

担当者名 

（Instructor） 
溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By reading some of the leading cases in American law, the students will learn the basis of the U.S. law and achieve the skill of 

critically analyzing and debating the legal issues. 

アメリカの主要判例を英文で読み、アメリカ法の基礎を学ぶとともに、法律問題を批判的に分析し、議論する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Each session will involve discussion of a leading case in the United States. After looking into the facts of the case along with 

the surrounding social backgrounds, there will be discussion on the judgement from multiple of angles, including doctrinal 

perspectives and policy perspectives. 

Both Japanese and overseas students are welcome. The discussion will be primarily in English, although some adjustments are 

possible. No specialized knowledge of law or American or Japanese legal system is required. 

毎回 1 つの判例を英文で読み、英語でディスカッションをする。扱う判例は、アメリカにおける古典ともいうべき重要判例である。

判例を正確に読むことに加え、その時代の背景や、アメリカの社会についての理解、さらに有名判例の有名たるゆえんについ

て、一緒に議論してゆきたい。 

なお、本演習では、本年度の講義英米法２で扱った事件と関連した事件を使う。英米法２とともに受講することも勧めるが、英米

法２の受講はこの演習を受講する前提とはしない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Contract Law 契約 

Hamer v. Sidwaｙ / Mills v. Wyman: the doctrine of consideration 約因法理 

3. Contract Law II 契約 

Drennan v. Star Paving Co.: promissory estoppel 約束的禁反言 

4. Tort Law I 不法行為 

Greenman v. Yuba Power Products, Ind. 厳格責任 

5. Tort Law II 不法行為 

Knitz v. Minster Machine Co. 製造物責任の限定 

6. Trust Law 信託 

Fletcher v. Fletcher 信認義務と情報提供義務 

7. Corporate Law I 会社法 

Revlon, Inc. v. MacAndrews & Formes Holdings, Inc. M&A と取締役の義務 

8. Corporate Law II 会社法 

Revlon, Inc. v. MacAndrews & Formes Holdings, Inc. M&A と取締役の義務 

9. Civil Procedure 民事訴訟法 

Ashcroft v. Iqbal: 訴答と却下 

10. Jury System 陪審制 

Apprendi v. New Jersey: 量刑判断と陪審審理の範囲 

11. Constitutional Law I 憲法 

National Federation of Independent Business v. Sebelius 連邦制 

12. Constitutional Law II 憲法 

Dred Scott Case [Scott v. Sandford] 奴隷制と連邦最高裁 

13. Constituttional Law III 憲法 

New York Times Co. v. United States 表現の自由 

14. Conclusion まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Pre-reading of the assigned case will be required. Students will also be required to present their questions and reactions on the 

Blackboard. 
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事前に判例を印刷して配布する（判例が長い場合には編集したものを用いる）ので、予習してくること。事前に Blackboardに疑問

点を記入してもらう予定でいる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/ディスカッションへの貢献(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 樋口範雄ら編、2012、『アメリカ法判例百選』、有斐閣 (ISBN:9784641115132) 

扱う事件は、いずれもアメリカ法判例百選に収録されているの 

で、参考にしてほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：1. What do you hope to gain from this class? or  

2. Discuss a legal topic or a court case that interests you.  

②字数：Up to 500 words in English (日本語で 1000～2000 字[英語が望ましい］） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX659 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX659／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社法・金融商品取引法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

株式会社や証券市場に関する法規制（会社法・金融商品取引法）について理解を深め、解釈論や立法論などを展開できるように

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１ 会社法や金融商品取引法に関連する経済ニュースなどを利用し、最新トピックについて検討する。例えば、コーポレートガバ

ナンス、コーポレートファイナンス、M&A、仮想通貨、フィンテック、ESG投資、インサイダー取引、相場操縦、金融商品トラブル、金

融危機などに関するニュースを取り上げ、何が問題となっているのかを確認した上で、どうあるべきかについて討議する。 

２ 司法試験の過去問（商法）などを利用し、事例問題について検討する。論点を正確に把握した上で、条文を踏まえた問題提

起、判例を踏まえた規範定立、事案を踏まえたあてはめができるかどうか討議する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 最新トピックの検討 

3. 事例問題の検討 

4. 最新トピックの検討 

5. 事例問題の検討 

6. 最新トピックの検討 

7. 事例問題の検討 

8. 最新トピックの検討 

9. 事例問題の検討 

10. 最新トピックの検討 

11. 事例問題の検討 

12. 最新トピックの検討 

13. 事例問題の検討 

14. 最新トピックの検討 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は、事前に十分な準備をする必要がある。 

報告者以外の者も、討議に積極的に参加することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討議への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：3,4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：経済ニュースのうち関心のあるものを取り上げて解説しなさい。 

  ②字数：1500 字以内 

演習論文：実施しない 
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注意事項（Notice） 
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■EX660 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX660／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際ビジネスと法・紛争解決 

担当者名 

（Instructor） 
小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際ビジネス法を学ぶとともに、複雑な事実関係を前提に繰り広げられる論理的で説得力ある主張ができるように法的思考力や

交渉力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

純粋に国内のみで活動する企業は今日少ない。多くの企業は、グローバルな市場において日々事業活動を行っている。そのよう

な企業に法はどのように関わっているのだろうか？ また、トラブルが生じたときに、あるいは生じないようにどのようなテクニック

が用いられているのだろうか？ 

 

春学期には、国際ビジネス法や国際ビジネス紛争解決の基礎理論を学ぶほか、交渉の基礎理論について実践も交えながら学ぶ

ことになります。 

 

そして、秋学期には、国内外の大学が参加して 12 月初めに開催されるインターカレッジ・ネゴシエーション・コンペティション（イン

ターカレッジ・ネゴシエーション・コンペティションについては、www.negocom.jp を参照して下さい。）の日本語の部と英語の部に参

加します。 

 

上記を通じて、国際ビジネス法の基礎的な知識を習得するとともに、法的思考力や交渉力を高めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 国際ビジネス法の全体像 

3. 国際契約法 1 

4. 国際契約法 2 

5. 国際契約法 3 

6. 交渉 1 

7. 交渉 2 

8. 交渉 3 

9. 仲裁 1 

10. 仲裁 2 

11. 仲裁 3 

12. 交渉 4 

13. 仲裁 4 

14. まとめ 

15. 仲裁 5 

16. 交渉 5 

17. 仲裁 6 

18. 交渉 6 

19. 仲裁 7 

20. 交渉 7 

21. 仲裁 8 

22. 交渉 8 

23. 仲裁 9 

24. 交渉 9 

25. まとめ 

26. コンペティションへの参加 

27. 総括 1 

28. 総括 2 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習時間の延長が有り得るため、演習後の時間帯の予定はあけておいて下さい。 

また、グループワーク・練習試合など演習時間以外にも演習参加者が集まって調査・議論・参加する事が必要となります。そし

て、大学対抗交渉コンペティションに参加することになります。 

これら点に留意の上申込みして頂きたい。  

 

本演習に並行して国際私法、国際ビジネス法総合、英米法、国際経済法、国際法、法政外国語演習などの履修を推奨します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(50%)/議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マルホトラ＝ベイザーマン、2016、『交渉の達人』、パンローリング (ISBN:4775941631) 

私法統一国際協会『UNIDROIT国際商事契約原則 2010』（商事法務、2013 年）も教科書として利用する予定だが、UNIDROIT国

際商事契約原則は現在 2016 年版が公表されており、これに対応する日本語訳が作成される予定であるので、UNIDROIT国際

商事契約原則に関しては追って指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口安平＝鈴木五十三編著、2016、『国際商事仲裁の法と実務』、丸善雄松堂 (ISBN:9784841906752) 

その他参考文献については追って指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15～20 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポートを kzog@rikkyo.ac.jp まで申込期間内に電子メールで送信してください。なお、演習申込カードも、所定期日・

場所に必ず提出してください。 

①題目： どのような国際ビジネスに興味を持つのかについて、及び、自己紹介 

②字数： 指定しない 

演習論文：実施しない  

 

注意事項（Notice） 
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■EX661 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX661／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法判例を読んでみる 

担当者名 

（Instructor） 
若狭 彰室(WAKASA AMURO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際法判例の検討を通じて①国際法の基本的な考え方と②判決の読み方・まとめ方を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「国際法」とはなんだろうか。「世界政府」が存在しない国際社会で，国際的なルールはどこで誰によってどのように形成され，現

実にどのように用いられるのか。こうした国際法のイメージをつかむ上で，国際法判例（いわゆる国際裁判の他に，各種の人権裁

判所，投資仲裁，国際法が援用された国内裁判の判例も含む）は，法律学を学ぶ者にとって馴染みのある裁判という制度におい

て，現実にどのような争いが付託され，どのようなルールが使われるのかを学ぶよい素材である。また同時に，判決をじっくり精

読することによって，他の文章の読解力や，自らの文章の構成力の向上も期待できる。 

本演習では，こうした国際法判例を読んでいくことを通じて，①国際法のイメージをつかむのと同時に，②判決文の読み方とまと

め方を習得することを目的とする。具体的には，主に判例百選等の判例評釈を用いて，古典から最新のものまで，著名な国際法

判例について，輪読ないし受講生による報告を行う。 

なお，国際裁判の判決の原文は基本的に英語である。上述のように，主に日本語で書かれた評釈を用いるが，原文の参照がで

きればより良い。したがって，英語の法的文書を読む意欲のある者の参加を歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション 

