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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) 

幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。修士論文（リサーチ・ペーパー）執筆のための研究

の出発点になる作業を行う。 

 

Students will learn about research ethics, how to write papers, and basic research methods related to law studies. Students will do 

work which will act as a starting point for research to write a master’s thesis (research paper). 

 

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。 

 

Students will learn about research ethics, literature search methods, and how to write papers which they need to know in advance 

to perform future research. In addition, students will deepen their understanding of law research methods by reading in turn judicial 

precedents (Supreme Court and lower court judicial precedents), judicial precedent annotations, and prominent papers in the field 

of law. 

 

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. 方法論入門 

5. 図書館サーベイ 

6. 判例研究① 

7. 判例研究② 

8. 判例研究③ 

9. 判例研究④ 

10. 論文の書き方  

11. 論文精読① 

12. 論文精読② 

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、文献リストの作成、仮テーマの設定、論文チャプター（アウトライン）と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) 

日本学術振興会『科学の健全な発展のために』、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） 

1. 河野哲也、2018、『レポート・論文の書き方入門 第４版』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:4766425278) 

2. 戸田山和久、2012、『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』、NHK 出版 (ISBN:4140911948) 

3. 近江幸治、2016、『学術論文の作法 第２版』、成文堂 (ISBN:4792326915) 

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

孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。  

 

The objective of this course is to have new graduate school students who are aiming to earn a master's degree and wish to start 

research activities learn about research ethics, how to write papers, and research methods, acquire fundamental knowledge about 

how to write papers using honest methods, use that knowledge to engage in fundamental research activities, and develop the 

fundamental research capabilities to write papers.  

 

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。  

 

In recent years, various problems of research misconduct have occurred in the academic world. In Political Science research as 

well, neglecting or ignoring the rules for citations and notes, etc. may be deemed research misconduct as a result. In this class, 

students will first learn about research ethics and master the fundamental knowledge to understand what constitutes fraudulent 

behavior. Next, students will learn how to gather information in a practical manner. Furthermore, they will learn what research 

methods have been applied to various fields of Political Science to develop the ability to apply those techniques to summarize 

their own research topic as a paper. 

During the first half, students will learn about research ethics and how to write papers which they need to know in advance to 

perform future research. During the latter half, students will read in turn the leading works from each area of specialization within 

Political Science and the latest top research results to deepen their understanding of the various research methods in Political 

Science.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・担当者の決定 

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 

5. 論文執筆方法（1） 

6. 論文執筆方法（2） 

7. 研究方法 I（歴史的アプローチ，地域研究，事例研究）（1） 

8. 研究方法 I（歴史的アプローチ，地域研究，事例研究）（2） 

9. 研究方法 II（政治思想，テクスト分析，概念分析）（1） 

10. 研究方法 II（政治思想，テクスト分析，概念分析）（2） 

11. 研究方法 III（計量分析，実証分析）（1） 

12. 研究方法 III（計量分析，実証分析）（2） 

13. リサーチデザインの発表（1） 

14. リサーチデザインの発表（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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・報告担当者は教員および受講者に配付資料を用意して，担当箇所を要約して口頭で説明できるように準備する。 

 

・それ以外の受講者は，次回の文献に目を通した後，前日午後 9時までに，A4一枚程度の「講読メモ」を教員と他の履修者にメー

ルで送る。「講読メモ」の構成としては，内容の要約→内容に対する評価→疑問点・批判点などコメントがバランスよく含まれてい

ることが望ましい。 

 

・全受講者は，他の参加者が作成した「講読メモ」を事前にチェックしたうえで，授業当日に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。 

 

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 年、『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 (ISBN:9784621089149) 

2. 眞嶋俊造・奥田太郎・河野哲也編著、2015 年、『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 

(ISBN:9784766422559) 

3. 花井等・若松篤著、2014 年、『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 (ISBN:9784641220362) 

4. 加藤淳子・境家史郎・山本健太郎編、2014 年、『政治学の方法』、有斐閣 (ISBN:9784641220379) 

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 年、『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 (ISBN:9784326302147) 

 

参考文献（Readings） 

立教大学法学部『ラーニングガイド』 

立教大学 Master of Writing（MOW） 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND101／英米法研究 

(Anglo-American Law 1) 

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） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

The trust concept developed in England spread all over the world from the 17th century with the global advance and expansion of 

the British Empire. This course will examine what transformations the legal principle of trust brought about within the process that 

spread the concept of trust and attempt to understand it through a comparison with the socioeconomic background, domestic 

politics, and international foreign policy of each country in order to engage in a more dynamic form of Comparative Law research 

than the conventional Comparative Law which is conducted between single countries. 

 

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、单アフリカ・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。 

 

The spread of trusts can be examined along two different routes. The Western route originated in England, passed through 

America, and arrived in Japan whereas the Eastern route passed through South Africa and India to arrive in Japan and East Asia. 

During class, students will study the fundamental literature about trusts in each country while keeping in mind such dissemination 

details. The classes will focus on literature in the English language with Japanese language materials used in a supplementary 

manner. 

 

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. 单アフリカ 

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 
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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） 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND103／法哲学研究 

(Philosophy of Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法哲学・政治哲学の最新研究動向 

担当者名 

（Instructor） 
瀧川 裕英(TAKIKAWA HIROHIDE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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・政治哲学の最新研究動向を概観します。 

 

The objective of this course is to survey the latest research trends in the Philosophy of Law and Political Philosophy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 法哲学・政治哲学は、あるべき法や制度のあり方について、規範的議論を行いますが、その研究領域は広大です。その領域の

最新研究動向を簡便に把握できるのが、下記テキストの Oxford Studies in Political Philosophy vol.4 (2018)です。 

 この授業では、このテキストに所収されている論文を、精読することを通じて、法哲学・政治哲学の最新研究動向を概観します。

参加者は、事前にテキストを読解し担当者は、担当論文についてレジュメを用意し、それに基づいて内容を説明します。他の参加

者は適宜質問をし、重要な箇所について共同で議論します。 

 

 Philosophy of Law and Political Philosophy discuss the state of ideal laws and systems in a normative manner, and the area of 

research is vast. The Oxford Studies in Political Philosophy vol.4 (2018) listed below allows you to conveniently understand the 

latest research trends in that area. 

 In these classes, students will survey the latest research trends in the Philosophy of Law and Political Philosophy by carefully 

reading the essays included in this book. Participants will read the textbook in advance, and the student in charge of the essay will 

prepare a summary which will be used to explain the essay contents. Other participants will ask questions as needed to jointly 

discuss the important sections of the essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 正統性の哲学的検討 1 

Dethroning Democratic Legitimacy 

2. 正統性の哲学的検討 2 

Dethroning Democratic Legitimacy 

3. 正統性の哲学的検討 3 

The Power of Public Positions: Official Roles in Kantian Legitimacy 

4. 正統性の哲学的検討 4 

The Power of Public Positions: Official Roles in Kantian Legitimacy 

5. 正統性の哲学的検討 5 

Institutional Legitimacy 

6. 正統性の哲学的検討 6 

Institutional Legitimacy 

7. 平等为義の哲学的検討 1 

(Luck and Relational) Egalitarians of the World, Unite! 

8. 平等为義の哲学的検討 2 

(Luck and Relational) Egalitarians of the World, Unite! 

9. 平等为義の哲学的検討 3 

Varieties of Relational Egalitarianism 

10. 平等为義の哲学的検討 4 

Varieties of Relational Egalitarianism 

11. 自由と強制の哲学的検討 1 

Moralizing Liberty 

12. 自由と強制の哲学的検討 2 

Moralizing Liberty 

13. 自由と強制の哲学的検討 3 

Complicity and Coercion: Towards an Ethics of Political Participation 

14. 自由と強制の哲学的検討 4 

Complicity and Coercion: Towards an Ethics of Political Participation 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された論文を必ず読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加(60%)/担当した報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Sobel, Peter Vallentyne, Steven Wall (Eds.). 2018. Oxford Studies in Political Philosophy, volume 4. Oxford University 

Press (ISBN:9780198813989) 

開講日までに、上記のテキスト(1)を入手しておいてください。 

volume 1, 2, 3 ではなく、4 である点に注意してください。 

書籍のウェブサイトは↓ 

https://global.oup.com/academic/product/oxford-studies-in-political-philosophy-volume-4-9780198813989?cc=gb&lang=en&# 

 

参考文献（Readings） 

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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■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） 
国際法を考える 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

国家が、あるいは、国際法学者が、具体的な事例において国際法を解釈適用する際に、その解釈適用のみを問題にしていては、

十分な理解は得られない。その実行を支える理論についても目配りが必要である。本授業では、国際法に関するさまざまな理論

とその起源、考え得る批判について考察し、国際法に対する多様なアプローチの可能性を模索する。 

 

Paying attention to legal theories is not only dogmatic or academic. When you, as a legal practitioner, apply a simple legal concept 

in a specific case, your way of thinking is still framed by certain theoretical background. Understandings of theories will let you 

know the limits and possibilities of your thinking about the international legal order. This class will examine various theories 

concerning international law, their origins, and possible criticisms. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、Andrea Bianchi, "International Law Theories" (2016)の精読を通じて、国際法理論を概観する。後半では、

Bianchi が例に挙げた国際法理論の英語論文を読み、国際法に対する多様なアプローチの可能性を模索する。 

 

During the classes of the first half, students will survey international law theories by carefully reading "International Law 

Theories" (2016) by Andrea Bianchi. During the latter half, students will read some articles about international law theories cited 

by Bianchi to develop their sensitivity to these various approaches to international law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（１） 

3. 参加者による報告（２） 

4. 参加者による報告（３） 

5. 参加者による報告（４） 

6. 参加者による報告（５） 

7. 参加者による報告（６） 

8. 参加者による報告（７） 

9. 参加者による報告（８） 

10. 参加者による報告（９） 

11. 参加者による報告（１０） 

12. 参加者による報告（１１） 

13. 参加者による報告（１２） 

14. 参加者による報告（１３） 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(30%)/討論への貢献(40%)/レポート(30%) 

無断欠席および 3 回以上の欠席を行った者は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bianchi. 2016. International Law Theories. Oxford University Press (ISBN:9780198725121) 

テキストについては、事前に購入する必要はない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内にて指示する 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND108／国際法特論 

(International Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

国際法の基本事項に関する発展的な問題を扱った英語文献の検討を通じて、国際法を研究する上での基本的な理論と概念に

ついての理解を深める。 

 

Acquiring basic theoretical underpinnings and concepts through in-depth examination of documents and articles dealing with the 

current international affairs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回 1 つの英語文献を対象として取り上げ、その検討を通じて、１．英文で説明されている内容を、日本語で正確に説明できる力

を身につけ、２．取り上げられているテーマについて、どのような問題意識に基づいて取り上げられており、何が重要な事項として

示されているのかを把握し、それを簡潔にまとめて示すことができる文章力を身につける。 

 

Fostering the ability to catch the essence of the question and the assertion of the author and to summarize and explain them  in 

succinct manner in Japanese. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方、基本文献、参考文献についての説明。 

2. 国際法の法源：法源論をめぐる理論的・実践的動きを検討する。 

3. 条約の解釈：発展的解釈をめぐる議論を検討する。 

4. 条約制度：国際規律を実現する手段としての条約について検討する。 

5. 国家管轄権：管轄権の域外適用をめぐる問題について検討する。 

6. 海洋法１：追跡権をめぐる現代的問題について検討する。 

7. 海洋法２：公海漁業規制をめぐる現代的問題について検討する。 

8. 国際責任：国際社会の共通利益の国家責任法を通じた保護について検討する。 

9. 国際経済：国際経済法をめぐる動向について検討する。 

10. 国際環境保護：国際環境保護に見られる法制度の特徴について検討する。 

11. 国際裁判：仮保全措置手続の適用のあり方をめぐる動向について検討する。 

12. 武力行使規制：自衛権をめぐる近年の議論の状況について検討する。 

13. 安全保障：サイバー空間に関わる安全保障について検討する。 

14. 国際刑事法：国際刑事裁判所を通じた国際人道法の実現のあり方について検討する。 

 

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

１．各回毎に事前に指定される教科書の検討対象範囲について、対応するテーマを扱った日本語の教科書の該当部分と比較し

つつ検討し、特徴的な記述を中心に要約をまとめる。 

２．要約をふまえ、特に議論で取り上げたい事項、論点についての自らの疑問点、意見をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前レジュメの提出(30%)/要約及び見解の授業内でのプレゼンテーション(30%)/授業内での建設的な疑問及び批判の提示

