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■ND011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND011／法学研究基礎 

(Introduction to Legal Studies) 

担当者名 

（Instructor） 

濱野 亮(HAMANO RYO) 

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） 
LAP5910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学研究に関して、研究倫理、論文執筆法、研究方法の基本を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後の研究を遂行するうえで予め知っておくべき研究倫理、文献探索法、論文執筆法について学ぶ。また、判例（最高裁判例と

下級審判例）、判例評釈、法学分野の優れた論文を輪読することで、法学の研究方法について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究生活入門 

3. 研究者倫理・文献引用手法入門 

4. 判例研究①（最高裁判例①） 

5. 判例研究②（最高裁判例②） 

6. 判例研究③（下級審判例） 

7. 方法論入門 

8. 論文精読① 

9. 論文精読② 

10. 図書館サーベイ① 

11. 図書館サーベイ② 

12. 論文の書き方  

13. 文献リスト・論文チャプター作成セッション① 

14. 文献リスト・論文チャプター作成セッション② 

 

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

報告担当者、それ以外の履修者ともに、指定された教材の予習、復習が義務づけられる。また、各自の修士論文（リサーチペー

パー）作成に向けて、仮テーマの設定と、論文チャプター作成のための準備作業を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および討論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田高寛貴・原田昌和・秋山靖浩、2015、『リーガル・リサーチ＆レポート』、有斐閣 (ISBN:978-4641125735) 

立教大学法学部『ラーニングガイド』、立教大学 『Master of Writing』 (MOW)およびその他の教材を配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

資料を配布する。または Blackboard に電子ファイルをアップする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND051／政治学研究基礎 

(Introduction to Political Science Research) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大学院での政治学研究の進め方 

担当者名 

（Instructor） 

倉田 徹(KURATA TORU)   

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） 
LAP5910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士号の獲得を目指して研究活動に入ろうとしている大学院の初学者が、研究倫理および論文執筆の方法、研究の方法につい

て学び、不正のない方法で論文執筆を行うための基礎知識を身につけ、それに基づいて基礎的な研究活動を実践し、論文執筆

のための基礎的な研究能力をつけること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、学術界において、様々な研究不正問題が発生しています。政治学研究においても、引用や注の付け方などのルールを軽

視または無視した結果、研究不正とみなされる事態を招く可能性があります。この授業では、まず研究の倫理を習得し、何が不

正行為に当たるのかについての基礎的な知識を身につけます。続いて、情報収集の方法を実践的に学びます。さらに、政治学の

様々な分野で、それぞれどのような研究方法が取られてきたのかを学び、それらを応用して自らの研究テーマを論文の形にまと

めるための力をつけます。 

前半では、今後の研究を遂行するうえで予め知っておくべき研究倫理と論文執筆方法について学びます。後半では、政治学の各

専門分野の代表的な著作、最新の優れた研究成果を輪読することで、政治学の様々な研究方法について理解を深めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 研究倫理① 

3. 研究倫理② 

4. 図書館授業内情報検索講習会（発展編） 雑誌論文の探し方（CiNii）、文献管理ツール（RefWorks）の使い方など 

5. 論文執筆方法① 

6. 論文執筆方法② 

7. 論文執筆方法③ 

8. 研究方法 I （歴史的アプローチ、地域研究、事例研究）① 

9. 研究方法 I （歴史的アプローチ、地域研究、事例研究）② 

10. 研究方法 II （政治思想、テクスト分析、概念分析）① 

11. 研究方法 II （政治思想、テクスト分析、概念分析）② 

12. 研究方法 III（計量分析、実証分析）① 

13. 研究方法 III（計量分析、実証分析）② 

14. リサーチデザインの発表 

 

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

報告担当者は教員および受講者に配付資料を用意して、報告内容を口頭で説明できるように準備すること。受講者は報告への

質問やコメントなどを行って積極的に授業に参加するために、使用される教材の内容などを予めよく理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/討論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会編、2015、『科学の健全な発展のために : 誠実な科学者の心

得』、丸善出版社 

2. 眞嶋俊造・奥田太郎・河野哲也編著、2015、『人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック』、慶應義塾大学出版会 

3. 花井等・若松篤、2014、『論文の書き方マニュアル : ステップ式リサーチ戦略のすすめ』、有斐閣 

4. 加藤淳子・境家史郎・山本健太郎編、2014、『政治学の方法』、有斐閣 

5. ジョージ、アレキサンダー・ベネット、アンドリュー著、泉川泰博訳、2013、『社会科学のケース・スタディ : 理論形成のための定

性的手法』、勁草書房 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND102／英米法特論 

(Anglo-American Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信託の伝播と変容：17 世紀イングランドから 21 世紀東アジアまで 

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） 
LAP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イングランドで発展した信託の概念は、大英帝国の世界進出・拡大とともに、17 世紀以降世界各地に伝播していった。そうした信

託の伝播の過程で、信託法理がどのように変容を遂げていったかを検討し、その社会経済的背景や各国の国内政治・国際外交

上の状況と照らし合わせて理解を試みることによって、従来の一国対一国でなされていた比較法よりも、よりダイナミックな比較法

研究を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

信託の伝播は、イギリスを出発点にアメリカを経て日本へという西廻りと、南アフリカ・インドを経て日本・東アジアへという東廻り

の二つのルートに沿って検討することができる。授業では、こうした伝播の経緯を念頭におきつつ、国ごとに信託の基本文献を検

討してゆく。英語の文献を中心に扱い、日本語による資料を補助的に用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. イギリス 

3. イギリス 

4. アメリカ 

5. 南アフリカ 

6. インド 

7. 日本 

8. 韓国 

9. 台湾 

10. 中国 

11. 中国 

12. 香港 

13. シンガポール 

14. まとめ 

 

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

初回に検討する文献を紹介し、各回で扱う箇所を指示する。この指示に沿って毎回予習し、授業でのディスカッションの準備をす

ることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内のディスカッションへの貢献(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. John Glasson and Geraint Thomas (eds). 2011. The International Trust (3rd edn). Jordan Publishing (ISBN:1846612721) 

2. Lusina Ho and Rebecca Lee. 2013. Trust Law in Asian Civil Law Jurisdictions: A Comparative Analysis. Cambridge UP 

(ISBN:1107023122) 

3. 新井誠、2014、『信託制度のグローバルな展開 : 公益信託甘粕記念信託研究助成基金講演録』、日本評論社 

(ISBN:9784535520554) 

4. タマール・フランケル、2014、『フィデューシャリー ―「託される人」の法理論』、弘文堂 (ISBN:4335355955) 

連続講演・シンポジウム「物権と信託：イングランド法制史と比較法制史」立教法学 88 号 201-297 頁（2013） 

溜箭将之「信託の大航海時代：イングランドからの伝播と変容」信託協会・信託研究奨励金論集 35号 39-62 頁（2014） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND104／法哲学特論 

(Philosophy of Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代法哲学の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
吉良 貴之(KIRA TAKAYUKI) 

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） 
LAP5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法哲学の原理的な思考を理解し、多様な視点を身に付け、それを自身の関心のある具体的テーマ、または実定法や政治学系の

諸科目に応用できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代法哲学の基本的な議論（主として戦後の英米法哲学の流れ）を押さえたうえで、それを各種の現代的問題に応用することに

よって、原理的かつ多様な思考法を身につける。具体的に扱うテーマや文献は受講者の希望に応じて柔軟に変更する。ただし、

１）グローバル化時代の、２）進歩する科学技術のもとでの、法、国家、民主主義、立憲主義といったもののあり方の変容を見定め

ることをつねに念頭に置くものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、イントロダクション： 法哲学的な思考のあり方を、最近のニュースや判例を素材にして実践してみる。 

2. 現代正義論の見取り図 (1) ：ジョン・ロールズ『正義論』（原著 1971 年）をもとに、現代正義論の基本的な発想を理解する。 

3. 現代正義論の見取り図 (2) ：ロールズ正義論に対する各種の批判や、その他の正義論的立場（功利主義、リバタリアニズ

ム、etc.）を検討し、今後の議論の「道具立て」を揃える。 

4. 世代間正義論 (1) ：いまだ生まれざる将来世代との規範的関係を考えるにあたっての、ロールズ正義論の可能性と限界を

内在的に理解する。 

5. 世代間正義論 (2)： ロールズ以降の各種の正義論からのアプローチが、どのようなメリット、デメリットを有しているかを議

論する。 

6. 世代間正義論 (3)：前 2 回の議論を踏まえ、公的年金のあり方など、世代「内」の正義の問題が問われうる場面について、

一貫した議論が可能かどうかを考察する。 

7. グローバル正義論 (1) ：グローバリゼーションにともなう規範的問題にどのようなものがあるかを確認し、各種の正義論の

応用可能性に向けた見通しを得る。 

8. グローバル正義論 (2) ：国境を超えた人の移動に関わる、いわゆる「移民・難民の正義論」を取り上げ、それが現代の「国

民国家」のあり方にどういった問題を突きつけているかを理解する。 

9. グローバル正義論 (3) ：地球環境問題にともなう「気候の正義（climate justice）」論を取り上げ、たとえばパリ協定の実行化

に向けた世界規模での取り組みがいかにして可能か（または、そもそも必要か）について議論する。 

10. 科学技術と法 (1)：現代の科学技術の進展が、法／正義のあり方にどのようなインパクトをもたらしうるか、見通しを得る。 

11. 科学技術と法 (2)：不確実性を不可避的にともなう先端科学技術問題を「法」はどのように取り扱うことができるか（例：原発

差止訴訟）を考え、現状の法制度（たとえば裁判における当事者主義）の可能性と限界を議論する。 

12. 科学技術と法 (3)：AI によるビッグデータ解析、ゲノム解析といった「個人化」技術が進歩していくなかで、一般性を特徴と

する法的諸概念や、リスクを共有する仕組みとしての福祉国家がどのように変容するかを考える。 

13. これからの法概念論に向けて (1)：「法とは何か」を問う「法概念論」と呼ばれる領域における議論枠組みを確認し、それが

将来、どういった課題に直面しうるかを議論する。 

14. これからの法概念論に向けて (2)：「法」に代わりうる統治のあり方（いわゆるアーキテクチャ論など）を検討しながら、今後

の「法」の可能性を考え、授業全体のまとめとする。 

 

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

参考文献を毎回指定するので、よく予習すること。どういったことが法哲学的な「問い」になりうるかを考え、自分なりの立場（さら

に、それに対してありうる反論）などをまとめておくこと。また、時事問題を多く素材に用いるので、普段から各種のニュースを意識

的にチェックしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/平常点(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは指定しない。議論の素材にする課題文献は毎回、指定する。基本的に日本語の文献を指定するが、受講生の

希望が多い場合には英語文献を指定することもありうる。 
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参考文献（Readings） 

1. 瀧川裕英・宇佐美誠・大屋雄裕、2014、『法哲学』、有斐閣 (ISBN:978-4641125674) 

2. 瀧川裕英（編）、2016、『問いかける法哲学』、法律文化社 (ISBN:978-4589037886) 

3. 安藤馨・大屋雄裕、2017、『法哲学と法哲学の対話』、有斐閣 (ISBN:978-4641125933) 