2. 国際裁判制度の概観・説明 

3. 判例検討 1 

4. 判例検討 2 

5. 判例検討 3 

6. 判例検討 4 

7. 判例検討 5 

8. 判例検討 6 

9. 判例検討 7 

10. 判例検討 8 

11. 判例検討 9 

12. 判例検討 10 

13. 判例検討 11 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者は，演習時間以外にも，報告のために積極的な準備を要する。 

具体的には授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とコメントペーパー(30%)/議論への参加度と報告内容(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小寺彰 （他）、2011、『国際法判例百選［第２版］』、有斐閣 (ISBN:9784641115040) 

加えて，最新の条約集。 

その他，授業内で適宜指示あるいは配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉原高嶺（他）、2012、『現代国際法講義［第５版］』、有斐閣 (ISBN:9784641046566) 

2. 奥脇直也（他）、2006、『国際法キーワード［第２版］』、有斐閣 (ISBN:4641058849) 

3. 小寺彰、2004、『パラダイム国際法―国際法の基本構成』、有斐閣 (ISBN:4641046212) 

4. 小寺彰（他）、2010、『講義国際法 ［第２版］』、有斐閣 (ISBN:4641046530) 
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その他，適宜指示あるいは配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：12 名程度 

配当年次：2 年次 

選考方法：レポート 

①題目：①自己紹介，及び②本演習を希望する理由（具体的に関心のあるテーマ・事例・問題に触れながら示すこと） 

②字数：1000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX662 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX662／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法学の「かゆいところ」を探究する 

担当者名 

（Instructor） 
三代川 邦夫(MIYOKAWA KUNIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら興味を抱いた点を探究することにより、問題の本質を見極める能力を磨くと同時に、法学の本質に関する理解を深める。 

そして、報告や議論を通じ、他人に分かりやすく伝える能力や、相手が納得するように伝える能力、他人の意見の趣旨を正確に

理解する能力を身に着ける。 

さらに、様々な問題を取り扱うことにより、視野を広くすると同時に、習ってきた法理論の応用方法も修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私が学部生の頃、道垣内弘人先生が「民法☆かゆいところ」というタイトルの連載をされていました（法教 283 号～306 号）。民

法を学習していて分かるようでよく分からない、もやもやしたところを、あの手この手で分析していく、という連載です。 

 皆さんも、法律を勉強してきて、「かゆい」ところがあるのではないでしょうか。カジノ法は、賭博罪と矛盾しないのだろうか？ 殺

人は許されないのに、なぜ動植物を殺すことは許されるのだろうか？ コーヒーや紅茶に依存するのはよいのに、なぜ薬物の場

合は法律で処罰されるのだろうか？ 自分のバッグを売ることはできるのに、自分の臓器を売ることはなぜできないのだろうか？ 

 そういった「かゆい」ところがある人が集まって、「なぜかゆいのか」「どこがかゆいのか」と議論して、かゆみの震源地を突き止

め、その上で、そのかゆみをどうすべきかを検討するのが、この演習の内容です。 

 

 演習では、参加者が検討してみたい「かゆみ」を取り上げます。昨年度は、自動運転、長時間労働、喫煙、チケットの転売、臓器

売買、安楽死・尊厳死、銀行カードローン、無期懲役と死刑、未成年に対する死刑、死刑囚の殺害、公訴時効、NHK 受信料、同

性婚などを取り扱いました。 

 報告者が 1 人で「かゆい」ところについての分析・検討して貰い、レジュメを作成の上で報告して貰います。そして、その報告に

対し、参加者全員で議論します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・報告の分担決め 

2. 議論トレーニング（教員が用意したテーマを参加者全員で議論する） 

3. 報告者による報告および議論(1) 

4. 報告者による報告および議論(2) 

5. 報告者による報告および議論(3) 

6. 報告者による報告および議論(4) 

7. 報告者による報告および議論(5) 

8. 報告者による報告および議論(6) 

9. 報告者による報告および議論(7) 

10. 報告者による報告および議論(8) 

11. 報告者による報告および議論(9) 

12. 報告者による報告および議論(10) 

13. 報告者による報告および議論(11) 

14. 報告者による報告および議論(12)＆総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 報告者は、報告のための準備が必要です。 

 他の参加者は、特に予習は必要ありません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の報告内容(30%)/議論への参加度・貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

2017 年 12 月の時点では、特定の書籍をテキストとして用いる予定はありません。 

 

参考文献（Readings） 
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1. 瀧川裕英、2016、『問いかける法哲学』、法律文化社 (ISBN:978-4589037886) 

2. 小坂井敏晶、2017、『答えのない世界を生きる』、祥伝社 (ISBN:978-4396616175) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10～15 人 

配当年次：2 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：演習にそもそも参加しない、他の演習に参加するといった選択肢がある中で、敢えてこの演習に参加しようと思った理

由・動機を、具体的に書いて下さい（本演習で検討したいテーマがあれば、それも併せて） 

  ②字数：A4 用紙 1～3 枚程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX663 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX663／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際政治におけるソフトパワー 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 聡(MIZOGUCHI SO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習では、主にアメリカ外交の文脈からソフトパワーをめぐる様々なテキストを輪読し、国際政治における文化の影響力を考察

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習の前半は文献講読を行い、ソフトパワー関する理論とその問題点について学ぶ。授業は毎回報告者にレジュメを作成して

もらい、それをもとに議論を進める形式をとる。後半では、各自が関心を持ったテーマについて研究発表を行ってもらう。研究発表

では、文献やインターネット、統計データ等を利用し、多角的な視点から論じることが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ナイ 『ソフトパワー』（1） 

3. ナイ 『ソフトパワー』（2） 

4. ナイ 『ソフトパワー』（3） 

5. ナイ 『ソフトパワー』（4） 

6. ナイ 『ソフトパワー』（5） 

7. 研究発表中間報告 

8. アメリカ文化外交のテキストの輪読（1） 

9. アメリカ文化外交のテキストの輪読（2） 

10. アメリカ文化外交のテキストの輪読（3） 

11. アメリカ文化外交のテキストの輪読（4） 

12. アメリカ文化外交のテキストの輪読（5） 

13. 研究報告（１） 

14. 研究報告（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読の際には、指定された範囲を熟読する。報告を担当する者は、レジュメを作成し、コメントを準備すること。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(20%)/議論への貢献度(20%)/レジュメ報告(30%)/研究報告(30%) 

議論への積極的な参加が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョセフ・S・ナイ、2004、『ソフト・パワー 21 世紀国際政治を制する見えざる力』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4532164751) 

その他の使用テキストは、初回時に出席者と相談。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺靖、2008、『アメリカン・センター』、岩波書店 

2. 貴志俊彦・土屋由香編、2009、『文化冷戦の時代』、国際書院 

3. 藤田文子、2015、『アメリカ文化外交と日本』、東京大学出版会 

4. 斎藤嘉臣、2017、『ジャズ・アンバサダーズ』、講談社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 名程度 

配当年次： ２年次 

選考方法： レポート 

①題目： 本演習の志望動機と国政政治・文化について関心のあることについて論じなさい。 
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②字数： 1200 字程度 

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX664 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX664／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カント『永遠平和のために』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
網谷 壮介(AMITANI SOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストをじっくりと正確に読み、レジュメとしてまとめて報告する能力、論点や疑問点を指摘する能力を養う。また他者と議論し、

理解をともに深めていく経験を味わう。最終目標としては、平和主義についての自分の立場を定めることができればよい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

18 世紀末ドイツの哲学者に、イマヌエル・カントという人物がいます。カントは西洋近代の哲学の基礎を打ち立てた人物として有

名ですが、同時に、自由や共和制、国際平和について考え抜いた政治哲学者でもありました。授業の前半では主著の一つである

『永遠平和のために』（1795）を中心にカントのテキストを読み、その後、現代の平和主義（とその反対者）がどのような議論を行っ

ているのかを検討します。政治思想の歴史と現在の議論をつなぎながら、平和を達成するための思考の枠組みについて理解を

深めます。 

授業では、毎回担当者が報告した後、レジュメに沿って議論していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（テキストの紹介、報告者の決定） 

2. カントを読むためのレクチャー 

3. 「啓蒙とは何か」 

4. 「世界市民的見地からみた普遍史の理念」 

5. 『永遠平和のために』（第 1 章・第 2 章第 1 確定条項） 

6. 『永遠平和のために』（第 2 章第 2 確定条項～第 2 追加条項） 

7. 『永遠平和のために』（付録） 

8. 『人倫の形而上学・法論』（国際法・世界市民法） 

9. 『平和主義とは何か』（第 1 章） 

10. 『平和主義とは何か』（第 2 章） 

11. 『平和主義とは何か』（第 3 章） 

12. 『平和主義とは何か』（第 4 章） 

13. 『平和主義とは何か』（第 5 章） 

14. 『平和主義とは何か』（第 6 章） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当報告者以外も、事前にテキストの該当箇所を読み、疑問点や感想をメモしておくことが求められます。事前に読むテキストの

量は、毎回 30-40 ページ程度になる予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(30%)/報告(40%)/毎回の議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カント（中山元訳）、2006、『永遠平和のために・啓蒙とは何か 他 3 編』、光文社古典新訳文庫 (ISBN:9784334751081) 

2. 松元雅和、2013、『平和主義とは何か：政治哲学で考える戦争と平和』、中公新書 (ISBN:9784121022073) 

 

参考文献（Readings） 

1. 網谷壮介、2018、『カントの政治哲学入門：政治における理念とは何か』、白澤社 (ISBN:9784768479698) 

2. カント、2000、『カント全集 14 歴史哲学論集』、岩波書店 (ISBN:4000923544) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 人程度 