(30%)/議論への積極的参加(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. James Crawford. 2012. Brownlie's Principles of Public International Law (8th ed., 2012).. Oxford University Press 

(ISBN:9780199699698) 

 

参考文献（Readings） 

1. 酒井啓亘（他）、2011、『国際法』、有斐閣 (ISBN:9784641046559) 

2. 杉原高嶺、2013、『国際法学講義 第２版』、有斐閣 (ISBN:9784641046641) 

＊授業内で適宜配布あるいは指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■ND110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND110／国際経済法特論 

(Intenational Economic Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
WTO 法事例研究～最近の事例を読む～ 

担当者名 

（Instructor） 
東條 吉純(TOJO YOSHIZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

WTO 協定の紛争解決制度の仕組みを理解し、最近の WTO 判例（上級委員会報告）を丹念に読み、法律英語および判例文特有

の論理構成を理解する。 

 

The objectives of this course are to understand the structure of the WTO agreement dispute resolution system, read the latest 

WTO precedents (Appellate Body reports), and understand legal English and the logical compositions which are specific to the text 

of the precedents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生の興味・関心に応じて、内国民待遇、貿易救済法、補助金規制、一般的例外などの個別規範に関する紛争事例を選び、

履修者による報告をベースに全員で内容理解を行う。 

 

Based on the interests and concerns of the students, dispute cases concerning individual norms such as national treatment, trade 

remedy laws, subsidy regulations, and general exceptions will be selected so that all participants may understand the details based 

on reports presented by students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. WTO 紛争解決制度の仕組み 

3. WTO 協定の为要な規範の説明 

4. WTO 紛争事例①の報告・討議 

5. WTO 紛争事例①の報告・討議 

6. WTO 紛争事例①の報告・討議 

7. WTO 紛争事例②の報告・討議 

8. WTO 紛争事例②の報告・討議 

9. WTO 紛争事例②の報告・討議 

10. WTO 紛争事例②の報告・討議 

11. WTO 紛争事例③の報告・討議 

12. WTO 紛争事例③の報告・討議 

13. WTO 紛争事例③の報告・討議 

14. 総括 

 

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

WTO 紛争事例（英文）の予習および授業の復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(60%)/発言(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

WorldTradeLaw.net <http://www.worldtradelaw.net/index.php> 

WTO/Dispute Settlement の項 <https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm> 
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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） 
ドイツ民法の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

ドイツ民法および法律ドイツ語に関する理解を深める。 

 

The objective of this course is to deepen the students’ understanding of German Civil Law and legal German. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツの民法に関する基礎的文献を講読する。これにより、ドイツ民法（EU での最新状況を含む）および法律ドイツ語に関する理

解を深めることを目指す。講読文献としては、ドイツの大学で用いられている民法教科書ないし学習用雑誌の記事を考えている

が、具体的なものは、受講者の希望を聞いたうえで決定する。担当者は、担当部分の全訳とレジュメをできるだけ事前に用意し、

当日は、それに基づいて内容を検討する。他の参加者は適宜質問をし、共同で議論を行う。この授業での学習を通じて、上記の

能力のほか、日本法を相対化し、ありうるさまざまな法規範について考える力を養うこともできるだろう。 

 

Students will read the fundamental literature about German Civil Law. The goal of this reading will be to deepen the students’ 

understanding of German Civil Law (including the latest conditions in the EU) and legal German. The instructor is considering a 

Civil Law textbook used in German universities and articles from an educational magazine as the reading literature, but the 

specific material will be decided upon listening to student requests. Students in charge of a particular section of the reading will 

prepare a complete translation and summary in advance if at all possible and use that to examine the details on the day of class. 

Other participants will ask questions as needed to jointly discuss the reading. In addition to the abilities described above, the 

material studied in this class will also likely cultivate the students’ abilities to relativize Japanese law and think about various 

possible legal norms. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

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. まとめ 

 

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

ドイツ語文献を講読するので、ドイツ語の基礎的文法程度はマスターしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/討論内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

法律文献を読む際に有用な辞書や参考文献、ドイツの六法などについては、授業内で指示する。 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■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） 
改正相続法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
角 紀代恵(KADO KIYOE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

改正相続法に対する理解を深める。 

 

The objective of this course is to deepen the students’ understanding of the amended inheritance law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  ２０１８年の通常国会において、改正相続法が成立した。同法は、当初企図された改正よりも小さな改正になったものの、解釈

問題を多々残している。 

 本講義では、改正法が、いかなる理由に基づき、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、また、改正法により新設された制度はいかなる制度であり、どのような解釈問題を孕んでいるかを確定し

た上で、改正の是非について議論することにする。   

 

  An amended inheritance law was approved during an ordinary session of the Diet in 2018. While the amendment to the law was 

smaller than initially planned, there are many problems of interpretation which remain. 

 These lectures will confirm with respect to the amended law what reasons formed the basis of the amendment, what sections of 

the current law were changed and how they were changed, whether there are any relationships to conventional doctrine and 

judicial precedents as well as any systems newly established by the amended law and what types of interpretation problems it is 

creating in order to discuss the pros and cons of the amendment.   

 

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） 

 現行相続法に対する理解を十分なものとし、現行相続法が、いかなる問題を孕んでいるかを考えておくこと。 

 

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)） 
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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） 
現代社会と民法 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

現代社会における民法の意義について研究を行う。 

 

The objective of this course is to research the significance of Civil Law in contemporary society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

高齢化の進行や人口減尐など，現代の日本社会が抱える問題は，民法の解釈論・立法論にも影響を及ぼしている。この授業で

は，成年後見制度および所有者不明土地問題（物権変動論）を取り上げて，研究を行う。履修者は，指定された文献を読み個別

報告を行う。また，個別報告に続いて，参加者全員でディスカッションを行う。 

 

The graying of society, population decline, and other problems faced by contemporary Japanese society are also having an effect 

on the interpretive theory and legislative theory of Civil Law. The classes will raise and research the issues of conservatorship and 

the problem of unknown land owners (theory of the transfer of real rights). Students will read the specified literature and present 

individual reports. In addition to the individual reports, all of the participants will engage in a discussion of the literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 履修者の研究テーマ発表 

3. 高齢化社会と民法（１） 

4. 高齢化社会と民法（２） 

5. 高齢化社会と民法（３） 

6. 所有者不明土地問題と民法（１） 

7. 所有者不明土地問題と民法（２） 

8. 所有者不明土地問題と民法（３） 

9. 履修者による報告と討論 

10. 履修者による報告と討論 

11. 履修者による報告と討論 

12. 履修者による報告と討論 

13. 論文の書き方 

14. まとめ 

 

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

予習：担当報告の準備，指定された文献の検討 

復習：各回のまとめレポートの提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/授業中の発言(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜授業形態＞ 

演習形式の授業で，履修者による個別報告およびディスカッションがあります。 
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＜フィードバック＞ 

授業の最終回に，全体につきフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■ND115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND115／商法研究 

(Commercial Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商法／会社法演習 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

This course assumes that students possess a basic knowledge of the Companies Act to examine the regulations according to the 

Companies Act and related legal fields (for example, the Financial Instruments and Exchange Act), the recent soft law response 

surrounding the Companies Act, or the trends in amendments to the Companies Act which are currently underway for the purpose 

of deepening the students’ understanding of the rules which currently influence Japanese companies and particularly those that 

are publicly listed. 

 

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。本研究では、実際の企業に対

して影響を及ぼしうる法（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。 

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。 

 

Examining the legal code of the Companies Act itself is not enough to understand the rules of the Companies Act which affect 

actual companies, especially those that are publicly listed. Beginning with the Financial Instruments and Exchange Act, there are 

certain regulations which contain practically the same rules as the Companies Act, and rules according to soft law starting with 

the Corporate Governance Code also carry an extremely high degree of importance. This study will examine the laws which affect 

actual companies (Companies Act and other laws) and the condition of soft law while confirming on reflection what kind of effect 

that has on the work to amend the Companies Act. 

Furthermore, please note that some of the class content may be changed according to student requests. 

 

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%) 
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テキスト（Textbooks） 

開講時に指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND118／民事訴訟法特論 

(Civil Procedure 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法に関する外国語文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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論文の講読を通じて，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。 

 

The objective of this course is to achieve a rudimentary understanding of Civil Procedures in foreign countries by reading recent 

foreign language papers about Civil Procedure while acquiring a perspective which relativizes the state of Japanese law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では，民事手続法に関する近時の外国語文献を参加者で講読し，現地における議論状況を体感しつつ、日本の民事手

続法について外在的な視点から眺めることによってその理解を深めることを目指す。したがって、卖なる文献講読に止まらず，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

討論することにも为眼を置く。 

 なお，参加者の関心及び外国語（英語又はドイツ語を想定するが、最終的には参加者のニーズを踏まえて決定する）読解能力

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、開講前に担当教員にコンタクトすること。 

 

In these lectures, participants will read recent foreign-language literature about civil procedural law to get a sense of the 

discussion happening overseas while deepening their understanding of Japan's civil procedure by viewing it from an external 

perspective. Therefore, students should not simply stop with a reading of the literature but focus on debating with the other 

participants about how the problems discussed in the literature are positioned in Japan and whether or not they are being 

discussed. Furthermore, please note that the course materials and approach will need to be adjusted according to the interests 

and foreign language abilities of the participants (anticipating English or German, but the decision will ultimately be based on the 

needs of the participants), so students who intend to participate should contact the lecturer before taking the course. 

 

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） 

外国語文献の読解能力に自信のない者は、事前にその向上に努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への貢献(50%)/報告の質(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する予定 
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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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■ND120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND120／知的財産法特論 

(Intellectual Property Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

 The objective of this course is to engage in a cutting edge discussion through an analysis of the latest judicial precedents 

concerning Intellectual Property Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 まず、知的財産法の論点について簡卖な講義を行う。その後、報告者が、当該論点に関わる比較的新しい裁判例を題材として、

学術論文や関連裁判例も調査した上で、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、最新の裁判例や論点

に触れつつ、実務的な観点からも検討を加えることで、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。 

 

 First, the instructor will present a simple lecture about the arguments of Intellectual Property Law. Next, student presenters will 

use comparatively new court precedents concerning the relevant arguments as subject matter to research academic papers and 

related court precedents to give a presentation. Following the presentations, all participants will engage in a discussion. This 

process will enable students to deepen their understanding of Intellectual Property Law through exposure to the latest court 

precedents and arguments and through an examination from a practical perspective. 

 Intellectual Property Law is a field which is developing and cuts across legal domains. One cannot say that questions such as to 

what extent issues can be reduced to discussions in the fundamental legal domains of Civil Law, Criminal Law, Procedural Law, 

Administrative Law, etc. and from what point do problems which are specific to Intellectual Property Law start have been 

sufficiently clarified. Recently, there is also a strong awareness of the intersection with domains such as the Constitution, 

Competition Law, and Labor Law. Therefore, it is believed that referring to the discussions in Intellectual Property Law will also 

prove useful to students who are majoring in other fields. Students who are majoring in Intellectual Property Law are of course 

welcome, but it is hoped that students with a diverse range of backgrounds and interests will participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・講義 

2. 報告・討論・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%) 
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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、2018、『商標法〔第 2 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641243118) 

 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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■ND122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND122／労働法特論 

(Labor Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
解雇法制の国際比較 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

労働法領域の最大の論点である解雇法制のあり方について，比較法的視点と基礎的な分析手法，課題発見能力と解決の道筋

をつける力を養う。 

 

The objectives of this course are to cultivate a Comparative Law perspective and fundamental analytical methods as well as the 

abilities to discover problems and plot out solutions with respect to the state of the dismissal laws, which are the greatest point of 

contention within the area of Labor Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現在，日本では雇用の柔軟化や流動化を目標として，解雇無効時の金銭救済のあり方が論点となっている。労働契約法は客

観的合理性と社会通念上の相当性のない解雇を権利濫用で無効とする枞組みを設けているが，他の先進国では違法な解雇に

対して金銭支払による救済システムを有するところが多い。そこで今後，日本でどのような仕組みを構築することが適切か，イギ

リスの解雇法制を素材に検討する。具体的には，原語文献を読み込み，法制度と運用実態，法的評価を整理するものとする。 

 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。 

 

 Currently, the state of financial relief during an invalid dismissal is being argued with the goal of making employment in Japan 

more flexible and fluid. The Labor Contracts Act establishes a framework for invalidating as an abuse of rights dismissals which are 

inadequate according to objectively reasonable and socially accepted ideas, but many other advanced countries have relief 

systems which pay money for unlawful dismissals. Therefore, this course will use England's dismissal laws as subject matter to 

examine what type of system would be appropriate to build in Japan going forward. Specifically, students will read literature in the 

original language to clarify the legal system, operational situation, and legal assessment. 