4. 片桐直人・松尾陽・岡田順太（編）、2017、『憲法のこれから』、日本評論社 (ISBN:978-4535408487) 

瀧川ほか『法哲学』は、現代の英米系法哲学の主要トピックを網羅しているので、全体像をとにかくつかみたい受講生は通読を薦

める（辞書的な利用でも差し支えない）。瀧川編『問いかける法哲学』は様々な具体的問題をもとに「法哲学的な問い」がどのよう

に成立するか、多くの好例を収める。「どう議論すればよいか」をつかみたい受講生は先にこちらを読むことを薦める。安藤・大屋

『法哲学と法哲学の対話』は、法哲学内での多様な立場の存在を理解したり、法哲学が実定法の諸問題にどのように切り込むか

を理解するうえで絶好の書である。片桐ほか編『憲法のこれから』は、グローバル化の進展、科学技術の進歩のもとで「憲法」が

どういった多様な課題に直面しているかを示すものであり、本授業での「問い」の立て方にもおおいに参考になる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

法哲学・政治哲学、および実定法諸科目の知識は特に前提としない。現代的な社会問題について「ちょっと変わった」角度から考

えてみたいという意欲のある受講生を歓迎する。また、教員ウェブサイト（http://jj57010.web.fc2.com）には本授業に関わる様々な

情報を掲載するので、随時チェックしてほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■ND107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND107／国際法研究 

(International Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法判例研究 

担当者名 

（Instructor） 
西元 宏冶(NISHIMOTO KOJI) 

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） 
LAP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際法に関する判例の検討を通じて、国際法上の論点を抽出し、自らの問題関心に沿って、個々の紛争処理における判決の論

理と、より一般的な枠組の中における意義を理解し、説明・論述できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、国際法、特に条約法に関する判例を中心に、国際法の基本概念と国際法の判例研究の方法を学びます。主に英

文で書かれた国際法に関する判例の精読を通じて、国際法の基本概念とともに国際法における実質的法源としての判例の意義

に対する理解を深め、最終的に国際判例の評釈が作成できるようになることを目標とします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際法の法源 

2. 国際法における司法・準司法手続の位置づけ 

3. 国際判例研究（１）：国際法の法源 その１ 

4. 国際判例研究（２）：国際法の法源 その２ 

5. 国際判例研究（３）：国際法の法源 その３ 

6. 国際判例研究（４）：国際法の法源 その４ 

7. まとめ（１） 

8. 国際判例研究（５）：条約の成立 その１ 

9. 国際判例研究（６）：条約の成立 その２ 

10. 国際判例研究（７）：条約の成立 その３ 

11. まとめ（２） 

12. 国際判例研究（８）：条約の効力 その１ 

13. 国際判例研究（９）：条約の効力 その２ 

14. まとめ（３） 

 

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

報告者は、裁判の概要（事実関係・当事者の主張・判決の概要その他）と国際法上の論点に整理したレジュメを作成すること。 

 

参加者は、全員事前に判決を読み、事実関係、当事者の主張、国際法上の論点を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告および質疑応答などの授業への貢献度(60%) 

履修者は、1-2 回の判例報告とともに、報告後の質疑応答や指摘を踏まえてレポート（判例評釈）を提出することが義務づけられ

る。本講義の＜到達目標＞に照らして、判決の内容を理解し、そこから自分なりの理解・解釈ができているかを基準に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

山本草二他編『国際法判例百選』（別冊ジュリスト No.156）有斐閣（2001 年） 

小寺彰他編『国際法判例百選〔第 2 版〕』（別冊ジュリスト No.204）有斐閣（2011 年） 

田畑・松井他編『判例国際法〔第２版〕』（東信堂、2006 年） 

杉原高嶺・酒井啓亘『国際法基本判例５０』（三省堂、2010 年） 

杉原高嶺・酒井啓亘『国際法基本判例５０〔第２版〕』（三省堂、2014 年） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本講義は、英文読解の練習の場ではありません。参加者が自力で判決を読み、最低限その法的論点を把握できることを前提と

しています。また、自分の報告だけをこなせば、単位をもらえる講義ではありません。自分の担当報告以外の授業にも出席し、質
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疑応答に参加することが求められます。受講者の主体的な参加を前提とするので、そのつもりで受講して下さい。 

 講義内で取り扱う判決などを検討する必要があるので、受講希望者は、必ず事前にコンタクトを取ること(メールアドレス：

nishimot（a）isc.senshu-u.ac.jp. ＊メールアドレスは（a）の部分を@に置き換えてください)。 

 

注意事項（Notice） 
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■ND108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND108／国際法特論 

(International Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法の断片化問題 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

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） 
LAP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「国際法の断片化」をめぐる議論がどのような現実を背景として提起され、何を問題としているのかを理解し、それに対する対応

に関する議論を批判的に検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書（256 頁）を中心に、「国際法の断片化」に関する主要な論考を取り上げ、それ

を批判的に講読・検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（１） 

3. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（２） 

4. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（３） 

5. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（４） 

6. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（５） 

7. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（6） 

8. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（7） 

9. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（8） 

10. 国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討（9） 

11. Philippa Webb, International Judicial Integration and Fragmentation (2013), Chap. 5 (Explaining Judicial Integration and 

Fragmentation)の検討 

12. Anne Peters, "Fragmentation and Constitutionalization"の検討 

13. Pierre-Marie Dupuy, "Unity in the Application of International Law at the Global Level and the Responsibility of Judges at 

the National Level: Reviewing Goerges Scell's 'Role Splitting' Theory"の検討 

14. 総括討論 

 

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

各回の検討文献を事前に精読し、内容の要約と検討事項をまとめたレジュメを事前に用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前提出用レジュメ(30%)/報告内容(30%)/討論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは Blackboardを通じてすべて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小森光夫、『「国際法秩序の断片化問題と理論課題」世界法年報第 28 号（2009 年）3-41 頁。』 

2. 佐俣紀仁、『「国際法における『断片化』概念の多様性に関する一考察」植木俊哉（編）『グローバル化時代の国際法』（2012

年）99-158 頁。』 

3. Pierre-Marie Dupuy. "L'unité de l'ordre juridique international," Recueil des cours de l'Académie de droit international de La 

Haye, tome 297 (2002), pp. 9-489. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国際法委員会「国際法の断片化」研究部会報告書の検討の進捗状況によっては、追加的に他の文献についても検討する。 

 

注意事項（Notice） 
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■ND109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND109／国際経済法研究 

(Intenational Economic Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オンラインプラットフォームを巡る競争政策上の課題 

担当者名 

（Instructor） 
東條 吉純(TOJO YOSHIZUMI) 

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） 
LAP5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバルな ICT産業において、富を獲得しているのは、「マッチメーカー」と呼ばれるプラットフォーム事業者である。本演習で

は、Google, Facebook 等のオンライン上のプラットフォーム事業者に対する競争法規制の可能性について、米欧の議論を中心に

理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 第 4 次産業革命の主役と言われるオンラインプラットフォーム事業者とはいかなる存在か。グローバルなプラットフォーム事業

者に対する法規制のあり方について、我が国を含め、世界中で活発な議論が続いている。 

 本演習では、David S. Evans, Richard Schmalensee, Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms (2016)の講読

を通じて、オンライン上のプラットフォーマーが直面する多面市場のメカニズムについて学習し、検索サービス、ＳＮＳサービス等

の無料ビジネスに対する規範的評価を含む競争法上の問題点について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Matchmakers, Ch.1 A Table for Four at Eight 

3. Matchmakers, Ch.2 The "Grab All the Eyeballs" Fallacy 

4. Matchmakers, Ch.3 Turbocharging 

5. Matchmakers, Ch.4 Fiction Fighters 

6. Matchmakers, Ch.5 Ignited or Fizzle 

7. Matchmakers, Ch.6 Long Haul 

8. Matchmakers, Ch.7 Beyond the Castle Walls 

9. Matchmakers, Ch.8 Interior Disign 

10. Matchmakers, Ch.9 Fakesters and Fraudsters 

11. Matchmakers, Ch.10 Fizzle or Sizzle 

12. Matchmakers, Ch.11 Moving Money 

13. Matchmakers, Ch.12 Gone Missing 

14. Matchmakers, Ch.13 Slower and Faster Than You Think 

 

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

毎回予定するチャプターの予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(60%)/授業への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Evans & Schmalensee. 2016. Matchmakers: The New Economics of Multisided  Platforms. Harvard Business Review Press 

必要に応じてコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND111／民法研究 Ａ 

(Civil Law A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日仏比較民法研究 

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） 
LAP5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在民法分野で議論されている諸問題について，フランス法と比較をしながら理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の学界において議論されている事柄について，外国法との比較を通じて問題を相対化することは研究をする上で有用な手

法である。そこで，本講義では，民法分野のさまざまなテーマについて，必要に応じて外国法とりわけフランス法との比較をしなが

らアプローチをするというやり方で検討を進める方法について学んでゆく。 

 

具体的な進め方としては，受講者の個別のテーマについて，各自比較法というアプローチを用いながら報告をしてもらうこととす

る。各回の討論をもとにさらに検討を進めてもらい，数週間後に同じテーマについて再び報告を行う。そのようにして，各受講者の

個別のテーマの理解を深めることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要説明 

2. 個別テーマ①（遺産分割：個別のテーマは，あくまでも例である） 

3. 個別テーマ②（薬害エイズ：同上） 

4. 個別テーマ③（相続の承認と放棄：同上） 

5. 個別テーマ④ 

6. 個別テーマ①：2 回目 

7. 個別テーマ②：2 回目 

8. 個別テーマ③：2 回目 

9. 個別テーマ④：2 回目 

10. 個別テーマ①：3 回目 

11. 個別テーマ②：3 回目 

12. 個別テーマ③：3 回目 

13. 個別テーマ④：3 回目 

14. 総括 

 

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

十分な予習が要求される。フランス語文献を読む能力は要求しない。もっとも，フランス語を読める受講者は，フランス語を読む課

題を与える場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(40%)/出席態度(30%)/十分な予習，発言の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時にテキストを配布する。また Blackboard も利用する。 

 

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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■ND112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND112／民法特論 Ａ 

(Civil Law A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
改正民法と契約実務 

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） 
LAP5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

改正民法の主要なポイントと契約実務上の問題点についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2017 年に成立した民法（債権関係）改正は、2020 年 4 月 1 日に施行されることとなっており、現在、多くの金融機関や企業にお

いて、それに対応するための準備が進められている。これに先立って、この講義では、改正民法についての主要な変更点とビジ

ネスにおける対応を検討したいと考えている。この講義に参加することにより、民法改正のポイントを学習するとともに、とりわけ

契約実務において改正民法にどのように対応すべきかについての理解を得ることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 意思表示・法律行為（錯誤、原状回復） 

3. 消滅時効 

4. 法定利率、中間利息控除 

5. 債務不履行に基づく損害賠償請求権、解除 

6. 弁済、代物弁済 

7. 債権者代位権 

8. 詐害行為取消権 

9. 保証 

10. 債権譲渡 

11. 瑕疵担保責任 

12. 定型取引約款 

13. その他の典型契約に関する改正点 

14. まとめ 

 