配当年次： ２年次 

選考方法：  
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①題目： 志望理由と興味関心 

②字数： 800 字以上 

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX665 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX665／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治の思想 

担当者名 

（Instructor） 
田頭 慎一郎(DENDO SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治期の代表的な著作を読む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

福沢諭吉『学問のすすめ』（明治 5 年～9 年）、徳富蘇峰『将来の日本』（明治 19 年）、中江兆民『三酔人経綸問答』（明治 20年）

の 3 作品を題材として、明治期の思想への理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の概要説明 

2. 報告と討論：『学問のすすめ』（１） 

3. 報告と討論：『学問のすすめ』（２） 

4. 報告と討論：『学問のすすめ』（３） 

5. 報告と討論：『学問のすすめ』（４） 

6. 報告と討論：『将来の日本』（１） 

7. 報告と討論：『将来の日本』（２） 

8. 報告と討論：『将来の日本』（３） 

9. 報告と討論：『将来の日本』（４） 

10. 報告と討論：『三酔人経綸問答』（１） 

11. 報告と討論：『三酔人経綸問答』（２） 

12. 報告と討論：『三酔人経綸問答』（３） 

13. 報告と討論：『三酔人経綸問答』（４） 

14. 総合討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題となった作品を読んでくることと、授業中に紹介した参考文献を参照しつつ討論に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(30%)/授業内での討論(40%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 福沢諭吉、2002、『学問のすすめ』、中央公論新社 

2. 徳富蘇峰、2015、『将来の日本 吉田松陰』、中央公論新社 

3. 中江兆民、2014、『三酔人経綸問答』、光文社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 人程度 

配当年次： ２年次 

選考方法： レポート 

①題目： 志望動機について 

②字数： 1000 字程度 

演習論文：実施しない   

 

注意事項（Notice） 
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■EX666 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX666／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代法哲学の基本問題をじっくり読む／ヘイト・スピーチ規制と表現の自由 

担当者名 

（Instructor） 
森 悠一郎(MORI YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習では現代を代表する法哲学者の著書（の訳書）を参加者全員で講読します。書かれていることを正確に読み取り理解する

力、その内容をみんなの前でわかりやすく伝える力、さらにはそれをさまざまな視点から批判的に考える力を身に着けることを、

本演習の目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本国憲法は表現の自由を保障しています。そして、このような表現の自由を制約する法律の合憲性については、その個人の

自己実現に資する価値と、民主政に資する価値などに照らして、厳しくチェックするべきであるとひろく考えられています。 

 その一方、昨今わが国では、在日外国人に対する差別的表現を伴ったデモが、社会問題として認識されはじめています。この

ような特定の人種・民族的集団などに対する差別的表現は「ヘイト・スピーチ」と呼ばれ、一部のヨーロッパの国々では刑罰を伴っ

た法規制がすでに導入されており、わが国でも近年、罰則までは伴わないものの、対策法が成立するに至っています。 

 

 ヘイト・スピーチが特定の人種や民族に属する個人に対し、彼らがその「集団」に属していることを理由に侮辱したり罵倒したり

するものであるならば、それは「個人の尊重」という現代のリベラルな価値を否定するものであり、少数個人の尊厳を守るべく、そ

のような言動を法によって規制するべきという考え方には一定の説得力があります。 

 しかしその一方で、表現の自由に冒頭で述べたような重要な価値があるとすれば、ヘイト・スピーチ規制にはそのような表現の

自由を最大限に保障しようというリベラル・デモクラシーの考え方と鋭い緊張関係にあるでしょう。 

 さらには、ヘイト・スピーチが特定の集団に属する人々の尊厳をきずつけるような差別的発言であるならば、人種や民族以外の

事例についてはどう考えるべきでしょうか。たとえば、某女性議員がその男性秘書に対して「このハゲー！！」と罵倒しましたが、

これは人種や民族以外の属性に基づくヘイト・スピーチの一例なのでしょうか（私の聴くところによると、某大学の非公認サークル

は、これを「ある種のヘイト・スピーチ」として抗議声明を出したそうです）。 

 また、罵倒や侮辱の形をとらないとしても、特定の集団の人々をからかったり、ステレオタイプに押し込めたりするような表現に

ついても、彼らの尊厳をきずつける可能性がありますが、それらについてはどう考えるべきでしょうか。一部の演歌やサラリーマン

川柳、化粧品のＣＭは女性蔑視的と言えそうですが、それらについてもヘイト・スピーチとして法規制すべきなのでしょうか。 

 

 本演習ではこのようなヘイト・スピーチを取り巻く問題を考えるべく、現代を代表する法哲学者の一人であるジェレミー・ウォルド

ロンの著書『ヘイト・スピーチという危害』をみんなで講読します。 

 著者はヘイト・スピーチを単に少数個人を不快にさせる言動としてではなく、彼らの社会的な地位を引き下げるような加害行為と

とらえ、表現の自由に重きをおく現代のリベラル・デモクラシーにおいても、ヘイト・スピーチに対する法規制が正当化できると論じ

ています。 

 彼の議論を検討することを通じて、差別的発言の規制と表現の自由は両立可能なのか、さらにはそもそも「差別」とは何かとい

った問題について、自由なディスカッションを通じて理解を深めていきたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告とディスカッション 

3. 報告とディスカッション 

4. 報告とディスカッション 

5. 報告とディスカッション 

6. 報告とディスカッション 

7. 報告とディスカッション 

8. 報告とディスカッション 

9. 報告とディスカッション 

10. 報告とディスカッション 

11. 報告とディスカッション 

12. 報告とディスカッション 

13. 報告とディスカッション 

14. 報告とディスカッション 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は、テクスト担当部分についての内容要約とコメントを準備します。 

報告者以外の参加者についても、次の回で取り扱うテクスト該当部分をよく読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッションへの参加(60%)/テクスト担当部分についての報告内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェレミー・ウォルドロン（谷澤正嗣・川岸令和訳）、2015 年、『ヘイト・スピーチという危害』、みすず書房 

(ISBN:9784622078739) 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀧川裕英・宇佐美誠・大屋雄裕、2014 年、『法哲学』、有斐閣 (ISBN:9784641125674) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本演習に参加するにあたって法哲学を履修していることは必須ではありません。 

 

本演習で扱う著書には、おそらくみなさんがまだ習われていない憲法理論や、アメリカ法の判例の知識が出てくるかと思います

が、毎回丁寧に理解を補って進めていきますので、心配しなくて大丈夫です。そして間違いを指摘されることを恐れないでくださ

い。はじめから完璧にできる人などだれもいません。 

一つの学期を通じて一つの文献を読み通したという経験は、きっと自らの自信につながります。 

 

＜選考方法＞ 

採用人数： 13 名前後 

配当年次： ２年次 

選考方法： レポート 

①題目： あなたはヘイト・スピーチを法によって規制することに賛成ですか、反対ですか？（理由とともに論じてください。） 

②字数： Ａ４用紙 1 枚程度（書式自由） 

演習論文：実施しません 

 

注意事項（Notice） 
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■EX671 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX671／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会と法律 ～民法の判例・事例を中心に、社会と法律の関わりを学ぶ～ 

担当者名 

（Instructor） 
関口 康晴(SEKIGUCHI YASUHARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 実務家が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法の判例や事例の勉強を中心に社会と法律の関わりを学ぶとともに、日々生ずる社会事象に対し法的思考ができるようになる

ことを目標としている。また、発表を通してプレゼンテーション能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

レポーターの報告を題材に、民法の考え方や事実の見方等を丁寧に考察する。また、法律が私たちの生活にどのような影響を

及ぼしているかを知るために、以下の内容を予定している。 

 

【１】ゲストスピーカーとの議論 

弁護士等の法実務家や会社経営者に、法律が企業活動や個人の生活でどのように利用されているかについて語ってもらい、ゼ

ミ参加者と議論してもらうことを予定している（昨年は、３名のゲストスピーカーにお話しいただいた） 

 

【２】裁判傍聴 

実際の裁判を傍聴し、裁判手続を勉強することを予定している（昨年は、民事裁判の証人尋問と刑事裁判を傍聴し、その後に弁

護士会館を見学した） 

 

ゼミ参加者には原則２回、自ら検討した判例や事例を報告してもらう。また、より深い理解のために、参加を希望する学生には積

極的な参加及び発言を求める。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. レポーターの報告に基づく議論 

3. レポーターの報告に基づく議論 

4. レポーターの報告に基づく議論 

5. レポーターの報告に基づく議論 

6. レポーターの報告に基づく議論 

7. レポーターの報告に基づく議論 

8. レポーターの報告に基づく議論 

9. レポーターの報告に基づく議論 

10. レポーターの報告に基づく議論 

11. レポーターの報告に基づく議論 

12. レポーターの報告に基づく議論 

13. 裁判手続の概観 

14. 裁判手続の概観 

15. 秋学期の題材に関する打合せ 

16. レポーターの報告に基づく議論 

17. レポーターの報告に基づく議論 

18. レポーターの報告に基づく議論 

19. レポーターの報告に基づく議論 

20. レポーターの報告に基づく議論 

21. レポーターの報告に基づく議論 

22. レポーターの報告に基づく議論 

23. レポーターの報告に基づく議論 

24. レポーターの報告に基づく議論 

25. レポーターの報告に基づく議論 

26. レポーターの報告に基づく議論 

27. レポーターの報告に基づく議論 

28. レポーターの報告に基づく議論 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポーターは、報告予定の判例や事例の選択、検討及び報告準備。レポーター以外のゼミ参加者は、報告が予定されている判