 Participants are required to thoroughly prepare for each session which includes carefully reading the literature and creating a 

complete translation of the section that they are in charge of. This course also plans to cover other related literature as much as 

possible. As the quantity of reading is likely to be considerable, participants are expected to have a strong interest in this topic. 

 

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） 

日本の民法および労働法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%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜配布する。 

 

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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■ND123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND123／国際私法研究 

(Conflict of Laws 1) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

The objective of this course is to acquire more specialized knowledge about Conflict of Laws and international codes of civil 

procedure. 

 

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尐なくはない。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。 

 

Two companies from different countries conclude an international transaction, and a dispute occurs as a result. Under the existing 

international civil litigation scheme which uses a national court to resolve disputes, first a dispute will occur regarding which 

country's court should resolve the corresponding dispute, and in many cases an efficient dispute resolution is uncertain. Now what 

if we were to resolve the dispute without using the court of either country or even resolve the dispute without using a national 

court in the first place? The dispute resolution process that was born from that concept is called "international commercial 

arbitration." It has long been used in the world of international commercial transactions mainly in the US and Europe and is 

increasing in importance. 

In this class, we will focus on international commercial arbitration, which can be said to be an extreme application of the Conflict 

of Laws and International Civil Procedure Law, for the purpose of deepening the students’ knowledge of Conflict of Laws and 

International Civil Procedure Law by analyzing the legal problems which occur there. 

 

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） 
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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） 

 

 

  



 - 31 - 

■ND126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND126／刑法特論 

(Criminal Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

The objective of this course is to learn the fundamental theories in the study of German Criminal Law. 

 

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。 

 

The goal is to learn the fundamental theories through a careful reading of the fundamental literature within the study of German 

Criminal Law. 

Specifically, the course plans to cover the major works by theorists who established the turning points within the modern day 

history of the study of Criminal Law. Examples include (written in English), 

 “Criminal Law” by Franz von Liszt 

 “German Criminal Law” by Hans Welzel 

 “Criminal Law General Provisions” by Claus Roxin. 

  

All of the authors develop systems of Criminal Law based on ideas which are essentially different, but they have an enormous 

impact on Criminal Law hermeneutics in Japan. 

 

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 
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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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■ND127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND127／刑事訴訟法研究 

(Criminal Procedure 1) 

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) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

The objective of this course is to have students form their own opinions about the state of the criminal justice system in Japan by 

examining a law (Law No. 54 in 2016) which partially amends Criminal Procedure. 

 

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。その相当部分はすでに施

行され，公布 3 年後にあたる 2019 年 6 月初めまでにすべての改正が施行される。 

 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。改正法施行に先立って実施されている取調べの録音・録画は，捜査の実務や公判における審理にすでに尐なからぬ影響を

及ぼしているし，すでに施行された協議・合意制度（いわゆる「日本版司法取引」）は，2018 年 11 月に東京地検特捜部が強制捜

査に着手した，大手自動車メーカーの経営トップに対する金融商品取引法違反，特別背任被疑事件でも用いられたと報じられ，

世間の耳目を集めている。このように，この改正法は，我が国の刑事司法の在り方に現に変化を生じさせつつある。 

 そこで，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。 

 

 During the 190th Diet session (ordinary session of the Diet in 2016), a large-scale amendment to Criminal Procedure and the 

Wiretapping Law was enacted. A considerable portion is already being enforced, and all of the amendments will be enforced three 

years after the amendment was announced, which is the beginning of June 2019. 

 The foundation of this amendment was settled through three years of discussions by the Legislative Council's "Criminal Justice 

System Special Subcommittee for a New Era," adopted by the Legislative Council, and submitted to the Minister of Justice as the 

"Results of Study and Deliberation Regarding the Construction of a New Criminal Justice System." The details were drafted as a 

bill submitted to the 189th Diet in 2015, became subject to continuous deliberation after modifications in the House of 

Representatives, and were enacted in the 190th Diet in 2016. The audio and video recordings of the probe carried out prior to the 

enactment of the amended law has already had a considerable impact on the inquiry into investigation matters and the public 

hearings. Deliberation and agreement systems which were already enacted (the so-called "Japanese version of plea bargaining") 

were reportedly used in the November 2018 compulsory criminal investigation launched by the investigative team from the Tokyo 

District Public Prosecutor's Office into violations of the Financial Instruments and Exchange Act and the breach of the special 

duty of loyalty by top executives at a major automobile manufacturer, which is attracting significant attention. In this manner, the 

amended law is genuinely changing the state of criminal justice in Japan. 

 Therefore, this class will carefully examine the history of the discussions within the Legislative Council's Special Subcommittee 

and the deliberations in the Diet as well as the preceding legislation, judicial precedents, working practices, and doctrines to 

understand the significance of the amended law to use the understanding obtained through that process to forecast the changes 

which are likely to occur in the Japanese criminal justice system while discussing the desirable state of that system. 

 Specifically, the students who are selected in advance will research and report on the submission details and the history of the 

discussion leading to adoption (including the discussion prior to the inauguration of the Legislative Council's Special 

Subcommittee) and the details of the Diet deliberations for the topic assigned in advance, which will be used as a basis for all of 

the students to engage in a discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 
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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

自ら調査し入手するものとする。 

 

参考文献（Readings） 

立案当局による詳細な解説が法曹時報に連載されているほか，各法律雑誌（法学教室，法律時報，論究ジュリスト，刑法雑誌，

刑事法ジャーナル等）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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■ND129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND129／憲法研究 

(Constitutional Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法学の为要問題の検討 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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）、立憲为義に関する比較憲法的検討、象徴天皇制度のあり方などが挙

げられる。 

 

The objective of this course is to carefully investigate the state of the interpretive theory of the Constitution of Japan by reading 

various documents about contemporary problems surrounding Constitutional Law such as government organizations and human 

rights. While the following are merely examples, specific topics might include, for example, the theory and practice regarding the 

parliamentary system, a re-examination of constitutional problems in postwar history (from the security treaty Diet to the 

present), a Comparative Constitutional Law examination of constitutionalism, and the state of the system of symbolic monarchy. 

 

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。 

 

The lectures will be carried out in a seminar format focusing on a reading of the literature with the students and students asking 

questions about report presentations. The specific lecture contents will be decided during the first lecture, so students should be 

sure to attend that lecture. 

 

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） 
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その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND132／行政法特論 

(Administrative Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
規制行政の法的諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
神橋 一彦(KANBASHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

行政法は、総論において、その行為形式（行政行為、行政立法、行政指導など）を中心に行政活動を法的に考察しているが、今

日生じている行政法上の諸問題は、そのような総論的な知見を踏まえたうえで、規制分野ごとに即した各論的な考察を要するも

のが多い。とりわけ、規制行政については、伝統的な行政法学においては警察法の領域において取り上げられてきたが、近年で

は、受動喫煙や不当な差別的言動への対応など、他者の権利利益との対抗・調整が問われる新たな問題も生起している。本特

論では、このような規制行政をめぐる諸問題について、まず行政法の伝統的な学説などを確認した後で、関連する具体的諸問題

について、法令や判例などを具体的に検討し、行政法の基本的な研究能力、さらには公共政策にかかわる実務において必要な

基礎的能力の涵養を目標とする。 

 

Administrative Law legally examines administrative activities within the general provisions with a focus on the type of act 

(administrative act, administrative legislation, administrative guidance, etc.), but many problems occurring today in Administrative 

Law require a theoretical examination conforming to each regulatory field based on such general provision knowledge. Specifically, 

regulatory administration was historically covered within the domain of the Police Law under Administrative Law, but in recent 

years new problems are occurring which demand assertion and adjustment with the rights and interests of others such as passive 

smoking and the handling of unfair discriminatory language. In this advanced course, students will first confirm the historical 

doctrine of Administrative Law regarding various problems with such regulatory administration followed by a concrete examination 

of the laws, regulations, and judicial precedents etc. concerning specific related problems with the goal of cultivating the students’ 

ability to perform basic research on Administrative Law and the fundamental abilities required in public policy related practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

規制行政（警察行政）に関する基本的な知識を確認した後、環境、公衆衛生、公の施設管理など、具体的な規制分野を取り上げ

て、法制度や関連する学説・判例を中心に検討する。なお、検討の対象とする具体的な規制分野については、受講生の希望を聞

いて決める。 

 

After confirming the students’ basic knowledge of regulatory administration (police administration), the classes will raise specific 

regulatory fields such as the environment, public health, and the management of public facilities to conduct an examination 

focusing on the legal system and related doctrines and judicial precedents. Furthermore, please note that the specific regulatory 

fields which will be examined will be decided after listening to student requests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・取り上げる論点などの確認 

2. 規制行政に関する基礎（１） 

3. 規制行政に関する基礎（２） 

4. 規制行政に関する基礎（３） 

5. 規制行政に関する基礎（４） 

6. 規制行政に関する具体的諸問題（１） 

7. 規制行政に関する具体的諸問題（２） 

8. 規制行政に関する具体的諸問題（３） 

9. 規制行政に関する具体的諸問題（４） 

10. 規制行政に関する争訟・権利救済（１） 

11. 規制行政に関する争訟・権利救済（２） 

12. 規制行政に関する争訟・権利救済（３） 

13. 規制行政に関する争訟・権利救済（４） 

14. 総括的討論・まとめ 

 

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

各回指定した文献や判例を検討し、割り当てられた報告については周到な準備を行うこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(30%)/授業中の発言・取組み(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とりあげる文献・判例は配布する。憲法や行政法の標準的な教科書は必ず用意すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中二郎、1983、『新版行政法・下巻〔全訂第 2 版〕』、弘文堂 (ISBN:978-4335300059) 

2. 美濃部達吉、1940、『日本行政法・下巻』、有斐閣 

3. 田村正博、2015、『全訂 警察行政法解説〔第二版〕』、東京法令出版 (ISBN:978-4809013362) 

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

5. 宇賀克也、2017、『行政法概説Ⅱ〔第 6 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641227446) 

6. 宇賀克也、2015、『行政法概説Ⅲ〔第４版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641131903) 

7. 深澤 龍一郎 (著, 編集), 大田 直史 (著, 編集), 小谷 真理 (著, 編集), 長谷川 佳彦 (著), 石塚 武志 (著), 宮島 茂敏 

(著)、2018、『公共政策を学ぶための行政法入門』、法律文化社 (ISBN:978-4589038036) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■ND134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND134／刑事学特論 

(Criminology 2) 

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) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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 

 

The objectives of this course are to understand the basics of criminal policy thinking based on evidence and to develop the ability 

to read a systematic review involving criminal policy to become able to think about policy formation based on a systematic review. 

 

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 

 

1. To learn about critical appraisal 

  To learn about the four types of validity from the perspective of a critical appraisal 

   Internal validity, construct validity, statistical conclusion validity, and external validity 

  To learn about the reality of critical appraisal   

   Specific papers will be used to practice critical appraisal 

2. Read the Campbell Collaboration Systematic Reviews (English) 

  Learn about the Campbell Collaboration, which accumulates systematic reviews 

  Students will select a Campbell review that they are interested in to translate it and deepen their understanding. 

 

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%) 
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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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND135／経済法研究 

(Economic Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

独占禁止法の基礎理論、及び、独占禁止法で使われる基本的な経済学を習得する。 

 

The objectives of this course are to learn the fundamental theories of the Antimonopoly Act and the basic economics used in the 

Antimonopoly Act. 

 

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。独占禁止法の理論的基礎は、世界の多くの国で共通する部分が尐なくない。そこで、本講義では、独占禁止法の

応用可能な理論的基礎の習得を目的として、日本の独占禁止法の母法であるアメリカ反トラスト法の定評のある教科書の講読

（担当者が和訳を報告）・検討を行う。 

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を加えるが、経済学の前提知識は要求しない。 

 

Recently, Antimonopoly Acts are being established and actively enforced in many countries around the world, and the number of 

cases where Japanese companies are confronted by a foreign Antimonopoly Act is also increasing. The theoretical foundations of 

the Antimonopoly Acts have quite a few parts in common in many countries around the world. Therefore, students in this lecture 

will read (student presenters will translate into Japanese and report on) and examine the established textbook on American 

Antitrust Law, which is the origin of Japan's Antimonopoly Act, for the purpose of learning the applicable theoretical foundations 

of the Antimonopoly Act. 

Although economic topics do appear in the textbook and will be examined, a prerequisite knowledge of Economics is not required. 