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

後日指定する教科書、参考書に基づき、とくに予習に力を入れてほしい。また、現行法下での判例がどのように扱われるかにつ

いても検討するので、データベースを用いた判例検索にも慣れておいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/担当回の報告内容(35%)/討論への参加状況等平常の授業態度(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若林茂雄＝鈴木正人＝松田貴男編著、岩田合同法律事務所著、2018 年、『民法改正対応 契約書作成のポイント』、商事法

務 (ISBN:9784785726270) 

2018 年 7 月 19 日付 変更（変更理由：テキスト追加のため） 

『民法改正対応 契約書作成のポイント』の追加 

【変更以前の記載内容】 

改正民法についての解説書が出そろっていないため、追って指示する。 

 

参考文献（Readings） 

追って指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND114／民法特論 Ｂ 

(Civil Law B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
改正債権法の研究 

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） 
LAP5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

改正債権法に対する理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  昨年の通常国会において、改正債権法が成立した。財産法については、民法制定以来の初めての大改正である。 

 本講義では、改正法のうち、保証、債権譲渡等、金融実務に直接影響を与える分野を対象に、改正法が現行法のどこを、どの

ように変えたのか、また、それが従来の学説、判例といかなる関係にあるのかを確定した上で、改正の是非について議論すること

にする。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 打ち合わせ 

2. 改正法を読む。 

3. 改正法を読む。 

4. 改正法を読む。 

5. 改正法を読む。 

6. 改正法を読む。 

7. 改正法を読む。 

8. 改正法を読む。 

9. 改正法を読む。 

10. 改正法を読む。 

11. 改正法を読む。 

12. 改正法を読む。 

13. 改正法を読む。 

14. 改正法を読む。 

 

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

 現行民法における保証、債権譲渡（債務引き受け、契約上の地位の譲渡を含む）法制について、その抱える問題点も含めて、

理解を十全なものにしておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(30%)/報告内容(40%)/討論への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各自、事前に指定する法制審議会の議事録および資料をコピーすること。 

 

参考文献（Readings） 

講義中、適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND116／商法特論 

(Commercial Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会社法に関する基本的な知識を有することを前提に、会社法と関連する法分野（たとえば金融商品取引法）による規制、近時の

会社法をめぐるソフトローによる対応、あるいは現在行われている会社法改正の動向について検討し、現在のわが国企業、とり

わけ上場企業に及んでいる規律に関する理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会社法が実際の企業、とりわけ上場企業に対して及ぼしている規律は、会社法という法典それ自体を眺めているだけでは足りな

い。金融商品取引法をはじめ、ある種の規制法には会社法と実質的に同様の規律を持っているものもあるし、コーポレートガバ

ナンス・コードをはじめとするソフトローによる規律が非常に重みをもってきているということもある。本特論では、実際の企業に影

響を持ちうる法（会社法その他の諸法）ないしソフトローのありようについて検討するとともに、また翻ってそれが会社法の改正作

業にどのような影響を及ぼしているのかについて、確認することとしたい。 

なお、授業内容の一部については、履修者の要望に従って変更することがありうる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 会社法による規律の特質① 

3. 会社法による規律の特質② 

4. 会社法による規律の特質③ 

5. 会社法以外の法による規律① 

6. 会社法以外の法による規律② 

7. 会社法以外の法による規律③ 

8. ソフトローによる規律① 

9. ソフトローによる規律② 

10. ソフトローによる規律③ 

11. 会社法改正の動向① 

12. 会社法改正の動向② 

13. 会社法改正の動向③ 

14. まとめ 

 

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

あらかじめ指定された資料を読み込んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND117／民事訴訟法研究 

(Civil Procedure 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法外国文献講読 

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） 
LAP5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟法に関する近時の外国語（ドイツ語または英語を想定している）論文の講読を通じて，諸外国の民事手続に関する初歩

的理解を得るとともに，日本法のありようを相対化する視点を獲得すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では，民事手続法に関する近時のドイツ語又は英語文献を参加者で講読し，現地における議論状況に接する機会を提

供する。他方で、単なる外国文献講読（外国語及び外国法の学習）に止まらず，そこで議論されている問題が日本ではどのように

位置づけられ議論されているのか／いないのかといった点について，参加者間で討論することにより，日本の民事訴訟法を「外

から」見つめるという，実定法研究者にとって不可欠な視点を涵養することも目指す。 

 なお，参加者の関心（希望言語（国）、レベル、分野）に応じ、教材・進行方法を調整する必要があるので、参加の意思がある者

は、初回の授業より前に担当教員にコンタクトをとること（連絡先が分からない者は、教務事務センターに問い合わせること）。 

 

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. 文献講読７ 

9. 文献講読８ 

10. 文献講読９ 

11. 文献講読１０ 

12. 文献講読１１ 

13. 文献講読１２ 

14. 全体を通じた成果の共有 

 

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

対象文献を事前に読み込むことは当然である。理解できない場所があればリスト・アップしておき、授業の際に質問する。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への貢献(50%)/報告の（報告者を置かない場合は予習の）質(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する予定 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND119／知的財産法研究 

(Intellectual Property Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA 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） 
LAP5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 知的財産法に関する最新判例の分析を通して、最先端の議論を追う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 報告者が、知的財産法に関する比較的新しい裁判例を素材として、当該事案で争われた法的論点に関する文献・関連裁判例

も調査の上、発表を行う。その上で、参加者全員で議論を行う。こうした中で、最新の裁判例や知的財産法学の最先端の議論に

触れ、知的財産法の理解を深める。 

 知的財産法は、発展的かつ法領域横断的な分野である。どこまでが、民法・刑法・手続法・行政法等の基本的な法領域の議論

に還元できるのか、どこからが知的財産法に特殊な問題なのか、といった点が、未だ十分に明らかにされているとは言えない。ま

た近時は、憲法、競争法、労働法といった領域との交錯も強く意識されている。したがって、他の分野を専攻する者にとっても、知

的財産法の議論の参照は有益なものになると思われる。知的財産法を専攻する学生は勿論、多様なバックグラウンド・関心を持

った学生の参加を期待している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 報告・討論・補足講義（著作権法１） 

3. 同上（著作権法２） 

4. 同上（著作権法３） 

5. 同上（著作権法４） 

6. 同上（特許法１） 

7. 同上（特許法２） 

8. 同上（特許法３） 

9. 同上（特許法４） 

10. 同上（商標法１） 

11. 同上（商標法２） 

12. 同上（商標法３） 

13. 同上（商標法４） 

14. 同上（不正競争防止法又はパブリシティ権） 

 

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

 事前に次回までに読み込むべき文献を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特になし。 

 

参考文献（Readings） 

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) 

3. 茶園成樹編、2014、『商標法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14458-3) 

 上記の書籍は、あくまで参考文献である。予習に際しては、上記以外の教科書・体系書を用いても構わない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND121／労働法研究 

(Labor Law 1) 

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） 
LAP5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本では比較的新しい課題である労働法と社会保障法の連携というテーマに関して，先んじて取り組み，試行錯誤してきた他国

の研究の蓄積を読み込むことで，比較法的視点と分析の手法を養い，課題発見能力と解決の道筋をつける力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2000 年代前後から，いわゆるワーキング・プア問題を皮切りに，最低賃金など労働者の最低生活を支える労働法と，全国民の生

存権を保障する社会保障法の一体的な制度改革が求められるようになってきた。しかし，実際の制度設計においては，とくに稼

働能力者への生活保障に関して，労働能力の活用をどの程度，またどのように要求するかが大きな課題となる。日本における取

り組みは緒に就いたばかりであるが，同様の問題は他の先進国でも共通しており，さまざまな試行錯誤を経て，豊富な経験が蓄

積されている。そこで，本授業では，Simon Deakin & Frank Wilkinson，The Law of the Labour Market (Oxford University Press, 

2005)の第３章，「労働の義務（Duty to Work）」を主たる素材として，産業革命以降現在に至るイギリスの経験を通じて，救貧法や

スピーナムランド制度の導入・運用の過程で，労働の義務がどのように位置づけられてきたかを学ぶ。その際には，単なる歴史

の参照ではなく，労働の義務と権利の二面性といった，本質的な法的規範のあり方を探求したい。 

参加者は毎回，文献を丹念に読み込み，担当部分の全訳を作成するなど，周到な準備が求められる。可能な限り他の関連文献

も取り扱う予定であり，量的にも相当多くなると考えられるので，本テーマに強い関心をもつ者の参加を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマに関する基礎知識の確認 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. 最終統括 

 

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

日本の労働法と，社会保障制度のうち，特に社会保険制度と公的扶助制度の基本的な仕組みを理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当部分の報告内容(80%)/議論への貢献内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Simon Deakin & Frank Wilkinson. 2005. The Law of the Labour Market. Oxford University Press 

 

参考文献（Readings） 

進捗状況に応じて，適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND124／国際私法特論 

(Conflict of Laws 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） 
LAP5210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際私法，国際民事手続法のより専門的な知見を修得させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国を異にする二つの企業が国際的な取引を行い，その結果，紛争が発生する。国家の裁判所を利用して紛争を解決する既存の

国際民事訴訟のスキームでは，まず，どちらの国の裁判所で当該紛争を解決するかという点に争いが生じてしまい，効率的な紛

争の解決がおぼつかないことが少なくはない。それでは，どちらの国の裁判所も用いずに紛争を解決する，いや，そもそも国家の

裁判所を用いずに紛争を解決したらどうか。そうした発想から登場したのが「国際商事仲裁」という紛争解決形態であり，欧米を

中心とした国際商取引の世界において長らく用いられ，その重要性は，益々高まっている。 

この授業では，国際私法，国際民事訴訟法の究極の応用問題ともいえる，国際商事仲裁なる存在に焦点を絞り，そこにおける法

的諸問題を分析することによって，国際私法，国際民事訴訟法の知見を深めていくことを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国際商事仲裁の基本構造 

3. 手続の流れ 

4. 仲裁合意① 

5. 仲裁合意② 

6. 仲裁人の選定① 

7. 仲裁人の選定② 

8. 仲裁手続① 

9. 仲裁手続② 

10. 仲裁手続③ 

11. 仲裁判断① 

12. 仲裁判断② 

13. 仲裁判断の取消し 

14. 仲裁判断の承認執行 

 

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

毎回出される課題に対して次回までレポート等をしっかりと作成する。 

授業内で指摘された問題につき改善する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常時の受講態度(40%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義の中で指定する 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で指定する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND125／刑法研究 

(Criminal Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

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） 
LAP5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ刑法学の基礎理論の修得。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ刑法学の基本的な文献を精読することにより，その基礎理論を修得することを目指す。 

具体的には，近現代の刑法学史においてターニングポイントを形成した理論家の代表的な著作を予定している。一例をあげると

（邦語で表記する）， 

 フランツ・フォン・リスト『刑法』 

 ハンス・ヴェルツェル『ドイツ刑法』 

 クラウス・ロクシン『刑法総論』 

などである。 

いずれも，本質的に異なる発想に基づく刑法体系を展開しているが，わが国における刑法解釈学に対する影響は甚大である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスト教科書の輪読 

