
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シ ラ バ ス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法学部 
 

 

 

 

立 教 大 学 

 

 

 

作成日：2023年 02月 08日 
 

 

  



 

 



 - 1 - 

■EX006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX006／法学入門（法学科１年） 

(Introduction to Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本法を学びはじめるみなさんへ 

担当者名 

（Instructor） 
荻村 慎一郎(OGIMURA SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学諸分野の基本について，日本に加えて地球規模の視点もふまえながら学びます。 

 

Students will learn the fundamentals of various fields of law from a global scale perspective in addition to Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

基礎法学（法哲学，法社会学，法制史など）の方法論に依りつつ，実定法学（憲法，民法，刑法など）の初歩を系統的に学ぶこと

を通じて，履修者が自らの今後の発展的な学修のための適切な見通しを得ることをめざします。 

 

また，専門諸科目の導入科目であることから，普段の学修への取り組み方や試験に対する準備と心構えについても，適宜助言

する予定です。 

 

 

前半は，刑事事件を素材として，法の制定から執行までの一連の過程を伝統的かつ実践的な仕方で学修するとともに，法学固

有の思考方法の長所と短所についても検討を試みます。 

 

後半は，大学での学び，すなわち法的専門知識，一般教養，外国語能力を統合的に活用する方法を鍛えていきます。ここでは，

自動車産業に関する国内外の報道の分析が主題となります。 

 

 

なお，この授業で扱う実定法系科目は以下のとおりです。 

憲法，行政法，経済法，刑法，刑事訴訟法，会社法，労働法，知的財産法，商法，民法，民事訴訟法，民事執行・保全法，国際私

法，国際法，国際経済法，英米法，外国法。 

 

 

21 世紀は，一流ガイドとシェルパ（経路準備兼荷上げ係）の助けを借りることで，誰もがエベレストの山頂に立つことができる時代

です。本授業では，履修者のみなさんに，文科系学問最高峰の高みにとにかく一度登ってもらい，山頂からの眺望と天空のさらな

る高さとを体験して頂くことを目標とします（ちなみに，担当教員の役割はシェルパとなります。）。 

 

Students shall aspire to attain the appropriate insight into their own developing studies going forward by systematically learning 

the elements of Positive Law (Constitution, Civil Law, Criminal Law) while relying on the methodology of Basic Law (Philosophy 

of Law, Sociology of Law, legal history). 

 

Moreover, because this is an introductory course for various specialized disciplines, students will receive proper counseling 

about how to undertake their regular studies and the preparation and mental attitude required for tests. 

 

During the first half, students will also attempt to consider the strengths and weaknesses of the legal way of thinking while 

learning about the sequential process from the enactment to the execution of a law in a traditional and practical manner using 

criminal cases as source material. 

 

In the second half, students will develop methods for applying the specialized legal knowledge, general education, foreign 

language proficiency, and other university studies in an integrated manner. The main subject here will be the analysis of foreign 

and domestic news reports about the global automotive industry. 

 

Furthermore, the Positive Law related disciplines which will be addressed in this class are as follows. 

Constitutional Law, Administrative Law, Economic Law, Criminal Law, Criminal Procedure Law, Corporate Law, Labor Law, 

Intellectual Property Law, Commercial Law, Civil Law, Civil Procedure Law, Civil Execution Law and Civil Provisional Remedies 

Law, Conflict of Laws, International Law, International Economic Law, Anglo-American Law, Foreign Law. 
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The 21st century is an era in which anyone can stand at the peak of Mount Everest with the aid of a first-rate guide and sherpa 

(route preparation and equipment porters). The goal of this class is to have all students stand on the highest peak of liberal arts 

studies at least once and experience the view from the summit and the further height of the sky (in other words, the role of the 

faculty in charge is to act as the sherpa). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の展望：法と法学について 

2. 裁判を通して法学の基礎を学ぶ①：事実に接する① 

3. 裁判を通して法学の基礎を学ぶ②：事実に接する② 

4. 裁判を通して法学の基礎を学ぶ③：法的思考のかたちについて① 

5. 裁判を通して法学の基礎を学ぶ④：他人の声を聴く① 

6. 裁判を通して法学の基礎を学ぶ⑤：他人の声を聴く② 

7. 裁判を通して法学の基礎を学ぶ⑥：法的思考のかたちについて② 

8. 裁判を通して法学の基礎を学ぶ⑦：主体的に判断する① 

9. 裁判を通して法学の基礎を学ぶ⑧：主体的に判断する② 

10. 中間のまとめ：法的思考とその表現方法について（学期末試験に向けて①） 

11. 実例を通して法学の活かし方を学ぶ①：国内法（日本）の視点から 

12. 実例を通して法学の活かし方を学ぶ②：外国法（米国，中国，欧州諸国）の視点から 

13. 実例を通して法学の活かし方を学ぶ③：国際法の視点から 

14. 全体のまとめ：法的視点とその認識方法について（学期末試験に向けて②） 

 

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

教材で指示される復習・予習課題に毎回取り組みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/参加姿勢(14%)/授業内小テスト(6%) 

授業内小テストについては 1 回または 2 回程度実施する予定です。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 道垣内弘人、2017、『プレップ法学を学ぶ前に <第 2 版>』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-31326-4) 

オリジナル教材を毎回配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田髙寛貴，原田昌和，秋山靖浩、2019、『リーガル・リサーチ＆リポート -- 法学部の学び方 第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-

641-12611-4) 

2. 早川吉尚、2016、『法学入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15032-4) 

3. 宍戸常寿，石川博康編著、2021、『法学入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12618-3) 

4. 安念潤司，小山剛，青井未帆，宍戸常寿，山本龍彦、2014、『論点日本国憲法：憲法を学ぶための基礎知識［第 2 版］』、東京

法令出版 (ISBN:978-4-8090-6307-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX007／法学入門（その他） 

(Introduction to Law) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

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

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

This course helps beginning students who are about to study law master the fundamentals of legal thinking while avoiding the 

use of specialized terms as much as possible. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

基礎を形成することも目標とされます。 

 

What is "law?" What is the significance of studying "law?" The primary objective of the lectures is to think about these 

problems together with other newly entered students in the College of Law and Politics. Moreover, in order to achieve that 

objective, this course primarily targets students belonging to the Department of International Business Law and the Department 

of Politics with the goal of helping them achieve a general understanding of the full scope of lectures which will be available 

over the next four years as specialized subjects within the College of Law and Politics while blending in the characteristics of 

each field of study and introducing basic concepts. In addition, this course after all also aims to build a foundation for the 

prerequisite legal ability to think critically and legal communication skills while providing the absolute minimum level of legal 

knowledge required to take specialized law-related subjects. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法学を学ぶ意味はどこにあるのか？ 

2. 法学とは何か？ 

3. 法とは何か？ 

4. 法解釈とは何か？ 

5. 法学の分野にはどのようなものがあるのか？ 

6. 法はどのように適用されるのか？ 

7. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう① 

8. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう② 

9. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう③ 

10. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう④ 

11. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう⑤ 

12. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう⑥ 

13. 法的思考力・法的コミュニケーション能力を高めよう⑦ 

14. 総 括 

 

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

教員と学生の間での質疑・応答を交えながら講義を進めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 早川吉尚、2016、『法学入門』、有斐閣 

その他，講義の度に資料を配布します。なお，六法は必ず用意してください。 

 

参考文献（Readings） 
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道垣内正人『自分で考えるちょっと違った法学入門』（有斐閣） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX008／政治学入門（法学科 1年） 

(Introduction to Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～「デモクラシー」について考える～ 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

 The objective of this lecture is that students are able to understand Power, Social structures by knowing some basic 

terminology and concepts of Political Science.   

 

授業の内容（Course Contents） 

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

用語を理解することから始める。 

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

ら明らかにしていく。加えて、主権者として持つ公共性についても議論していく。 

 本講義のスケジュールは受講生の理解に合わせて調節されることになる。また、講師は、受講生の意見をなるべく聞くように努

める。 

 

 This lecture is set as a introduction for students who will study "Political Science" going forward. So, students attending this 

lecture will study some  basic concepts and terminology in  "politics." 

  In this Lecture, students will be able to understand  how these concepts and terminology are reflected in specific systems 

in our surroundings. In addition, we will discuss with publicness that individuals hold as sovereign. 

 The schedule of this lecture will be adjusted according to the degree of understanding of students.   

 Lecturer will make effort to hear student opinions as much as possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 政治学とは何か 

3. 近代国家と統治機構 

4. 権力と支配 

5. 政治的リーダーシップとエリート論 

6. 政治意識と公共性 

7. 議会主義の発展 

8. デモクラシーと平等主義の理論 

9. 前半のまとめ 

10. 政治システム論と政党システム論 

11. 国際関係と国民国家 

12. 日本の政治ー明治維新から WWⅡまで 

13. 日本の政治ーWWⅡから 80 年代まで 

14. 後半のまとめ 

 

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

毎回の講義において指示された箇所を予習してきてください。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特には指定しない。毎回のレジュメにおいて、関連文献を紹介する。  

 

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

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

3. 川出良枝、谷口将紀、2012、『政治学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130322195) 

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

5. 宇野重規、2020、『民主主義とは何か』、講談社現代新書 (ISBN:978-4065212950) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX009／政治学入門（その他） 

(Introduction to Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～「デモクラシー」について考える～ 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

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

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

 The objective of this lecture is that students are able to understand Power, Social structures by knowing some basic 

terminology and concepts of Political Science.   

 

授業の内容（Course Contents） 

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

用語を理解することから始める。 

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

ら明らかにしていく。加えて、主権者として持つ公共性についても議論していく。 

 本講義のスケジュールは受講生の理解に合わせて調節されることになる。また、講師は、受講生の意見をなるべく聞くように努

める。 

 

 This lecture is set as a introduction for students who will study "Political Science" going forward. So, students attending this 

lecture will study some  basic concepts and terminology in  "politics." 

  In this Lecture, students will be able to understand  how these concepts and terminology are reflected in specific systems 

in our surroundings. In addition, we will discuss with publicness that individuals hold as sovereign. 

 The schedule of this lecture will be adjusted according to the degree of understanding of students.   

 Lecturer will make effort to hear student opinions as much as possible. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 政治学とは何か 

3. 近代国家と統治機構 

4. 権力と支配 

5. 政治的リーダーシップとエリート論 

6. 政治意識と公共性 

7. 議会主義の発展 

8. デモクラシーと平等主義の理論 

9. 前半のまとめ 

10. 政治システム論と政党システム論 

11. 国際関係と国民国家 

12. 日本の政治ー明治維新から WWⅡまで 

13. 日本の政治ーWWⅡから 80 年代まで 

14. 後半のまとめ 

 

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

毎回の講義において指示された箇所を予習してきてください。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特には指定しない。毎回のレジュメにおいて、関連文献を紹介する。  

 

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

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

3. 川出良枝、谷口将紀、2012、『政治学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130322195) 

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

5. 宇野重規、2020、『民主主義とは何か』、講談社現代新書 (ISBN:978-4065212950) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX015／憲法（１）（法学科１年） 

(Constitutional Law (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡野 誠樹(OKANO NOBUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

憲法学の体系のうち、憲法第 3章の諸規定により保障される権利に関わる領域について、正確な理解を得る。判例・学説の蓄積

を資源として、自ら問題を把握し、説得力ある議論を展開する能力を涵養することが、期待される。 

 

The objective of this course is to achieve an accurate understanding of the area concerning rights guaranteed by various 

provisions in Chapter 3 of the Constitution. Students are expected to understand problems on their own and cultivate the ability 

to develop persuasive arguments using the accumulated judicial precedents and theories as resources. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法下で、その定める権利がどのように保障されているかを的確に把握できるよう、判例・学説の展開を丁寧に講述す

る。裁判的保障の限界にも留意するが、やはり判例法理の批判的検討が中心になる。 

 

The classes will lecture about the development of judicial precedents and theories so that students may accurately understand 

the way in which the rights established under Japanese Constitutional Law are guaranteed. While the limits of judicial 

guarantees will also be considered, the main focus will nevertheless be on a critical evaluation of judicial precedents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 人権総論 

3. 政教分離と信教の自由（1） 

4. 政教分離と信教の自由（2） 

5. 表現の自由（1） 

6. 表現の自由（2） 

7. 表現の自由（3） 

8. 表現の自由（4） 

9. 表現の自由（5） 

10. 表現の自由（6） 

11. 表現の自由（7） 

12. 表現の自由（8） 

13. 生存権（1） 

14. 生存権（2） 

15. 法の下の平等とその周辺問題（1） 

16. 法の下の平等とその周辺問題（2） 

17. 法の下の平等とその周辺問題（3） 

18. 法の下の平等とその周辺問題（4） 

19. 経済的自由（1） 

20. 経済的自由（2） 

21. 経済的自由（3） 

22. 経済的自由（4） 

23. 学問の自由と大学の自治 

24. 憲法上の権利の享有主体（1） 

25. 憲法上の権利の享有主体（2） 

26. 私人間効力論（1） 

27. 私人間効力論（2） 

28. 人権論の射程 

 

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

初回講義後、次回に向けての予習範囲を毎回指示するので、事前に予習すること。 

その他、授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷部恭男、2022、『憲法〔第 8 版〕』、新世社 (ISBN:9784883843381) 

2. 長谷部恭男＝石川健治＝宍戸常寿編、2019、『憲法判例百選Ⅰ〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641115453) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義形式が中心となる。 

資料の配布のために Blackboard を使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX016／憲法（１）（その他） 

(Constitutional Law (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代人権論の諸相 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

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

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The objective of this course is to understand the meaning and content of the provisions established by Japanese Constitutional 

Law which guarantees rights while considering fundamental constitutional precedents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