 

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） 

1. Herbert Hovenkamp. 2015. Federal Antitrust Policy 5th. West Academic Publishing (139780314290366) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■ND138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND138／法社会学特論 

(Sociology of Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
交渉学 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

交渉学に関する入門書を日本語訳で精読し，交渉学の基本的な知識と視角を得る。関連文献を各自で渉猟し，理解を深める。

得た知識をロールプレーにより実践し、基本的スキルを知る。 

 

The objectives of this course are to carefully read the Japanese translation of an introductory book on the study of negotiation 

and to obtain fundamental knowledge and perspectives on the study of negotiation. Students will read related literature on their 

own to deepen their understanding. Students will practice applying the knowledge they have obtained through role-playing to 

understand the fundamental skills of negotiation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

交渉学は，法律学・法社会学・政治学・経済学・経営学・心理学・文化人類学などと関わる総合的学問である。また，法律家やビ

ジネスマンにとって必須の知識とスキルを提供する。一般市民にとっても有益な知識が得られる。 

本特殊講義は，法交渉学の教科書を精読し，報告・討論する．交渉に関するロールプレーも行う。 

 

Negotiation is a comprehensive discipline which involves Law, Sociology of Law, Political Science, Economics, Business 

Management, Psychology, Cultural Anthropology, etc. Moreover, it provides knowledge and skills which are essential to lawyers 

and businessmen. Ordinary citizens can also obtain useful knowledge from negotiation. 

In this special lecture, students will carefully read a textbook on legal negotiation, which will be used to present reports, engage in 

debates, and conduct negotiation role-playing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 分配型交渉 

3. 統合型交渉 

4. 分配型交渉と統合型交渉の調和 

5. 交渉の経済学 

6. 交渉の心理学 

7. 交渉の社会学 

8. ロール・プレー（１） 

9. ロール・プレー（２） 

10. ロール・プレーの総括 

11. 交渉と弁護士 

12. 交渉と民事紛争解決制度 

13. 交渉学と調停 

14. レポートの報告会，まとめ 

 

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

テキストを精読して予習し、要約を授業で報告する。関連文献を調べ読む。ロールプレーにあたって，提示された事実関係につい

て，関係する法令，判例をリサーチし，交渉プランニングをメモとして準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への貢献度(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林秀之編、2012、『交渉の作法─法交渉学入門』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-35534-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. レビスキーほか、2011、『交渉力』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4532605148) 
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2. Lewicki et al.. 2016. Essentials of Negotiation 6th edition. McGraw-Hill International (ISBN:978-981-4577-27-4) 

3. 名古屋ロイヤリング研究会編、2009、『実務ロイヤリング講義 第２版』、民事法研究会 (ISBN:978-4-89628-508-6) 

4. 日本弁護士連合会法科大学院センターローヤリング研究会編、2016、『法的交渉の技法と実践』、民事法研究会 

(ISBN:978-4-86556-106-7) 

5. ラックスほか、2007、『最新ハーバード流３D 交渉術』、阪急コミュニケーションズ (ISBN:978-4-484-07106-0) 

6. Robert Mnookin,  et al.. 2004. Beyond Wining. Belknap Press (ISBN:978-0674012318) 

7. 加藤新太郎編著、2004、『リーガル・ネゴシエーション』、弘文堂 (ISBN:978-4335301223) 

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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■ND141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND141／租税法研究 

(Tax Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際租税法と BEPS 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

OECD/G20 の BEPS (base erosion and profit shifting 税源浸食と利益移転)に関する報告書を読む。 

 

The objective of this course is to read reports about OECD/G20 BEPS (base erosion and profit shifting). 

 

授業の内容（Course Contents） 

OECD/G20 の BEPS (base erosion and profit shifting 税源浸食と利益移転)に関する報告書を読んでいきます。学期の途中でも

新しい報告書が出てくると思われますので、その時は最新版を読むようにします。中里実ら『租税法概説 3 版』（有斐閣、2018）な

どで租税法及び国際租税法についてある程度習熟していることを前提とします。Action 2 と Action 8-10 は骨太なので、他の回を

削って 2 回分以上充てることになる可能性もあります。 

 

Students will read reports about OECD/G20 BEPS (base erosion and profit shifting). It is expected that new reports will be 

released even during the middle of the semester, so students will read the latest version at that time. Students are required to 

have a partial mastery of tax law and international tax law through books such as “Treatise on Japanese Taxation, 3rd Edition” 

(Yuhikaku Publishing, 2018) by Minoru Nakazato and others. Action 2 and Actions 8-10 are quite substantial, so other sessions 

may be shortened to extend these topics to two sessions or more. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. うちあわせ 

2. Action 1 Digital Economy 

3. Action 2 Hybrids 

4. Action 3 CFC Rules 

5. Action 4 Interest Deductions 

6. Action 5 Harmful Tax Practices 

7. Action 6 Treaty Abuse 

8. Action 7 Permanent Establishment 

9. Action 8-10 Transfer Pricing 

10. Action 11 BEPS Data Analysis 

11. Action 12 Disclosure of Aggressive Tax Planning 

12. Action 13 Transfer Pricing Documentation 

13. Action 14 Dispute Resolution 

14. Action 15 Multilateral Instrument 

 

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

http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm を見ておいてください。 

 

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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中里実ら、2018、『租税法概説』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22756-9) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/asatsuma/ 
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注意事項（Notice） 
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■ND143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND143／民法特論 Ｃ 

(Civil Law C2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
過失相殺に関する文献の講読 

担当者名 

（Instructor） 
難波 譲治(NAMBA JOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

過失相殺分野の判例・学説の現況を理解することを目標とする。 

 

The objective of this course is to understand the current state of judicial precedents and doctrines in the field of comparative 

negligence. 

 

授業の内容（Course Contents） 

過失相殺分野で重要な文献について、受講者とともに精密に読み、判例・学説の問題点を抽出する。テーマについては、下記の

各回の内容を予定しているが、受講者との協議によって変更することはある。 

 

The instructor and students will closely read important literature in the field of comparative negligence to extract the problems in 

the judicial precedents and doctrines. The topics are scheduled for each session by the instructor, but they may be changed 

based on discussions with the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（打ち合わせ） 

2. 教科書・体系書レベルでの過失相殺論の現況（１） 

3. 教科書・体系書レベルでの過失相殺論の現況（２） 

4. 過失相殺の現代的機能について 

5. 被害者側の過失について（１） 

6. 被害者側の過失について（２） 

7. 原因競合と過失相殺の関係について（１） 

8. 原因競合と過失相殺の関係について（２） 

9. 損害軽減義務は過失相殺と通常損害（416 条）のいずれに位置づけられるか（１） 

10. 損害軽減義務は過失相殺と通常損害（416 条）のいずれに位置づけられるか（２） 

11. 被害者の素因と過失相殺の類推（１） 

12. 被害者の素因と過失相殺の類推（２） 

13. 共同不法行為と過失相殺（１） 

14. 共同不法行為と過失相殺（２） 

 

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

指定文献について、内容を報告できる程度の予習が前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(30%)/報告内容(35%)/討論への参加(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 窪田充見、2018、『民法を学ぶー不法行為法（第２版）』、有斐閣 

2. 平野裕之、2013、『民法総合６不法行為（第 3 版）』、信山社 

3. 窪田充見、1994、『過失相殺の法理』、有斐閣 

4. 長谷川義仁、2011、『損害賠償調整の法的構造』、日本評論社 

論文については授業時に紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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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 

(Special Topics in Law and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

登記等の実務から学ぶ民法・会社法 

～改正論点もカバーし、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) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP5910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
学部科目 EX635「演習」と合併開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 民法・会社法は、私たちの生活やビジネスに密接に関連する基本法であり、実務の観点から民法・会社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、登記等の実務を知ることで、民法・会社法について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。 

あわせて、近時の民法等の改正に関する最新の情報を紹介することとする。 

※ 債権法・相続法にかかる改正条文登載の六法必携 

 

Civil Code and Companies Act are fundamental laws which are closely related to our lives and businesses, and it is thought that 

studying these areas from a practical perspective can help review previous studies and prepare for various types of examinations. 

At the same time, understanding registrations and other practical matters evokes a specific representation of Civil Code and 

Companies Act while aiming to cultivate the ability to handle business tasks. 

In addition, this seminar will introduce the latest information regarding recent amendments to Civil Code, etc. 

* The Six Codes Companion  containing the amendment provisions concerning the Law of Obligations and the Law of Succession 

 

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等を提供 

なお、報告書については、該当する条文を踏まえたうえで制度の趣旨等をまとめたものを想定している（分量・形式は自由）。 

また、授業後に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。 

 

 

Starting from the second session, one or two students will be assigned in each class (in charge of presenting a report), and the 

classes during each session will be conducted as follows. 

 (1) The student presenters will prepare a report about the relevant topic (disseminated before class) 

 (2) The student presenters will present their reports in class 

 (3) The students will ask questions and exchange their opinions 

 (4) The lecturer will supplement the reports and provide documentation, etc. 

Furthermore, the reports are expected to be based on the corresponding provisions and summarize a general outline of the 

system (no restrictions on length or format). 

Moreover, a different set of students who are not presenting will be selected after the class to create and disseminate a lecture 

report to be used to review and confirm the material. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／民法・会社法・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）。 

 講師から民法・会社法・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） 

 自然人の権利能力・行為能力について、ディスカッションする。 

 講師からは成年後見の実務と成年年齢の見直しについてフォローをする。 

3. 法人（一般社団・財団法人、会社を含む） 

 法人の制度について、ディスカッションする。 

 講師からは一般社団・財団法人の実務を中心にフォローをする。 
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4. 不動産物権変動 

 民法１７７条の対抗要件について、ディスカッションする。 

 講師からは不動産売買登記の実務を中心にフォローをする。 

5. 抵当権、根抵当権 

 抵当権と根抵当権の異同について、ディスカッションする。 

 講師からは抵当権・根抵当権の登記の実務と改正債権法における（金銭）消費貸借の見直しについて、フォローをする。 

 

6. 動産・債権譲渡（譲渡担保を含む） 

 対抗要件を中心に動産・債権譲渡について、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。 

7. 保証、連帯債務 

 保証と連帯債務について、ディスカッションする。 

 講師からは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。 

8. 契約 

 各種契約の要件等について、ディスカッションする。 

 講師からは契約（書）の実務を中心にフォローをする。 

9. 株式 

 株式会社の株式の法的性質等について、ディスカッションする。 

 講師からは株式に関する実務を中心にフォローをする。 

10. 株为総会 

 株式会社の株为総会の法的性質等について、ディスカッションする。 

 講師からは株式総会の実務を中心にフォローをする。 

11. 役員等 

 株式会社の取締役ほか役員等の法的性質等について、ディスカッションする。 

 講師からは役員変更の実務を中心にフォローをする。 

12. 資金調達 

 株式会社の資金調達の１つである募集株式の発行の手続等について、ディスカッションする。 

 講師からは株式会社の資金調達全般の実務と改正債権法における（金銭）消費貸借の見直しについて、フォローをする。 

13. 相続①：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の相続法改正について、フォローをする。 

14. 相続②：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の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（授業の２日前までに配信） － 報告書の確認等 

② 講義録の作成（授業の２日後までに配信） － 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（第６版）』、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(第４版 新条文対照補訂版）』、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１（第４版 新条文対照補訂版）』、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２（第４版 新条文対照補訂版）』、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: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 奥島孝康・落合誠一・浜田道代編 
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『別冊法学セミナー№242  新基本法コンメンタール 会社法１（第２版）』 

日本評論社 2016 年 ISBN 978-4-535-40269-0 

 

⑨ 奥島孝康・落合誠一・浜田道代編 

『別冊法学セミナー№243  新基本法コンメンタール 会社法２（第２版）』 

日本評論社 2016 年 ISBN 978-4-535-40270-6 

 

⑩ 奥島孝康・落合誠一・浜田道代編 

『別冊法学セミナー№239  新基本法コンメンタール 会社法３（第２版）』 

日本評論社 2015 年 ISBN 978-4-535-40271-3 

 

⑪ 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 

 

⑫ 鴻常夫・落合誠一・江頭憲治郎・岩原紳作編 

『別冊ジュリスト 149 号 会社判例百選（第６版）』 

有斐閣 1998 年 ISBN 4-641-11449-8 

 

⑬ 潮見佳男・道垣内弘人編 

『別冊ジュリスト 237 号 民法判例百選Ⅰ 総則・物権（第８版）』 

有斐閣 2018 年 ISBN 978-4641115378 

 

⑭ 窪田充見・森田宏樹編 

『別冊ジュリスト 238 号 民法判例百選Ⅱ 債権（第８版）』 

有斐閣 2018 年 ISBN 978-4-641-11538-5 

 

⑮ 水野紀子・大村敦志編 

『別冊ジュリスト 239 号 民法判例百選Ⅲ 親族・相続（第２版）』 

有斐閣 2018 年 ISBN 978-4-641-11539-2 

 

⑯ 池田真朗編 

『民法 Visual Materials（第２版）』 

有斐閣 2017 年 ISBN 978-4-641-13774-5 

 

⑰ 落合誠一編 

『会社法 Visual Materials』 

有斐閣 2011 年 ISBN 978-4-641-13606-9 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND163／法学政治学特別リサーチ 

(Special Topics in Law and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
住民の権利利益向上のための行政－公務員としての羅針盤 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 秀洋(SUZUKI HIDEHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP5910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
学部科目 EX668「演習」と合併開講    

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共領域における様々な実際の行政現場における紛争等に対して、多角的な法的思考方法等を身に付け、さらに解決策を提示

し、説明できるようになる。 

 

The objectives of this seminar are to learn multifaceted ways of legal thinking and to become able to present and explain solutions 

to disputes at various actual administrative offices in the public sphere. 