2. リスト教科書の輪読 

3. ベーリング教科書の輪読 

4. ベーリング教科書の輪読 

5. ヴェルツェル教科書の輪読 

6. ヴェルツェル教科書の輪読 

7. ヴェルツェル教科書の輪読 

8. ヘーゲル学派の教科書の輪読 

9. ヘーゲル学派の教科書の輪読 

10. 新カント学派の教科書の輪読 

11. 新カント学派の教科書の輪読 

12. ロクシン教科書の輪読 

13. ロクシン教科書の輪読 

14. ロクシン教科書の輪読 

 

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

輪読形式であるため、報告者以外の受講生も事前に指定文献の指定箇所を熟読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/報告内容(30%)/議論における積極性(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「授業の内容」に掲げたドイツ刑法学に関する文献 

 

参考文献（Readings） 

「テキスト」と同じ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND128／刑事訴訟法特論 

(Criminal Procedure 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
平成 28 年刑事訴訟法改正の総合的検討 

担当者名 

（Instructor） 
笹倉 宏紀(SASAKURA 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） 
LAP5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 54 号）の検討を通じて，我が国の刑事司法制度の在り方について自分

なりの見解を形成すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 第 190 回国会（2016 年の通常国会）において，刑事訴訟法・通信傍受法の大規模な改正が成立した。その一部はすでに施行

され，今後，公布後 3 年までに全面的に施行される予定である。 

 この改正の基となったのは，法制審議会の「新時代の刑事司法制度特別部会」が 3 年間にわたる議論を経てとりまとめ，法制

審議会が採択し法務大臣に答申した「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」である。その内容が法案化され

て 2015 年の第 189 回国会に提出され衆議院で修正議決された後，継続審査の扱いとなり，翌 2016 年の第 190 回国会で成立

した。この改正が全面的に施行されれば，我が国の刑事司法制度には大きな変革が生じることが予想される。 

 この授業では，法制審特別部会における議論と国会における審議の経緯，さらにはそれに先立つ立法，判例，実務，学説を丹

念に検討することによって改正法の意義を把握し，そのようにして得られた認識を前提に，我が国の刑事司法制度に生じるであ

ろう変化を予測するとともに，その望ましい在り方について議論する。 

 具体的には，事前に指定された履修者が，あらかじめ割り当てられた項目について答申の内容及びその採択に至る議論の経

緯（法制審特別部会発足に先立つ議論を含む）と国会における審議の内容を調査した上で報告し，それを基に履修者全員で議

論するものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」の検討（1） 

3. 同上の検討（2） 

4. 同上の検討（3） 

5. 同上の検討（4） 

6. 同上の検討（5） 

7. 同上の検討（6） 

8. 同上の検討（7） 

9. 同上の検討（8） 

10. 同上の検討（9） 

11. 同上の検討（10） 

12. 同上の検討（11） 

13. 同上の検討（12） 

14. 総括 

 

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

 本科目で授業の素材とする法制審の答申は，刑事司法の現状を前提としてその改善，修正のための提言であるから，その検

討のためには，前提として，現在の刑事司法制度を支える立法，判例，学説についての十分な知識が必要である。それらの知識

（つまり刑法，刑事訴訟法に関する十分な知識。外国法も含む）について授業で講ずる用意はないので，各自の責任において十

分に準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/担当報告の内容(30%)/平常の授業態度・発言・参加意欲(30%) 

レポートは答申中に含まれる特定の項目について，授業での議論を踏まえて，論評を加えるものとする（15,000 字以上）。 

 

テキスト（Textbooks） 

法制審議会「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」（平成 26年 9月 18 日答申），法制審議会新時代の刑事

司法制度特別部会の議事録，配付資料，国会提出法案の条文，衆議院における修正議決の内容（いずれも法務省ウェブサイト

で入手することができる），国会における審議の内容（国立国会図書館のウェブサイトで閲覧することができる）。すべて履修者が
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自ら調査し入手するものとする。 

 

参考文献（Readings） 

各法律雑誌（法学教室，法律時報，論究ジュリスト等）で「新時代の刑事司法制度」に関する特集が組まれている。それらの論

稿。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND130／憲法特論 

(Constitutional Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法学の主要問題の検討 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

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） 
LAP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統治機構や人権論などの憲法学をめぐる現代的な諸問題について、各種の文献を講読することで、日本国憲法の解釈論のあり

方を精査することを目標とする。具体的テーマとしては、あくまでも一例ではあるが、例えば、議会制度をめぐる理論と実際、戦後

史における憲法問題の再検討（安保国会から現在まで）、立憲主義に関する比較憲法的検討、天皇の生前退位のあり方などが

挙げられる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者との文献講読や受講者による報告に対する質疑を中心に、演習形式で講義を行う。講義の具体的内容については、第 1

回目の講義の際に決定するので、受講者は、必ず第 1 回目の講義に出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講者との打ち合わせ 

2. 文献の講読(1) 

3. 文献の講読(2) 

4. 文献の講読(3) 

5. 文献の講読(4) 

6. 文献の講読(5) 

7. 文献の講読(6) 

8. 文献の講読(7) 

9. 文献の講読(8) 

10. 文献の講読(9) 

11. 文献の講読(10) 

12. 受講生による報告(1) 

13. 受講生による報告(2) 

14. まとめ 

 

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

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、指定された文献を熟読し、その要約を作成し、さらには関連す

る論点についての検討を行うなど、事前に十分に予習して講義に臨むことが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の出席態度(30%)/授業時の報告や発言内容(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者と相談のうえ、講読する文献を選択したい。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND131／行政法研究 

(Administrative Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法の基礎理論（行政法総論・行政救済法）研究 

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） 
LAP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政法の基礎理論について、学説・判例の現状を踏まえ検討する。行政法の基礎理論の理解を通じ、行政法ないし学生の専攻

分野の研究の基本的な視角の確立を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政法（行政法総論・行政救済法を中心とする）の基礎理論を検討し、それに関して現在生じている諸問題について、判例を中心

に検討する。そのことによって、行政法の基礎的なものの見方について奥深い理解を修得し、今後の行政法や他分野の研究の

基礎を確立する。取り扱う論点については、受講生の研究・学修に応じて決めるが、行政法専攻者以外の学生については、専攻

分野と行政法との関係も可能な限り考慮する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 判例・文献研究 

3. 判例・文献研究 

4. 判例・文献研究 

5. 判例・文献研究 

6. 判例・文献研究 

7. 判例・文献研究 

8. 判例・文献研究 

9. 判例・文献研究 

10. 判例・文献研究 

11. 判例・文献研究 

12. 判例・文献研究 

13. 判例・文献研究 

14. 全体のまとめ 

 

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

各回指定する判例・文献および関連資料を読み、分析してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発言等(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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:978-

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 II 第 7 版』、有斐閣 (ISBN:978-

4641115361) 

3. 塩野宏、2015、『行政法１-- 行政法総論 第六版』、有斐閣 (ISBN:978-4641131866) 

4. 塩野宏、2013、『行政法 2 -- 行政救済法 第五版補訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4641131439) 

5. 塩野宏、2012、『行政法 3 -- 行政組織法 第四版』、有斐閣 (ISBN:978-4641131279) 

判例・文献等は配布する。テキスト購入については、初回のガイダンスで指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宇賀克也、2017、『行政法概説 I -- 行政法総論 第 6 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641227385) 

2. 宇賀克也、2015、『行政法概説Ⅱ -- 行政救済法 第 5 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641131774) 

3. 宇賀克也、2015、『行政法概説 III -- 行政組織法/公務員法/公物法 第 4 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641131903) 

4. 宇賀克也、2017、『地方自治法概説 第 7 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641227224) 
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5. 神橋一彦、2016、『行政救済法 第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4797280357) 

6. 現代行政法講座編集委員会 (編集)、2016、『現代行政法講座１・２・４（３は未刊）』、日本評論社 

7. 磯部 力 (編集), 小早川 光郎 (編集), 芝池 義一 (編集)、2011、『行政法の新構想 １・２・３』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND133／刑事学研究 

(Criminology 1) 

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： 批判的吟味と系統的レビューの活用 

担当者名 

（Instructor） 
津富 宏(TSUTOMI 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） 
LAP5310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エビデンスに基づく刑事政策の考え方の基本を理解し，刑事政策にかかわる系統的レビューを読み解ける力を付け、系統的レビ

ューにもどつく政策形成について考えられるようになる 

 

授業の内容（Course Contents） 

１ 批判的吟味について学ぶ 

  批判的吟味の観点である四つの妥当性について学ぶ 

   内的妥当性・構成概念妥当性・統計的結論妥当性・外的妥当性 

  批判的吟味の実際について学ぶ   

   具体的な論文を用いて、批判的吟味の実習を行う 

２ キャンベル共同計画の系統的レビュー（英文）を読み解く 

  系統的レビューを集積する、キャンベル共同計画について学ぶ 

  受講者が関心のあるキャンベル・レビューを選び，翻訳作業を行いつつ，理解を深める 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 四つの妥当性 

3. 四つの妥当性 

4. 批判的吟味の基本 

5. 批判的吟味の基本 

6. 批判的吟味の実習 

7. 批判的吟味の実習 

8. 系統的レビューとは何か 

9. 系統的レビューを読む 

10. 系統的レビューを読む 

11. キャンベル・レビューを選ぶ 

12. キャンベル・レビューの翻訳 

13. キャンベル・レビューの翻訳 

14. キャンベル・レビューの翻訳 

 

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

授業内で指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業における理解度・参加度(40%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. イアン・K・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. 山田剛史、井上俊哉、2012、『メタ分析入門: 心理・教育研究の系統的レビューのために』、東京大学出版会 

(ISBN:4130420720) 

2. 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)） 
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注意事項（Notice） 
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■ND136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND136／経済法特論 

(Economic Law 2) 

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） 
LAP5410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独占禁止法の企業結合規制における法学的・経済学的な理論的視座を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨今、世界の多くの国で独占禁止法が制定され、その執行が活発化しており、日本企業が外国の独占禁止法に直面するケース

も増えている。本講義では、日本の独占禁止法の企業結合規制の解釈論にも重要な影響を与えている米国反トラスト法の水平

合併ガイドラインを英語原文で講読（担当者が和訳して報告）することにより、企業結合規制にかかる法学と経済学の理論的基

礎を習得する。 

テキストでは、経済学的な話題も登場するところ、それらについても検討も加えるが、経済学の前提知識は要求しない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読：担当者による報告と討論 

3. 文献講読：担当者による報告と討論 

4. 文献講読：担当者による報告と討論 

5. 文献講読：担当者による報告と討論 

6. 文献講読：担当者による報告と討論 

7. 文献講読：担当者による報告と討論 

8. 文献講読：担当者による報告と討論 

9. 文献講読：担当者による報告と討論 

10. 文献講読：担当者による報告と討論 

11. 文献講読：担当者による報告と討論 

12. 文献講読：担当者による報告と討論 

13. 文献講読：担当者による報告と討論 

14. まとめ 

 

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

詳細は初回の講義時に指示するが、参加者には、英文テキストの厳密な和訳が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/講義への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

米国水平合併ガイドライン（司法省＝連邦取引委員会、2010） 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/merger-review/100819hmg.pdf 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 29 - 