例や事例の予習。これ以外については、授業時に指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加の態度（発言の積極性など）(60%)/報告の内容(40%) 

成績評価の前提として出席を重視するため、3/4 以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：26 名程度 

配当年次：2 年次～4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目： 【１】本演習の志望動機。これと併せて、 

         【２】報告を希望する民法の最高裁判例を１つ選択し、その判例の紹介及び同判例の選択理由。 

  ②字数：A4 用紙 1 枚以内（1200 文字程度） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX672 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX672／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法判例－判例を素材として民法を楽しむ－ 

担当者名 

（Instructor） 
水野 賢一(MIZUNO KENICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 実務家が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法判例を素材として、事案に関連する基礎知識や問題点についての議論やディベートをすることで、民法の理解を深めること

や法律的な思考を楽しむ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ員が選択して報告する民法判例に基づいた判例の検討と議論が、授業の中心となる。 

ゼミ員は、基本的に単独で春学期と秋学期に各１回以上、各自が選択した民法判例の報告を行う。また、秋学期初めには、民法

判例を素材としたディベートを行う。 

議論が授業の中心であるため、「法律解釈論に誤りはない」との考えで、臆せずに積極的に発言をする学生の参加を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

3. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

4. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

5. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

6. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

7. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

8. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

9. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

10. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

11. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

12. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

13. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

14. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

15. ディベート 

16. ディベート、もしくは、判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

17. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

18. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

19. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

20. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

21. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

22. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

23. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

24. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

25. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

26. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

27. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

28. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/授業態度（発言の積極性など）(60%) 

３／４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： ２４名 

配当年次： ３，４年次 

選考方法： レポート 

①題目：  選択動機。なお、選択動機の本文とは別に次のことを記載する。 

        １ 民法１～５および金融取引法１のうち、履修済科目と２０１８年度履修予定科目 

        ２ 報告希望民法判例を１つ(例・最判平２５．２．２８民集６７－２－３４３ 相殺適状の要件） 

②字数：  字数制限なし（A4 用紙１枚以内） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX673 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX673／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実社会における法律を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 

上條 弘次(KAMIJO KOJI) 

栗原 亮介(KURIHARA RYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 実務家が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実際の生の事例を通して法的思考力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

法律は君たちの身近にある。大学の授業で学習した法律が、実際の社会ではどのように使われているのか？ 

当ゼミでは、社会的な時事問題、学生諸君の身近な話題から取り上げた事例について、法的観点から「なぜ」、「ナゼ」、「何故」と

自ら考え、研究し、討論しながら柔軟な法的思考力を身につけてもらうことを目的とする。 

民事分野を中心に、刑事やその他の法分野を広く扱う予定である。 

選考のためのレポートが、すでに演習の始まりである。他の人とは一味違う斬新な問題を提起してもらいたい。 

演習への出席と毎回 1 回以上は発言することが最低の参加条件である。自ら思考し、間違いに臆せず発言し、積極的に議論す

る意欲のある諸君のみ参加して頂きたい（検索目的を含め、ゼミ中の一切のスマートフォンの使用を禁止する）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 身近な法律問題について、報告及び討論を行う 

2. 身近な法律問題について、報告及び討論を行う 

3. 身近な法律問題について、報告及び討論を行う 

4. 身近な民事の法律問題について、グループで報告及び討論を行う 

5. 身近な民事の法律問題について、グループで報告及び討論を行う 

6. 身近な民事の法律問題について、グループで報告及び討論を行う 

7. 身近な民事の法律問題について、報告及び討論を行う 

8. 身近な民事の法律問題について、報告及び討論を行う 

9. 刑事の法律問題について、報告及び討論を行う 

10. 刑事の法律問題について、報告及び討論を行う 

11. 刑事の法律問題について、報告及び討論を行う 

12. 刑事の法律問題について、グループで報告及び討論を行う 

13. 刑事の法律問題について、グループで報告及び討論を行う 

14. 刑事の法律問題について、報告及び討論を行う 

15. 民事・刑事以外の法律問題について、報告及び討論を行う 

16. 民事・刑事以外の法律問題について、報告及び討論を行う 

17. 民事・刑事以外の法律問題について、報告及び討論を行う 

18. 民事・刑事の法律問題について、報告及び討論を行う 

19. 興味のある法律分野について、グループで報告及び討論を行う 

20. 興味のある法律分野について、グループで報告及び討論を行う 

21. 興味のある法律分野について、グループで報告及び討論を行う 

22. 興味のある法律分野について、グループで報告及び討論を行う 

23. 興味のある法律分野について、グループで報告及び討論を行う 

24. 興味のある法律分野について、グループで報告及び討論を行う 

25. 興味のある法律分野について、グループで報告及び討論を行う 

26. 身近な法律問題について、報告及び討論を行う 

27. 身近な法律問題について、報告及び討論を行う 

28. 身近な法律問題について、報告及び討論を行う 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポートの提出やグループによる発表を課題とすることがあるので、その作成・準備のための学習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加、授業態度（発言の積極性など）(60%)/レポート提出(30%)/発言内容等(10%) 
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テキスト（Textbooks） 

ゼミ時には六法を必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：２５名 

配当年次：３，４年次 

選考方法：レポート 

①題目：「今一番興味がある身近な法律問題」 

②字数：A4 用紙 1 枚以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX678 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX678／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
General Topics in International Law, Politics and World Affairs 

担当者名 

（Instructor） 
プライス，Ｊ．(PRICE JOHN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To provide students with an general overview of the important topics in International law, politics and related world affairs 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will introduce the students to various topics in international law and politics 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. General Course Description 

2. Brief Comparison of the Japanese and American Legal Systems 

3. Overview of the American Legal System 

4. World Trade 

5. The World Trade Organization (WTO) 

6. The Trump Presidency 

7. US, Japan and North Korea Politics 

8. Basics of US Personal Injury Law (1) 

9. Basics of US Personal Injury Law (2) 

10. Basics of Intellectual Property Law (1) 

11. Basics of Intellectual Property Law (1) 

12. Various Legal Topics 

13. Various Legal Topics 

14. Class Summary & Overview 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be required to read and analyze various articles provided to the students during the semester 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Homework Assignment(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：25 名程度  

配当年次：2 年次以上  

選考方法：申込による（応募者多数の場合は抽選）  

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX679 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX679／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to International Arbitration 

担当者名 

（Instructor） 
ムロチェク(MROCZEK,MICHAEL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective is to provide students with a basic understanding of alternative dispute resolution in international business 

relationships. 

 

授業の内容（Course Contents） 

As an alternative to court proceedings, international arbitration is increasingly becoming one of the most important dispute 

resolution methods in cross-border transactions. 

 

The first part of the course will provide a general overview of the subject. It will introduce the main legal doctrines applying in 

arbitration and the applicable legal framework. It will familiarize students with the importance of the arbitration agreement and 

include some practical advices how to draft a workable arbitration clause. 

 

Based on the first part, the second part of the course will introduce the arbitration procedure: starting with the notice of 

arbitration, appointment of arbitrators through the arbitral award, its enforcement abroad and other post award proceedings. 

 

The class will be held in English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course / housekeeping issues 

2. Introduction to International Arbitration 

3. Legal Doctrines in International Arbitration 

4. Legal Framework in International Arbitration 

5. The Arbitration Agreement 

6. The Arbitral Tribunal and the Arbitrators 

7. Arbitration Procedure I 

8. Arbitration Procedure II 

9. The Evidentiary Proceedings 

10. Court’s Involvement in Arbitration Proceedings 

11. The Arbitral Award 

12. Set Aside of Arbitral Awards 

13. Recognition and Enforcement Arbitral Awards 

14. Final Review 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Preparation Materials will be provided during the class 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Attendance(35%)/Class Participation(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15-20 students 
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配当年次： 3rd and 4th year 

選考方法： Report 

①題目：    What do you hope to gain from this class? 

②字数：    300 words, in English 

 

注意事項（Notice） 
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■EX680 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX680／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界のデモクラシーと政党政治 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 江里子(HAMADA ERIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代のデモクラシーが抱える問題、特に社会の多様な声を政治の現場に届ける回路のあり方に焦点を当て、先進各国の政党政

治について、主要な政党・政治家の主張や政治手法などを比較し、その特徴と多様性について検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民主的であるはずの選挙を通じて、一部の人間に権力が集中してしまう。近年、先進民主主義国と呼ばれる国々ではこのような

一見すると矛盾した現象が起こっている。選挙を通じた代表制民主主義の機能不全が目立つ一方で、社会運動やデモといった

直接民主主義的な動きや、女性や若者といった今まで政治にあまり参加してこなかった人びとによる新しい政治参加に向けた行

動は活発化している。 

本演習では、先進民主主義国における最近の選挙（2016 年、2017 年）での主要な政党・政治家の主張や政治手法に着目し、比

較検討を行う。受講者には、各自の関心に応じてヨーロッパ、アメリカ、アジアの国を選択し、インターネットや各国の新聞、雑誌、

政党のマニフェスト等、一次資料を用いたリサーチを行う。同時に、デモクラシーと政党政治に関する理論的、歴史的な背景を理

解するための文献講読を行い、知見を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業内容、成績評価について 