 

授業の内容（Course Contents） 

公共領域で生じている様々な実際の行政課題・紛争事例を通じて、基礎知識と思考方法を習得するとともに実務と理論の架橋を

行う。 

 

Students will acquire fundamental knowledge and ways of thinking while bridging practice and theory through various actual 

administrative issues in dispute cases occurring in the public sphere. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政の仕事にはどのようなものがあり、どのような原理・原則により動いているのか。 

2. コンプライアンスを考える－公務員に求められる知識と知見－職務上通常尽くすべき注意義務 

3. 国民・住民の権利利益向上のための処方箋ー立法法務・解釈法務・訴訟法務の具体的事例を考える 

4. 児童虐待（相談件数増加）を科学する－法的・心理的・経済的アプローチを考える。 

5. DV 施策とストーカー対策の対応の共通点と相違と今後の展望 

6. ジェンダー施策を考える－男女平等社会実現のための課題と展望（LGBT 施策を含む） 

7. 大川小津波裁判－地裁判決・高裁判決から考える行政の責任（公務員の注意義務） 

8. 保育園・学校事故等を検証する－国賠訴訟制度の理解とその先 

9. 防災・減災のための法制度設計－为に災害弱者・要配慮者施策・福祉避難所を考える 

10. 行政と民間との協働を考える－民間委託・指定管理・民間指定確認検査機関制度等と行政の責任 

11. 社会安全政策と行政－警察との連携を考える（暴力団対策を含む。） 

12. 補助金支出を巡る紛争をもとに行政裁量を考える 

13. 国と都道府県と市区町村の役割再考ーそれぞれの仕事とプロとしての公務員の仕事 

14. 総括（これまでの検討について総復習） 

 

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

予習：教科書又はテーマに関係する資料を事前に提示するので読んでおく。 

復習：教科書又はテーマに関係する資料を指示する。 

 

下記教科書及び HP（鈴木秀洋研究室）上に掲載している論文等を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業における質疑への発言・授業参加への積極性(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 鈴木秀洋、2017、『自治体職員のための行政救済ハンドブック』、第一法規 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
藤澤 治奈（FUJISAWA HARUNA） 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

各履修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。 

 

The objective of this course is to learn the method behind Case Studies by examining judicial precedents in each student’s major 

field of study. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 原則として、平成 30 年度に出された重要判例についての研究を行う。履修者には、報告したい判例を指導教員と相談の上で選

択し、当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。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。 

 

 As a general rule, students will research important judicial precedents released during the 2018 academic year. Students will 

consult with the advising faculty member to select the judicial precedent that they would like to report on and conduct Case 

Studies under the supervision of several faculty members affiliated with this graduate course who are in charge of the legal field 

related to the relevant judicial precedent. Several of the annotations are scheduled to be published in the "Journal of Law" 

graduate school journal. 

 Unless there are extenuating circumstances, graduate school students majoring in Law must take this course. 

 

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、事前に履修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)） 

＜授業形態＞ 

演習形式の授業であり，担当者による報告の後，参加者全員によるディスカッションが行われる。 
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＜フィードバック＞ 

授業の各回に担当教員からフィードバックを行う。 

 

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） 
藤澤 治奈（FUJISAWA HARUNA） 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

各履修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。 

 

The objective of this workshop is to have each student present a report about the research topic that they are currently pursuing 

in front of faculty members from other fields and participants including graduate students to establish a broad research 

perspective through debate. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回，履修者 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

履修者のみならず，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。履修者も，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。 

 

One student during each session will present a report about the research topic that they are currently pursuing, which will form 

the basis for a debate among all of the participants. One aim of this class is that by including students who are conducting 

research in various fields and areas, it will act as a stimulus to the participants. Therefore, each session will be attended not only 

by the advising faculty member and students, but faculty members from other fields are also scheduled to attend as much as 

possible to provide advice and suggestions, etc. In consideration of the purpose and objectives of such a class, students are 

required to actively participate. 

 

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)） 
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＜授業形態＞ 

演習形式の授業であり，担当者による報告の後，参加者全員によるディスカッションが行われる。 

 

＜フィードバック＞ 

授業の各回に担当教員からフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■ND201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND201／現代政治理論研究 

(Modern Political Theories 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Hannah Arendt の The Human Condition（ハンナ・アレント『人間の条件』）を読む 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

20 世紀を代表する政治思想家の一人である Hannah Arendt の为著、The Human Condition を英語原書で精読する。 

 

The objective of this course is to carefully read the original English text of "The Human Condition," the main literary work of 

Hannah Arendt, a leading political thinker of the twentieth century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Hannah Arendt, The Human Condition の Ch.Ⅱ The Public and Private Realm および、Ch.Ⅴ Action の二つの章を英語で精読

する。 

そのため、参加者は、それ以外の第一、三、四、六章については、ハンナ・アレント『人間の条件』（志水速雄訳、ちくま学芸文庫、

1994 年）などを参照して、予め読んでくることが必要である。 

 

Students will carefully read Chapter II, “The Public and Private Realm” and Chapter V, “Action” in "The Human Condition" by 

Hannah Arendt. 

Therefore, participants must read in advance chapters I, III, IV, and VI in "The Human Condition" (translated by Hayao Shimizu, 

published in 1994 by Chikumashobo Ltd.) by Hannah Arendt. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 4. Man: A Social or a Political Animal 

3. 5. The Polis and the Household 

4. 6. The Rise of the Social 

5. 7. The Public Realm : The Common 

6. 8. The Private Realm : Property 

7. 9. The Social and the Private , 10. The Location of Human Activities 

8. 24. The Disclosure of the Agent in Speech and Action, 

25.The Web of Relationships and the Enacted Stories  

9. 26.The Frailty of Human Affairs, 

27.The Greek Solution 

10. 28. Power and the Space of Appearance 

11. 29. Homo Faber and the Space of Appearance, 

30. The Labor Movement 

12. 31. The Traditional Substitution of Making for Action 

13. 32. The Process Character of Action 

14. 33. Irreversibility and the Power To Forgive, 

34. Unpredictability and the  Power  of  Promise  

  

 

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

報告者は報告の準備をすること。 

報告者以外の参加者は当該箇所を必ず事前に読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/平常の授業態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hannah Arendt. 1998. The Human Condition(2nd edition). The University of Chicago Press (ISBN:978-0-226-02598-8) 
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参考文献（Readings） 

1. ハンナ・アレント、1994、『人間の条件』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4-480-08156-9) 

2. 川崎修、2014、『ハンナ・アレント』、講談社 (ISBN:978-40629-22364) 

3. 仲正昌樹、2014、『ハンナ・アーレント「人間の条件」入門講義』、作品社 (ISBN:978-4-86182-479-1) 

4. ハンナ・アーレント、2015、『活動的生』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-07880-7) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND203／政治過程研究 

(Political Process 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
計量政治学入門 

担当者名 

（Instructor） 
孫 斉庸(SOHN JEYONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

計量政治学の基本的なデータ分析のスキルを身につける。 

 

The objective of this course is to learn the fundamental data analysis skills of Quantitative Political Science. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は，これからデータ分析の手法を使った論文の執筆を予定している人はもちろん，計量分析の手法で書かれた他人の

論文を理解・解釈できる能力を身につけたいと考えている人などを含む，データ分析と統計学の初学者向けの入門科目である。 

 今回使用する教科書（テキスト欄を参照）は，実際の学術論文で使われたデータをもとに，その分析手法を統計分析ソフト R で

再現しながら，統計学の基本概念やデータ分析のスキルを学ぶ形式となっている。したがって，計量分析の手法を学習できるの

はもちろん，政治学の各分野において先行研究によって明らかにされてきた知見にふれることも可能である。 

 基本的に，2回分の授業で 1つの章に該当する内容を学習していく。前半（1）では教科書の内容に関する確認と解説を，後半（2）

では練習問題の解答と解説を中心に行う予定である。 

 

 This class is an introductory course for beginners in data analysis and statistics including, of course, students who plan to write 

a paper using data analysis methods in the future and those who wish to develop the abilities to understand and interpret papers 

written by others using quantitative analysis methods. 

 The textbook used in this course (see the textbook field) is written in a format which enables students to learn the basic 

concepts of Statistics and data analysis skills by having students reproduce analysis methods with the R statistical analysis 

software based on data used in actual scholarly papers. Therefore, students will not only learn the methods of quantitative 

analysis but will also have the chance to be exposed to knowledge which was verified by prior research in various fields of Political 

Science. 

 Basically, students will study the content corresponding to one chapter over two class sessions. During the first half (session 1), 

the instructor will check and explain the content in the textbook, and the second half (session 2) is scheduled to focus on the 

answers and explanations of the practice problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. R の基礎 

3. 因果関係（1） 

4. 因果関係（2） 

5. 測定（1） 

6. 測定（2） 

7. 予測（1） 

8. 予測（2） 

9. 発見（1） 

10. 発見（2） 

11. 確率（1） 

12. 確率（2） 

13. 不確実性（1） 

14. 不確実性（2） 

 

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

レジュメの作成，報告担当者による発表などはないが，教科書の該当部分を予習し，課題として復習問題・練習問題に取り組む

必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討論への参加(30%)/課題（練習問題）(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 今井耕介著，粕谷祐子・原田勝孝・久保浩樹訳、2018 年、『社会科学のためのデータ分析入門（上）』、岩波書店 

(ISBN:9784000612456) 

2. 今井耕介著，粕谷祐子・原田勝孝・久保浩樹訳、2018 年、『社会科学のためのデータ分析入門（下）』、岩波書店 

(ISBN:9784000612463) 

3. Imai, Kosuke. 2017. "Quantitative Social Science: An Introduction". Princeton University Press (ISBN:9780691175461) 

 

参考文献（Readings） 

1. 浅野正彦・矢内勇生著、オーム社、『R による計量政治学』、2018 年 (ISBN:9784274223136) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND206／日本政治史特論 

(Political History of Japan 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本の政治家たち 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

 小選挙区制導入を中心とする選挙制度改革の結果、政党制においても与党内においても「一強多弱」と呼ばれる政治状況が続

き、「地方」や「土」「生活」の臭いのしない二世・三世議員や、経歴の見栄えが良いものの政治をマーケティングやゲームとして考

える傾向の強い政治家が多くなっていると言われる。こうした状況と対照的な戦後初期の国会に出てきた、多様なバックグラウン

ドを持つ政治家たちを調べることで、現代政治を逆照射する。 

 この授業は、文献講読型ではなくリサーチ型の授業である。各人が時間外に多くの時間をかけて準備し、何度も授業内でケー

スを報告し、互いの報告を評価し批判しあうことで、文献渉猟・資料調査や議論などの方法を学ぶ。 

 

 As a result of the electoral system reforms focusing on the introduction of a single-seat constituency system, the political 

situation called "one strong, many weak" continues in both the party system and the ruling party, and it is said that second and 

third-generation members of the Diet with no apparent connection to the "countryside," "the soil," or "daily life" and politicians 

with a strong tendency to think of politics with an attractive resume as marketing or a game are increasing. Contrasting this 

situation with the polar opposite Diet during the early years after the war and researching the diverse backgrounds of the 

politicians at that time will illuminate modern politics in reverse. 