■ND137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND137／法社会学研究 

(Sociology of Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の社会と法 

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） 
LAP5010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の社会における法の機能に関する主要テーマについて、主として法社会学者の最近の研究論文を精読し、研究の現状を理

解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の社会と法の機能に関する法社会学研究の現状につき、法概念、法意識、法専門職、民事司法過程、刑事司法過程、行政

過程、その他の各分野に即して、最近の研究論文（主として学会誌『法社会学』の査読論文）を精読し、法社会学研究の現状を理

解するとともに、日本の社会と法の機能に関する研究課題について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方と、日本の法社会学研究の現状について概略の説明を行う。 

2. 法概念：実定法と生ける法：地域住民によるコモンズの制度設計 

3. 法意識：子どもの各種法定年齢をめぐる一般人の法意識の分析 

4. 法専門職研究（1）：企業内コンプライアンス体制の研究 

5. 法専門職研究（２）：弁護士研究の現状（懲戒データの分析） 

6. 法専門職研究（３）：裁判官の行動─国籍法違憲判決の分析 

7. 民事司法過程研究（１）：裁判利用行動の分析 

8. 民事司法過程研究（２）：津波被災訴訟の研究 

9. 民事司法過程研究（３）：訴訟率の地域差の分析 

10. 刑事司法過程研究（１）：評議における裁判員の意見表明の分析 

11. 刑事司法過程研究（２）：法廷における相互行為の分析 

12. 政策形成訴訟：国籍法違憲判決の分析 

13. 行政過程：拡大する廃棄物市場と法制度の経済学的分析 

14. まとめ 

 

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

毎回、全員で専門的な研究論文を精読することが義務づけられる。最終レポートの作成に向けて、授業時間外の準備が必要に

なる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時の報告と貢献(60%) 

 

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:9784641124769) 

論文のコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 六本佳平、1986、『法社会学』、有斐閣 (ISBN:4-641-02654-8) 

2. 六本佳平、2004、『日本の法と社会』、有斐閣 (ISBN:4-641-02794-3) 

3. 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) 

4. 太田勝造／ダニエル・H・フット／濱野亮／村山眞維編、2009、『法社会学の新世代』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12533-9) 

5. 松村良之／村山眞維編、2010、『法意識と紛争行動』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-035071-6) 

6. 樫村志郎／武士俣敦編、2010、『トラブル経験と相談行動』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-035072-3) 

7. ダニエル・H・フット／太田活造編、2010、『裁判経験と訴訟行動』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-035073-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■ND142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND142／租税法特論 

(Tax Law 2) 

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） 
LAP5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Mirrlees Review（正式には Institute for Fiscal Studies, TAX BY DESIGN, Oxford University Press, 2011）を読む。その他、Tax 

Law Review 等学術誌掲載の英文論文に親しむ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mirrlees Review を読みます。ゼミ参加者には、各章ごとにラフなまとめを作ってもらい、報告してもらいます。 

もしも途中で読み終わったら Tax Law Review 掲載論文などを読んでいきます。 

未公刊論文でも SSRN (Social Science Research Network: http://www.ssrn.com/en/)から論文を探すこともあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. うちあわせ 

2. 1. Introduction 

2. The economic approach to tax design 

3. 3. The taxation of labour earnings 

4. Reforming the taxation of earnings in the UK 

4. 5. Integrating personal taxes and benefits 

6. Taxing goods and services 

5. 7. Implementation of VAT 

8. VAT and financial services 

6. 9. Broadening the VAT base 

10. Environmental taxation 

7. 11. Tax and climate change 

12. Taxes on motoring 

8. 13. The taxation of household savings 

14. Reforming the taxation of savings 

9. 15. Taxes on wealth transfers 

10. 16. The taxation of land and property 

11. 17. Taxing corporate income 

12. 18. Corporate taxation in an international context 

13. 19. Small business taxation 

14. 20. Conclusions and recommendations for reform 

 

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

http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview/design でダウンロードするか 

Institute for Fiscal Studies, TAX BY DESIGN (Oxford University Press, 2011)の紙の本を購入して下さい。 

また Lexis.comを利用するために事前に図書館職員に尋ねてパスワードを入手しておくことをお勧めします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論への貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Institute for Fiscal Studies. 2011. Tax by Design (Mirrlees Review). Oxford University Press (ISBN:978-0-19-955374-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/asatsuma/ 

 

注意事項（Notice） 
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■ND161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND161／法学政治学特別リサーチＡ 

(Special Topics in Law and Politics A) 

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） 
LAP5910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
学部の演習 EX635 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 
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 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。 

 

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 
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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 

『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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND162／法学政治学特別リサーチＢ 

(Special Topics in Law and Politics B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融取引法の様相 

担当者名 

（Instructor） 
久保 淳一(KUBO JUNICHI) 

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） 
LAP5910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

銀行貸付や預金に代表される伝統的な金融が国際化、市場金融の拡大、金融工学の発達、証券化取引の進展、そしてＩＴ技術

の導入などにより変容してきましたが、その変容の過程を概観するとともにその中で論じられてきた金融取引法の論点を考察しま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師が経験に基づいて選んだトピックの中で受講者が興味関心を持つものについて、実例（又は実例に近い例）をベースに検討

していきます。トピックとしては、相殺、債権譲渡、決済（仮想通貨などの通貨論初歩を含む）、信託（フィデューシャリー）、証券化

取引、インサイダー取引、法人論（組合及び信託を含む）などを想定しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. トピックについての担当者の報告と検討 

3. トピックについての担当者の報告と検討 

4. トピックについての担当者の報告と検討 

5. トピックについての担当者の報告と検討 

6. トピックについての担当者の報告と検討 

7. トピックについての担当者の報告と検討 

8. トピックについての担当者の報告と検討 

9. トピックについての担当者の報告と検討 

10. トピックについての担当者の報告と検討 

11. トピックについての担当者の報告と検討 

12. トピックについての担当者の報告と検討 

13. トピックについての担当者の報告と検討 

14. トピックについての担当者の報告と検討 

 

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

トピックに関する事前課題について、各自で準備してきてください。 

報告は簡単なもので良いのですが、確認すべき点や検討すべき点を挙げるようなものにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度、発言内容(70%)/報告の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

講師のほうでトピックに関する資料を適宜準備して配布します。 

 

参考文献（Readings） 

トピックに応じて適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND171／判例研究 

(Case Studies) 

担当者名 

（Instructor） 

長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各受講者の専攻分野についての判例を検討することを通じて、判例研究の手法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 原則として、平成２８年度に出された重要判例についての研究を行う。参加者には、報告したい判例を指導教員と相談の上で選

択し、該判例に関連する法分野を担当する本研究科所属の教員複数名出席のもとに、判例研究をしてもらう。発表した評釈のう

ちのいくつかは、大学院紀要『法学研究』に掲載する予定である。 

 法学を専攻する大学院生は、特別の事情がない限り、この科目を履修すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

3. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

4. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

5. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

6. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

7. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

8. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

9. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

10. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

11. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

12. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

13. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

14. 受講者による判例研究報告及び全員での討論 

 

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

検討対象の判例（訴訟経過を含む）、解説、評釈等を各自渉猟し、可能であれば、事前に受講者間で議論を行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/報告および討論の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば、授業中、その都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND172／法学総合演習 

(Legal Studies Workshop) 

担当者名 

（Instructor） 

長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各受講者が目下取り組む研究テーマについて，他分野の教員，院生も含めた参加者の前で報告し，討論を通じて広い研究的視

野を確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，受講者 1 名が，目下取り組む研究テーマについて報告し，それをもとに全員で討論する。この授業は，学生の研究がそれ

ぞれの分野，領域で行われるよう，その刺激を与えることをその目的の一つとしている。したがって，毎回の授業には指導教員や

受講者のみならず，可能であれば，他分野の教員も出席して，助言等がなされることが予定されている。受講者も，このような授

業の目的，目標に鑑み，積極的に授業に参加することが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

3. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

4. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

5. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

6. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

7. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

8. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

9. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

10. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

11. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

12. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

13. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

14. 受講者による研究報告に引き続き全員で討議 

 

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

研究報告のタイトルに関連する先行研究を各自が渉猟し、事前に十分に検討しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/研究報告および議論の水準(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業中その都度必要があれば指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND202／政治学特論 

(Modern Political Theories 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治理論入門 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

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） 
LAP5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代政治理論の基本的な考え方やトピックを学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半は、教科書の講読を通じて、現代政治理論の基本的諸問題を概観する。 

後半は、参加者各人の関心に沿って、関連する論文や著作の講読等を行う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ①政治理論の方法、②政治の概念 

2. ①リベラリズム、②分配的正義論/グローバル正義論 

3. デモクラシー 

4. ①個人、②権力 

5. ①フェミニズム、②ナショナリズム 

6. ①多文化主義、②市民社会 

7. ①シティズンシップ、②総括 

8. 関連文献の講読 

9. 関連文献の講読 

10. 関連文献の講読 

11. 関連文献の講読 

12. 関連分野の自由研究 

13. 関連分野の自由研究 

14. 関連分野の自由研究 

 

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

報告者以外も、テクストは事前に必ず読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(50%)/報告の内容(30%)/議論への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田村哲樹、松元雅和、乙部延剛、山崎望、2017、『ここから始める政治理論』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15042-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者の関心、人数等によって、変更の可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■ND204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND204／政治過程特論 

(Political Process 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本政治基礎文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

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） 
LAP5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本政治の基礎文献を講読することによって，政治過程論の基本的な知識を習得することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代日本政治の政治過程においてみられる，様々な政治アクター間の相互作用とそれを規定する政治制度の内容及びその影

響に関して，講義を行うとともに，これらに関する基礎文献の講読を並行して行う。『年報政治学』，『レヴァイアサン』，『選挙研究』

といった国内の政治学ジャーナルに最近掲載された論文を中心に，毎回 2 本程度ずつ講読していく予定である。 

 履修者は，事前に A4 一枚程度の「論点メモ」を作成し，メールを通じて他の参加者とその内容を共有しておく。全員は，他の参

加者が作成した「論点メモ」をチェックしながら授業当日のディスカッションに備える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 有権者の投票行動 

3. マスメディア 

4. 政治家 

5. 政党 

6. 政党システム・連立政権 

7. 官僚制 

8. 利益団体 

9. 選挙制度 

10. 政治資金制度 

11. 執政制度 

12. マルチレベルの政治（1） 中央と地方 

13. マルチレベルの政治（2） 国内政治と国際政治 

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，履修登録後に Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション(40%)/論点メモ(30%)/期末レポート(30%) 

 

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・大村華子著、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. 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. 建林正彦・曽我謙悟・待鳥聡史著、2008 年、『比較政治制度論』、有斐閣 (ISBN:9784641123649) 

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) 

5. 粕谷祐子著、2014 年、『比較政治学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623071449) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND205／日本政治史研究 

(Political History of Japan 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「日中戦争」とは何だったのか 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

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） 
LAP5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「日中戦争」についての最近の研究成果を輪読し検討することで、テキストを分析し再構成する力を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最近刊行された「日中戦争」に関する論文集を輪読しつつ、「日中戦争」に関する知識を整理する。授業では、報告者が与えられ