2. 文献講読（１）―デモクラシーとは何か 

3. 文献講読（２）―デモクラシーとは何か：代表制との関係 

4. 文献講読（３）―デモクラシーとは何か：政党政治の歴史 

5. 文献講読（４）―デモクラシーとは何か：ポピュリズムの台頭 

6. 文献講読（５）―デモクラシーとは何か：「参加」をめぐる新しい政治 

7. 個人リサーチにむけての準備：文献や資料の探し方 

8. 個人リサーチ報告（１） 

9. 個人リサーチ報告（２） 

10. 個人リサーチ報告（３） 

11. 個人リサーチ報告（４） 

12. 個人リサーチ報告（５） 

13. リサーチのまとめ―世界のデモクラシーを比較する 

14. 授業のまとめと討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に、文献を予め読んでおくこと。 

また、個人リサーチについても授業時間外に準備する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的な参加(40%)/文献報告(20%)/リサーチ報告(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文献講読の際は、テキストとして英語の論文を配布する。 

受講者の学習状況にもよるが、必要に応じて日本語文献も参考にする。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の人数に応じて、授業計画の変更を行うことがある。 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 人 
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配当年次：2 年生～4 年生 

選考方法： 

  ①題目：志望理由および本演習でリサーチしたいこと 

  ②字数：A４横書きで 2 枚以内 

 

注意事項（Notice） 
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■EX681 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX681／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オーストラリアから見た国際社会、現代社会 

担当者名 

（Instructor） 
杉田 弘也(SUGITA HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーストラリアに関する英語文献の講読を通じ，現代社会・政治・国際関係について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジア・西太平洋地域は，中国の台頭と米国の凋落とが交叉する現在，大きな転換期にある。オーストラリアは，G20，APEC，

東アジアサミットなどを舞台に，国家規模以上の活動を行っている。経済面でも先進国で最も成功しているといえる。また社会的

には，過去半世紀足らずの間に多文化主義社会への転換や先住民族の権利・地位の向上など大きな改革を達成してきた。そこ

での議論や政策は，日本の安全保障，TPP論争，将来の望ましい社会の姿といった面から参考になるだろう。 

この演習では，新聞などの論説記事や近年出版された論文，それに視聴覚教材を通じ，少々違った視点から国際問題や現代政

治を考えたい。授業では，担当者を決めて報告し，それに基づいた討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 1 

3. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 2 

4. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 3 

5. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 4 

6. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 5 

7. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 6 

8. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 7 

9. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 8 

10. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 9 

11. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 10 

12. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 11 

13. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 12 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配付された文献を読み、疑問点や自分の意見を明確にしたうえで授業に臨むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席・授業への参加(30%)/報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

印刷教材をそのつど配布する 

 

参考文献（Readings） 

授業中随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名程度 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポート 

①題目： この演習を志望する理由 

②字数： 1000 字（A4 用紙 1 枚）程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX682 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX682／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代世界と宗教 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 初美(SAWADA HATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）テロや戦争、差別など、現代世界が抱える諸問題を念頭に置きつつ、諸宗教の歴史と思想について学ぶ。 

（２）英語によるアカデミック・スキルの向上。ノートテイキング、スピーキング、ライティング、プレゼンテーションなどの技能を高め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語と日本語で授業を行う。学生同士のペアワークが中心。平易な英語で書かれたテキストを読み、学期中に２回以上のプレゼ

ンテーションを行う。全員が同じテキストを読むのではなく、各自の選んだテーマに応じ別々のテキストを読んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 第一サイクル（１）： リサーチノート作成（１） 

3. 第一サイクル（２）： リサーチノート作成（２） 

4. 第一サイクル（３）： リサーチノート作成（３） 

5. 第一サイクル（４）： アウトライン作成 

6. 第一サイクル（５）： プレゼンテーション 

7. 第二サイクル（１）： リサーチノート作成（１） 

8. 第二サイクル（２）： リサーチノート作成（２） 

9. 第二サイクル（３）： リサーチノート作成（３） 

10. 第二サイクル（４）： リサーチノート作成（４） 

11. 第二サイクル（５）： プレゼンテーション 

12. 第三サイクル（１）： リサーチノート作成（１） 

13. 第三サイクル（２）： リサーチノート作成（２） 

14. 第三サイクル（３）： ミニ・プレゼンテーション（またはリサーチノート作成（３）） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・担当するテキストの精読。 

・授業中に与えられた課題が終わらなかった場合、翌週までに完成させておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加(30%)/２回のプレゼンテーション(30%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にコピー資料を配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. Meredith, Susan, et al.. 2010. The Usborne Encyclopedia of World Religions: Internet-linked. Usborne (ISBN:978-1409510116) 

2. キュング、ハンス、2004、『世界諸宗教の道――その跡を求めて（DVD 全７巻)』、丸善 

3. 井上順孝（編）、2012、『世界宗教百科事典』、丸善 (ISBN:978-4621085776) 

4. Smith, Huston. 2009. The World's Religions (Plus). HarperOne (ISBN:978-0061660184) 

5. 2000. Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions. Merriam-Webster (ISBN:978-0877790440) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・TOEIC スコア５５０点～６５０点前後の学生に履修を勧める。 

・毎回以下の物を毎回持参すること 

  １．電子辞書（紙の辞書でも可。スマートフォン不可） 

  ２．B5 サイズのノート （ルーズリーフ式不可） 
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＜選考方法＞ 

採用人数 ： ２０名 

配当年次 ： ２－４年次 

選考方法 ： A４サイズ１枚に、以下の内容を記入すること 

  （１）氏名、所属、学年、学籍番号 

  （２）現在の TOEIC スコア 

  （３）http://www.bbc.co.uk/religion/religions/ にアクセス、Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, Judaism のうちから一つ選

び、内容を要約。（日本語） 

  （４）（３）で選んだ記事のどの部分に興味を惹かれたか、理由を含めて説明。（日本語） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX683 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX683／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Basic 

担当者名 

（Instructor） 
クッション(CUSHION NICHOLAS J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of the class is to give students an opportunity to use English in a fun and engaging way through the discussion of 

political issues. 

 

Students will enhance their vocabulary, use of expressions and confidence with using English. 

 

This class is for students who have little or no experience in expressing their opinions in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will be a combination of topics chosen by the instructor and presentations given by students. 

 

Topics and presentations will focus on a different political issue each week. 

 

Students will discuss their opinions in small and large groups. 

 

The instructor will prepare reading materials and arrange speaking activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction  

2. Current discussion topic presented by instructor  

3. Student presentation(s) and follow-up activities 

4. Current discussion topic presented by instructor  

5. Student presentation(s) and follow-up activities 

6. Current discussion topic presented by instructor  

7. Student presentation(s) and follow-up activities 

8. Current discussion topic presented by instructor  

9. Student presentation(s) and follow-up activities 

10. Current discussion topic presented by instructor  

11. Student presentation(s) and follow-up activities 

12. Current discussion topic presented by instructor  

13. Student presentation(s) and follow-up activities 

14. Current discussion topic presented by instructor  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a presentation. 

 

Students are expected to be prepared to discuss their ideas and opinions.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(70%)/Presentations(30%) 

Students must attend at least 70% of classes to be eligible for a grade 

 

テキスト（Textbooks） 

Handouts will be given by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10-30 名 

配当年次： 2-4 年次 

選考方法： Report 

①題目： What do you want to achieve in this class? 

②字数： 250 words in English 

 

注意事項（Notice） 
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■EX684 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX684／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
スコットランド政治（Scottish Politics) 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は英語文献を読むことを通じて、世界の国々についての理解を深めていくことを目標としている。特に、スコットランドの

‘Devolution’（自治権委譲）に焦点をあて、従来の主権国家には還元されない、「政治」の役割と意義について学んでいく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業においては、スコットランドの大学でも使われている『スコットランド政治』の教科書をとりあげ、主権国家からのいかにし

て自分たちの自治を獲得していくのかについて学んでいく。このことは地方分権の先駆的な形態であり、日本においても学ぶ意

義が高いテーマと言える。その中で、「自由」や「法」、「統治」、「経済」、「国際関係」というのを自分たちでどのように作っていくこと

ができるのかについて具体的に検討していく。 

 本授業は「演習」形式で行う。毎回、報告者が指定されたテキストの範囲をまとめ、その内容を発表していく。また、それ以外の

人にもコメントペーパーの提出を求めることになる。 

 特定の予備知識を必要とするわけではないが、受講する学生には、授業において積極的に発言することを求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. What is Scottish Politics 

3. Devolution：Historicak and Social Context 

4. Scotland's Poltical Parties 

5. Scottish Elections and Voting Behaviour 

6. Scottish Parliament：Actor, Area, and Agenda-Setting 

7. The Scottish Government 

8. Governance Beyond the Scottish Government 

9. Inter-Governmental Relations and Multi-Level Governmence 

10. Money and Power: Public Expenditure in Scotland 

11. Public Policy in Scotland Since Devolution 

12. Assessing Scottish Democary 

13. Conclusion 

14. Disccussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講生は指定されたテキストの範囲を毎回読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(40%)/プレゼンテーション(30%)/コメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Neil McGarvey, Paul Cairney. 2008. Scottish Politics: An Introduction. palgrave macmillan (978-1-3\4039-4329-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. リチャード・キレーン、2002、『図説 スコットランドの歴史』、彩流社 (ISBN:978-4882027720) 

2. 高橋哲雄、2004、『スコットランド 歴史を歩く』、岩波書店 (ISBN:978-4004308959) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：25 名 

配当年次：2,3,4 年次  

選考方法： レポート 

①題目：本演習を志望する理由とテーマへの関心を自由に記してください。 



 - 344 - 

②字数：字数制限なし 

 

注意事項（Notice） 
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■EX685 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX685／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<Intermediate> 

担当者名 

（Instructor） 
ダウンズ，Ｓ．(DOWNES SIMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field. (This class is for students who have 

intermediate skills for communicating with others in English) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will have the opportunity to examine and discuss legal issues in English. 