 The classes are research-based instead of focusing on a reading of the literature. Each student will spend a considerable 

amount of time outside of class preparing, present reports on cases during class on many occasions, and critically evaluate each 

other's reports to learn how to read the literature widely, research documents, engage in discussion, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 上述の目標のため、まずは松浦正孝「ビジネス・財界と政権のあいだ」『立教法学』92 号、2015 年、を手掛かりに、戦後初期の

多様な政治家登場についての大まかなイメージをつかむ。 

 その上で、現代(平成)の政治家について、昨年刊行されたジャーナリストらによる優れた分析からイメージを作る。次に、戦後日

本政治についての古典的文献を読むことで、戦後政治の基礎的知識を共有する。その上で、各人が、多様な背景を持つ政治家

の中から、それぞれの興味に従いつつ参加者らと相談しながら選んだ政治家について、可能な限りの書籍・記事を渉猟し、その

歴史的背景と政治家になった動機、政治家として成し遂げた業績について報告する。例えば、戦争体験者、技術者、工場経営者、

種苗販売者、菓子店店为、農業者、教員、美容師、为婦、宮内大臣、外交官、植民地官僚などである。それらの多様な政治家を

通じて、「戦後日本」とは何だったのか、翻って「現代日本」とは何なのかを議論する。 

 なお、参加者の顔ぶれと人数を見ながら、前提の文献報告とケース報告の回数、毎回の報告者の数を決めるので、授業計画

はその目安と考えて頂きたい。 

  

 

 To achieve the objectives described above, students will read "The Relationship between the Business World or Zaikai and the 

Political Power" (Rikkyo Law No. 92, 2015) by Masataka Matsuura as a clue to get an overall image of the diverse politicians who 

appeared during the early years after the war. 

 Moreover, students will create a depiction of modern (Heisei Era) politicians from the outstanding analysis published by 

journalists during the last year. Next, students will share their fundamental knowledge about postwar politics by reading the classic 

literature about postwar Japanese politics. Furthermore, each student will select, according to their own interests and in 

consultation with the other participants, a politician from among this group of politicians with diverse backgrounds, widely read as 

many books and articles as possible, and present a report on that person's historical background, motivations for becoming a 

politician, and accomplishments as a politician. For example, their backgrounds include people who experienced the war, engineers, 

factory managers, seed salesmen, candy shop owners, farmers, teachers, hairdressers, housewives, a Minister of the Imperial 

Household, diplomats, and colonial bureaucrats. By studying such diverse politicians, students will discuss, "What was postwar 

Japan?" and on further reflection, "What is modern Japan?" 

 Furthermore, please note that the number of conditional literature reports and case reports as well as the number of student 

presenters during each session will be determined according to the mix and number of participants, so the class plan should be 

considered as a general guideline. 

  

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. ガイダンス 

2. 現代の政治家についての前提把握１ 

3. 現代の政治家についての前提把握２ 

4. 戦後初期政治家に関する前提の学習１ 

5. 戦後初期政治家に関する前提の学習２ 

6. 戦後初期政治家のケース・スタディ１ 

7. 戦後初期政治家のケース・スタディ２ 

8. 戦後初期政治家のケース・スタディ３ 

9. 戦後初期政治家のケース・スタディ４ 

10. 戦後初期政治家のケース・スタディ５ 

11. 戦後初期政治家のケース・スタディ６ 

12. 戦後初期政治家のケース・スタディ７ 

13. 戦後初期政治家のケース・スタディ８ 

14. 戦後日本政治についての暫定的総括 

 

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

 ガイダンスを除く当初数回は、文献の輪読である。報告者が報告を準備する他、コーディネーターが議論を整理する。報告者は

他の文献を参照してテキストを補いつつ、テキストの要旨・論点を整理する。それ以外の参加者は、毎回授業日の前日零時まで

（授業は月曜なので、日曜２４時まで）に該当する文献を読み、コメントを Blackboard の掲示板に書き込む。コーディネーターはこ

れを編集し、当日の議論のために印刷して配布し、当日の議論をコーディネートする。 

 その後のリサーチでは、大学図書館だけではなく、国会図書館などに出向いて、自分が取り上げるケースについての報告を準

備する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での報告内容(50%)/授業での議論への参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 升味準之輔、1983、『戦後政治 上・下』、東京大学出版会 (ISBN:4130330217) 

2. 芹川洋一、2018、『平成政権史』、日本経済新聞出版社 (ISBN:9784532263904) 

3. 御厨貴・芹川洋一、2018、『平成の政治』、日本経済新聞出版社 (ISBN:9784532176495) 

参加者の顔ぶれや関心を勘案し、適宜、テキストを加えることがある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 衆議院、参議院編、1990、『議会制度百年史ーー衆議院議員名鑑』、大蔵省印刷局 (ISBN:4171648106) 

2. 衆議院、参議院編、1990、『議会制度百年史ーー貴族院・参議院議員名鑑』、大蔵省印刷局 (ISBN:4171648114) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND207／欧州政治思想史研究 

(History of European Political Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エドマンド・バークの政治思想研究 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 和則(TAKAHASHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

①バークの政治思想を理解する。 

②バーク初期著作『崇高と美』を理解する。 

③バーク周辺の著作家の議論についての知識を獲得する。 

 

1. To understand the political ideas of Burke. 

2. To understand Burke’s early work titled, “A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful.” 

3. To acquire knowledge about the discussions among writers around Burke. 

 

授業の内容（Course Contents） 

①「授業の目標」を達成するため、『崇高と美』を精読する。 

②そのためにバーク周辺の著作家たちの作品も読む。 

③文明社会論者たちの基本的認識を踏まえる。 

④バーク『省察』との関連を探る。 

 

1. Students will carefully read “A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful” to achieve the 

“class objectives.” 

2. To do so, students will read works by other authors around Burke. 

3. The classes will be based on the fundamental understanding of civilized society advocates. 

4. Students will explore the connections with “Reflections on the Revolution in France.” 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 『崇高と美』の周辺著作について 

2. フランスの「趣味」論 

3. ルソーの「趣味」論 

4. イギリスの「趣味」論 

5. 英仏の文明社会論の基本線 

6. バーク『省察』の文明社会論 

7. バーク『省察』の芸術論 

8. バーク『崇高と美』「趣味について」の講読 

9. バーク『崇高と美』第一編の講読 

10. バーク『崇高と美』第二編の講読 

11. バーク『崇高と美』第三編の講読 

12. バーク『崇高と美』第四編の講読 

13. バーク『崇高と美』第五編の講読 

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） 

授業時間外の学習に関する指示は初回に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のレジュメ提出(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Edmund Burke. The writings and speeches of Edmund Burke vol.1. Oxford University Press 

2. エドマンド・バーク、『崇高と美の観念の起原』、みすず書房 

・テクストは図書館を利用せよ。 

・その他のテクストは初回に教員が準備する。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

・輪読が中心である。 

 

注意事項（Notice） 
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■ND210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND210／日本政治思想史特論 

(History of Japanese Political Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本政治思想史の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

日本政治思想史の方法論的課題と展望について検討する。理論的整理と歴史学としての作業手法の明確化の両方に目を向け

る。 

 

The objective of this course is to examine the methodological issues and views within the History of Japanese Political Thought. 

Students will shift their attention to both a theoretical rearrangement and a clarification of working procedure within the study of 

history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジアおよび西洋思想史、政治史などの分野における方法論的議論の動向に関する文献を講読する。日本語だけでなく英語

の文献も用いる、報告担当者は、関連する研究史的背景、事実や語彙の出典などをできるかぎり調べること。 

 

Students will read the literature about trends in the methodological discussions within fields such as East Asia and the history of 

Western thought and Political History. This course will use not only Japanese but also literature in the English language, and 

students presenting reports will investigate as much as possible the associated history of research background, facts, vocabulary 

sources, etc. 

 

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リストを配布する。 

 

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)） 
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注意事項（Notice） 
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■ND211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND211／国際政治研究 

(International Politics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー、暴力、国際政治 

担当者名 

（Instructor） 
竹中 千春(TAKENAKA CHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

ジェンダーの視点から、現代世界における政治的暴力と国際政治を分析する。 

 

Analyzing International Politics and Political Violence from the Perspective of Gender 

 

授業の内容（Course Contents） 

「女性に対する暴力（Violence against Women)」という概念が 1995 年の世界女性会議（北京会議）で提起されてから、すでに 30

年近い月日が過ぎた。＃MeToo 運動の世界的な広がりに見られるように、人々のジェンダー意識は急速に変化し、ジェンダーを

めぐる多様な権利为張も展開している。しかし、女性が暴力的に抑圧される現実は、依然として、多くの社会で持続している。今

回の授業では、武力紛争下でのジェンダー的な暴力と、紛争後社会のジェンダー的な平和構築の観点から、为にボスニア紛争と

平和構築、紛争後の社会、国際戦犯法廷の展開について学び、比較の上で、同時代のルワンダや他の紛争と紛争後社会、そし

て单アジア諸国の事例を取り上げ、何が起こってきたか、国際社会・国家・市民社会によってどのような対処が取られてきたか、

どのような問題があったか、そしていかなる変革が必要であり可能なのかを展望する。 

 

The United Nations Fourth World Conference on Women in 1995, held in Beijing, made a challenging declaration, Beijing 

Declaration and Platform for Action, to propose the concept of Violence against Women to the international society. Almost a 

quarter of  a century has passed and we have been through various experiences to tackle this issue. Unfortunately, however, 

human society is not at all free from the human rights violations of women, especially during political conflicts and wars. In this 

seminar, we will learn from the historical experiences of the Bosnian War, Dayton Agreement (the General Framework Agreement 

for Peace in Bosnia and Herzegovina), the peace process of Bosnia and Herzegovina (BiH), International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia (ICTY), and post-conflict society from the perspective of gender. We will also compare the case of BiH with 

those of South Asia from 1990s-2010s.    

 

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、自为研究を行ない、報告と議論の準備をする。 

③期末レポートにまとめる（4000 字程度、2020 年 1 月末までに提出）。 

 

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） 
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1. Janine Natalya Clark. 2019. Rape, Sexual Violence and Transitional Justice Challenges: Lessons from Bosnia Herzegovina. 

Routledge (ISBN-13: 978-0367191788) 

2. 多谷千香子、2005、『「民族浄化」を裁く―旧ユーゴ戦犯法廷の現場から』、岩波書店 (ISBN-13: 978-4004309734) 

開講時にテキストについてより具体的に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 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) 

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. ウルワーシ・ブターリア、2002、『沈黙の向こう側ーインド・パキスタン分離独立と引き裂かれた人々の声』、明石書店 

(ISBN-10: 4750315435) 

4. 長有紀枝、2009、『スレブレニツァ―あるジェノサイドをめぐる考察』、東信堂 (ISBN-13: 978-4887138858) 

5. Cynthia Cockburn. 2007. From Where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis. Zed Books (ISBN-13: 

978-1842778210) 

6. Laura Sjoberg. 2014. Gender, War, and Conflict. Polity (ISBN-13: 978-0745660028) 

その他の文献は、授業時に指示します。 

 

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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■ND214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND214／行政学特論 

(Public Administration 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
最新の行政研究をフォローする 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

この授業は，受講者が最近の行政研究のトレンドや課題を自ら読み取る能力の習得を目標とする。 

 

The objective of this course is to have students develop the ability to read on their own about the latest trends and issues in 

administrative research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者には，季刊行政管理研究及び年報行政研究（但し，2017～2019 年発行分に限る）に掲載されている任意の文献を選び，

報告してもらう。報告後，論文の対象，方法，为張の「おもしろさ」あるいは「新しさ」を中心に議論する。 

 

Students will select and report on any piece of literature listed in the Public Administration Review Quarterly and The Annuals of 

the Japanese Society for Public Administration (however, they must be issued between 2017 and 2019). After the report, students 

will discuss the subject of the paper, methods, and the "appeal" or "novelty" of the statements. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政研究入門 

2. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読① 

3. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読② 

4. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読③ 

5. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読④ 

6. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読⑤ 

7. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読⑥ 

8. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読⑦ 

9. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読⑧ 

10. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読⑨ 

11. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読⑩ 

12. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読⑪ 

13. 季刊行政管理研究・年報行政研究に掲載の論文講読⑫ 

14. 行政研究のまとめ 

 

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，最終回までに簡卖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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■ND215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND215／アメリカ政治研究 

(American Politics 1) 

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） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

定評あるアメリカ外交史のテキストの精読を通じて、建国以来のアメリカ外交の展開について理解を深める。 

 

The objective of this course is to deepen the students’ understanding of the development of American foreign policy since the 

country's founding by carefully reading the established textbook on the history of American foreign policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期は、The New Cambridge History of American Foreign Relations, 4 vols. (2013)を講読し、建国以来のアメリカ外交の史的展

開を把握する。参考文献は授業内で指示する。 

 

During this semester, students will read "The New Cambridge History of American Foreign Relations, 4 vols." (2013) to understand 

the development of American foreign policy since the country's founding. The reference literature will be indicated during class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. William Earl Weeks, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 1 の講読と議論 

3. William Earl Weeks, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 1 の講読と議論 

4. Waｌter LaFeber, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 2 の講読と議論 

5. Walter LaFeber, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 2 の講読と議論 

6. Walter LaFeber, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 2 の講読と議論 

7. Akira Iriye, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 3 の講読と議論 

8. Akira Iriye, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 3 の講読と議論 

9. Akira Iriye, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 3 の講読と議論 

10. Warren Cohen, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 4 の講読と議論 

11. Warren Cohen, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 4 の講読と議論 

12. Warren Cohen, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 4 の講読と議論 

13. Warren Cohen, The New Cambridge History of American Foreign Relations, Vol. 4 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. W. E. Weeks/ W.LaFeber/ A. Iriye/ W. Cohen. 2013. The New Cambridge History of American Foreign Relations, 4 Vols.. 