た章についての要約を作成した上で、各論文の構造・前提・視角についての整理を提示し、参加者全員でそれらに関わる問題点

を議論する。報告にあたっては、関連する先行研究などについてのレビューを行い、与えられた章の研究史的な位置づけも考え

るものとする。報告者以外の参加者は、毎回、授業開始時までにコメントや質問を準備して提出し、授業の中で議論に参加するこ

とが必須である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキストの輪読･第１章 

3. テキストの輪読･第２章 

4. テキストの輪読･第３章 

5. テキストの輪読･第４章 

6. テキストの輪読･第５章 

7. テキストの輪読･第６章 

8. テキストの輪読･第７章 

9. テキストの輪読･第８章 

10. テキストの輪読･第９章 

11. テキストの輪読･第１０章 

12. テキストの輪読･第１１章 

13. テキストの輪読･第１２章 

14. テキストの輪読・第１３章 

 

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

報告者以外はテキストを読んできてコメントを配布し、当日報告者の報告を中心に全員で討論する。その日のテキスト以外にも、

補足の情報を様々な形で調べて来ることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論への参加態度、貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黄自進・劉建輝・戸部良一編著、2017、『＜日中戦争＞とは何だったのか』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-07995-7) 

これ以外のテキストについては、授業のスピードや受講者の関心を考慮して、授業中に追加で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、受講者が毎回のテキストにあわせて図書館などで調べることを原則とする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND208／欧州政治思想史特論 

(History of European Political Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ルソーの『エミール』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

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） 
LAP5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治学と教育学を架橋する代表的古典、ルソーの『エミール』（1762 年）を精読し、その内容や論理構成、テクストとコンテクストの

関係について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『社会契約論』であるべき政治社会の像を示したルソーは、同時期に公刊した『エミール』であるべき人間の姿について論じた。こ

の二作品は相互に補い合う壮大な思考実験の書でもあり、またルソーが『人間不平等起源論』（1755 年）で展開した近代文明批

判への彼なりの応答でもある。人間の自然的善性を信じるルソーは、いかなる教育を通じて少年エミールを理想の市民へと導こ

うとするのか。近代の黎明期に問われた政治と人間教育の根底的な結びつきについて、ルソーの『エミール』を丁寧に読み解くこ

とで迫りたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『エミール』（１） 

3. 『エミール』（２） 

4. 『エミール』（３） 

5. 『エミール』（４） 

6. 『エミール』（５） 

7. 『エミール』（６） 

8. 『エミール』（７） 

9. 『エミール』（８） 

10. 『エミール』（９） 

11. 『エミール』（１０） 

12. 『エミール』（１１） 

13. 『エミール』（１２） 

14. 『エミール』（１３） 

 

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

参加者には毎回、授業時間前にコメントペーパーを提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・レジュメ(40%)/コメントペーパー(30%)/討論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジャン＝ジャック・ルソー（今野一雄訳）、1962 年、『エミール 』（全３巻）、岩波文庫 (ISBN:4003362217) 

2. J-J. Rousseau. 2009 年. Emile ou de l'education (Collection GF). Flammarion (ISBN:2081206927) 

フランス語テキストの購入と使用は任意とする（フランスができなくても履修可）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 桑瀬章二郎編、2010 年、『ルソーを学ぶ人のために』、世界思想社 

2. J・スタロバンスキー、2015 年、『ルソー：透明と障害』（山路昭訳）、みすず書房 

3. 吉岡知哉、1988 年、『ジャン＝ジャック・ルソー論』、東京大学出版会 

4. 福田歓一、2012 年、『ルソー』、岩波現代文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■ND209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND209／日本政治思想史研究 

(History of Japanese Political Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治期の宗教論と進化論 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

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） 
LAP5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治期の宗教論と進化論についての作品を精読し、内容分析だけでなく、思想家の語彙、文体、知識の背景についても検討す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期の宗教論と進化論についての作品から抜粋したテクストを講読する。報告担当者は、研究史、テクストの歴史的背景、事

実や語彙の出典などをできるかぎり調べること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献講読・討論 

2. 文献講読・討論 

3. 文献講読・討論 

4. 文献講読・討論 

5. 文献講読・討論 

6. 文献講読・討論 

7. 文献講読・討論 

8. 文献講読・討論 

9. 文献講読・討論 

10. 文献講読・討論 

11. 文献講読・討論 

12. 文献講読・討論 

13. 文献講読・討論 

14. 文献講読・討論 

 

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

課題テクストの予習、授業で指定する参考文献を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討論(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業で講読するテクストの抜粋を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安丸良夫ほか、1988、『日本近代思想大系 宗教と国家』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND212／国際政治特論 

(International Politics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバリゼーション時代の国際政治：自由主義世界の動揺 

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） 
LAP5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自由主義の理念を柱に形成されたといえる 20 世紀の国際秩序が、21 世紀のグローバリゼーションと権力移行の時代に、どのよ

うな変動を被っているか、それは何を意味するかを考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

自由主義と国際主義の理念を柱に形成されたといえる 20 世紀の国際秩序が、21 世紀のグローバリゼーションと権力移行の時

代に、どのような変動を被っているか。排外主義の広がり、武力紛争、難民の流出、核拡散、国連の機能不全といった事象を考

えていくためにも、国際政治の土台となる構造と秩序について考察することは避けられない。中心的な文献として、G.John 

Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order （Princeton Univ Pr・。2012)を

取り上げ、前著 After Victory: Institutions, Stategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars （2000）と 2010 年代

の論文とも比較しつつ、超大国アメリカの視点からの分析を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テキスト講読①報告と議論 

3. テキスト講読②報告と議論 

4. テキスト講読③報告と議論 

5. テキスト講読④報告と議論 

6. テキスト講読⑤報告と議論 

7. ビジュアル資料鑑賞 

8. テキスト講読⑥報告と議論 

9. テキスト講読⑦報告と議論 

10. テキスト講読⑧報告と議論 

11. ケース・スタディ①（報告と議論） 

12. ケース・スタディ②（報告と議論） 

13. ビジュアル資料鑑賞 

14. まとめ 

 

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

①テキストの担当部分を講読し、その背景や現実の事件について調査し、レジュメを作成し、報告や議論の準備をする。 

②ケース・スタディのテーマを選び、自主研究を行ない、報告と議論の準備をする。 

③最終レポートのテーマを選び、自主研究を行ない、レポートにまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席態度(20%)/報告と質疑応答(30%)/授業への参加と貢献(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. G. John Ikenberry. 2012. Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order. Princeton 

Univ Pr (ISBN-13: 978-0691156170) 

2. 藤原帰一・大芝亮・山田哲也編、2011、『平和構築・入門』、有斐閣 (ISBN-13: 978-4641049949) 

3. 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) 

 

参考文献（Readings） 

1. G・ジョン・アイケンベリー、2004、『アフター・ヴィクトリー―戦後構築の論理と行動』、NTT出版 (ISBN-13: 978-4757140578) 

2. G・ジョン・アイケンベリー、2012、『リベラルな秩序か帝国か (上下）』、勁草書房 (ISBN-13: 978-4326351589) 

3. G. John Ikenberry. 2000. After Victory: Institutions, Stategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars. 
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Princeton Univ Pr (ISBN-13: 978-0691050911) 

4. 藤原帰一、2002、『デモクラシーの帝国―アメリカ・戦争・現代世界』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4004308027) 

5. E・H・カー、2011、『危機の二十年―理想と現実』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4003402214) 

6. ハンス・モーゲンソー、2013、『モーゲンソー国際政治―権力と平和（上中下）』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4003402825) 

 

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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■ND213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND213／行政学研究 

(Public Administration 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
最新の官僚制研究をフォローする 

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） 
LAP5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，受講者が社会科学の方法論に沿って自ら興味深い問いを設定し，実証的に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） 

今年度は，アメリカの実証的な官僚制研究論文を輪読する。受講者には，曽我謙悟「官僚制研究の近年の動向（上・下）」（季刊

行政管理研究 154 号・156 号）に引用されている英語文献の中から日本の官僚制研究にとって有益と思われる論文を選び，報告

してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政学研究入門 

2. 曽我「官僚制研究の近年の動向」の講読① 

3. 曽我「官僚制研究の近年の動向」の講読② 

4. 曽我論文に引用された英語文献の講読① 

5. 曽我論文に引用された英語文献の講読② 

6. 曽我論文に引用された英語文献の講読③ 

7. 曽我論文に引用された英語文献の講読④ 

8. 曽我論文に引用された英語文献の講読⑤ 

9. 曽我論文に引用された英語文献の講読⑥ 

10. 曽我論文に引用された英語文献の講読⑦ 

11. 曽我論文に引用された英語文献の講読⑧ 

12. 曽我論文に引用された英語文献の講読⑨ 

13. 曽我論文に引用された英語文献の講読⑩ 

14. 行政学研究のまとめ 

 

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

実証的な行政研究の論文を複数読んだ上で第 1 回目の講義に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/ディスカッションへの参加(30%) 

受講者は，最終回までに簡単なリサーチペーパーを提出すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND216／アメリカ政治特論 

(American Politics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ外交の史的展開を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

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） 
LAP5710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ外交・外交史の基本テキストの精読を通じて、建国以来のアメリカの外交政策について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期は、Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, 2 vols. (2009)を中心に輪

読し、建国以来のアメリカ外交の史的展開を把握する。同時にアメリカ外交の理解を深めるために、日本語文献として、有賀貞

『ヒストリカル・ガイド アメリカ』（改訂新版、2012 年）、油井大三郎『好戦の共和国 アメリカ』（2008）、佐々木卓也『冷戦』（2011）

などを利用する。参考文献は授業内で指示する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 有賀『ヒストリカル・ガイド アメリカ』の講読と議論 

3. 油井『好戦の共和国 アメリカ』の講読と議論 

4. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol.1  の講読と議論 

5. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol.1 の講読と議論 

6. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol.1 の講読と議論 

7. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol.1 の講読と議論 

8. 佐々木『冷戦』の講読と議論 

9. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol. 2 の講読と議論 

10. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol. 2 の講読と議論  

11. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol. 2 の講読と議論 

12. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol. 2 の講読と議論 

13. Thomas Paterson and Dennis Merrill, eds., Major Problems in American Foreign Relations, Vol. 2 の講読と議論 

14. まとめ・総括 

 

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

テキストの事前学習を前提に、授業を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/授業での議論参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Dennis Merrill and Thomas Paterson. 2009. Major Problems in American Foreign Relations, Vol.1. Wadsworth Publishing 

2. Dennis Merrill and Thomas Paterson. 2009. Major Problems in American Foreign Relations, Vol. 2. Wadsworth Publishing 

3. 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 

4. 油井大三郎、2008、『好戦の共和国 アメリカ』、岩波新書 

5. 佐々木卓也、2011、『冷戦』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND217／アジア政治研究 

(Asian Politics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
権威主義国家の台頭 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

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） 
LAP5710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・ロシアなどの台頭という政治現象を分析することで、アジア政治の現在位置についての理解を深める。また、その知見をも

とに、自身の研究を行い、報告や論文作成の能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国とロシアは、経済力・軍事力に加えて外交力においても近年ますますその存在感を増しています。日本を含むアジアの政治

は、そのことから様々な面で大きな影響を受けています。この授業では、権威主義国家のグローバルな台頭と、それに伴う自由

民主主義体制への挑戦という現象を知ることを通じて、アジア政治を考えます。また、授業の後半では受講者自身の研究報告を

してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・担当者決定 

2. 共通文献講読① 

3. 共通文献講読② 

4. 共通文献講読③ 

5. 共通文献講読④ 

6. 共通文献講読⑤ 

7. 共通文献講読⑥ 

8. 共通文献講読⑦ 

9. 共通文献講読⑧ 

10. 研究発表① 

11. 研究発表② 

12. 研究発表③ 

13. 研究発表④ 

14. 研究発表⑤ 

 

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

担当者は報告のレジュメ等を準備して下さい。他の受講者は必ず次週のテキストを精読して授業に臨んで下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(70%)/討論への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Larry Diamond, Marc F.Plattner and Christopher Wlker eds.. 2016. Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy. 