 

Prior to each class, students will read an article relating to law or recent legal events in the news. During the class period, 

students will present their opinions regarding the article and discuss the issues with other students. In addition, the instructor 

will prepare other reading materials, and organize class activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction including demonstration of typical class assignment 

2. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

3. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

4. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

5. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

6. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

7. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

8. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

9. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

10. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

11. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

12. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

13. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

14. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a presentation with format explained by instructor. 

Presenter(s) will prepare copies of presentation for all students in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(75%)/Presented papers(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A reading may be distributed in each class 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15-30 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート  

①題目： 

1. What do you hope to gain from this class? 

2. Discuss a legal topic that interests you.  
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②字数：400 words 程度（英語） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX686 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX686／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<Intermediate> 

担当者名 

（Instructor） 
ダウンズ，Ｓ．(DOWNES SIMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field. (This class is for students who have 

intermediate skills for communicating with others in English)  

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will have the opportunity to examine and discuss legal issues in English. 

 

Prior to each class, students will read an article relating to law or recent legal events in the news. During the class period, 

students will present their opinions regarding the article and discuss the issues with other students. In addition, the instructor 

will prepare other reading materials, and organize class activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction including demonstration of typical class assignment 

2. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

3. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

4. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

5. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

6. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

7. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

8. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

9. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

10. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

11. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

12. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

13. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

14. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a presentation with format explained by instructor. 

Presenter(s) will prepare copies of presentation for all students in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(75%)/Presented papers(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A reading may be distributed in each class 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15-30 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート  

①題目： 

1. What do you hope to gain from this class? 

2. Discuss a legal topic that interests you.  
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②字数：400 words 程度（英語） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX687 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX687／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<Basic> 

担当者名 

（Instructor） 
ダウンズ，Ｓ．(DOWNES SIMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field. (This class is for students who are 

not confident communicating with others in English) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will have the opportunity to examine and discuss legal issues in English. 

 

Prior to each class, students will read an article relating to law or recent legal events in the news. During the class period, 

students will present their opinions regarding the article and discuss the issues with other students. In addition, the instructor 

will prepare other reading materials, and organize class activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction including demonstration of typical class assignment 

2. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

3. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

4. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

5. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

6. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

7. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

8. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

9. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

10. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

11. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

12. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

13. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

14. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a presentation with format explained by instructor. 

Presenter(s) will prepare copies of presentation for all students in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(75%)/Presented papers(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A reading may be distributed in each class 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15-30 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート  

①題目： 

1. What do you hope to gain from this class? 

2. Discuss a legal topic that interests you.  
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②字数：400 words 程度（英語） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX688 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX688／法政外国語演習<英語> 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<Basic> 

担当者名 

（Instructor） 
ダウンズ，Ｓ．(DOWNES SIMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field. (This class is for students who are 

not confident communicating with others in English) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will have the opportunity to examine and discuss legal issues in English. 

 

Prior to each class, students will read an article relating to law or recent legal events in the news. During the class period, 

students will present their opinions regarding the article and discuss the issues with other students. In addition, the instructor 

will prepare other reading materials, and organize class activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction including demonstration of typical class assignment 

2. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

3. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

4. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

5. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

6. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

7. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

8. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

9. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

10. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

11. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

12. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

13. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

14. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a presentation with format explained by instructor. 

Presenter(s) will prepare copies of presentation for all students in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(75%)/Presented papers(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A reading may be distributed in each class 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15-30 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート  

①題目： 

1. What do you hope to gain from this class? 

2. Discuss a legal topic that interests you.  
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②字数：400 words 程度（英語） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX689 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX689／法政外国語演習 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Intermediate 

担当者名 

（Instructor） 
クッション(CUSHION NICHOLAS J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of the class is to give students an opportunity to use English in a fun and engaging way through the discussion of 

political issues. 

 

 

Students will enhance their vocabulary, use of expressions and confidence with using English. 

 

This class is for students who have some experience in expressing their opinions in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will be a combination of topics chosen by the instructor and presentations given by students. 

 

Topics and presentations will focus on a different political issue each week. 

 

Students will discuss their opinions in small and large groups. 

 

The instructor will prepare reading materials and arrange speaking activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction  

2. Current discussion topic presented by instructor  

3. Student presentation(s) and follow-up activities 

4. Current discussion topic presented by instructor  

5. Student presentation(s) and follow-up activities 

6. Current discussion topic presented by instructor  

7. Student presentation(s) and follow-up activities 

8. Current discussion topic presented by instructor  

9. Student presentation(s) and follow-up activities 

10. Current discussion topic presented by instructor  

11. Student presentation(s) and follow-up activities 

12. Current discussion topic presented by instructor  

13. Student presentation(s) and follow-up activities 

14. Current discussion topic presented by instructor  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a presentation. 

 

Students are expected to be prepared to discuss their ideas and opinions.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(70%)/Presentation(30%) 

Students must attend at least 70% of classes to be eligible for a grade 

 

テキスト（Textbooks） 

Handouts will be given by the instructor 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10-30 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： Report 

①題目： What do you want to achieve in this class? 

 

②字数： 250 words in English 

 

注意事項（Notice） 
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■EX691 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX691／法政外国語演習<フランス語> 

(Seminar on Law and Politics(French)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解力アップの手引き 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の初級文法を学んだ者が、社会科学分野の語彙を増やしつつ、自力で文献に当たっていくためのセンスと自信を養

う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

報道文、憲法、小説の法廷シーンその他、フランス内外の政治・法律・経済・歴史などに関連した文献を広く読んでいく。原則的に

毎回ダブルスペースで 2〜3 ページの量を読み切る。2 回目以降は 1 人 0.5 ページ程度を分担し、授業時に教員のサポートを受

けつつ発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス基本情報 

2. 憲法 

3. 時事（EU関連を含む計４点を予定） 

4. 時事 

5. 歴史 

6. 文学作品 

7. Victor Hugo, <I>Les Misérables</I> 抜粋  

8. 法規 et/ou 裁判 

9. 法規 et/ou 裁判 

10. 政治 et/ou 社会 

11. 環境 et/ou 経済 

12. 時事 

13. 時事 

14. 用語集や文法メモを共同で作成  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回以外は事前にテキストを配布するので、あらかじめ辞書を引いたり、文法事項を復習するなどして、可能な限りで読解を試み

ること。 （未習事項は必要に応じて補足しますが、「フランス語基礎２」または「基礎フランス語初級」を終えたレベルを想定してい

るため、未履修者は「中性代名詞」「条件法」「接続法」等の重要事項を独習する心がまえでいてください。） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率および準備学習と授業参加の度合い(65%)/最終レポート(Final Report)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：〜25 人 

配当年次：２年次以上 

選考方法：レポート 

  ①題目：本演習を希望する理由 

  ②字数：400 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX692 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX692／法政外国語演習<フランス語> 

(Seminar on Law and Politics(French)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の読解を通じて、映画とその著作権について考える 

担当者名 

（Instructor） 
土田 環(TSUCHIDA TAMAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の読解を通じて社会科学の基礎的な仏単語や構文を学び，レポートや卒業論文を書く際に仏語文献を参照できるよう

な力を身につける。また，テキストの内容を発展させながら，映画と著作権との関係について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，著作物を「精神の著作物」と規定するフランス著作権法や，著作権に関する新聞記事の読解を最終的な目的とし

て，芸術とりわけ映画の領域で作者の権利が問題となるさまざまな事例を考察する（肖像権，盗作と模倣の差異，国際共同製作

など）。ただし，受講者のフランス語レヴェルも考慮したうえで，映画に関する比較的簡単なテキストを読みながら，基本的な構文

読解を行うことから始める（1 年次で学ぶフランス語初級文法程度）。早いペースで復習を行うので，参加者はあらかじめ予習を

心がけてほしい。 

適宜映像資料を使用するほか，映画祭やシンポジウムへの参加を通じて映像文化に触れる機会を多く設ける予定。フランスにと

どまらない著作権の概念理解へとつなげられるようにしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―フランス語の学習法 

2. テキスト読解―映画の誕生（1） 

3. テキスト読解―映画の誕生（2） 

4. テキスト読解―映画と観客（1） 

5. テキスト読解―映画と観客（2） 

6. テキスト読解―映画とテレビ（1） 

7. テキスト読解―映画とテレビ（2） 

8. テキスト読解―映画と歴史的事象（1） 

9. テキスト読解―映画と歴史的事象（2） 

10. テキスト読解―映画と法（1） 

11. テキスト読解―映画と法（2） 

12. テキスト読解―映画と法（3） 

13. テキスト読解―映画と文化政策（1） 

14. テキスト読解映画と文化政策（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

読解するテキストに関して、単語を調べ、構文読解をあらかじめ終えた状態で演習にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当報告の内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤昌三、2001、『《新版》ル・フランセ』、白水社 (ISBN:9784560060520) 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. ミシェル・フーコー、1990、『作者とは何か？』、哲学書房 

2. 宮沢溥明、1998、『著作権の誕生 フランス著作権史』、日本ユニ著作権センター 

3. クサビエ・グレフ、2007、『フランスの文化政策―芸術作品の創造と文化的実践』、水曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次： 2～4 年次 
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選考方法：申込による（応募者多数の場合には抽選とし、仏語既修者を優先する） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX694 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX694／法政外国語演習<ドイツ語> 