はテキストは用いず、毎回、事前に Blackboardにアップしたレジュメに沿って授業を行う。 

 

The lectures will start from an explanation of individual rights and proceed with the lecture on general human rights and other 

abstract arguments once an understanding has been achieved. Moreover, a textbook will not be used during this academic year, 

and instead the classes will be conducted according to an outline uploaded in advance to Blackboard. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 精神的自由（1）；思想・良心の自由 

3. 精神的自由（2）；信仰の自由と政教分離 

4. 精神的自由（3）；表現の自由（1） 

5. 精神的自由（4）；表現の自由（2）:わいせつ表現規制 

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

7. 精神的自由（6）；表現の自由（4）:内容中立規制 

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

9. 精神的自由（8）；表現の自由（6）:集会の自由 

10. 精神的自由（9）；表現の自由（7）:結社の自由 

11. 経済的自由（1）；職業の自由と営業の自由 

12. 経済的自由（2）；財産権の保障 

13. 経済的自由（3）；居住・移転の自由 

14. 社会権（1）；生存権 

15. 社会権（2）；教育を受ける権利 

16. 社会権（3）；労働基本権 

17. 人身の自由: 憲法的刑事手続 

18. 新しい人権論（1）；幸福追求権 

19. 新しい人権論（2）；自己決定権 

20. 新しい人権論（3）；プライバシー権 

21. 国務請求権 

22. 法の下の平等（1） 

23. 法の下の平等（2） 

24. 人権の観念 

25. 人権保障の範囲（1）；人権享有主体 

26. 人権保障の範囲（2）；公共の福祉論 

27. 私人間効力論 

28. まとめ 

 

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

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

 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 芦部信喜(高橋和之補訂）、2019 年、『憲法 第 7 版』、岩波書店 (ISBN:978‐4‐00‐022799-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／憲法（２）（法曹コース） 

(Constitutional Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統治のしくみ 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法が定める統治のしくみに関して、憲法付属法令を含めて、学説や判例の内容を理解することで、憲法が定める統治構

造をめぐる基本的知識の修得を目標とする。 

 

The objective of this course is to acquire basic knowledge concerning the government structure established by the Constitution 

by understanding the details of the theories and judicial precedents including the laws and ordinances associated with the 

Constitution in regard to the system of government established by Japanese Constitutional Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国会、内閣、裁判所などの国家機関の地位と権限、具体的運用上の問題点を論ずるとともに、それらの統治機構が依拠する立

憲民主制などの基本原理についても概説する。 

 

The classes will discuss the position and authority of government institutions such as the National Diet, Cabinet, and the courts 

as well as their specific operational issues while also providing an outline of the fundamental principles of the constitutional and 

democratic system that these government organizations rely on. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：憲法と憲法典 

2. 国民主権と法の支配、民主制 

3. 国民と議会；選挙制度と代表制 

4. 議会制度をめぐる諸問題（１）；組織・立法権論を中心に 

5. 議会制度をめぐる諸問題（２）；議院の権能 

6. 議会と政府；議院内閣制論 

7. 内閣制度と行政権 

8. 財政・予算をめぐる基本原則 

9. 司法権と裁判所（１）；司法権とは 

10. 司法権と裁判所（２）；司法権の独立と司法権の限界 

11. 憲法訴訟をめぐる諸問題 

12. 憲法と地方自治 

13. 平和主義 

14. 憲法改正問題 

 

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

受講に当たっては、テキストの該当の箇所を読み、併せて、Blackboard に掲載する予定のレジュメにも目を通しておくことが必要

である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笹田栄司編、2019、『トピックからはじめる統治制度 第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978‐4‐641‐221284) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷 秀樹・赤坂 正浩、2019 年、『憲法２ 統治（第 7 版）』、有斐閣 

2. 芦部信喜(高橋和之補訂）、2019 年、『憲法 第 7 版』、岩波書店 

 

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

 

 

  



 - 15 - 

■EX018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX018／憲法（２）（法学科２年） 

（Constitutional Law (2) ） 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統治のしくみ 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法が定める統治のしくみに関して、憲法付属法令を含めて、学説や判例の内容を理解することで、憲法が定める統治構

造をめぐる基本的知識の修得を目標とする。 

 

The objective of this course is to acquire basic knowledge concerning the government structure established by the Constitution 

by understanding the details of the theories and judicial precedents including the laws and ordinances associated with the 

Constitution in regard to the system of government established by Japanese Constitutional Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国会、内閣、裁判所などの国家機関の地位と権限、具体的運用上の問題点を論ずるとともに、それらの統治機構が依拠する立

憲民主制などの基本原理についても概説する。 

 

The classes will discuss the position and authority of government institutions such as the National Diet, Cabinet, and the courts 

as well as their specific operational issues while also providing an outline of the fundamental principles of the constitutional and 

democratic system that these government organizations rely on. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：憲法と憲法典 

2. 国民主権と法の支配、民主制 

3. 国民と議会；選挙制度と代表制 

4. 議会制度をめぐる諸問題（１）；組織・立法権論を中心に 

5. 議会制度をめぐる諸問題（２）；議院の権能 

6. 議会と政府；議院内閣制論 

7. 内閣制度と行政権 

8. 財政・予算をめぐる基本原則 

9. 司法権と裁判所（１）；司法権とは 

10. 司法権と裁判所（２）；司法権の独立と司法権の限界 

11. 憲法訴訟をめぐる諸問題 

12. 憲法と地方自治 

13. 平和主義 

14. 憲法改正問題 

 

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

受講に当たっては、テキストの該当の箇所を読み、併せて、Blackboard に掲載する予定のレジュメにも目を通しておくことが必要

である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笹田栄司編、2019、『トピックからはじめる統治制度 第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978‐4‐641‐221284) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷 秀樹・赤坂 正浩、2019 年、『憲法２ 統治（第 7 版）』、有斐閣 

2. 芦部信喜(高橋和之補訂）、2019 年、『憲法 第 7 版』、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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■EX019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX019／憲法（２）（その他） 

(Constitutional Law (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
岡野 誠樹(OKANO NOBUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

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

 

授業の目標（Course Objectives） 

憲法学の体系のうち、講学上の「統治機構論」に該当する領域について、正確な理解を得る。判例・学説の蓄積を資源として、自

ら問題を把握し、説得力ある議論を展開する能力を涵養することが、期待される。 

 

The objective of this course is to achieve an accurate understanding of the area concerning “governmental mechanisms” within 

the system of Constitutional Law. Students are expected to understand problems on their own and cultivate the ability to 

develop persuasive arguments using the accumulated judicial precedents and theories as resources. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法が定める統治機構の全体設計への視点が疎かにならないよう意を用いつつ、個々の裁判例、学説間の対立が、い

かなる具体的な問題について議論を重ねてきたか、丁寧に講述する。具体的な解釈論と関連性を有する範囲で、抽象度の高い

理論的な問題にも立ち入るが、両者の間の連関は常に意識して講義を進める。適宜、比較法的な指摘も織り交ぜていきたいと考

えている。 

 

The classes will lecture about how individual court precedents and the debates between opposing theories have been discussing 

any specific problems while taking care not to neglect a perspective of the overall design of government institutions established 

by Japanese Constitutional Law. The classes will also cover highly abstract theoretical problems within a scope of specific 

interpretation and relevance but proceed while always keeping in mind the linkages between the two. Comparative law will also 

be interwoven to highlight certain aspects when appropriate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（1） 

2. 導入（2） 

3. 国会（1） 

4. 国会（2） 

5. 国会（3） 

6. 国会と内閣の関係（1） 

7. 国会と内閣の関係（2） 

8. 内閣と行政権（1） 

9. 内閣と行政権（2） 

10. 司法（1） 

11. 司法（2） 

12. 司法（3） 

13. 地方自治 

14. 統治機構の現代的諸課題 

 

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

初回講義後、次回に向けての予習範囲を毎回指示するので、事前に予習すること。 

その他、授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷部恭男、2018、『憲法〔第 8 版〕』、新世社 (ISBN:9784883843381) 

 

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

講義形式が中心となる。適宜板書を用いる。 

資料の配布のために Blackboard を使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX020／民法概論 

(Overview of Civil Law) 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2022 年度以降入学の国際ビジネス法学科全学年、政治学科全学年 

 

①国際ビジネス法学科・政治学科 1 年次生のうち，法曹コースへの進学を目指す者は

必ず民法(1)を履修すること 

②国際ビジネス法学科・政治学科の学生のうち，法律専門職（司法書士等）・公務員（民

法の試験の受験を必要とする職種）を目指す者は、民法概論ではなく民法(1)を履修す

ることを推奨する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法について基礎的な理解を得ることを目標とします。 

 

The objective of this course is to achieve a basic understanding of Japanese civil law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は，政治学科および国際ビジネス法学科（2022 年度以降入学者）向けの授業です。民法全体について，基礎的な講義

を行います。ただし，家族法（親族・相続）については，扱いません。 

 この授業を履修した者は，この授業の内容をふまえて，商法，民事訴訟法，労働法，経済法，知的財産法等の発展的な科目を

履修することができます。資格試験対策等の理由から，さらに詳しく民法を学びたい者は，2 年次以降に，民法(2)，民法(3)，民法

(4)，金融取引法 1 を履修しましょう。なお，この授業を履修した者が，民法(1)を履修する必要はありませんので，注意して下さ

い。 

 

 This course is intended for students admitted to the Department of Politics or the Department of International Business Law 

in or after the academic year 2022. The classes will consist of fundamental lectures about civil law in general, except that family 

law (i.e., relatives and inheritance) will not be covered. 

 Students who have taken this course will be able to take more advanced courses in law, such as courses in commercial law, 

civil procedure law, labor law, economic law, and intellectual property law, based on what they have learned from this course. 

Students who wish to learn more details about civil law in order to prepare for qualifying or certification exams are encouraged 

to take Civil Law (2), Civil Law (3), Civil Law (4), and Law of Financial Transactions 1, in their second and subsequent years. 

Please note that students who have taken this course are not required to take Civil Law (1). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 民法総則（１） 

3. 民法総則（２） 

4. 民法総則（３） 

5. 民法総則（４） 

6. 民法総則（５） 

7. 民法総則（６） 

8. 民法総則（７） 

9. 民法総則（８） 

10. 民法総則（９） 

11. 民法総則（１０） 

12. 物権（１） 

13. 物権（２） 

14. 物権（３） 

15. 物権（４） 

16. 物権（５） 

17. 債権（１） 

18. 債権（２） 

19. 債権（３） 

20. 債権（４） 

21. 債権（５） 

22. 債権（６） 
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23. 債権（７） 

24. 債権（８） 

25. 債権（９） 

26. 債権（１０） 

27. まとめ（１） 

28. まとめ（２） 

 

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

毎回，予習範囲を指示するので，教科書の該当部分を読んでから授業に臨んでください。また，小テストに備えて，各授業後に復

習をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト（複数回実施）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 道垣内弘人、2019、『リーガルベイシス民法入門〔第 3 版〕』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4532134907) 

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

授業には六法を持参してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田昌和・寺川永・吉永一行、2018、『民法総則〔補訂版〕（日評ベーシック・シリーズ）』、日本評論社 (ISBN:978-4535806849) 

2. 山本敬三・香川崇・竹中悟人・山城一真、2021、『有斐閣ストゥディア民法 1 総則』、有斐閣 (ISBN:978-4641150089) 

上記以外にも授業中，適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜授業形態＞ 

パワーポイントを使用した講義形式の授業です。 

 

＜フィードバック＞ 

小テストのフィードバックを Blackboard を通じて行います。 

 

注意事項（Notice） 

①国際ビジネス法学科・政治学科 1 年次生のうち，法曹コースへの進学を目指す者は必ず民法(1)を履修すること 

②国際ビジネス法学科・政治学科の学生のうち，法律専門職（司法書士等）・公務員（民法の試験の受験を必要とする職種）を目

指す者は、民法概論ではなく民法(1)を履修することを推奨する 
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■EX021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX021／民法（１）（３学科４学年） 

(Civil Law (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法総則・物権法 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

旧科目名：民法 1 

 

①国際ビジネス法学科・政治学科 1 年次生のうち，法曹コースへの進学を目指す者は

必ず民法(1)を履修すること 

②国際ビジネス法学科・政治学科の学生のうち，法律専門職（司法書士等）・公務員（民

法の試験の受験を必要とする職種）を目指す者は、民法概論ではなく民法(1)を履修す

ることを推奨する 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法総則・物権法の考え方を理解することを目標とします。 

 

The aim of this course is to help students to understand the concepts of the general provisions of Civil Code and the law of 

real rights  

 

授業の内容（Course Contents） 

民法総則および物権法（担保物権を除く）について専門的な講義を行います。民法総則は，民法の他の分野はもちろん，民法以

外の実定法を理解するうえで基礎となる考え方を含む，重要な分野です。物権法は、物を優先的に支配する権利の変動や帰属

に関するルールであり、我々の社会にとって重要な財産である不動産や動産についての基本的ルールです。今後の法学の勉強

の出発点ともなるこれらの分野の考え方を十分理解してもらえるように努めます。 

 

This course deals with the concepts and principles of the general provisions of Civil Code and so-called Property Law (Article 

175 to Article 294 in the Civil Code) , except sections involving Security Property Law.   

The general provisions of Civil Code is the basis of not only Civil code but also other laws. Real rights are the power of control 

to real estate and movable. The law of real rights are thus fundamental rules about important property for our society.  