Johns Hopkins University Press (ISBN:9781421419978) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND219／ヨーロッパ政治研究 

(European Politics  1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ヨーロッパ政治研究を通じて比較政治学・国際政治学・政治理論のリサーチ力を身につ

ける 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

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） 
LAP5710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民主主義，国際統合，移民・難民，環境など多様な政治的変化を経験するヨーロッパを対象に，最先端の論文を幅広く比較して

講読・討議することにより，比較政治学・国際政治学のリサーチャーとしてのスキルを高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治学，比較政治学，国際政治学の学会誌を中心とする最新の学術論文をテーマ毎に集中的に講読し，参加者はコメンテータと

して批評する。またそこで修得された知見・方法を，自らのリサーチを構築していく上でどのように活用していくことができるか構想

し，自主リサーチのプレゼンテーションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ比較政治の学術論文講読・討論１ 

3. ヨーロッパ比較政治の学術論文講読・討論２ 

4. ヨーロッパ比較政治の学術論文講読・討論３ 

5. テーマ・ディスカッション（映像・資料をめぐって）１ 

6. ヨーロッパ国際政治の学術論文講読・討論１ 

7. ヨーロッパ国際政治の学術論文講読・討論２ 

8. ヨーロッパ政治・社会理論の学術論文講読１ 

9. ヨーロッパ政治・社会理論の学術論文講読２ 

10. テーマ・ディスカッション（映像・資料をめぐって）２ 

11. 自主リサーチ構想発表 

12. 自主リサーチ準備 

13. 自主リサーチプレゼンテーション 

14. 総括討議 

 

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

毎回テキストとなる論文を読み，１枚程度のコメントメモを準備して討論に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/討論への貢献(30%)/報告・プレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮島喬・木畑洋一・小川有美編、2018、『開かれたヨーロッパ・デモクラシーへ』、岩波書店 

2. 日本比較政治学会編、『日本比較政治学会年報』、ミネルヴァ書房 

3. 日本国際政治学会編、『国際政治』、有斐閣 

4. 日本政治学会編、『年報政治学』、木鐸社 

その他，履修者の専攻・関心に合わせ，外国語を含む最新のテキストを取り上げたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. ゲイリー・ガーツ, ジェイムズ・マホニー著、2015、『社会科学のパラダイム論争－2 つの文化の物語』、勁草書房 

(ISBN:9784326302420) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND222／公共政策特論 

(Public Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 亜希(ASAI AKI) 

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） 
LAP5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会政策を例として、政策を研究するための様々なアプローチ方法を習得する 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業においては、社会政策を例として、公共政策の主体である福祉国家に関する研究とともに、政策研究のためのアプロー

チ方法を身につける。 

はじめに、公共政策研究のための様々な方法論を習得するために、論文を紹介し輪読を行う。 

次に、福祉政治や社会政策に関する文献講読を行い、福祉国家研究および最新の研究動向を紹介する。 

また、受講者の研究テーマにそった研究報告を行い、政策にいかにアプローチしていくか、検討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 政策を研究するためのアプローチ方法（１） 

3. 政策を研究するためのアプローチ方法（２） 

4. 政策を研究するためのアプローチ方法（３） 

5. 政策を研究するためのアプローチ方法（４） 

6. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（１） 

7. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（２） 

8. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（３） 

9. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（４） 

10. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（５） 

11. 受講者による研究報告（１） 

12. 受講者による研究報告（２） 

13. 受講者による研究報告（３） 

14. まとめ 

 

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

自身の研究テーマにそった政策研究の動向および研究へのアプローチ方法を検討してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告およびプレゼンテーション(80%)/ディスカッションへの貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中 拓道、2017、『福祉政治史: 格差に抗するデモクラシー』、勁草書房 (ISBN:4326351691) 

あわせて最新の政策研究や、受講者の関心にそった論文をあわせて輪読する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND224／地方自治特論 

(Local Governance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治をめぐる制度と政策 

担当者名 

（Instructor） 
小林 大祐(KOBAYASHI DAISUKE) 

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） 
LAP5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地方自治を考える際に必要な基礎的な知識を身につけたうえで、具体的な問題に対する分析能力、ならびに問題解決のための

政策立案能力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

地方自治に関する一般的な教科書を補助的に用いながら、学会誌を中心とした 1～2 編の論文（日本語）を素材として、地方自治

の考え方、しくみ、課題について検討する。なお、授業計画は以下のとおりであるが、各テーマで扱う具体的な問題ないし政策に

ついては、履修者の関心に合わせて選択される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 地方自治研究の方法と視角 

3. 地方自治と公共サービス 

4. 地方自治とコミュニティ：地縁組織・NPO 

5. 自治制度①市長と議会 

6. 自治制度②組織編制 

7. 自治制度③住民投票 

8. 自治制度④政府間関係 

9. 地方自治の資源①金銭 

10. 地方自治の資源②人材 

11. 地方創生と自治 

12. まちづくりの実際①子育て 

13. まちづくりの実際②図書館 

14. まちづくりの実際③地域交通 

 

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

指示された課題について報告、討論できるように準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(60%)/討論への参加度・貢献度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いない。 

 

参考文献（Readings） 

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:978-4779304033) 

2. 北村亘・青木栄一・平野淳一、2017、『地方自治論―2 つの自律性のはざまで（有斐閣ストゥディア）』、有斐閣 (ISBN:978-

4641150485) 

3. 小林大祐、2017、『ドイツ都市交通行政の構造―運輸連合の展開・制度・組織機制』、晃洋書房 (ISBN:978-4771028234) 

4. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:978-4589037909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND261／法学政治学特別リサーチＣ 

(Special Topics in Law and Politics C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際関係の理論と実際 

担当者名 

（Instructor） 
井出 敬二(IDE KEIJI) 

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） 
LAP5910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
隔週２時限連続 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際関係の主な理論，概念，歴史，そして現実の問題を理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，講師の講義の後，議論する。国際関係の理論は英国・米国（アングロ・サクソン）で生まれたものが主流であるところ，ヨー

ロッパ，ロシア，中国，イスラムなどの見方・考え方も補うようにし，複眼的な思考ができるようにする。（ゲスト・スピーカーも招く方

向で調整中である。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国際関係の理論 

3. 主権国家 

4. ウェストファリア体制 

5. 第一次，第二次世界大戦 

6. 冷戦 

7. 冷戦後の世界 

8. 新しい課題と挑戦（新興国，他） 

9. グローバライゼーション，地域統合 

10. 対テロ戦争 

11. 歴史の終わり，文明の衝突 

12. アイデンティティーと国際関係 

13. 「歴史」をめぐる議論 

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（『国際紛争ー理論と歴史』（原書第 10 版））を基本的に１章ずつ取り上げていくので，読んでいただき，理解していただ

く。（疑問点・異論は是非提起していただきたい。）それ以外に，関連の事項を補足していくが，学生の皆さんの関心に応じて，更

に関連文献を指示するので，読むこと。また，学生一人一人に，各人の関心に応じた異なるテーマでのレポート発表をお願いする

ので，準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論への貢献(20%)/授業中に実施する QUIZ(40%)/レポート発表(40%) 

授業への出席率が３分の２未満の者は不合格とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョセフ・ナイ，デイヴィッド・ウェルチ、2017 3,000 円＋税、『国際紛争ー理論と歴史』（原書第 10 版）、有斐閣 (ISBN:978-4-

641-14917-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. E.H.カー、1962、『歴史とは何か』、岩波書店 (ISBN:978-4004130017) 

2. サミュエル・ハンチントン、1998、『文明の衝突』、集英社 (ISBN:978-4087732924) 

3. 金子将史，北野充，井出敬二他、2007、『パブリック・ディプロマシーー「世論の時代」の外交戦略』 第７章「日本の対中パブリ

ック・ディプロマシー」、PHP研究所 (ISBN:978-4-569-69466-5) 

4. 川島真，毛利和子、2009、『グローバル中国への道程』、岩波書店 (ISBN:978-4000282628) 

5. ドミニク・モイジ、2010、『感情の地政学ー恐怖，屈辱，希望はいかにして世界を創り変えるか』、早川書房 (ISBN:978-

4152091185) 

6. 高橋和夫、2016、『中東から世界が崩れるーイランの復活，サウジアラビアの変貌』、ＮＨＫ出版 (ISBN:978-4-14-088490-4) 

7. 井出敬二、2017、『＜中露＞国境交渉史ー国境紛争はいかに決着したのか？』、作品社 (ISBN:978-4-86182-619-1) 
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冷戦後のロシアの国際関係に対する見方で参考になるもので英語図書としては，Andrei P. Tsygankov，”Whose World 

Order?”2004，（University of Notre Dame Press)があります。 

（参考文献ではないが，）放送大学テレビで高橋和夫教授の授業が見れる場合，見ると参考になります。（「現代の国際政治」，

「世界の中の日本」，「パレスチナ問題」）放送大学からテキストも市販されている。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 パワーポイントを使用した講義を行うが，学生の皆さんからの積極的な問題提起，議論を歓迎する。  

 

注意事項（Notice） 
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■ND271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND271／政治学総合演習 

(Political Science Research Workshop) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治学研究の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP6910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治学の研究にあたり，習得した知識に基づいて，複眼的な発想から研究を行い、その成果を発表する能力を養うこと、また、他

の研究者の研究に対するコメントや評価を行う能力を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では，大学院生が各自の研究成果の発表を行い，それに対して，正・副の指導教員のみならず他の教員や博士前・後

期の大学院生なども参加して，多角的に研究指導を行う。具体的には，修士論文（リサーチペーパー）および博士論文の構想発

表，学会や研究会などでの発表の予行演習としての報告，学術雑誌等への投稿予定論文の内容報告などを予定している。毎回

の授業において、報告担当者は自らテーマを設定して報告内容および報告資料を用意し、それに基づいて自らの研究構想を教

員・学生の前で報告する。在席の学生は、他の学生の報告に対して質問やコメントを行い、学術的な議論を実践する。政治学を

専攻する大学院生は，前期課程・後期課程の別や学年にかかわらず、特別な事情がない限り，この演習を履修し，出席しなけれ

ばならない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究報告１ 

2. 研究報告２ 

3. 研究報告３ 

4. 研究報告４ 

5. 研究報告５ 

6. 研究報告６ 

7. 研究報告７ 

8. 研究報告８ 

9. 研究報告９ 

10. 研究報告１０ 

11. 研究報告１１ 

12. 研究報告１２ 

13. 研究報告１３ 

14. 研究報告１４ 

 