(Seminar on Law and Politics(German)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ憲法の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
玉蟲 由樹(TAMAMUSHI YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの法学文献の講読を通じて，ドイツ法の理解およびドイツ語能力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ法一般について，ドイツの大学法学部における外国人留学生，エラスムスプログラム学生向けに執筆された比較的容易に

読めるテキストを中心に講読する。その後は受講生のレベルとニーズに応じ決定するが，現在のところ，ドイツ憲法に関する文献

を講読したいと考えている。 

ドイツ法に興味があれば，まったくのドイツ語初学者でも歓迎する。ただしドイツ語レベルにかかわらず，受講者には等しく翻訳等

の担当をお願いするので，その労力をいとわないことが求められる。もちろん法学ないし政治学研究者を目指す者も歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ドイツ法入門（1） 

3. ドイツ法入門（2） 

4. ドイツ法入門（3） 

5. ドイツ法入門（4） 

6. ドイツ法入門（5） 

7. ドイツ憲法の基礎（1） 

8. ドイツ憲法の基礎（2） 

9. ドイツ憲法の基礎（3） 

10. ドイツ憲法の基礎（4） 

11. ドイツ憲法の基礎（5） 

12. ドイツの憲法裁判（1） 

13. ドイツの憲法裁判（2） 

14. ドイツの憲法裁判（3） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを読んで来ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(70%)/課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ドイツ憲法判例研究会、『ドイツの憲法判例１～３』、信山社 

2. 村上淳一・守矢健一／ハンス・ペーター・マルチュケ、2012、『ドイツ法入門[改訂第 8 版]』、有斐閣 

3. 大林啓吾・見平典、2016、『憲法用語の源泉をよむ』、三省堂 

4. 畑尻剛・工藤達朗編、2013、『ドイツの憲法裁判（第 2 版）』、中央大学出版部 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 20 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート 

①題目： 自己紹介および志望動機について 

②字数： 1000 字程度 
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演習論文：実施しない  

 

注意事項（Notice） 
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■EX695 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX695／法政外国語演習<中国語> 

(Seminar on Law and Politics(Chinese)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

習近平の中国のしくみ 

（中国語の発音を覚えながら中国のしくみを講義する） 

担当者名 

（Instructor） 
王 佩民(WANG PEIMIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国は、13 億以上の人口で世界一人口が多い国で中国共産党により統治されるヘゲモニー政党制である。世界第 2 位の経済

大国でもある。この中国のしくみを知ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、中国のしくみを知るために、まずビンインを沢山聞いていただく。中国語の音節、声調を覚えながらドキュメンタリ

ーや視聴覚教材を使用し、国家の統治体制、行政区分、国家機関、国民と社会、宗教と文化などを取り上げて講義する。 

授業では、毎回のテーマに対して討論を行い 1 枚程度のレビューを提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢語の発音と世界一人口が多い国 

2. 簡単な日常会話、国家統治体制 

3. 中国語のしくみと地方行政区分 

4. 中国語の歌と 22 省級行政区 

5. 中国語漢詩と 5 自治区と４直轄市 

6. 香港とマカオの２特別行政区と台湾 

7. 国民と社会①民族 

8. ②教育（小・中・高・大学）の事情 

9. ③宗教（仏教・道教・儒教） 

10. イスラム教・キリスト教 

11. 文化①食文化 

12. ②大衆文化 

13. ③世界遺産 

14. 総括討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業終了後に詳しく指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/レポート提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

担当者が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

最新情報を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 25 名 

配当年次 ： 2-4 年次 

選考方法 ： 申し込みによる（応募者多数の場合は抽選） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX696 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX696／法政外国語演習<中国語> 

(Seminar on Law and Politics(Chinese)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多様な中国語に重点をおいた中国法制度 

担当者名 

（Instructor） 
王 佩民(WANG PEIMIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来，真の国際人として中国語を運用するコミュニケーション能力を育成する。これまで学習してきた基本文型と語彙を使って正

しい中国語（法学用語）で表現できることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の生活や興味関心のある話題を扱う。 

１．様々な生きている中国語(社会主義法系の中国，英米法系の香港，大陸法系の日本法の影響）法律と社会「民主がないが自

由がある中国，社会の変化が劇変」)に多量に触れる。 

２．聴・話・読・書の基本訓練。 

３．漢詩や歌を覚えて多様な中国語の語彙力の増強を目指す。 

４．テーマごとに担当者を設けて、独自な観点で分析し発表してもらう。 

中国法の面白さと中国法全体のプラスアルファを求めていく。 

学生は，クラスメートと自分の好みや経験について活発に意見を交換しながら，関心あるテーマについて理解を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介や各自問題担当の議論 

2. 法源：憲法、行政法規、地方性法規、自治条例、行政規則 

3. 立法府：全国人民代表大会、全人代常務委員会と国務院 

4. 司法組織：人民法院、人民検察院 

5. 民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法 

6. 裁判制度：四級二審制、人民陪審制 

7. 李白や杜甫の漢詩を習う。ビジネスに役に立つ。 

8. 商事法：「全人民所有制企業法」、「会社法」 

9. 中国語歌を習う。 

10. 民事紛争処理制度：人民調停委員会、仲裁 

11. 改革开放的变化 

12. 大学生介绍 

13. 婚姻，养老 

14. 総括討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業が終わってから細かい指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/レポート提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

人民日報やインターネット最新情報配布(担当者が用意) 

 

参考文献（Readings） 

適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：25 名 

配当年次：2‐4 年次 

選考方法：申し込みによる（応募者多数の場合は抽選） 
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パソコン使用、中国語辞書用意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX697 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX697／法政外国語演習<中国語> 

(Seminar on Law and Politics(Chinese)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

習近平の政治 

（中国語会話を覚えながら社会主義体制を講義する） 

担当者名 

（Instructor） 
王 佩民(WANG PEIMIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中華人民共和国憲法には、中国共産党による国家や社会への領導が明記されている。中国人民の意思は立法府である人民代

表大会によって体現される。このしくみを考察し、理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、一党独裁制の政治を理解するためにドキュメンタリーやインタネットなど視聴覚教材を使用し、共産党権力構造、

国家指導者、立法機関、地方政府などを取り上げながら、考察していく。 

授業の中で最も関心のあるテーマや事柄について、独自の観点から分析し、日本の政治と比べて発言していただく。 

また、テーマごとに担当者を設けて、調べて作ったレビューを提出する。いい作品を発表してもらう。日中間の外交関係について

討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介、各自問題分担を議論する。 

2. 中国の権力構造は中国共産党、国家機関、行政機関と人民解放軍の４つに分かれている。 

3. ①中国共産党 

4. ②国家機関と行政機関 

5. ③中国の憲法 

6. 全国人民代表大会と中国人民政治協商会議 

7. 中央政府と地方政府（郷、県、地区、直轄市と省） 

8. 各レベルの政府に 2 人の重要な官僚がいる。党書記と地方政府の長の関係 

9. 自治区と省内の自治県に住む少数民族に対し自治権を与えるシステム。 

10. 中国共産党と「民主派党」の８つの小さな政党の共存。 

11. 民族問題①優遇政策のいろいろ、②漢民族優越主義と少数民族の独立運動 

12. 国際問題①東シナ海における国境紛争、②台湾問題 

13. 国際機構への参加 

14. 総括討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業終了後に詳しく指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加度(30%)/レポート提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

担当者が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

最新情報提供を行う。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 20 名 

配当年次 ： 2‐4 年次 

選考方法 ： 申し込みによる（応募者多数の場合は抽選） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX698 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX698／法政外国語演習<朝鮮語> 

(Seminar on Law and Politics(Korean)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日韓関係から考えてみる東アジアと朝鮮半島の平和と人権 

担当者名 

（Instructor） 
李 リョン京(LEE RYONGYON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

韓国社会、日韓関係を中心に現代東アジアの政治・文化・社会状況について考察し，理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では，朝鮮語と日本語の論文やドキュメンタリー、TV番組など視聴覚教材を使用して、日韓関係の歴史と現代東アジア

の政治・文化・社会状況を考察していきます。 

とりわけ、2017 年北朝鮮の核開発などで東北アジアに緊張が高まっていたので、東北アジアにおける平和構築について討論しま

す。 

最終的には，この授業で扱ったテーマの中から，特に関心のある事柄について，独自の観点から分析，批判できる力を養うよう

にします。 

 

授業では，毎回，テーマごとに担当者を設け，他の学生は各自Ａ４用紙１枚程度のレビューを提出する。それに基づいた討論を行

います。 

 

テーマに合わせて専門ゲストスピーカーを招いて現場からの視覚を聞き，話し合う時間と見学授業を予定です。 

 

朝鮮語ができなくても受講は可能です。ただし、議論を深めるために、普段新聞などニュースを細かくチェックしてもらいたいで

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介、各自問題意識の共有 

2. 第１テーマ；平和とは何か① 

3. 第１テーマ；平和とは何か② 

4. 第１テーマ；議論① 

5. 第２テーマ；グローバルヒバクシャ① 

6. 第２テーマ；グローバルヒバクシャ② 

7. 関連映像鑑賞 

8. ゲストスピーカによる特別講義 

9. 第 2 テーマ；議論② 

10. 第３テーマ；平和の構築のために① 

11. 第３テーマ；平和の構築のために② 

12. 関連映像鑑賞 

13. 総括討議１ 

14. 総括討議２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業終了後に詳しく提示します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告内容(40%)/毎回のコメント(30%)/授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者と相談して最終的に決定します。参考資料は印刷教材などをその都度配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜提示します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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＜選考方法＞ 