I will try to have you understand the concepts of these fields which are starting points of law study. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 民法・民法総則とは何か 

2. 法律行為序説 

3. 意思の完全性・その 1 

4. 意思の完全性・その 2 

5. 内容の妥当性 

6. 第三者保護・その 1 

7. 第三者保護・その 2 

8. 代理・その 1 

9. 代理・その 2 

10. 代理・その 3 

11. 能力 

12. 条件と期限・消滅時効 1 

13. 消滅時効 2 

14. 人と物 

15. 物権・物権法序説 

16. 不動産物権変動・その 1 

17. 不動産物権変動・その 2－契約以外の物権取得原因 

18. 不動産物権変動・その 3－不動産登記制度 

19. 不動産物権変動・その 4－民法 177 条 

20. 不動産物権変動・その 5－民法 177 条 

21. 不動産物権変動・その 6－〇〇と登記 

22. 動産物権変動・その 1 

23. 動産物権変動・その 2 

24. 物権的請求権 
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25. 所有権・その 1 

26. 所有権・その 2－共同所有 

27. 法人 

28. 所有者不明土地問題 

 

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

復習は重要です。毎回、復習範囲としていくつかの教科書の該当箇所を具体的に指定します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/複数回の小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田昌和他、2017、『民法 1 総則 判例 30』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13782-0) 

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

特定の教科書は指定しませんが、講義開始時に主な教科書を紹介します。 

講義には、六法及び上記判例教材を持参することが不可欠です。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

①国際ビジネス法学科・政治学科 1 年次生のうち，法曹コースへの進学を目指す者は必ず民法(1)を履修すること 

②国際ビジネス法学科・政治学科の学生のうち，法律専門職（司法書士等）・公務員（民法の試験の受験を必要とする職種）を目

指す者は、民法概論ではなく民法(1)を履修することを推奨する 
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■EX022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX022／民法２（法学科２年） 

(Civil Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物権法 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2021 年度入学の法学科２年次のみ 

2024 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物権法の基本的考え方を理解することを目標とします。 

 

The aim of this course is to help students acquire an understanding of the basic concepts of the law of real rights 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法第 2 編「物権」のうち、いわゆる担保物権法を除いた部分（第 175 条～第 294 条）について基礎的な講義をします。 

物権の対象となる物とは、我々の生活にもビジネスにも重要な財産である不動産や動産であり、物権とは、これらの物を他者より

優先的に支配する権利です。物権の変動や帰属等に関するルールである物権法を学ぶことは、我々の社会にとって重要な財産

に関する基本的ルールを学ぶことを意味します。 

進行予定は下記のとおりですが、とりわけ物権変動の部分は、（民法１の履修範囲を含む）基礎からの丁寧な積み重ねが不可欠

です。そこで、重複をいとわず前提となる知識の確認を行いながら講義を進めるように努めます。 

 

This course deals with the basic concepts and principles of so-called Property Law (Article 175 to Article 294 in the Civil 

Code) , except sections involving Security Property Law.   

"Things" which are the object of real rights are real estate and movable, and these play an important role in everyday life and in 

business. Real rights are the power of control to these things. The law of real rights are thus fundamental rules about important 

property for our society.  

Since background knowledge is essential especially for the part of "changes in real rights", the lecture will take care to refer to 

these knowledge as needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物権・物権法序説 

2. 不動産物権変動１ 

3. 不動産物権変動２－契約以外の物権取得原因 

4. 不動産物権変動３－不動産登記制度 

5. 不動産物権変動４－民法１７７条 

6. 不動産物権変動５－民法１７７条 

7. 不動産物権変動６－〇〇と登記 

8. 動産物権変動１ 

9. 動産物権変動２ 

10. 物権的請求権 

11. 所有権１ 

12. 所有権２－共同所有１ 

13. 用益物権・占有 

14. 所有者不明土地問題 

 

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

復習は重要です。毎回、復習範囲としていくつかの教科書の該当箇所を具体的に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/複数回の小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

特定の教科書は指定しませんが、講義開始時に、主な教科書を紹介します。 

講義には、六法及び上記判例教材を持参することが不可欠です。 
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参考文献（Readings） 

より発展的な勉強に資する文献を適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

民法１の内容を理解していることを前提に講義を進めます。そのつもりで準備をしておいてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX023／民法（２）（法学科 2 年） 

(Civil Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権総論・契約法の解説 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

法学科２年次のみ 

（旧科目名：民法 3） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

債権総論・契約法について，基本的な理解を得る。 

 

The objective of this course is to achieve a basic understanding of the general theory of claims and Contract Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

必ずしもすべての問題点に触れることはできないが，レジュメを用いて，具体的なイメージを大切にしながら解説したい。なお、講

義内容は、2020年 4月 1 日施行の改正民法に基づいて行う。 

 

The classes will cover the so-called general theory of claims (however not including claims and obligations of multiple-parties, 

subrogation by performance, set-offs and obligee's subrogation right,) and the field of Contract Law within the "Claims" section 

in Part III of the Civil Code with the exception of negotiorum gestio (management of Business), torts, and unjust enrichment. 

While there are a great number of matters which should be explained, the class will not necessarily touch on all issues, because 

the lecture time is limited. However, summaries will be used to explain while keeping in mind the importance of a clear picture. 

Furthermore, the lectures will be conducted based on the revised Civil Code which will be enforced from April 1, 2020. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 債権の意義、契約の成立 

2. 特定物債権と種類債権 

3. 金銭債権，利息債権，弁済－債権の任意的実現１ 

4. 弁済－債権の任意的実現２ 

5. 受領遅滞 

6. 債権の強制的実現 

7. 債務不履行１ 

8. 債務不履行２ 

9. 損害賠償１ 

10. 損害賠償２ 

11. 契約法序説－契約自由の原則 

12. 契約の成立 

13. 契約の効力 

14. 契約の解除１ 

15. 契約の解除２ 

16. 売買１ 

17. 売買２ 

18. 売買３ 

19. 消費貸借 

20. 賃貸借１ 

21. 賃貸借２ 

22. 賃貸借３ 

23. 請負，委任 

24. 債務者の責任財産の保全－債権者代位権 

25. 詐害行為取消権 

26. 保証 

27. 債権譲渡１ 

28. 債務引受，契約上の地位の移転 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

民法１を履修済みか、もしくは民法（１）を並行して履修中であることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート･コメントペーパー等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野澤正充、2020、『セカンドステージ債権法Ⅱ・債権総論（第 3 版）』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-52429-3) 

2. 野澤正充、2020、『セカンドステージ債権法Ⅰ・契約法（第 3版）』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-52428-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義レジュメは，授業で配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX024／民法（２）（その他） 

(Civil Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権総論・契約法の専門的解説 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

法学科３年次以上，国際ビジネス法学科２年次以上,政治学科２年次以上 

（旧科目名：民法 3） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

債権総論・契約法について，専門的な理解を得る。 

 

The objective of this course is to achieve a specialized understanding of the general theory of claims and Contract Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

係，弁済による代位，相殺、債権者代位権・詐害行為取消権を除く）と契約法の分野を扱う。解説すべき事柄が極めて多い一方

で，講義時間が限られているので，必ずしもすべての問題点に触れることはできないが，レジュメやパワーポイントを用いて，具体

的なイメージを大切にしながら解説したい。 

 

The classes will cover the so-called general theory of claims (however not including claims and obligations of multiple-parties, 

subrogation by performance, set-offs, obligee's subrogation right, and obligee's right to demand the rescission of fraudulent act) 

and the field of Contract Law within the "Claims" section in Part III of the Civil Code with the exception of negotiorum gestio 

(management of Business), torts, and unjust enrichment. While there are a great number of matters which should be explained, 

the class will not necessarily touch on all issues, because the lecture time is limited. Summaries and PowerPoint will be used to 

explain while keeping in mind the importance of a clear picture.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 債権の意義、契約の成立 

2. 特定物債権と種類債権 

3. 金銭債権，利息債権，債権の効力、弁済１ 

4. 強制履行と債務不履行の諸類型 

5. 損害賠償１ 

6. 損害賠償２ 

7. 損害賠償３ 

8. 契約の解除１ 

9. 契約の解除２ 

10. 危険負担、事情変更の原則、第三者のためにする契約 

11. 契約の効力１ 

12. 契約の効力２ 

13. 贈与，売買１ 

14. 売買２ 

15. 売買３ 

16. 消費貸借，使用貸借 

17. 賃貸借１ 

18. 賃貸借２ 

19. 賃貸借３ 

20. 弁済２、受領遅滞 

21. 雇用，請負 

22. 委任，寄託 

23. 組合、和解、契約書の読み方 

24. 弁済２ 

25. 代物弁済，供託，更改，免除，混同 

26. 債権譲渡１ 

27. 債権譲渡２、債務引受、契約上の地位の移転 

28. 全体振り返り 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメおよび教科書、判例集での復習に力を入れること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/Blackboard 上の小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本敬三監修、2018、『民法４ 債権総論（有斐閣ストゥディア）』、有斐閣 (ISBN:9784641150577) 

2. 松井和彦・岡本裕樹・都筑満雄、2018、『日評ベーシック・シリーズ 契約法』、日本評論社 (ISBN:9784535806801) 

 

参考文献（Readings） 

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義レジュメは，Blackboardにアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（２）（法曹コース） 

(Civil Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権総論・契約法の解説 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

債権総論・契約法について，基本的な理解を得る。 

 

The objective of this course is to achieve a basic understanding of the general theory of claims and Contract Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

必ずしもすべての問題点に触れることはできないが，レジュメを用いて，具体的なイメージを大切にしながら解説したい。なお、講

義内容は、2020年 4月 1 日施行の改正民法に基づいて行う。 

 

The classes will cover the so-called general theory of claims (however not including claims and obligations of multiple-parties, 

subrogation by performance, set-offs and obligee's subrogation right,) and the field of Contract Law within the "Claims" section 

in Part III of the Civil Code with the exception of negotiorum gestio (management of Business), torts, and unjust enrichment. 

While there are a great number of matters which should be explained, the class will not necessarily touch on all issues, because 

the lecture time is limited. However, summaries will be used to explain while keeping in mind the importance of a clear picture. 

Furthermore, the lectures will be conducted based on the revised Civil Code which will be enforced from April 1, 2020. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 債権の意義、契約の成立 

2. 特定物債権と種類債権 

3. 金銭債権，利息債権，弁済－債権の任意的実現１ 

4. 弁済－債権の任意的実現２ 

5. 受領遅滞 

6. 債権の強制的実現 

7. 債務不履行１ 

8. 債務不履行２ 

9. 損害賠償１ 

10. 損害賠償２ 

11. 契約法序説－契約自由の原則 

12. 契約の成立 

13. 契約の効力 

14. 契約の解除１ 

15. 契約の解除２ 

16. 売買１ 

17. 売買２ 

18. 売買３ 

19. 消費貸借 

20. 賃貸借１ 

21. 賃貸借２ 

22. 賃貸借３ 

23. 請負，委任 

24. 債務者の責任財産の保全－債権者代位権 

25. 詐害行為取消権 

26. 保証 

27. 債権譲渡１ 

28. 債務引受，契約上の地位の移転 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

民法１を履修済みか、もしくは民法（１）を並行して履修中であることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/レポート･コメントペーパー等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野澤正充、2020、『セカンドステージ債権法Ⅱ・債権総論（第 3 版）』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-52429-3) 

2. 野澤正充、2020、『セカンドステージ債権法Ⅰ・契約法（第 3版）』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-52428-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義レジュメは，授業で配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX026／民法２（その他） 

(Civil Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
秋山 靖浩(AKIYAMA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2021 年度以前入学の法学科３年次以上，国際ビジネス法学科２年次以上,政治学科２

年次以上 

2024 年度以降廃止 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 民法の物権法について、（a）基本的な知識を修得すること、および、（b）具体的な法律問題において、その知識を運用して妥当

な解決を導き出す能力を養うことを目標とする。 

 

  The course objectives are (a) to acquire basic knowledge of the law of property rights in the Civil Code, and (b) to develop 

the ability to apply that knowledge to specific legal problems and derive reasonable solutions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 民法の第 2 編「物権」のうち、第 1 章～第 6 章（総則・占有権・所有権・地上権・地役権等）を取り上げる。担保物権は扱わない。 

 授業の内容は、「授業の目標」に掲げた（a）および（b）に従う。（a）に関しては、民法の他の領域や実社会の実例等とも有機的に

関連づけながら、基本的な知識を提供し、（b）のための基礎が作られるようにする。（b）に関しては、重要論点について判例・学説

を詳しく分析・検討することを通じて、妥当な解決を説得的に導き出すためのプロセス（解釈論の定立や当該事案への適用など）

を具体的に示す。 

 

  We will cover chapters 1-6 (general provisions, right of possession, ownership, superficies, servitudes, etc.) of Part 2 

"Property Rights" of the Civil Code. 