Cambridge Univ. Press 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND218／アジア政治特論 

(Asian Politics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの民为为義と権威为義 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

アジアでの強権的統治の流行や、民为为義の危機についての実態を、研究者による日本語の解説書を利用して理解し、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。 

 

The objective of this course is to use explanatory books written in Japanese by researchers to understand the popularity of 

authoritarian rule in Asia and the actual state of the Democratic crisis to deepen the students’ understanding of the current 

position of Asian politics. In addition, students will conduct their own research based on that knowledge to improve their abilities 

to present reports and write papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界の各地と同様に、アジアでも近年、強権的統治や権威为義的価値観が流行しています。そこにはアジア的な特徴がどこまで

見いだせるでしょうか。この授業では、この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、本授業の内

容を参照しつつ、受講者自身の修士論文およびリサーチ・ペーパー作成のための準備の一環として、研究報告をしてもらいます。 

 

In recent years, authoritarian rule and authoritarian values have become popular in Asia as they have in other parts of the world. 

To what extent can we find Asian characteristics in such authoritarian systems? This class will take a look at Asian politics 

through an understanding of this phenomenon. In addition, during the classes of the second half, students will refer to the material 

in this class and report on their research as a part of the preparation to write their own master’s thesis and research paper. 

 

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. 外山文子・日下渉・伊賀司・見市建編著、2018、『21 世紀東单アジアの強権政治』、明石書店 (ISBN:9784750346632) 

2. 川中豪編著、2018、『後退する民为为義、強化される権威为義』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623083589) 

 

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

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND220／ヨーロッパ政治特論 

(European Politics  2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代ヨーロッパ問題への政治学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

EU の危機，移民・難民，福祉国家再編など多様な問題を経験するヨーロッパについて，政治学のアプローチを用いて理解する基

礎的研究能力を身に着ける。 

 

The objective of this course is to use a Political Science approach to understand and develop the ability to conduct fundamental 

research on the various problems experienced by Europe including the EU crisis, immigrants and refugees, and the restructuring of 

the welfare state. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパの政治・社会の新しい問題に関する文献を講読し，参加者は自分なりのコメントを用意して討議する。2019 年度前半は，

「社会保障」から「社会への投資」へ向かう新しい福祉政治を取り上げる。後半はヨーロッパの課題を討議しあいながら，自为リサ

ーチの発表を行う。 

 

Participants will read the literature about European politics and new social problems and prepare their own comments to engage in 

debate. The first half of the 2019 academic year will focus on the new welfare politics which is shifting from "social security" to 

“investment in society." During the second half, students will debate with each other about European issues while presenting their 

own research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ福祉政治の文献講読と討論１ 

3. ヨーロッパ福祉政治の文献講読と討論２ 

4. ヨーロッパ福祉政治の文献講読と討論３ 

5. テーマ別・ディスカッション（映像・資料をめぐって）１ 

6. ヨーロッパ比較政治の文献講読と討論１ 

7. ヨーロッパ比較政治の文献講読と討論２ 

8. ヨーロッパ比較政治の文献講読と討論３ 

9. ヨーロッパ比較政治の文献講読と討論４ 

10. テーマ別ディスカッション（映像・資料をめぐって）２ 

11. 自为リサーチ構想発表 

12. 自为リサーチ準備 

13. 自为リサーチプレゼンテーション 

14. 総括ディスカッション 

 

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

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. 三浦まり編、2018、『社会への投資―「個人」を支える「つながり」を築く』、岩波書店 (ISBN:9784000612548) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮島喬・木畑洋一・小川有美、2018、『ヨーロッパ・デモクラシー―危機と転換』、岩波書店 (ISBN:9784000254717) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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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) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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 

 

The objective of this course is to learn various ways to approach the research of policies by using Social Policy as an example. 

 

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、公共政策の为体となる福祉国家に関する最新の研究を整理するともに、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、政策研究のための様々な方法論を習得するため、入門書や論文を使用し輪読を行う。 

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、議論・検討を行う。 

 

This class will use Social Policy as an example to organize the latest research on the welfare state which is the subject of public 

policy while learning different ways to approach policy research. 

First, students will read in turn an introductory book and paper to learn various methodologies for conducting policy research. 

Next, the students will read literature about welfare politics and social policy as an introduction to welfare state research and the 

latest research trends. 

In addition, students will present research reports based on the research topic to discuss and examine how to approach policy. 

 

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. 政策を研究するためのアプローチ方法（５） 

7. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（１） 

8. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（２） 

9. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（３） 

10. 福祉政治や社会政策に関する文献講読（４） 

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の研究動向、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) 

2. 秋吉 貴雄、2017、『入門 公共政策学 - 社会問題を解決する「新しい知」』、中央公論新社 (ISBN:4121024397) 

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配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 
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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） 
地方自治の比較研究 

担当者名 

（Instructor） 
小林 大祐(KOBAYASHI DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

 The objective of this course is to cultivate the fundamental knowledge required when thinking about Local Government and 

improving the students’ abilities to analyze specific problems and draft policies to solve problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 地方自治に関する標準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、あるいは著作（いずれも日本

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。 

 

 The classes will use the standard textbook on Local Government in a supplementary manner while using one or two papers from 

an academic journal or books (both must be in Japanese) as source material to examine the thinking, structure, and issues of 

Local Government. Furthermore, please note that the class plan is as shown below, but specific problems and policies covered for 

each topic will be selected according to the interests of the students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 地方自治の基礎①研究の方法と視角 

3. 地方自治の基礎②公共サービス 

4. 地方自治の基礎③コミュニティ 

5. 自治制度①市長と議会 

6. 自治制度②機構と組織編制 

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. まちづくりの実際①地方創生と地域政策 

12. まちづくりの実際②福祉政策 

13. まちづくりの実際③地域交通 

14. 比較地方自治の実践 

 

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） 

なし 

 

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:4779304032) 

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:4641150486) 

3. 幸田雅治編、2018、『地方自治論―変化と未来』、法律文化社 (ISBN:4589039044) 

4. 長濱政壽、1952、『地方自治』、岩波書店 
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5. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:4589037904) 

6. 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:4771028230) 

 

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 

(Special Topics in Law and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際社会の直面する課題と対応 

担当者名 

（Instructor） 
篠塚 保(SHINOTSUKA TAMOTSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

国際社会の直面する諸課題について多面的に理解し、その対応策について考察する。 

 

The objectives of this course are to understand the various issues faced by international society in a multifaceted manner and to 

examine the countermeasures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業において講師よりの講義の後、討議する。具体的には、国際関係の理論を抑えた上で、外交、安全保障、テロ対策、

国連等の個別の分野毎の現状、課題について検証するとともに、日本を含めた国際社会の対応について考察する。 

 

During every class session, the instructor will present a lecture followed by a debate. Specifically, after grasping the theory of 

international relations, the classes will verify the current state and issues for each individual field including diplomacy, national 

security, anti-terrorism policy, and the United Nations while examining the response of international society including Japan. 

 

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. 現下の国際情勢の特徴と課題 

4. 情報化社会の進展と外交、安全保障 

5. 現代の戦争と軍事革命（RMA) 

6. サイバー空間と宇宙 

7. テロ対策と国際協力 

8. 国連の直面する課題と改革 

9. 人道的介入と保護する責任 

10. 軍縮と核不拡散 

11. 開発問題（開発戦略の変遷と持続的開発目標（SDG）） 

12. 地域統合（EU) 

13. 地域紛争（印パ紛争） 

14. まとめ 

 

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

各授業のテーマの現状、課題等についてのレジュメを講師より事前に配布するので、同レジュメを参考にしつつ参考文献にあた

る等各自が問題意識をもって授業に臨めるよう準備しておくこと。 

又、授業では、テーマに関連した国際時事問題を随時取り上げる他、各自の関心に応じて、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） 

授業での発表(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業での討議への貢献(30%) 

２／３以上の出席がない場合は、卖位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョゼフ・ナイ、デイヴィッド・ウェルチ、2017、『国際紛争ー理論と歴史』、有斐閣 (978-4-641-4917-5-) 

2. 高坂 正堯、2017、『国際政治』、中央公論新社 (ISBN:978-4121801081) 

3. 篠田英朗、2013、『平和構築入門』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-06741-8) 

4. 広瀬佳一、宮坂直史、2010、『対テロ国際協力の構図』、ミネルバ書房 (ISBN:978-4-623-05726-9) 

5. 西原正、堀本武功、2010、『軍事大国化するインド』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1012-5) 
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6. 伊東 寛、2015、『サイバー・インテリジェンス』、祥伝社 (ISBN:978-4-396-11434-3) 

7. 岩田修一郎、2010、『核拡散の論理』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-35148-0) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■ND262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND262／法学政治学特別リサーチ 

(Special Topics in Law and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文外交専門誌論文を通して国際問題の今を考える 

担当者名 

（Instructor） 
岸野 博之(KISHINO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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） 

国際的に権威ある外交専門誌(英語)に掲載された、注目される論文を通じて、国際社会で今どのような国際問題や外交政策上

の課題が取り上げられ、如何なる議論が展開されているかに関心を持ち、これらの問題や課題に関する様々な見方や立場を理

解すると同時に、自分自身の考え方を育んで行けるようにする。 

英語論文・論評等を迅速且つ正確に読み取る能力を養う。また、簡潔にして使い易い報告用レジュメを作成する能力やプレゼン

テーションの能力も養う。 

 

The objective of this course is for students to read English articles published in internationally authoritative foreign-policy journals 

and magazines to see what issues are being focused in international society regarding international situation and foreign policy, 

follow debates underway, and to understand various viewpoints presented, different positions taken and policy recommendations 

made, while cultivating their own thoughts. 

Students will be trained to be able to read English articles relatively quickly and accurately as well as to cultivate their ability to 

produce presentation materials (resume) to the point, and to give a presentation easy to follow on assigned articles in class. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際的に権威ある外交専門誌や雑誌・新聞に掲載された、注目される英語論文や記事を読みこなし、執筆者の問題意識や为張

を把握すると同時に、問題の背景や経緯、関係諸国(者)の立場や思惑、今後の見通しについて理解を深める。更に、日本がどう

対応すべきかについても討議を通じて一緒に考え、自分自身の考え方を育んで行けるようにする。 

課題論文は、米国の Foreign Affairs 誌及び同ウェブページで過去 1-2 年に発表されたものの中から選ぶ。受講生は予めそれを

読み、考えを整理し、質問等を準備しておく。クラスでは予め指名された報告者が予め準備してきたレジュメに基づき論文の为要

点について報告する。それを踏まえ、講師が論点を整理した上で、全員で議論する。その過程で、講師は、問題の背景や経緯等

の関連情報を受講生と共有し、受講生の理解を促す。 

 

Students will learn to effectively read noteworthy English articles published in internationally authoritative foreign-policy journals, 

magazines and newspapers, to understand what the issues are and what the authors want to convey, while deepening their 

understanding of the background and nature of the issues as well as the perspectives. In addition, through discussions in class on 

these issues, including policy aspects such as how Japan should cope with, students will develop their own thoughts. 