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

演習で報告者は，修士論文（リサーチペーパー），博士論文，その他学術論文を作成するための報告を行う。報告者は，報告に

あたっての資料を準備し，配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および討論への参加(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND363／統計学特論 

(Statistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
数理統計学の基礎理論 

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） 
LAP5900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな社会現象を正しく認識するためには、各種の統計データの利用が不可欠である。統計学は厳密な数学的理論にもとづ

いた分野であり、分析を行うものとして理解しておくべき事項は多岐にわたる。 

本講義では、統計学に関する数理的基礎を習得するとともに、統計学を体系的に理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、統計学で用いられる各種の数値に関する数学的な性質を解説し、統計量や分析手法の背景にある理論の基礎に

ついて学習する。授業は主に講義形式で進めるが、いくつかの論点について議論する時間を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データと分布 

2. 確率と確率変数 

3. 確率分布 

4. 平均と分散の数学的性質 

5. 無作為抽出と標本分布 

6. 中心極限定理 

7. 区間推定 

8. 1 標本の統計的検定 

9. 2 標本の統計的検定 

10. 推定量の統計学的性質 

11. 相関と回帰 

12. 回帰係数の確率分布と検定 

13. 適合度の検定と独立性の検定 

14. 授業内テスト 

 

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、その性質や定理についての理

解を定着させること。 

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） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/議論の貢献度(20%) 

テストは資料持ち込み可。積極的な議論への参加を期待する 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林博史・三輪哲、2012、『社会調査のための統計学』、技術評論社 

2. ホーエル, P, G.、2009、『入門数理統計学』、培風館 

3. Wooldredge, J. M.. 2013 (5th ed.). Introductory Econometrics: A Modern Approach . SOUTH-WESTERN Cengage Learning 

4. 永田靖、2005、『統計学のための数学入門 30 講』、朝倉書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指数関数，対数関数，極限，微分，積分等の初等数学の知識、および平均、分散等の初等統計の知識を多用するので、理解の

不安なものは各自復習をしておくこと。 
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注意事項（Notice） 
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■ND364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND364／社会調査特論 

(Social Research Methods) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA 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） 
LAP5900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の理論を概観するとともに，仮説の構築や質問紙の設計など，社会調査の技法を理解する。調査の企画・設計からデ

ータの収集・分析に関する具体的な方法などを身につけ，量的調査をはじめとした科学的な社会調査の理論と方法について理解

することで，独力で適切な調査のデザインができるようになることを目標とする。各自の研究活動の基礎となる事実認識のための

データ収集の技術を身につけ，調査リテラシーを身につけることをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には技法に関する解説が中心となるものの，受講人数の多寡に応じて適宜質疑応答やディスカッションなども交える。受

講生が授業を通じて得た知識をもとに調査の企画を立てることを最終的な課題とし，各自の研究テーマについて，調査研究（社

会調査に基づく研究）を行うとした場合にどのような仮説が立て得るのか，そのときどのような調査実施計画を立てるべきか，など

を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か：概説，目的，歴史 

2. 社会調査の類型と一般的手順 

3. 研究と調査課題：仮説の作り方 

4. 受講生による調査プラン発表（中間報告） 

5. 標本調査の理論と実際：設計と抽出方法 

6. 質問紙調査の方法：質問紙の構成とフロー 

7. 質問紙調査の方法：質問のワーディング 

8. 質問紙調査の方法：選択肢の設け方 

9. 調査の実施方法 

10. データの作成・集計・分析：基礎的集計，統計的な分析の基礎，結果のまとめ方 

11. 質的な調査：意義と方法，種類と事例，記述と説明 

12. インタビュー法：類型，実施方法，結果の整理 

13. さまざまなフィールドワーク：類型と事例，記述・説明・解釈 

14. 受講生による調査プラン発表 

 

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

授業期間の提出物や，期末レポートの提出には，Blackboardを利用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小提出課題(30%)/プレゼンテーション／ディスカッション(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

出席回数ではなく、授業内で数回行うプレゼンテーションの内容を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。Blackboardにて配布する。 

 

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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■TX602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX602／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX603／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX604／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX605／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX606 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX606／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX607／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
角 紀代恵(KADO KIYOE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX608 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX608／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX609 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX609／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
難波 譲治(NAMBA JOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX610／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX611／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX612／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX614／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX616 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX616／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX617 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX617／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX618 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX618／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX619 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX619／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX620 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX620／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX622 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX622／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX623 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX623／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法 

担当者名 

（Instructor） 
神橋 一彦(KANBASHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX625 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX625／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX627 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX627／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
労働法 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX628 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX628／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX629 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX629／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際私法，国際民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 81 - 

■TX630 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX630／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX631／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX632／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経済法 

担当者名 

（Instructor） 
東條 吉純(TOJO YOSHIZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX633 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX633／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法社会学 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX634 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX634／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX635 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX635／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米法 

担当者名 

（Instructor） 
溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX636 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX636／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法哲学 

担当者名 

（Instructor） 
瀧川 裕英(TAKIKAWA HIROHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX637 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX637／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法，医事法 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX638 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX638／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代政治理論 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX640 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX640／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治思想史 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX641／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治史 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX642 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX642／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア政治論 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX643 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX643／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ政治論 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX644 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX644／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ外交史 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX645 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX645／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際政治 

担当者名 

（Instructor） 
竹中 千春(TAKENAKA CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX646 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX646／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX647 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX647／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX648 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX648／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治過程論 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX649 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX649／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧州政治思想史 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX702／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX703／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX704／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX705／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX706／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX707／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
角 紀代恵(KADO KIYOE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX708／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX709 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX709／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
難波 譲治(NAMBA JOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX710／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX711／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX712／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX714 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX714／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX716 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX716／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX717／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX718／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX719 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX719／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX720 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX720／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX722／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX723／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法 

担当者名 

（Instructor） 
神橋 一彦(KANBASHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX725／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX727／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
労働法 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX728 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX728／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX729 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX729／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際私法，国際民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX730／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX731／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX732／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経済法 

担当者名 

（Instructor） 
東條 吉純(TOJO YOSHIZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX733／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法社会学 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX734／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX735／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米法 

担当者名 

（Instructor） 
溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX736 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX736／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法哲学 

担当者名 

（Instructor） 
瀧川 裕英(TAKIKAWA HIROHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX737 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX737／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法，医事法 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX738 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX738／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代政治理論 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX740／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治思想史 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX741／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治史 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX742／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア政治論 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX743／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ政治論 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX744／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ外交史 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX745 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX745／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際政治 

担当者名 

（Instructor） 
竹中 千春(TAKENAKA CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX746 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX746／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX747 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX747／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX748／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治過程論 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 141 - 

■TX749 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX749／研究指導（副） 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧州政治思想史 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX802／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX803 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX803／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX804 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX804／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX805 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX805／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 146 - 

■TX806 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX806／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX807 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX807／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
角 紀代恵(KADO KIYOE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX808 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX808／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX809 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX809／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
難波 譲治(NAMBA JOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX810 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX810／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX811 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX811／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX812 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX812／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX814 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX814／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX816 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX816／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX817 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX817／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX818 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX818／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX819 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX819／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX820 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX820／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX822／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX823／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法 

担当者名 

（Instructor） 
神橋 一彦(KANBASHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX825／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX827 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX827／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
労働法 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX828 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX828／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 164 - 

■TX829 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX829／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際私法，国際民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX830 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX830／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX831 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX831／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX832 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX832／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経済法 

担当者名 

（Instructor） 
東條 吉純(TOJO YOSHIZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX833 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX833／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法社会学 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX834 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX834／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX835 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX835／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米法 

担当者名 

（Instructor） 
溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX836 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX836／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法哲学 

担当者名 

（Instructor） 
瀧川 裕英(TAKIKAWA HIROHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX837 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX837／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法，医事法 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX838 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX838／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代政治理論 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX840 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX840／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治思想史 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX841 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX841／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治史 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX842 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX842／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア政治論 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX843 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX843／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ政治論 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX844 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX844／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ外交史 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX845 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX845／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際政治 

担当者名 

（Instructor） 
竹中 千春(TAKENAKA CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX846 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX846／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX847 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX847／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX848 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX848／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治過程論 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX849 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX849／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧州政治思想史 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX902 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX902／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX903 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX903／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX904 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX904／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX905 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX905／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX906 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX906／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX907 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX907／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
角 紀代恵(KADO KIYOE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX908 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX908／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX909 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX909／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
難波 譲治(NAMBA JOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX910 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX910／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX911 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX911／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX912 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX912／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX914 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX914／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX916 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX916／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX917 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX917／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX918 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX918／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX919 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX919／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX920 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX920／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX922 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX922／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX923 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX923／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法 

担当者名 

（Instructor） 
神橋 一彦(KANBASHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX925 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX925／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX927 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX927／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
労働法 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX928 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX928／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 206 - 

■TX929 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX929／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際私法，国際民事手続法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX930 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX930／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX931 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX931／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX932 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX932／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経済法 

担当者名 

（Instructor） 
東條 吉純(TOJO YOSHIZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX933 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX933／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法社会学 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX934 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX934／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX935 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX935／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米法 

担当者名 

（Instructor） 
溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX936 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX936／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法哲学 

担当者名 

（Instructor） 
瀧川 裕英(TAKIKAWA HIROHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX937 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX937／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法，医事法 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX938 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX938／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代政治理論 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX940 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX940／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治思想史 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX941 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX941／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治史 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX942 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX942／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア政治論 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX943 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX943／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ政治論 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX944 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX944／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ外交史 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX945 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX945／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際政治 

担当者名 

（Instructor） 
竹中 千春(TAKENAKA CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX946 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX946／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX947 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX947／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政学 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX948 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX948／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治過程論 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■TX949 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX949／研究指導 

(Guidance in Preparing a Doctor's Thesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧州政治思想史 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP7950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が各自の専門分野と研究関心に沿って研究計画を立て、研究を推進し、最終的に博士論文を完成させること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は指導教員に対し、自らの研究の関心と希望する研究の方向性について説明する。教員は時間的・資料的側面や、理論

の当否、先行研究の有無や内容等を勘案して、計画の実現可能性を総合的に判断し、受講者に研究計画の修正を求める。この

手順を反復して行うことで、受講者の研究計画を改善してゆく。また、研究計画が一定の内容に達した場合は、指導教員は論文

の執筆を促し、学術誌への投稿なども助言し、最終的には博士論文の完成に到る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

受講者は学期始めにおいて研究計画を指導教員に示し、助言を受ける。その後、指導教員との相談に基づいて研究を進め、受

講の際に研究の進捗状況について教員に説明する。学期の終わりにおいては指導教員は指導の実績を踏まえて受講者の研究

の進展について総括する。 

 

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

受講者は授業時間外にそれぞれ論文作成のための資料収集や分析、先行研究の精査などの作業を進める必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果の報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