  The content of the class will follow (a) and (b) listed in "Course Objectives". As for (a), basic knowledge will be provided while 

organically relating it to other areas of civil law and actual examples from the real world, so that the foundation for (b) can be 

built. As for (b), through detailed analysis and examination of precedents and theories on important issues, the process of 

persuasively deriving appropriate solutions (establishment of interpretive theories, application to the relevant cases, etc.) will be 

concretely demonstrated. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、物権法の全体像、物権とは 

2. 物権の効力 

3. 物権変動とは、不動産物権変動（1）不動産物権変動の基本 

4. 不動産物権変動（2）登記を要する物権変動 

5. 不動産物権変動（3）登記を要する物権変動 

6. 不動産物権変動（4）177 条の第三者 

7. 不動産物権変動（5）177 条の第三者 

8. 不動産物権変動（6）不動産登記の概要 

9. 動産物権変動（1）動産物権変動の基本 

10. 動産物権変動（2）即時取得 

11. 所有権（1）所有権とは、相隣関係、所有権の取得 

12. 所有権（2）共有 

13. 占有（1） 

14. 占有（2）、用益物権 

 

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

・ 予習として、教科書の該当箇所を読んでおくことが求められる（立教時間または Blackboardで事前に指示する）。 

・ 復習として、理解が不十分な部分について教科書・レジュメを確認するほか、授業で取り上げた判例について判例教材（参考

文献参照）で学習することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/小テストなど（授業中に 2～3 回程度実施する予定）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋山靖浩ほか、2022 年 3 月末刊行予定、『物権法［第 3 版］』、日本評論社 (ISBN:9784535806962) 

・ 教科書として他にどのようなものがあるかは、第 1 回の授業で案内する。 
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・ 重要な論点や判例の学習を補うために、レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤澤治奈ほか、『民法 2 物権・判例 30！』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13785-1) 

2. 潮見佳男＝道垣内弘人編、『民法判例百選 I総則・物権（第 8 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11537-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・ 授業形態： 教科書・レジュメと板書を用いた講義形式を中心とするが、必要に応じて、小テストを行ったり、リアクションペーパ

ーの提出を求めることがある。 

・ 課題に対するフィードバック： 小テストは、授業で解説を行う。期末試験は、試験終了後に立教時間または Blackboardに解説

を掲載する。 

・ 授業の進行予定や各種の連絡事項は、立教時間または Blackboard で案内する。適宜チェックすること。 

・ 「物権」と言われてもあまりピンとこないかもしれないが、債権とともに、私たちの社会生活を支える基盤となっている。したがっ

て、物権法は、皆さんが将来どの分野に進むにしても重要であり、かつ、役立つ内容であるから、気合を入れて勉強してもらいた

い。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX027／民法（３） 

(Civil Law (3)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
不法行為・事務管理・不当利得 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
（旧科目名：民法 4） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不法行為・事務管理・不当利得について専門的理解を得る。 

 

The objective of this class is to achieve a specialized understanding of torts, negotiorum gestio (management of business), and 

unjust Enrichment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法典の第三編「債権」のうち，不法行為・事務管理・不当利得に関する部分を扱う。不法行為の領域は，条文数が少ないことも

あり，判例による法形成や学説による理論的進展が著しい分野であるが，「理論民法学」の面白さを垣間見ることのできる分野で

もある。講義時間が限られているので，必ずしもすべての問題点に触れることはできないが，ケースを多く用いて解説する予定で

ある。学習の際には、暗記に頼らず、論理の流れに注意してほしい。 

 

This class will cover torts, negotiorum gestio (management of Business), and unjust enrichment in the “Claims” section of Part 

III of the Civil Code. While there are not many provisions in the area of torts, it is a field noted for development of law by judicial 

precedent and theoretical progress due to theories, but it is a field in which one can catch a glimpse of the interesting aspects 

of “theoretical civil law studies.” Because the lecture time is limited, we will not necessarily be able to touch on every issue, but 

the schedule is to explain these topics using many cases. When studying this material, please pay attention to the logical flow 

rather than rote memorization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不法行為総説、故意 

2. 過失 

3. 権利・利益侵害１ 

4. 権利・利益侵害２ 

5. 他人の不法行為に基づく責任 

6. 物の危険に基づく責任 

7. 正当防衛等、医療過誤、賠償請求権の主体 

8. 損害賠償の範囲と額の決定 

9. 賠償額の調整、過失相殺 

10. 共同不法行為 

11. 差止請求権、消滅時効 

12. 不当利得１ 

13. 不当利得２ 

14. 事務管理 

 

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

レジュメおよび教科書での復習に力をいれること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 窪田充見、2018、『不法行為法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641137226) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中原太郎他、2017、『民法 4債権各論 判例 30!（START UP）』、有斐閣 (ISBN:9784641137790) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義レジュメは、Blackboardにアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（３）（法曹コース） 

(Civil Law (3)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
不法行為・事務管理・不当利得 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不法行為・事務管理・不当利得について専門的理解を得る。 

 

The objective of this class is to achieve a specialized understanding of torts, negotiorum gestio (management of business), and 

unjust Enrichment. 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法典の第三編「債権」のうち，不法行為・事務管理・不当利得に関する部分を扱う。不法行為の領域は，条文数が少ないことも

あり，判例による法形成や学説による理論的進展が著しい分野であるが，「理論民法学」の面白さを垣間見ることのできる分野で

もある。講義時間が限られているので，必ずしもすべての問題点に触れることはできないが，ケースを多く用いて解説する予定で

ある。学習の際には、暗記に頼らず、論理の流れに注意してほしい。 

 

This class will cover torts, negotiorum gestio (management of Business), and unjust enrichment in the “Claims” section of Part 

III of the Civil Code. While there are not many provisions in the area of torts, it is a field noted for development of law by judicial 

precedent and theoretical progress due to theories, but it is a field in which one can catch a glimpse of the interesting aspects 

of “theoretical civil law studies.” Because the lecture time is limited, we will not necessarily be able to touch on every issue, but 

the schedule is to explain these topics using many cases. When studying this material, please pay attention to the logical flow 

rather than rote memorization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不法行為総説、故意 

2. 過失 

3. 権利・利益侵害１ 

4. 権利・利益侵害２ 

5. 他人の不法行為に基づく責任 

6. 物の危険に基づく責任 

7. 正当防衛等、医療過誤、賠償請求権の主体 

8. 損害賠償の範囲と額の決定 

9. 賠償額の調整、過失相殺 

10. 共同不法行為 

11. 差止請求権、消滅時効 

12. 不当利得１ 

13. 不当利得２ 

14. 事務管理 

 

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

レジュメおよび教科書での復習に力をいれること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 窪田充見、2018、『不法行為法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641137226) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中原太郎他、2017、『民法 4債権各論 判例 30!（START UP）』、有斐閣 (ISBN:9784641137790) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義レジュメは、Blackboardにアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX029／民法（４） 

(Civil Law (4)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
親族・相続法 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

【重要】 

EX029「民法（４）」は、全学科 3・4 年次生(他学部生履修可)に配当されておりますが、 

法学部法学科生以外の学生が登録するとエラーが出てしまいます。4 月 4 日（月）にエ

ラー解消予定となります。 

これから登録予定の方は、4 月 4 日（月）11 時以降に登録するようお願いします。 

（旧科目名：民法 5） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

親族・相続法の基本知識を理解する｡ 

 

Understand basic knowledge of family law and inheritance law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，民法第 4 編・第 5 編，すなわちいわゆる親族法・相続法を対象とする｡ 

 

現在，家族法は様々な課題に直面している。たとえば， 男女平等の要請（夫婦別姓問題など），子の間の平等の要請，離婚の増

加，婚姻を望まないカップルの増加，性的少数者の人権，家族の様々な局面における子の保護（両親の離婚の場面での保護，

虐待からの保護），科学技術，とりわけ生殖医療の進歩，相続による資産価値のない（むしろマイナスの）不動産の取得など，検

討するべき課題は数多くあり，現在の法制度の根幹にかかわる問題も少なくない。 

 

家族をめぐるこのような状況において，あるべき親族法・相続法の姿は何なのか？実定法，すなわち法律・裁判例を正確に把握

することから出発し，活発さを増す諸学説を踏まえながら，将来の展望を試みたい｡ 

 

This course covers family law and inheritance law. 

 

In this area, there are many contemporary problems, for example, the equality between children in marriage and out of marriage, 

increased divorce, increase in couples outside marriage, human right of  LGBT, protection of children in case of divorce etc.,  

development of medically assisted procreation, inheritance of the damaged building which has no value etc.. 

 

This course mainly deals with basic knowledge but we also talk about contemporary themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 親族法序説, 婚姻の要件① 

3. 婚姻の要件② 

4. 婚姻の要件③，婚姻の効果① 

5. 婚姻の効果② 

6. 婚姻の効果③ 

7. 離婚① 

8. 離婚② 

9. 非婚姻カップル 

10. 性同一性障害，同性カップル 

11. 婚姻家族の親子関係① 

12. 婚姻家族の親子関係② 

13. 非婚姻家族の親子関係 

14. 養子縁組による親子関係 

15. 生殖補助医療による親子関係 

16. 扶養，相続法序説 

17. 相続人，相続分① 

18. 相続分② 

19. 相続の承認と放棄 
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20. 相続財産 

21. 遺産共有 

22. 遺産分割① 

23. 遺産分割② 

24. 相続と登記 

25. 相続回復請求権 

26. 遺言① 

27. 遺言② 

28. 遺留分 

 

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

本講義では, 復習を重視する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポート 1 回(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 床谷文雄他、2020、『新プリメール民法 5[第 2 版]』、法律文化社 (ISBN:978-4589040657) 

2. 青竹美佳他、2017、『判例 30！5 親族・相続』、有斐閣 (ISBN:978-4641137844) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 39 - 

■EX030 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（４）（法曹コース） 

(Civil Law (4)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
親族・相続法 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

親族・相続法の基本知識を理解する｡ 

 

Understand basic knowledge of family law and inheritance law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，民法第 4 編・第 5 編，すなわちいわゆる親族法・相続法を対象とする｡ 

 

現在，家族法は様々な課題に直面している。たとえば， 男女平等の要請（夫婦別姓問題など），子の間の平等の要請，離婚の増

加，婚姻を望まないカップルの増加，性的少数者の人権，家族の様々な局面における子の保護（両親の離婚の場面での保護，

虐待からの保護），科学技術，とりわけ生殖医療の進歩，相続による資産価値のない（むしろマイナスの）不動産の取得など，検

討するべき課題は数多くあり，現在の法制度の根幹にかかわる問題も少なくない。 

 

家族をめぐるこのような状況において，あるべき親族法・相続法の姿は何なのか？実定法，すなわち法律・裁判例を正確に把握

することから出発し，活発さを増す諸学説を踏まえながら，将来の展望を試みたい｡ 

 

This course covers family law and inheritance law. 

 

In this area, there are many contemporary problems, for example, the equality between children in marriage and out of marriage, 

increased divorce, increase in couples outside marriage, human right of  LGBT, protection of children in case of divorce etc.,  

development of medically assisted procreation, inheritance of the damaged building which has no value etc.. 

 

This course mainly deals with basic knowledge but we also talk about contemporary themes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 親族法序説, 婚姻の要件① 

3. 婚姻の要件② 

4. 婚姻の要件③，婚姻の効果① 

5. 婚姻の効果② 

6. 婚姻の効果③ 

7. 離婚① 

8. 離婚② 

9. 非婚姻カップル 

10. 性同一性障害，同性カップル 

11. 婚姻家族の親子関係① 

12. 婚姻家族の親子関係② 

13. 非婚姻家族の親子関係 

14. 養子縁組による親子関係 

15. 生殖補助医療による親子関係 

16. 扶養，相続法序説 

17. 相続人，相続分① 

18. 相続分② 

19. 相続の承認と放棄 

20. 相続財産 

21. 遺産共有 

22. 遺産分割① 

23. 遺産分割② 
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24. 相続と登記 

25. 相続回復請求権 

26. 遺言① 

27. 遺言② 

28. 遺留分 

 

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

本講義では, 復習を重視する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポート 1 回(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 床谷文雄他、2020、『新プリメール民法 5[第 2 版]』、法律文化社 (ISBN:978-4589040657) 

2. 青竹美佳他、2017、『判例 30！5 親族・相続』、有斐閣 (ISBN:978-4641137844) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法２（法曹コース） 

(Civil Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物権法 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物権法の基本的考え方を理解することを目標とします。 

 

The aim of this course is to help students acquire an understanding of the basic concepts of the law of real rights 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法第 2 編「物権」のうち、いわゆる担保物権法を除いた部分（第 175 条～第 294 条）について基礎的な講義をします。 

物権の対象となる物とは、我々の生活にもビジネスにも重要な財産である不動産や動産であり、物権とは、これらの物を他者より

優先的に支配する権利です。物権の変動や帰属等に関するルールである物権法を学ぶことは、我々の社会にとって重要な財産

に関する基本的ルールを学ぶことを意味します。 

進行予定は下記のとおりですが、とりわけ物権変動の部分は、（民法１の履修範囲を含む）基礎からの丁寧な積み重ねが不可欠

です。そこで、重複をいとわず前提となる知識の確認を行いながら講義を進めるように努めます。 

 

This course deals with the basic concepts and principles of so-called Property Law (Article 175 to Article 294 in the Civil 

Code) , except sections involving Security Property Law.   

"Things" which are the object of real rights are real estate and movable, and these play an important role in everyday life and in 

business. Real rights are the power of control to these things. The law of real rights are thus fundamental rules about important 

property for our society.  

Since background knowledge is essential especially for the part of "changes in real rights", the lecture will take care to refer to 

these knowledge as needed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物権・物権法序説 

2. 不動産物権変動１ 

3. 不動産物権変動２－契約以外の物権取得原因 

4. 不動産物権変動３－不動産登記制度 

5. 不動産物権変動４－民法１７７条 

6. 不動産物権変動５－民法１７７条 

7. 不動産物権変動６－〇〇と登記 

8. 動産物権変動１ 

9. 動産物権変動２ 

10. 物権的請求権 

11. 所有権１ 

12. 所有権２－共同所有１ 

13. 用益物権・占有 

14. 所有者不明土地問題 

 

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

復習は重要です。毎回、復習範囲としていくつかの教科書の該当箇所を具体的に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/複数回の小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

特定の教科書は指定しませんが、講義開始時に、主な教科書を紹介します。 

講義には、六法及び上記判例教材を持参することが不可欠です。 
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参考文献（Readings） 

より発展的な勉強に資する文献を適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

民法１の内容を理解していることを前提に講義を進めます。そのつもりで準備をしておいてください。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 43 - 

■EX032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑法（２）（法曹コース（２年次のみ）） 

(Criminal Law (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法曹コース２年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

解できるようになること。 

 

In this course the participants learn the outline of the criminal law in general and the types of criminal acts which are defined in 

the Japanese penal code.   