The assigned articles will be selected mainly from those published in the US magazine Foreign Affairs and on its website over the 

past one to two years. Students are supposed to read these articles in advance, organize their thoughts, and prepare comments 

and questions. During class, a designated student will report on the main points of the article(s) based on a brief resume (power 

point) prepared in advance. This will be followed by discussions by all. The lecturer will share with the students background 

information on the issue and elements to consider in policy discussions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方、取り上げる予定のテーマ及び論文リスト、評価方法等を説明し、併せて受講生の関心

について聴取する。次回以降の報告者の割り振りを調整する。 

2. 国際秩序：戦後国際秩序の行方 

3. 米国 1：トランプ政権の外交とその制約要因 

4. 米国 2：トランプ政権 2 年半の評価 

5. 中国 1：習近平革命 

6. 中国 2：デジタル権威为義 

7. 米中関係 1：トランプ政権の対中政策 

8. 米中関係 2：中国から見た米中関係と国際秩序 

9. 米中関係 3：米中覇権競争と国際秩序 

10. 朝鮮半島：米朝首脳会談とその後 

11. 露：プーチン政権と米露関係 

12. 中東：混迷する中東情勢 

13. 纏め：授業で取り上げてきた論文・論評等を振り返り、国際社会や日本が直面する問題や外交政策上の課題を総括し、日

本の対応について共に考える。 
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また、期末レポートのテーマと概要に関する受講生による発表を行う。 

14. 期末レポートのテーマと概要に関する受講生による発表(続き)。 

 

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

課題論文を読み込み、論文要旨を整理し、疑問点等を纏めておく。 

その他参考文献に目を通す。 

指名された報告者はレジュメを作成し、報告を準備する。 

日常的に国際問題、外交問題に関する日々の報道に注意を払い、論評等に目を通す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/指定論文のレジュメ作成・報告(15%)/議論への貢献(15%)/期末レポートの概要発表(15%)/毎回

の予習(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Council on Foreign Relations. 隔月誌. Foreign Affairs. Council on Foreign Relations 

 

参考文献（Readings） 

1. 隔月誌、『外交』、都市出版 

2. 国際問題研究所、月刊誌、『国際問題』 

国際問題は今日 Web 上の閲覧方式になっており、http://www2.jiia.or.jp/BOOK/で閲覧可能。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

上記授業計画は現時点における素案。秋学期開始後、各セッションで具体的に何を取り上げるかについては、国際情勢の今後

の動きや新たな論文の発表等を見極めつつ、また、受講者の関心も踏まえた上で決めたいと考えている。第 1 回授業のオリエン

テーションにおいて具体的な授業計画案と論文リストを提示するので、それをベースに受講者の意見も聴取しつつ計画を固めた

い。 

 

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) 

小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

The objectives of this seminar are to cultivate the ability to conduct research drawing from multifaceted thinking and announce 

the results based on acquired knowledge with respect to Political Science research and to cultivate the ability to comment on and 

evaluate the research of other researchers. 

 

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。 

 

In this seminar, graduate school students will present the results of their own research with participation from not only principal 

and assistant advisory faculty members but also other faculty members and master’s/doctoral graduate students to provide 

research guidance from many different angles. Specifically, students are scheduled to present the concepts behind their master's 

papers (research papers) and doctoral dissertations, reports given as a rehearsal for presentations at conferences and workshops, 

and reports about the contents of papers which are scheduled to be submitted to academic journals. During each class session, 

the student in charge of presenting a report will select the topic and prepare the presentation content and materials, which will be 

used to present their research concept in front of the faculty members and students. The students in the audience will ask 

questions and comment on the reports of other students to practice engaging in academic discussions. All graduate students 

majoring in Political Science regardless of their class year or whether they are in the master’s program or doctoral program must 

take and attend this seminar unless there are extenuating circumstances. 

 

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。 
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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) 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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、各種統計データを適切に解析する方法が必要である。統計や統計学に対する需

要の高まりの一方で、データのふるまいや分析手法の性質の理解を置き去りにした「ただ使うための統計」による誤用や悪用が

多くみられるようになった。統計学は厳密に数学的な理論に基づいた学問体系であり、適切な統計解析スキルを得るためには、

裏にある数学的知識を身に着けることが必要不可欠となる。 

本講義では、それら数理統計学の基礎理論を学び、同時に統計学を体系的に理解することを目指す。 

 

In order to correctly recognize various social phenomena, it is necessary to properly analyze various statistical data. While there 

was a growing demand for Statistics, there have been many cases of misuse and abuse of "just-for-use statistics", which left out 

the understanding of the nature of data and analytical methods. Statistics is an academic system based on a strict mathematical 

theory, and in order to obtain appropriate statistical analysis skills, it is essential to acquire the mathematical knowledge that goes 

on behind the scenes. 

In this lecture, students will learn the basic theory of mathematical Statistics, and at the same time aim to understand Statistics 

systematically. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、統計学に必要な数学的理論、および推測統計学の基礎理論を学ぶ 

前半は、統計学に必要な数学的理論（微積分，線形代数，確率）を学び、後半は統計学理論を数学的に厳密に表現しながら学ん

でいく。 

履修者はいずれかの回の内容の報告を担当し、指定する教科書のうち該当する章の内容をまとめた資料を作成して報告する。

加えて全体での議論を通じて疑問や不明点を整理・共有し、統計学的な基礎理論、およびそれらの応用可能性について理解を

深める。 

 

In this lecture we will learn the mathematical theory necessary for Statistics and the basic theory of inferential Statistics 

In the first half of the course, we will learn mathematical theories (calculus, linear algebra, probability) necessary for Statistics, and 

in the second half, we will learn by expressing Statistical theory in a strict mathematical way. 

The student is responsible for reporting the content of one of the sessions and will prepare and report materials that summarize 

the contents of the relevant chapters in the specified textbooks. In addition, we organize and share questions and unknown points 

through the entire discussion and deepen our understanding of basic theories of Statistics and their applicability. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データの記述 

2. 関数と微分 

3. 多変数関数 

4. 行列と行列式 

5. 逆行列と固有値 

6. 確率 

7. 確率変数と確率分布 

8. いろいろなな確率分布 

9. 多変量確率分布 

10. 推定法と推定量 

11. 区間推定 

12. 仮説検定 

13. 回帰分析 

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。 

●報告議論スタイルで授業を進めるため、積極的な授業へのコミットが求められる。 

 ・報告担当者は担当章の内容に関して人に説明できる程度に資料を準備してくること。 

 ・報告者以外もテキストの該当章に目を通し、疑問点等を整理してから授業に臨むこと。 



 - 87 - 

●テキストの章末問題等を用いて学習した統計量の計算手順を復習し、その性質についての理解を定着させること。ただしテキ

ストにはやや専門的な問題も含まれるため、解くべき問題の水準は授業内に提示する。 

 

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)(30%)/議論の貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林道正、2014、『経済・経営のための数学教室』、裳華房 (ISBN:978-4-78531561-0) 

2. 蓑谷千凰彦、2004、『統計学入門』、東京図書 (ISBN:978-4-489-00698-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林博史・三輪哲、2011、『社会調査のための統計学――生きた実例で理解する』、技術評論社 (ISBN:978-4774146805) 

2. 吉村善一・足立俊明、2007、『初歩からの 入門数学――経済数学入門』、数理工学者 (ISBN:978-4901683449) 

3. 渡部隆一・深見哲造、2006、『文科系の数学（第 4 版）』、森北出版 (ISBN:978-4627051119) 

4. 大住圭介・坂上智哉・伊ヶ崎大理、2010、『エッセンシャル 経済数学』、中央経済社 (ISBN:978-4502672804) 

5. 東京大学教養学部統計学教室、2013、『統計学入門』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130420655) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

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） 
五十嵐 彰(IGARASHI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

卖位 

（Credit） 
２卖位(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。 

 

We will give an outline of the theory of social investigation and understand the Social Survey Methodologies such as the 

construction of hypothesis and design of question papers, etc. The goal of this course is to acquire practical methods of data 

collection and analysis from the planning and design of the survey, and to understand the theory and method of the Social Survey 

Methodology, including the quantitative survey, so that the design of the survey can be done independently. The goal is to acquire 

investigation literacy by acquiring the technique of data collection for fact recognition which is the basis of each research activity. 

 

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。 

 

Explanation of the technique is the main part, questions and answers and discussions, etc. are also included depending on the size 

of the number of participants. The final task is to plan an investigation based on the knowledge gained through the classes, and 

regarding each research theme, what kind of hypothesis can be made in the case of performing investigation research (research 

based on the Social Survey Methodology), and what kind of investigation execution plan should be made in the case, etc. are 

considered. 

 

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） 

調査や統計についてのニュースや記事に日常的に触れることが望ましい。その際には、用語の定義、調査対象、収集方法、デー

タの提示方法に特に注意すること。 

 

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。 
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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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■ND401 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

ND401／商法１ 

(Commercial Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

卖位 

（Credit） 
４卖位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LAP5200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、わが国の会社法、とりわけ株式会社法の概要、及びその実務における運用等について、理解を深めることを目標と

する。 

 

The objective of this course is for students to deepen their understanding of Japan's Companies Act and in particular to provide 

an overview of the Stock Corporation Act and its application in business practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、会社法、とりわけ株式会社法を対象とする。わが国経済の変動、そしてグローバル化は、会社法関連の領域にも大き

な影響を与えてきた。そもそも企業組織をめぐる法的規律について、どのようなシステムがわが国に適合的であるかを考えるにあ

たっては、現に事業を展開している株式会社の実態をいかに認識するか、あるいはこれに対する法的規律を支える理論をいかに

構築するか等、様々な観点からの検討が必要である。 

本講義では、株式会社をめぐる関係者の利害得失をしっかりと見極められる目を養ってもらうことを目的として、以上の多面的な

検討を授業内で行っていきたいと考えている。 

 

The lectures will cover the Companies Act, particularly the Stock Company Act. Japanese economic fluctuations and globalization 

have also exerted a significant impact on areas related to the Companies Act. When thinking about what types of systems are 

compatible with Japan in regard to legal frameworks concerning corporate organizations in the first place, they must be evaluated 

from various perspectives such as how do you recognize the present situation of corporations that are currently developing 

businesses or how do you construct theories that support the corresponding legal frameworks? 

In this course, the classes will focus on a multifaceted examination of the issues described above for the purpose of developing 

the ability to accurately discern the gains and losses of the relevant persons with respect to corporations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会社法総論 

2. 株式会社の設立① 

3. 株式会社の設立② 

4. 株式会社の機関①：株为総会① 

5. 株式会社の機関②：株为総会② 

6. 株式会社の機関③：株为総会③ 

7. 株式会社の機関④：取締役・取締役会① 

8. 株式会社の機関⑤：取締役・取締役会② 

9. 株式会社の機関⑥：取締役・取締役会③ 

10. 株式会社の機関⑦：取締役・取締役会④ 

11. 株式会社の機関⑧：取締役・取締役会⑤ 

12. 株式会社の機関⑨：取締役・取締役会⑥ 

13. 株式会社の機関⑩：取締役・取締役会⑦ 

14. 株式会社の機関⑪：取締役・取締役会⑧ 

15. 株式会社の資金調達①：株式① 

16. 株式会社の資金調達②：株式② 

17. 株式会社の資金調達③：株式③ 

18. 株式会社の資金調達④：株式の発行① 

19. 株式会社の資金調達⑤：株式の発行② 

20. 株式会社の資金調達⑥：株式の発行③ 

21. 株式会社の資金調達⑦：新株予約権 

22. 株式会社の資金調達⑧：社債 

23. 株式会社の会計① 

24. 株式会社の会計② 

25. 株式会社の組織再編①：合併 

26. 株式会社の組織再編②：株式交換・株式移転 

27. 株式会社の組織再編③：会社分割 
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28. 株式会社の組織再編④：事業譲渡 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

授業中の発言の内容等を筆記試験の結果に加味する。 上記「成績評価方法・基準」は学部生に適用するものである。大学院生

が本科目を履修する場合は、上記の方法で算出した成績を 70 点換算し、これに加えて 30 点満点の「課題レポート」を課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤靖史ほか、2018、『会社法〔第４版〕』、有斐閣 

2. 岩原紳作ほか、2016、『会社法判例百選〔第３版〕』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

授業初回に紹介する。 

 

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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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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■TX613 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX613／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） 
岡野 誠樹(OKANO NOBUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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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■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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） 

 

 

  



 - 133 - 

■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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） 

 

 

  



 - 138 - 

■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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） 

 

 

  



 - 145 - 

■TX713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX713／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） 
岡野 誠樹(OKANO NOBUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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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■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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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■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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） 

 

 

  



 - 184 - 

■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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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■TX813 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX813／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） 
岡野 誠樹(OKANO NOBUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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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■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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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■TX913 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

TX913／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） 
岡野 誠樹(OKANO NOBUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

卖位 

（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） 

 

 

  



 - 230 - 

■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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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■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) 

卖位 

（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） 

 

 

  



 - 242 - 

■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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） 

 

 

  



 - 248 - 

■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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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) 

卖位 

（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） 



 

  



 

 

 

 