採用人数：８ー10 名 

配当年次：２−４ 年次 

選考方法：レポート 

1。題目 

 １）簡単な自己紹介、ゼミの選択理由 

 ２）以下のテーマのうち、いずれた２つ 

 ①自分が考える平和とは 

 ②北朝鮮の核開発によって東北アジアに緊張感が高まっている。 

   東北アジアの平和構築のために日本は何ができるか。 

 ③ヒロシマ・ナガサキの原爆投下とヒバクシャについて 

 

2）字数：２５００字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX761／合同講義（オックスフォード・サマープログラム） 

(Law Faculty Joint Lecture(Oxford Summer Program)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス法学・西洋古典・自主研究 

担当者名 

（Instructor） 

小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

高橋 脩一(TAKAHASHI SYUICHI) 

溜箭 将之 

(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

夏期 4 週間（8 月５日～９月２日）をイギリスのオックスフォードで過ごし、西洋古典とイングランド法の基礎を学ぶこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の中核は、オックスフォード大学で 4 週間にわたり、東京大学と青山学院大学と合同で行うサマー・プログラムにある。プロ

グラム前半の 2 週間では、オックスフォード大学の若手教員らにより、契約法・不法行為法など法学基本科目の少人数講義と、

ホメロスなどを扱った西洋古典学や西洋文学の少人数講義が行われる。イングランドの法律家の基本的な思考様式を学ぶととも

に、イギリスを含めた西洋社会の伝統に接することで、強烈な異文化体験をするとともに、是非はともあれ今日国際的に影響力

のある西欧的思考とどのように対峙できるか、自ら考えてもらう。プログラム後半の 2 週間では、イギリスの裁判所等を見学する

とともに、自ら課題を設定して個別研究を行う。最後に研究成果のプレゼンテーション及びレポートが求められる。 

なお、春学期に 4 回の事前学習、秋学期に 1 回の総括の授業を行う。 

＊2018 年 4 月 6 日（金）13:15～15:15 履修手続ガイダンス（本館 1203 教室）に出席のこと。 

＊費用（渡航費・宿泊費・プログラム費用等）は 65 万～85 万円程度を想定するが、為替や自由行動の内容により変動する。 

＊本合同講義は単年度開講である。2014 年度・2015 年度・2016 年度・2017 年度の合同講義を履修した者は、本年度の合同講

義を履修することはできない。 

＊オックスフォード大学の正規プログラムではないため、同大学による単位認定や修了証明書発行等はなされない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション［4月 20 日（金）6 限（予定）］ 

2. 事前研究①：イギリスの教育制度 

3. 事前研究②：西洋古典の基礎 

4. 事前研究③：イギリス法の基礎 

5. コモンロー契約法入門① 

6. コモンロー契約法入門② 

7. コモンロー契約法入門③ 

8. コモンロー契約法入門④ 

9. コモンロー契約法入門⑤ 

10. コモンロー不法行為入門① 

11. コモンロー不法行為入門② 

12. コモンロー不法行為入門③ 

13. コモンロー不法行為入門④ 

14. コモンロー不法行為入門⑤ 

15. ホメロス『イリアス』① 

16. ホメロス『イリアス』② 

17. ホメロス『イリアス』③ 

18. ホメロス『イリアス』④ 

19. ホメロス『イリアス』⑤ 

20. 西洋文学① 

21. 西洋文学② 

22. 西洋文学③ 

23. 西洋文学④ 

24. 西洋文学⑤ 

25. 自主研究① 

26. 自主研究② 

27. 自主研究報告スピーチ 

28. 総括 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回準備課題を指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自主研究報告スピーチ(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Cartwright. 2013. "An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer （2nd ed.）". Hart Publishing 

(ISBN:978-1849464796) 

2. Carol Harlow. 2005. "Understanding Tort Law (3rd revised ed.)". Sweet & Maxwell (ISBN:978-0421878402) 

3. ホメロス・松平千秋訳、1992、『イリアス』(上)(下)、岩波文庫 (978-4003210215, 978-4003210222) 

4. ホメロス・松平千秋訳、1994、『オデュッセイア』(上)(下)、岩波文庫 (978-4003210246, 978-4003210253) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田潔、1949、『自由と規律――イギリスの学校生活』、岩波新書 (ISBN:978-4004121411) 

2. 藤原正彦、1994、『遥かなるケンブリッジ――数学者のイギリス』、新潮文庫 (ISBN:978-4101248042) 

3. 苅谷剛彦、2012、『イギリスの大学・ニッポンの大学――カレッジ、チュートリアル、エリート教育』、中公新書ラクレ (ISBN:978-

4121504302) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

募集条件 

履修対象学生： 本学２～４年次生。 

単位数： 通年 4 単位 

募集人数： 10 名程度 

選考方法： 基本的にレポートにより選考する。 

履修が許可された場合には、それ以降の履修取消は原則として認めない。 

英語力による選抜は行わない。ただし、英語で知的にタフな内容を議論することに意味があることを理解して参加されたい。 

＊本科目は、登録後取り消すことはできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX901 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理入門 

(Information Processing Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 尚(SATOU HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
各クラス定員 60 名 1 年次のみ 春学期・秋学期各 2 クラス開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC を利用したレポート等の作成、情報発信、データの分析などに関する基礎的なスキルを習得する。また、情報システムの基本

的な事項を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Windows の操作から始め、Wordによるレポート作成、Excelによるデータ分析の基本、PowerPoint によるプレゼンテーションなど

について実習形式で授業を進める。また、コンピュータやインターネットの仕組み、情報倫理やセキュリティといった情報化社会に

生活するものとしての基本的な知識についても解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・コンピュータの仕組み 

2. Windows の基本操作と情報の収集 

3. インターネットの仕組みとマナー 

4. プレゼンテーションその 1：PowerPointを利用したプレゼンテーションの基礎 

5. プレゼンテーションその 2：PowerPointを利用した少し高度なプレゼンテーション 

6. プレゼンテーションその 3：PowerPointを利用した少し高度なプレゼンテーション 

7. レポートの作成その 1：Wordを利用した文書作成の基本 

8. レポートの作成その 2：Wordを利用した図表の作成 

9. データの分析その 1：Excel を利用した表作成 

10. データの分析その 2：Excel を利用した基本的なデータ処理 

11. データの分析その 3：Excel を利用したグラフ作成 

12. データの分析その 4：データベースとしての Excel その 1 

13. データの分析その 5：データベースとしての Excel その 2 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業終了時に準備学習用資料を配付するので、そこに記載された課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業中に指示する課題(25%)/出席状況(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、資料プリント等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を利用して授業関連資料等を配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX902 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理入門 

(Information Processing Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 尚(SATOU HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC を利用したレポート等の作成、情報発信、データの分析などに関する基礎的なスキルを習得する。また、情報システムの基本

的な事項を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Windows の操作から始め、Wordによるレポート作成、Excelによるデータ分析の基本、PowerPoint によるプレゼンテーションなど

について実習形式で授業を進める。また、コンピュータやインターネットの仕組み、情報倫理やセキュリティといった情報化社会に

生活するものとしての基本的な知識についても解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・コンピュータの仕組み 

2. Windows の基本操作と情報の収集 

3. インターネットの仕組みとマナー 

4. プレゼンテーションその 1：PowerPointを利用したプレゼンテーションの基礎 

5. プレゼンテーションその 2：PowerPointを利用した少し高度なプレゼンテーション 

6. プレゼンテーションその 3：PowerPointを利用した少し高度なプレゼンテーション 

7. レポートの作成その 1：Wordを利用した文書作成の基本 

8. レポートの作成その 2：Wordを利用した図表の作成 

9. データの分析その 1：Excel を利用した表作成 

10. データの分析その 2：Excel を利用した基本的なデータ処理 

11. データの分析その 3：Excel を利用したグラフ作成 

12. データの分析その 4：データベースとしての Excel その 1 

13. データの分析その 5：データベースとしての Excel その 2 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業終了時に準備学習用資料を配付するので、そこに記載された課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業中に指示する課題(25%)/出席状況(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、資料プリント等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を利用して授業関連資料等を配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX903 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理入門 

(Information Processing Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 尚(SATOU HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC を利用したレポート等の作成、情報発信、データの分析などに関する基礎的なスキルを習得する。また、情報システムの基本

的な事項を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Windows の操作から始め、Wordによるレポート作成、Excelによるデータ分析の基本、PowerPoint によるプレゼンテーションなど

について実習形式で授業を進める。また、コンピュータやインターネットの仕組み、情報倫理やセキュリティといった情報化社会に

生活するものとしての基本的な知識についても解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・コンピュータの仕組み 

2. Windows の基本操作と情報の収集 

3. インターネットの仕組みとマナー 

4. プレゼンテーションその 1：PowerPointを利用したプレゼンテーションの基礎 

5. プレゼンテーションその 2：PowerPointを利用した少し高度なプレゼンテーション 

6. プレゼンテーションその 3：PowerPointを利用した少し高度なプレゼンテーション 

7. レポートの作成その 1：Wordを利用した文書作成の基本 

8. レポートの作成その 2：Wordを利用した図表の作成 

9. データの分析その 1：Excel を利用した表作成 

10. データの分析その 2：Excel を利用した基本的なデータ処理 

11. データの分析その 3：Excel を利用したグラフ作成 

12. データの分析その 4：データベースとしての Excel その 1 

13. データの分析その 5：データベースとしての Excel その 2 

14. 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業終了時に準備学習用資料を配付するので、そこに記載された課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/最終レポート(Final Report)(20%)/授業中に指示する課題(25%)/出席状況(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、資料プリント等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を利用して授業関連資料等を配布する。 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