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、刑法全体についての大まかな見取り図を示すとともに、刑法各論における個別の犯罪について、体系的に、かつ具

体的に学ぶことができるような授業を行う。例えば、殺人罪といった犯罪一つをとっても、「人」とは何か、堕胎罪で保護されている

「胎児」は「人」ではないのか、といった非常に難しい問題が潜んでいる。こういった様々な問題について、判例をベースに検討を

加えていく。 

 

In this course the outline of the criminal law in general will be showed, which is important to understand what kind of conditions 

must be fulfilled for the punishment. After that the participants will learn various types of criminal acts which are defined in the 

Japanese penal code.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法全体の大まかな枠組み（１） 

2. 刑法全体の大まかな枠組み（２） 

3. 刑法全体の大まかな枠組み（３） 

4. 刑法全体の大まかな枠組み（４） 

5. 刑法各論総説・生命に対する罪（１） 

6. 生命に対する罪（２） 

7. 身体に対する罪 

8. 自由に対する罪（１） 

9. 自由に対する罪（２） 

10. 住居に対する罪 

11. 名誉に対する罪 

12. 業務に対する罪 

13. 財産犯総説 

14. 窃盗罪 

15. 強盗罪（１） 

16. 強盗罪（２）（恐喝罪を含む） 

17. 詐欺罪（１） 

18. 詐欺罪（２） 

19. 横領罪 

20. 背任罪 

21. 盗品等関与罪・器物損壊罪 

22. 放火罪を中心とした公共危険罪 

23. 文書偽造罪（１） 

24. 文書偽造罪（２） 

25. 公務執行妨害罪 

26. 司法に対する罪 

27. 収賄罪 

28. まとめ 

 

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

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

習すべき範囲・内容についても適宜指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 深町晋也、2021 年、『家族と刑法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13951-0) 

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

『判例刑法各論〔第 7 版〕』は講義で毎回使用するため、必ず購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口厚、2015 年、『刑法 第 3 版』、有斐閣 

2. 西田典之（橋爪隆補訂）、2018 年、『刑法各論 第 7 版』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献については、授業において適宜指示することがある。また、受講者の理解度に応じて、あるいは新たな重要判例・裁判

例などが出された場合には、随時授業の内容を変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX033／刑法（２）（法学科２年） 

(Criminal Law (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科２年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

解できるようになること。 

 

In this course the participants learn the outline of the criminal law in general and the types of criminal acts which are defined in 

the Japanese penal code.   

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、刑法全体についての大まかな見取り図を示すとともに、刑法各論における個別の犯罪について、体系的に、かつ具

体的に学ぶことができるような授業を行う。例えば、殺人罪といった犯罪一つをとっても、「人」とは何か、堕胎罪で保護されている

「胎児」は「人」ではないのか、といった非常に難しい問題が潜んでいる。こういった様々な問題について、判例をベースに検討を

加えていく。 

 

In this course the outline of the criminal law in general will be showed, which is important to understand what kind of conditions 

must be fulfilled for the punishment. After that the participants will learn various types of criminal acts which are defined in the 

Japanese penal code.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法全体の大まかな枠組み（１） 

2. 刑法全体の大まかな枠組み（２） 

3. 刑法全体の大まかな枠組み（３） 

4. 刑法全体の大まかな枠組み（４） 

5. 刑法各論総説・生命に対する罪（１） 

6. 生命に対する罪（２） 

7. 身体に対する罪 

8. 自由に対する罪（１） 

9. 自由に対する罪（２） 

10. 住居に対する罪 

11. 名誉に対する罪 

12. 業務に対する罪 

13. 財産犯総説 

14. 窃盗罪 

15. 強盗罪（１） 

16. 強盗罪（２）（恐喝罪を含む） 

17. 詐欺罪（１） 

18. 詐欺罪（２） 

19. 横領罪 

20. 背任罪 

21. 盗品等関与罪・器物損壊罪 

22. 放火罪を中心とした公共危険罪 

23. 文書偽造罪（１） 

24. 文書偽造罪（２） 

25. 公務執行妨害罪 

26. 司法に対する罪 

27. 収賄罪 

28. まとめ 

 

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

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

習すべき範囲・内容についても適宜指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 深町晋也、2021 年、『家族と刑法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13951-0) 

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

『判例刑法各論〔第 7 版〕』は講義で毎回使用するため、必ず購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口厚、2015 年、『刑法 第 3 版』、有斐閣 

2. 西田典之（橋爪隆補訂）、2018 年、『刑法各論 第 7 版』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献については、授業において適宜指示することがある。また、受講者の理解度に応じて、あるいは新たな重要判例・裁判

例などが出された場合には、随時授業の内容を変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX034／刑法（２）（その他） 

(Criminal Law (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

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

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

解できるようになること。 

 

In this course the participants learn the outline of the criminal law in general and the types of criminal acts which are defined in 

the Japanese penal code.   

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目では、刑法全体についての大まかな見取り図を示すとともに、刑法各論における個別の犯罪について、体系的に、かつ具

体的に学ぶことができるような授業を行う。例えば、殺人罪といった犯罪一つをとっても、「人」とは何か、堕胎罪で保護されている

「胎児」は「人」ではないのか、といった非常に難しい問題が潜んでいる。こういった様々な問題について、判例をベースに検討を

加えていく。 

 

In this course the outline of the criminal law in general will be showed, which is important to understand what kind of conditions 

must be fulfilled for the punishment. After that the participants will learn various types of criminal acts which are defined in the 

Japanese penal code.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法全体の大まかな枠組み（１） 

2. 刑法全体の大まかな枠組み（２） 

3. 刑法全体の大まかな枠組み（３） 

4. 刑法全体の大まかな枠組み（４） 

5. 刑法各論総説・生命に対する罪（１） 

6. 生命に対する罪（２） 

7. 身体に対する罪 

8. 自由に対する罪（１） 

9. 自由に対する罪（２） 

10. 住居に対する罪 

11. 名誉に対する罪 

12. 業務に対する罪 

13. 財産犯総説 

14. 窃盗罪 

15. 強盗罪（１） 

16. 強盗罪（２）（恐喝罪を含む） 

17. 詐欺罪（１） 

18. 詐欺罪（２） 

19. 横領罪 

20. 背任罪 

21. 盗品等関与罪・器物損壊罪 

22. 放火罪を中心とした公共危険罪 

23. 文書偽造罪（１） 

24. 文書偽造罪（２） 

25. 公務執行妨害罪 

26. 司法に対する罪 

27. 収賄罪 

28. まとめ 

 

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

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

習すべき範囲・内容についても適宜指示する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 深町晋也、2021 年、『家族と刑法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13951-0) 

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

『判例刑法各論〔第 7 版〕』は講義で毎回使用するため、必ず購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口厚、2015 年、『刑法 第 3 版』、有斐閣 

2. 西田典之（橋爪隆補訂）、2018 年、『刑法各論 第 7 版』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献については、授業において適宜指示することがある。また、受講者の理解度に応じて、あるいは新たな重要判例・裁判

例などが出された場合には、随時授業の内容を変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX035／刑法（１）（法学科１年） 

(Criminal Law (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

複数の犯罪に共通する成立要件，いわゆる刑法総論を修得する。 

 

To learn the establishment requirements which are common to multiple crimes or what is called the General Theory of Criminal 

Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

個々の犯罪に固有の成立要件を扱う刑法各論と対置される分野です。 

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

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

えば、因果関係を論ずる際には次のような事例があげられます。 

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

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

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

 

The General Theory of Criminal Law is the field which covers the requirements to establish and reject multiple crimes such as 

the cause and effect relationship and the result, self‐defense, and the capacity for liability, for example. This field stands in 

contrast to Criminal Law: Specific Part which covers the specific requirements to establish individual crimes. 

Due to the fact that this field by nature extracts and covers commonalities, the discussion tends to get abstract, which leads 

many people to dislike Criminal Law. To avoid this outcome, the lectures will use many specific cases to try and explain in a 

manner which is as easy to understand as possible. For example, we can use the following case when discussing cause and 

effect relationships. 

“Mr. X thought about killing Mr. A and fired a pistol at his heart. As a result, the bullet missed and just grazed the arm of Mr. A. 

However, Mr. A in fact suffered from a rare disease that prevents blood clotting, so he died from blood loss on the spot. ” 

Now, what crime will Mr. X be accused of? Has the crime of murder been established or is it only the crime of attempted 

murder? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法の基本原理 

2. 構成要件論１ 

3. 構成要件論２ 

4. 構成要件論３ 

5. 構成要件論４ 

6. 故意論１ 

7. 故意論２ 

8. 故意論３ 

9. 過失論１ 

10. 過失論２ 

11. 過失論３ 

12. 違法性阻却論１ 

13. 違法性阻却論２ 

14. 違法性阻却論３ 

15. 違法性阻却論４ 

16. 責任論１ 

17. 責任論２ 

18. 責任論３ 

19. 未遂犯論１ 

20. 未遂犯論２ 
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21. 未遂犯論３ 

22. 共犯論１ 

23. 共犯論２ 

24. 共犯論３ 

25. 共犯論４ 

26. 共犯論５ 

27. 罪数論 

28. 刑法の適用範囲・刑罰論 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林憲太郎、2020、『刑法総論〔第 2 版〕』、新世社 (ISBN:9784883843114) 

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

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX036／刑法（１）（その他） 

(Criminal Law (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

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

 

授業の目標（Course Objectives） 

複数の犯罪に共通する成立要件，いわゆる刑法総論を修得する。 

 

To learn the establishment requirements which are common to multiple crimes or what is called the General Theory of Criminal 

Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

個々の犯罪に固有の成立要件を扱う刑法各論と対置される分野です。 

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

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

えば、因果関係を論ずる際には次のような事例があげられます。 

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

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

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

 

The General Theory of Criminal Law is the field which covers the requirements to establish and reject multiple crimes such as 

the cause and effect relationship and the result, self‐defense, and the capacity for liability, for example. This field stands in 

contrast to Criminal Law: Specific Part which covers the specific requirements to establish individual crimes. 

Due to the fact that this field by nature extracts and covers commonalities, the discussion tends to get abstract, which leads 

many people to dislike Criminal Law. To avoid this outcome, the lectures will use many specific cases to try and explain in a 

manner which is as easy to understand as possible. For example, we can use the following case when discussing cause and 

effect relationships. 

“Mr. X thought about killing Mr. A and fired a pistol at his heart. As a result, the bullet missed and just grazed the arm of Mr. A. 

However, Mr. A in fact suffered from a rare disease that prevents blood clotting, so he died from blood loss on the spot. ” 

Now, what crime will Mr. X be accused of? Has the crime of murder been established or is it only the crime of attempted 

murder? 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法の基本原理 

2. 構成要件論１ 

3. 構成要件論２ 

4. 構成要件論３ 

5. 構成要件論４ 

6. 故意論１ 

7. 故意論２ 

8. 故意論３ 

9. 過失論１ 

10. 過失論２ 

11. 過失論３ 

12. 違法性阻却論１ 

13. 違法性阻却論２ 

14. 違法性阻却論３ 

15. 違法性阻却論４ 

16. 責任論１ 

17. 責任論２ 

18. 責任論３ 

19. 未遂犯論１ 

20. 未遂犯論２ 
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21. 未遂犯論３ 

22. 共犯論１ 

23. 共犯論２ 

24. 共犯論３ 

25. 共犯論４ 

26. 共犯論５ 

27. 罪数論 

28. 刑法の適用範囲・刑罰論 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林憲太郎、2020、『刑法総論〔第 2 版〕』、新世社 (ISBN:9784883843114) 

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

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX041／商法（１） 

(Commercial Law (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社法 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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 purposes of this course are to (1) help students deepen their understanding of Japan's Companies Act and, in particular, 

(2) to provide an overview of the Stock Corporation Act along with 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のうち、株式、機関、設立、計算を対象とする。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。 

 

This course aims to cover the Companies Act, particularly the Stock Company Act (especially on Equity, Corporate 

Governance, Dividends and Distributions, and Formation Procedures). 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's legal frameworks for corporate organizations, first, they must be evaluated from various perspectives, 

for instance: "How do you recognize the present situation of corporations that are currently developing businesses?" "How do 

you construct theories that support the corresponding legal frameworks?" This course focuses on multifaceted examination of 

the issues described above to develop students' ability to  discern accurately gains and losses of relevant persons with 

respect to corporations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会社法総論 

2. 株式会社法総論 

3. 株式①  

4. 株式② 

5. 株式③  

6. 株式④ 

7. 株式会社の機関①：株主総会① 

8. 株式会社の機関②：株主総会② 

9. 株式会社の機関③：株主総会③ 

10. 株式会社の機関④：取締役・取締役会① 

11. 株式会社の機関⑤：取締役・取締役会② 

12. 株式会社の機関⑥：取締役・取締役会③ 

13. 株式会社の機関⑦：取締役・取締役会④ 

14. 株式会社の機関⑧：取締役・取締役会⑤ 

15. 株式会社の機関⑨：監査・監督機関① 

16. 株式会社の機関⑩：監査・監督機関② 

17. 株式会社の機関⑪：委員会型機関① 

18. 株式会社の機関⑫：委員会型機関② 

19. 株式会社の会計①：計算書類① 

20. 株式会社の会計②：計算書類② 

21. 株式会社の会計③：分配① 

22. 株式会社の会計④：分配② 

23. 株式会社の設立手続① 
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24. 株式会社の設立手続② 

25. 株式会社の設立手続③ 

26. 種類株式 

27. 持分会社① 

28. 持分会社② 

 

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

レジュメだけでなく、自ら教科書等を読み、理解を深めることが必要となる。また、経済ニュースも適宜取り上げる予定なので、新

聞等を読むようにしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/質問等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤靖史ほか、2021、『会社法〔第 5 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641179462) 

2. 髙橋美加ほか、2020、『会社法〔第 3 版〕』、弘文堂 (ISBN:9784335358395) 

3. 岩原紳作ほか、2021、『会社法判例百選〔第 4 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641115545) 

1 と 2については、書店で内容を確認し、分かりやすいと思ったほうを選べばよい。 

 

参考文献（Readings） 

授業初回に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最新版の六法を準備すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX042／商法（２） 

(Commercial Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業金融・企業再編・商法総則／Corporate Finance・M&A・General Rules of 

Commercial Law 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、我が国の会社法とりわけ株式会社法のうち、資金調達と組織再編および会社法総則の内容について、その基本的

な知識を修得し、理解を深めることを目標とする。 

 

The purpose of this lecture is to acquire basic knowledge and deepen understanding of the contents of financing, organizational 

restructuring, and general rules of the Companies Act of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、我が国の会社法、特に株式会社法から資金調達、組織再編、および会社法総則を扱う。我が国経済の変動、そして

グローバル化は、会社法関連法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

テムが我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、基本的な条文知識および重要判例の理解を通じ、以上のような多面的な観点から株式会社をめぐる関係者の利

害得失を見極められる目を養うことを目的とする。 

 

This lecture deals with financing, organizational restructuring, and general rules of the Companies Act of Japan.  

Changes in the Japanese economy and globalization have had a major impact on the legal areas related to the Companies Act. 

What is important in considering what kind of corporate law system is suitable for Japan is how to recognize the actual situation 

of the corporations that are actually developing business and how to build a theory that supports legal discipline. 

In this lecture, through understanding the basic legal provisions and important precedents, we would like to cultivate an eye to 

identify the interests of the parties concerned with the corporation from the above-mentioned multifaceted perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会社法総論：株式会社と持分会社 

2. 株式会社の資金調達①：株式① 

3. 株式会社の資金調達②：株式② 

4. 株式会社の資金調達③：新株予約権 

5. 株式会社の資金調達④：社債 

6. 株式会社の組織再編①：組織再編一般・親子会社 

7. 株式会社の組織再編②：合併 

8. 株式会社の組織再編③：株式交換・株式移転・株式交付 

9. 株式会社の組織再編④：会社分割・事業譲渡 

10. 株式会社の解散・清算 

11. 会社法総則①：通則 

12. 会社法総則②：商業登記 

13. 会社法総則③：商号 

14. 会社法総則④：使用人 

 

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

授業内でいくつか事例問題を提示するので事前に準備すること。また単元のまとまりごとに復習テスト（多肢選択式）を行う。復習

テストは成績評価に含める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/復習テスト(30%)/ワークシートなど授業内課題(20%) 

質疑応答など授業への貢献に応じて加点する場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神作裕之ほか、2021、『会社法判例百選（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115545) 
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2. 神作裕之ほか、2019、『商法判例百選』、有斐閣 (ISBN:9784641115439) 

判例百選は授業で使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 髙橋美加ほか、2020、『会社法（第 3 版）』、弘文堂 

2. 伊藤靖史ほか、2021、『会社法（第 5 版）』、有斐閣 

3. 落合誠一ほか、2019、『商法Ⅰ（総則・商行為）（第 6 版）』、有斐閣 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX043／商法（３） 

(Commercial Law (3)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
商取引法 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

察する力を涵養することを目標とする。 

 

The purposes of this course are for students to understand (1) where unique features of Japanese commercial transactions lie; 

(2) what types of legal issues occur; and (3) to cultivate the ability to think. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義で扱われるべき具体的な法文としては、商法に規定された総則規定、商行為規定、そして民法や手形法等に規定された

支払・決済手段に関する規定がある。もっとも、現実の商取引ではこれらの規定がそのまま用いられることは必ずしも多くない。そ

こで本講義では、実際の企業による契約実務、あるいは判例の事例等を素材として、実際に問題となる法律の規定を取り上げ、

その解釈も含め、説明を加えていくこととしたい。 

 

This course aims to cover specific legal texts including general provisions defined in the Commercial Code and the Companies 

Act, the commercial transaction regulations defined in the Commercial Code, and the regulations concerning payment and 

means of settlement defined in the Civil Code and the Bills and Notes Act. Understandably, these regulations are not always 

directly used in current commercial transactions. Therefore, this course uses contract practices in actual companies or cases 

from judicial precedents as materials to examine legal regulations that pose actual problems and to provide explanations 

including interpretations of those issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ０．はじめに――オリエンテーション 

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

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

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

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

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

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

8. ２．商取引の諸類型（２）：物流にかかる取引①―運送契約 

9. ２．商取引の諸類型（２）：物流にかかる取引②―倉庫寄託契約 

10. ２．商取引の諸類型（２）：物流にかかる取引③―場屋営業者への寄託 

11. ３．商取引の主体：商人 ①営業 

12. ３．商取引の主体：商人 ②商号 

13. ３．商取引の主体：商人 ③商業登記 

14. ４．商法総論 

 

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

レジュメだけでなく、自ら教科書等を読み、理解を深めることが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/質問等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 落合誠一ほか、2019、『商法Ⅰ――総則・商行為〔第 6 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15952-5) 

2. 神作裕之・藤田友敬編、2019、『商法判例百選』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11543-9) 

 

参考文献（Readings） 
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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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■EX044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX044／商法（４） 

(Commercial Law (4)) 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、保険契約を規律する法の基本的な考え方、およびその特殊性を理解させることを目標とする。 

 

The aim of this course is for students to develop an understanding of the basic ideas and distinctive features of laws that 

regulate insurance contracts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、主として保険契約法を体系的に説明するとともに、必要に応じて保険監督法についても解説を加える。具体的に

は、保険法に規定された保険契約法の規定を中心として説明し、適宜、保険業法に規定された保険監督法の規定にも触れなが

ら、講義を行うことになる。 

保険制度は、現代社会において多様なリスクにさらされている個人、あるいは企業にとって、必要不可欠なものである。だが、当

該制度自体は極めて技術性が高く、また複雑な仕組みを有しており、その理解に困難な点が少なくない。そこで本講義において

は、伝統的な保険契約の形態である損害保険契約、および生命保険契約を中心に、その基本的な制度枠組みについて平易に

説明することを考えている。また、時間が許せば、比較的新しい契約形態である傷害保険契約、および疾病保険契約についても

触れることとする。 

 

This course mainly provides a systematic explanation of insurance contract law and also covers insurance regulatory law as 

necessary. More specifically, this course focuses on explaining the provisions of insurance contract law provided in the 

Insurance Act while touching on the provisions of insurance regulatory law provided in the Insurance Business Act, as 

necessary. 

 

The insurance system is essential for individuals and companies that are exposed to various kinds of risks in modern society. 

However, the system is difficult to understand owing to its extremely technical nature and complex structure. Therefore, the 

intention of this course is to explain the basic institutional framework of property insurance contracts and life insurance 

contracts, which are traditional forms of insurance contracts, in a readily understandable way. If time permits, students are also 

expected to touch on accident insurance contracts and sickness insurance contracts, which are relatively new forms of 

insurance contracts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 保険法総論 

2. 損害保険契約①：損害保険契約の内容① 

3. 損害保険契約②：損害保険契約の内容② 

4. 損害保険契約③：損害保険契約の成立① 

5. 損害保険契約④：損害保険契約の成立② 

6. 損害保険契約⑤：損害保険関係の変動 

7. 損害保険契約⑥：損害保険事故の発生① 

8. 損害保険契約⑦：損害保険事故の発生② 

9. 生命保険契約①：生命保険契約の内容① 

10. 生命保険契約②：生命保険契約の内容② 

11. 生命保険契約③：生命保険契約の成立 

12. 生命保険契約④：生命保険関係の変動 

13. 生命保険契約⑤：生命保険事故の発生 

14. 傷害疾病保険契約 

 

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

資料中の設問について、テキスト等を手掛かりに自分なりの解答を作成し、復習することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

なお、授業中の発言について、筆記試験に加味する。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 山下友信ほか、2019、『保険法〔第４版〕』、有斐閣 

2. 山下友信＝洲崎博史、2010、『保険法判例百選』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／商法（１）（法曹コース） 

(Commercial Law (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社法 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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 purposes of this course are to (1) help students deepen their understanding of Japan's Companies Act and, in particular, 

(2) to provide an overview of the Stock Corporation Act along with 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のうち、株式、機関、設立、計算を対象とする。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。 

 

This course aims to cover the Companies Act, particularly the Stock Company Act (especially on Equity, Corporate 

Governance, Dividends and Distributions, and Formation Procedures). 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's legal frameworks for corporate organizations, first, they must be evaluated from various perspectives, 

for instance: "How do you recognize the present situation of corporations that are currently developing businesses?" "How do 

you construct theories that support the corresponding legal frameworks?" This course focuses on multifaceted examination of 

the issues described above to develop students' ability to  discern accurately gains and losses of relevant persons with 

respect to corporations. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会社法総論 

2. 株式会社法総論 

3. 株式①  

4. 株式② 

5. 株式③  

6. 株式④ 

7. 株式会社の機関①：株主総会① 

8. 株式会社の機関②：株主総会② 

9. 株式会社の機関③：株主総会③ 

10. 株式会社の機関④：取締役・取締役会① 

11. 株式会社の機関⑤：取締役・取締役会② 

12. 株式会社の機関⑥：取締役・取締役会③ 

13. 株式会社の機関⑦：取締役・取締役会④ 

14. 株式会社の機関⑧：取締役・取締役会⑤ 

15. 株式会社の機関⑨：監査・監督機関① 

16. 株式会社の機関⑩：監査・監督機関② 

17. 株式会社の機関⑪：委員会型機関① 

18. 株式会社の機関⑫：委員会型機関② 

19. 株式会社の会計①：計算書類① 

20. 株式会社の会計②：計算書類② 

21. 株式会社の会計③：分配① 

22. 株式会社の会計④：分配② 

23. 株式会社の設立手続① 
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24. 株式会社の設立手続② 

25. 株式会社の設立手続③ 

26. 種類株式 

27. 持分会社① 

28. 持分会社② 

 

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

レジュメだけでなく、自ら教科書等を読み、理解を深めることが必要となる。また、経済ニュースも適宜取り上げる予定なので、新

聞等を読むようにしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/質問等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤靖史ほか、2021、『会社法〔第 5 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641179462) 

2. 髙橋美加ほか、2020、『会社法〔第 3 版〕』、弘文堂 (ISBN:9784335358395) 

3. 岩原紳作ほか、2021、『会社法判例百選〔第 4 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641115545) 

1 と 2については、書店で内容を確認し、分かりやすいと思ったほうを選べばよい。 

 

参考文献（Readings） 

授業初回に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最新版の六法を準備すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／商法（２）（法曹コース） 

(Commercial Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業金融・企業再編・商法総則／Corporate Finance・M&A・General Rules of 

Commercial Law 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、我が国の会社法とりわけ株式会社法のうち、資金調達と組織再編および会社法総則の内容について、その基本的

な知識を修得し、理解を深めることを目標とする。 

 

The purpose of this lecture is to acquire basic knowledge and deepen understanding of the contents of financing, organizational 

restructuring, and general rules of the Companies Act of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、我が国の会社法、特に株式会社法から資金調達、組織再編、および会社法総則を扱う。我が国経済の変動、そして

グローバル化は、会社法関連法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

テムが我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、基本的な条文知識および重要判例の理解を通じ、以上のような多面的な観点から株式会社をめぐる関係者の利

害得失を見極められる目を養うことを目的とする。 

 

This lecture deals with financing, organizational restructuring, and general rules of the Companies Act of Japan.  

Changes in the Japanese economy and globalization have had a major impact on the legal areas related to the Companies Act. 

What is important in considering what kind of corporate law system is suitable for Japan is how to recognize the actual situation 

of the corporations that are actually developing business and how to build a theory that supports legal discipline. 

In this lecture, through understanding the basic legal provisions and important precedents, we would like to cultivate an eye to 

identify the interests of the parties concerned with the corporation from the above-mentioned multifaceted perspectives. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会社法総論：株式会社と持分会社 

2. 株式会社の資金調達①：株式① 

3. 株式会社の資金調達②：株式② 

4. 株式会社の資金調達③：新株予約権 

5. 株式会社の資金調達④：社債 

6. 株式会社の組織再編①：組織再編一般・親子会社 

7. 株式会社の組織再編②：合併 

8. 株式会社の組織再編③：株式交換・株式移転・株式交付 

9. 株式会社の組織再編④：会社分割・事業譲渡 

10. 株式会社の解散・清算 

11. 会社法総則①：通則 

12. 会社法総則②：商業登記 

13. 会社法総則③：商号 

14. 会社法総則④：使用人 

 

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

授業内でいくつか事例問題を提示するので事前に準備すること。また単元のまとまりごとに復習テスト（多肢選択式）を行う。復習

テストは成績評価に含める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/復習テスト(30%)/ワークシートなど授業内課題(20%) 

質疑応答など授業への貢献に応じて加点する場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神作裕之ほか、2021、『会社法判例百選（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115545) 
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2. 神作裕之ほか、2019、『商法判例百選』、有斐閣 (ISBN:9784641115439) 

判例百選は授業で使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 髙橋美加ほか、2020、『会社法（第 3 版）』、弘文堂 

2. 伊藤靖史ほか、2021、『会社法（第 5 版）』、有斐閣 

3. 落合誠一ほか、2019、『商法Ⅰ（総則・商行為）（第 6 版）』、有斐閣 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX053／民事訴訟法（１） 

(Civil Procedure (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法（判決手続）の概説 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

た論理的なアプローチによって合理的な回答を導けるようになること。 

 

The purposes of this course are (1) to establish a fundamental understanding of civil procedure that constitutes the basis of the 

law and the civil judiciary system; (2) after understanding the process by which a dispute is resolved through civil litigation, to 

be able to provide rational answers to various problems that occur during the process by using a logical approach based on 

accurate understanding of provisions and essential concepts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

概ね教科書に記述されている順序に沿って、民事訴訟法（判決手続）について解説する。授業は原則として講義形式で行われる

が、実定法の理解は、授業で聞いたその時になんとなく理解できたというのでは不十分であり、現実に生じうる問題を、学びとっ

たルールの体系を適用して解決することができるだけの、言ってみれば「使用に耐える」レベルの理解が求められる。そのような

レベルに到達するには、能動的な学習態度が必要不可欠である。 

なお本科目では、判決手続のうち、上訴・再審および複雑訴訟に関する部分の詳細は扱われない予定である。 

 

This course aims to, for the most part, explain the Code of Civil Procedure according to the textbook's sequence. Generally, the 

course follows a lecture format. However, vaguely understanding the topics in law classes is not enough. Instead, students need 

to achieve, as much as possible, a “usable” level of understanding that applies the system of learned rules to resolve actually 

occurring problems. Students' active learning attitude is essential for reaching this level. 

Notice: Topics related to appellate procedure, retrial, and complex litigations are excluded from this course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・民事訴訟とは何か① 

2. 民事訴訟とは何か② 

3. 訴訟手続の開始① 

4. 訴訟手続の開始② 

5. 裁判所 

6. 当事者① 

7. 当事者② 

8. 当事者③ 

9. 審理の原則① 

10. 審理の原則② 

11. 審理の準備 

12. 事案の解明① 

13. 事案の解明② 

14. 事案の解明③ 

15. 事案の解明④ 

16. 訴訟要件① 

17. 訴訟要件② 

18. 判決① 

19. 判決② 

20. 判決③ 

21. 判決④ 

22. 判決⑤ 

23. 判決⑥ 

24. 当事者の意思による終了① 
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25. 当事者の意思による終了② 

26. 補論① 

27. 補論② 

28. 総括 

 

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

民事訴訟（判決手続）では、紛争の当事者間に民法等の実体法が認めている権利・義務が存在するのかどうかが争われ、裁判

所によってこれに対する一定の結論が示される。ゆえに、そこで起こっていることの意味を理解するうえでは、実体法の基礎的事

項に関する理解が不可欠となるため、実体法、とくに民法のうちいわゆる財産法の分野については、本講義の開講前、あるいは

本講義と並行して学習することが推奨される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三木浩一ほか、2018、『リーガルクエスト民事訴訟法（第３版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17938-7) 

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

テキストのほかに、ブランド等を問わないが、「民事訴訟法」および「民事訴訟規則」が全文掲載されている最新の六法を毎回用

意する（アプリ等でも構わないが、筆記試験で使用できるのは紙の六法であることに留意すること）。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業等において指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義資料は blackboardを通じて電子的に配布される。紙による配布は行わない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX054／民事訴訟法（２） 

(Civil Procedure (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法（判決手続）の概説（上訴・再審及び複雑訴訟） 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟（判決手続）の上訴・再審及び複雑訴訟についての基本的な事項を理解すること。 

 

To establish basic understanding of the following topics of civil procedure: appellate procedure, action for retrials and complex 

litigations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

民事訴訟法（１）で得られた知見を前提として、本講義の前半（上訴・再審）では、第一審における敗訴当事者が上級裁判所によ

るその見直しを求める場合に行われる上訴に関する手続、また、確定した判決の取り消しを求めてする再審の訴えに関する手続

について解説する。後半（複雑訴訟）では、判決手続が、複数の請求を併せて審理判断することになるため、あるいは、一人の原

告と一人の被告以外の者が関与することになるために複雑化する現象、及びその複雑化した判決手続がどのように規律される

かについて解説がなされる。なお、講義の前半では、昨年度民事訴訟法（1）で扱えなかった範囲をカバーする。 

 

This course, based on the knowledge acquired through Civil Procedure(1), introduces, firstly, processes of appeals against 

judgments of lower courts and action for retrials of concluded cases. Then, we move on to complex litigations, which includes 

actions with multiple claims and/or actions in which third parties—other than one plaintiff and one defendant— involved. 

Additionally, unfinished topics, if any, of Civil Procedure (1) last year will also be covered.      

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・民事訴訟法（１）の復習・積み残し① 

2. 民事訴訟法（１）の復習・積み残し② 

3. 上訴総論・控訴① 

4. 控訴② 

5. 上告・抗告 

6. 再審 

7. 複雑訴訟の前提 

8. 複数請求訴訟（客観的併合）と周辺 

9. 通常共同訴訟と周辺 

10. 必要的共同訴訟 

11. 共同訴訟参加・独立当事者参加・共同訴訟的補助参加 

12. 訴訟告知と補助参加 

13. 訴訟承継 

14. 総括 

 

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

民事訴訟法（１）の内容を開講前に丹念に復習しておくこと。 

事前に配布される講義資料に従い、十分な予習・復習をして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三木浩一ほか、2018、『リーガルクエスト民事訴訟法（第３版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-70706-1) 

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

テキストのほかに、ブランド等を問わないが、「民事訴訟法」および「民事訴訟規則」が全文掲載されている最新の六法を毎回用

意する（アプリ等でも構わないが、筆記試験で使用できるのは紙の六法であることに留意すること）。 
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参考文献（Readings） 

初回授業等において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義資料は blackboardを通じて電子的に配布される（紙による配布は行わない）。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事訴訟法（１）（法曹コース） 

(Civil Procedure (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法（判決手続）の概説 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

た論理的なアプローチによって合理的な回答を導けるようになること。 

 

The purposes of this course are (1) to establish a fundamental understanding of civil procedure that constitutes the basis of the 

law and the civil judiciary system; (2) after understanding the process by which a dispute is resolved through civil litigation, to 

be able to provide rational answers to various problems that occur during the process by using a logical approach based on 

accurate understanding of provisions and essential concepts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

概ね教科書に記述されている順序に沿って、民事訴訟法（判決手続）について解説する。授業は原則として講義形式で行われる

が、実定法の理解は、授業で聞いたその時になんとなく理解できたというのでは不十分であり、現実に生じうる問題を、学びとっ

たルールの体系を適用して解決することができるだけの、言ってみれば「使用に耐える」レベルの理解が求められる。そのような

レベルに到達するには、能動的な学習態度が必要不可欠である。 

なお本科目では、判決手続のうち、上訴・再審および複雑訴訟に関する部分の詳細は扱われない予定である。 

 

This course aims to, for the most part, explain the Code of Civil Procedure according to the textbook's sequence. Generally, the 

course follows a lecture format. However, vaguely understanding the topics in law classes is not enough. Instead, students need 

to achieve, as much as possible, a “usable” level of understanding that applies the system of learned rules to resolve actually 

occurring problems. Students' active learning attitude is essential for reaching this level. 

Notice: Topics related to appellate procedure, retrial, and complex litigations are excluded from this course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・民事訴訟とは何か① 

2. 民事訴訟とは何か② 

3. 訴訟手続の開始① 

4. 訴訟手続の開始② 

5. 裁判所 

6. 当事者① 

7. 当事者② 

8. 当事者③ 

9. 審理の原則① 

10. 審理の原則② 

11. 審理の準備 

12. 事案の解明① 

13. 事案の解明② 

14. 事案の解明③ 

15. 事案の解明④ 

16. 訴訟要件① 

17. 訴訟要件② 

18. 判決① 

19. 判決② 

20. 判決③ 

21. 判決④ 

22. 判決⑤ 

23. 判決⑥ 

24. 当事者の意思による終了① 
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25. 当事者の意思による終了② 

26. 補論① 

27. 補論② 

28. 総括 

 

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

民事訴訟（判決手続）では、紛争の当事者間に民法等の実体法が認めている権利・義務が存在するのかどうかが争われ、裁判

所によってこれに対する一定の結論が示される。ゆえに、そこで起こっていることの意味を理解するうえでは、実体法の基礎的事

項に関する理解が不可欠となるため、実体法、とくに民法のうちいわゆる財産法の分野については、本講義の開講前、あるいは

本講義と並行して学習することが推奨される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三木浩一ほか、2018、『リーガルクエスト民事訴訟法（第３版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17938-7) 

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

テキストのほかに、ブランド等を問わないが、「民事訴訟法」および「民事訴訟規則」が全文掲載されている最新の六法を毎回用

意する（アプリ等でも構わないが、筆記試験で使用できるのは紙の六法であることに留意すること）。 

 

参考文献（Readings） 

初回授業等において指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義資料は blackboardを通じて電子的に配布される。紙による配布は行わない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事訴訟法（２）（法曹コース） 

(Civil Procedure (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法（判決手続）の概説（上訴・再審及び複雑訴訟） 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟（判決手続）の上訴・再審及び複雑訴訟についての基本的な事項を理解すること。 

 

To establish basic understanding of the following topics of civil procedure: appellate procedure, action for retrials and complex 

litigations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

民事訴訟法（１）で得られた知見を前提として、本講義の前半（上訴・再審）では、第一審における敗訴当事者が上級裁判所によ

るその見直しを求める場合に行われる上訴に関する手続、また、確定した判決の取り消しを求めてする再審の訴えに関する手続

について解説する。後半（複雑訴訟）では、判決手続が、複数の請求を併せて審理判断することになるため、あるいは、一人の原

告と一人の被告以外の者が関与することになるために複雑化する現象、及びその複雑化した判決手続がどのように規律される

かについて解説がなされる。なお、講義の前半では、昨年度民事訴訟法（1）で扱えなかった範囲をカバーする。 

 

This course, based on the knowledge acquired through Civil Procedure(1), introduces, firstly, processes of appeals against 

judgments of lower courts and action for retrials of concluded cases. Then, we move on to complex litigations, which includes 

actions with multiple claims and/or actions in which third parties—other than one plaintiff and one defendant— involved. 

Additionally, unfinished topics, if any, of Civil Procedure (1) last year will also be covered.      

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・民事訴訟法（１）の復習・積み残し① 

2. 民事訴訟法（１）の復習・積み残し② 

3. 上訴総論・控訴① 

4. 控訴② 

5. 上告・抗告 

6. 再審 

7. 複雑訴訟の前提 

8. 複数請求訴訟（客観的併合）と周辺 

9. 通常共同訴訟と周辺 

10. 必要的共同訴訟 

11. 共同訴訟参加・独立当事者参加・共同訴訟的補助参加 

12. 訴訟告知と補助参加 

13. 訴訟承継 

14. 総括 

 

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

民事訴訟法（１）の内容を開講前に丹念に復習しておくこと。 

事前に配布される講義資料に従い、十分な予習・復習をして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三木浩一ほか、2018、『リーガルクエスト民事訴訟法（第３版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-70706-1) 

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

テキストのほかに、ブランド等を問わないが、「民事訴訟法」および「民事訴訟規則」が全文掲載されている最新の六法を毎回用

意する（アプリ等でも構わないが、筆記試験で使用できるのは紙の六法であることに留意すること）。 

 



 - 72 - 

参考文献（Readings） 

初回授業等において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義資料は blackboardを通じて電子的に配布される（紙による配布は行わない）。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX058 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX058／倒産法 

(Bankruptcy Law) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

倒産法は債務者の再出発を可能とする。本講義ではそのようなヒューマニスティックな制度である倒産手続の概要を修得する。

倒産法は手続法と実体法を綜合する法分野であって、諸君が民法で学んだ知識を立体化する楽しみもある領域なのである。 

 

Bankruptcy law enables debtors to make a fresh start. In this course, students will study an overview of such a humanistic 

system, which is bankruptcy procedures. Bankruptcy law is a field of law which synthesizes procedural law and substantive law, 

and it is also an area which solidifies the knowledge you have learned in civil law in an enjoyable way. 

 

授業の内容（Course Contents） 

倒産手続の申し立てと開始、倒産債権・財団債権・共益債権、管財人の地位、双務契約の処理、倒産債務者財産の管理と換価、

再生・再建計画、倒産手続の進行と終了、消費者倒産の諸問題、国際倒産処理について講述する。いずれのテーマについても、

破産手続に限定せず、民事再生法、会社更生法の内容も横断的に解説する。 

 

This course will explain the opening of insolvency procedures, bankruptcy claims/estate claims/common benefit claims, position 

of administrators, executory contracts, rehabilitation and restructuring plans, the progress and closure of insolvency 

proceedings, various problems of consumer insolvency, and international insolvency law. The topics will not be limited to 

bankruptcy proceedings, but also explain the details of the Civil Rehabilitation Act and the Corporate Reorganization Act in an 

interdisciplinary manner. 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 倒産法総論 

2. 倒産手続の申し立てと保全処分 

3. 倒産管理機構 

4. 倒産債権の処理 

5. 倒産債務者の契約関係の規律 

6. 否認権（１） 

7. 否認権（２） 

8. 担保権 

9. 相殺権・取戻権 

10. 倒産債務者財産の管理と換価 

11. 再生計画・更生計画 

12. 倒産手続の進行と終了 

13. 消費者倒産 

14. 国際倒産 

 

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

予めテキストの該当箇所を精読しておくこと。講義で言及した判例は、「倒産判例百選」で確認しておくように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本和彦、『倒産処理法入門』、有斐閣 

2. 松下淳一他、『倒産判例百選』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 74 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX059 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX059／民事執行・保全法 

(Civil Execution Law and Civil Provisional Remedies Law) 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事執行法および民事保全法の基礎的な知識を習得する。債権者の立場で自己が有する権利の実現のためにいかなる手続を

利用することができるかを把握するとともに、執行執行・民事保全において権利を害される者のためにいかなる不服申立ての手

段が用意されているかを理解する。 

 

The goas of this course is to obtain basic knowledge about Civil Execution Act and Civil Preservation Act. 

 

授業の内容（Course Contents） 

民事執行法および民事保全法に関する基礎的な概念を説明する。関連する民事訴訟法の判例および学説にも言及する。 

 

This course introduces  basic knowledge about Civil Execution Act , Civil Preservation Act and court precedents about those 

Act. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 民事執行および民事保全の意義 

2. 民事執行の要件① 

3. 民事執行の要件② 

4. 民事執行における救済システム 

5. 不動産執行① 

6. 不動産執行② 

7. 不動産執行③ 

8. 不動産執行④、動産執行 

9. 債権執行① 

10. 債権執行② 

11. 非金銭執行 

12. 担保権実行 

13. 民事保全概説① 

14. 民事保全概説② 

 

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

民事訴訟法（１）（２）を受講することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX060 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX060／刑事訴訟法 

(Criminal Procedure) 

担当者名 

（Instructor） 
川島 享祐(KAWASHIMA KYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑事手続を規律する原理やルールを理解する。 

 

The objective of this course is to understand the principles and rules which govern the criminal procedure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ある人が犯罪を行ったとしても，その人が直ちに処罰されるわけではない。通常，警察官がその犯罪を捜査し，検察官が犯人と

疑われる者を起訴し，裁判所がその者を有罪としたときに初めて，犯罪の犯人は処罰されることになる。 

この授業では，このような手続を規律する刑事訴訟法を取り扱う。具体的には，まず，捜査から公判に至るまでの手続の通常の

流れを概観し，そのうえで，その過程で生じる法的問題点を判例がどのように解決しているのかを分析する。 

 

Even if someone commits a crime, he/she will not be necessarily punished for it. He/she will be punished, only if the police 

investigate it, the prosecutor indicts him/her as an accused, and the court convicts him/her. 

This course examines the law of criminal procedure which rules these processes. At first, we will overview the usual course of 

criminal procedure from investigation to trial, and then analyze how the case law settles the legal issues that arise in the course 

of these processes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１部 捜査手続 

捜査手続の全体像 

2. 強制捜査と任意捜査① 

3. 強制捜査と任意捜査② 

4. 捜査の端緒――行政警察活動に対する法的規律等 

5. 供述を収集・保全する手続 

6. 被疑者・被告人の身体を拘束する手続① 

7. 被疑者・被告人の身体を拘束する手続② 

8. 被疑者・被告人の身体を拘束する手続③ 

9. 被疑者の防御／弁護人の援助を受ける権利 

10. 証拠となる物を収集・保全する手続①――令状による捜索・差押え① 

11. 証拠となる物を収集・保全する手続②――令状による捜索・差押え② 

12. 証拠となる物を収集・保全する手続③――逮捕に伴う無令状の捜索・差押え，領置 

13. 対象の状態等を認識し証拠として保全する手続／会話・通信の傍受／GPS捜査 

14. 第２部 証拠法 

公判手続・証拠法の全体像 

15. 証拠の関連性／人の性格の立証／裁判員制度と証拠法 

16. 刑事手続における専門的知見の利用――鑑定，体液の採取，科学的証拠 

17. 物を証拠として使用する場合の法的規律――違法収集証拠排除法則 

18. 被告人以外の者の供述を証拠とする場合の法的規律①――伝聞法則 

19. 被告人以外の者の供述を証拠とする場合の法的規律②――伝聞例外① 

20. 被告人以外の者の供述を証拠とする場合の法的規律③――伝聞例外② 

21. 被告人の供述を証拠とする場合の法的規律――自白法則，補強法則 

22. 第３部 公訴の提起と裁判 

検察官による公訴の提起 

23. 公判前整理手続に関する諸問題 

24. 審判対象論／検察官の訴因設定権限／訴因の明示・特定 

25. 訴因の変更① 

26. 訴因の変更② 

27. 裁判 

28. 第４部 上訴・非常救済手続 

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

事前にレジュメを配布するので，授業前に目を通すとともに，授業で扱う予定の判例を読んでおくこと。 

授業ではレジュメ（あるいは自らのノート）にメモをとることになるので，授業後には，そのメモを頼りに，教科書や参考文献を参照

しながら復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 長沼範良ほか、2020、『刑事訴訟法（第 6 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641221574) 

2. 酒巻匡、2020、『刑事訴訟法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641139428) 

3. 宇藤崇ほか、2018、『リーガルクエスト刑事訴訟法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641179332) 

4. 川出敏裕、2016、『判例講座 刑事訴訟法（捜査・証拠篇）』、立花書房 (ISBN:978-4803724837) 

5. 川出敏裕、2018、『判例講座 刑事訴訟法（公訴提起・公判・裁判篇）』、立花書房 (ISBN:978-4803724882) 

6. 吉開多一ほか、2020、『基本刑事訴訟法１――手続理解編』、日本評論社 (ISBN:978-4535524194) 

7. 吉開多一ほか、2021、『基本刑事訴訟法２――論点理解編』、日本評論社 (ISBN:978-4535524200) 

初回の授業で，教科書の選び方などについて説明します。 

授業の内容の理解や発展的な学習に有益な参考文献については，適宜授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

刑事手続というのは，刑罰法令を適用実現するためのものですので（刑事訴訟法 1 条参照），刑法総論・刑法各論の授業を既に

履修済み，あるいは少なくとも履修中でないと，本講義の内容の理解が難しい場合があるかもしれません。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑事訴訟法（法曹コース） 

(Criminal Procedure) 

担当者名 

（Instructor） 
川島 享祐(KAWASHIMA KYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑事手続を規律する原理やルールを理解する。 

 

The objective of this course is to understand the principles and rules which govern the criminal procedure. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ある人が犯罪を行ったとしても，その人が直ちに処罰されるわけではない。通常，警察官がその犯罪を捜査し，検察官が犯人と

疑われる者を起訴し，裁判所がその者を有罪としたときに初めて，犯罪の犯人は処罰されることになる。 

この授業では，このような手続を規律する刑事訴訟法を取り扱う。具体的には，まず，捜査から公判に至るまでの手続の通常の

流れを概観し，そのうえで，その過程で生じる法的問題点を判例がどのように解決しているのかを分析する。 

 

Even if someone commits a crime, he/she will not be necessarily punished for it. He/she will be punished, only if the police 

investigate it, the prosecutor indicts him/her as an accused, and the court convicts him/her. 

This course examines the law of criminal procedure which rules these processes. At first, we will overview the usual course of 

criminal procedure from investigation to trial, and then analyze how the case law settles the legal issues that arise in the course 

of these processes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１部 捜査手続 

捜査手続の全体像 

2. 強制捜査と任意捜査① 

3. 強制捜査と任意捜査② 

4. 捜査の端緒――行政警察活動に対する法的規律等 

5. 供述を収集・保全する手続 

6. 被疑者・被告人の身体を拘束する手続① 

7. 被疑者・被告人の身体を拘束する手続② 

8. 被疑者・被告人の身体を拘束する手続③ 

9. 被疑者の防御／弁護人の援助を受ける権利 

10. 証拠となる物を収集・保全する手続①――令状による捜索・差押え① 

11. 証拠となる物を収集・保全する手続②――令状による捜索・差押え② 

12. 証拠となる物を収集・保全する手続③――逮捕に伴う無令状の捜索・差押え，領置 

13. 対象の状態等を認識し証拠として保全する手続／会話・通信の傍受／GPS捜査 

14. 第２部 証拠法 

公判手続・証拠法の全体像 

15. 証拠の関連性／人の性格の立証／裁判員制度と証拠法 

16. 刑事手続における専門的知見の利用――鑑定，体液の採取，科学的証拠 

17. 物を証拠として使用する場合の法的規律――違法収集証拠排除法則 

18. 被告人以外の者の供述を証拠とする場合の法的規律①――伝聞法則 

19. 被告人以外の者の供述を証拠とする場合の法的規律②――伝聞例外① 

20. 被告人以外の者の供述を証拠とする場合の法的規律③――伝聞例外② 

21. 被告人の供述を証拠とする場合の法的規律――自白法則，補強法則 

22. 第３部 公訴の提起と裁判 

検察官による公訴の提起 

23. 公判前整理手続に関する諸問題 

24. 審判対象論／検察官の訴因設定権限／訴因の明示・特定 

25. 訴因の変更① 

26. 訴因の変更② 

27. 裁判 

28. 第４部 上訴・非常救済手続 

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

事前にレジュメを配布するので，授業前に目を通すとともに，授業で扱う予定の判例を読んでおくこと。 

授業ではレジュメ（あるいは自らのノート）にメモをとることになるので，授業後には，そのメモを頼りに，教科書や参考文献を参照

しながら復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 長沼範良ほか、2020、『刑事訴訟法（第 6 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641221574) 

2. 酒巻匡、2020、『刑事訴訟法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641139428) 

3. 宇藤崇ほか、2018、『リーガルクエスト刑事訴訟法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641179332) 

4. 川出敏裕、2016、『判例講座 刑事訴訟法（捜査・証拠篇）』、立花書房 (ISBN:978-4803724837) 

5. 川出敏裕、2018、『判例講座 刑事訴訟法（公訴提起・公判・裁判篇）』、立花書房 (ISBN:978-4803724882) 

6. 吉開多一ほか、2020、『基本刑事訴訟法１――手続理解編』、日本評論社 (ISBN:978-4535524194) 

7. 吉開多一ほか、2021、『基本刑事訴訟法２――論点理解編』、日本評論社 (ISBN:978-4535524200) 

初回の授業で，教科書の選び方などについて説明します。 

授業の内容の理解や発展的な学習に有益な参考文献については，適宜授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

刑事手続というのは，刑罰法令を適用実現するためのものですので（刑事訴訟法 1 条参照），刑法総論・刑法各論の授業を既に

履修済み，あるいは少なくとも履修中でないと，本講義の内容の理解が難しい場合があるかもしれません。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX071／行政法１ 

(Administrative Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法総論 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政は、立法、司法と並んで、国家作用の１つであるが、行政法はこの行政に関する法的規律（ルール）を扱う分野である。国家

の作用については、憲法が、権力分立と基本的人権の保障を基礎に基本的な事項を定めているが、行政法は、この憲法や「法

律による行政の原理」（法治主義）に基づいて、国や地方公共団体などが行う行政活動のあり方について具体的に定めるもので

ある。したがって、憲法（とりわけ憲法訴訟）を理解するためには、行政法の知識が必要不可欠である。また、他方で行政は、租

税、労働・社会保障、環境保護、経済規制、知的財産保護などの個別分野にも関わるものであるから、これらにかかわる法分野

を学ぶ前提としても、行政法の知識は必要である。その意味で行政法は、いわゆる六法とともに基本的な法分野として位置づけ

られている（いわゆる七法）。 

 この授業は、行政法の入門も含め、「授業の内容」に示された事項につき、行政法の基本的な考え方を理解することを基本的な

目標とし、公務員や法曹、さらには企業法務などを目指す学生にとっても、それぞれの目標を達成するための確固とした基礎を

形成する。 

 

Administration is one government function which stands side-by-side with legislation and the administration of justice, but 

Administrative Law is the area which covers the legal framework (rules) concerning administration. With regard to government 

functions, the Constitution establishes fundamental matters based on the separation of powers and the guarantee of basic 

human rights, but Administrative Law specifically establishes the ideal form of administrative activities carried out by the nation 

and local public organizations based on the Constitution and "legally based administrative principles" (rule of law). Therefore, 

knowledge of Administrative Law is essential to understand the Constitution (especially constitutional litigation). Moreover, 

because on the other hand administration is also involved in individual areas such as taxation, labor and social insurance, 

environmental protection, economic regulation, and the protection of intellectual property, knowledge of Administrative Law is 

required for legal fields involved in these activities as well. In that sense, Administrative Law is positioned as a fundamental field 

of law together with the so-called six major legal codes (referred to as the seven major legal codes). 

 With regard to the items indicated in the "class content", the fundamental objective of this course, including the introduction 

to Administrative Law, is to understand the fundamental way of thinking of Administrative Law to form a solid foundation for 

students aiming to become public servants, judicial officers, and corporate law personnel, etc. to achieve each of their goals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政法のうち、この行政法１では、行政法の基本原理と行政活動に対する法的規律の仕組みについて扱う。なお、2023 年度春

学期開講予定の行政法２は、この行政法１を受けて、違法な行政活動などに対する国民の権利救済について定める行政救済法

を扱う。 

 具体的には、(1)憲法と行政法との関係や、行政法の基本原理である「法律による行政の原理」など、行政法の基本的な枠組み

について説明する。その上で、(2)行政行為、行政立法、行政指導、行政契約、行政計画、行政強制などの「行政活動の行為形

式」とその法的規律について概観する。 

 行政法１の分野は、個別の事項（論点・制度など）が他の事項と有機的に関連していることが多いので、講義にあたってもその

ような事項相互の関連にも言及する。したがって、受講に当たっても、授業の最初から最後まで聴いてはじめて、最終的に全体が

わかるという内容であることに留意して欲しい。 

 

Within Administrative Law, this Administrative Law 1 course covers the basic principles of Administrative Law and the legal 

framework for administrative activities. Furthermore, the Administrative Law 2 course scheduled to be held during the spring 

semester of the 2021 academic year will continue on from Administrative Law 1 and cover the Administrative Remedy Act 

which establishes remedies for the violations of the people’s rights with regards to illegal administrative activities. 

 Specifically, this course will explain (1) the basic framework of Administrative Law including the relationship between the 

Constitution and Administrative Law and the "principle of administration by law" which is the fundamental principle of 

Administrative Law. In addition, it will survey (2) administrative acts, administrative legislation, administrative guidance, 

administrative contracts, administrative planning, administrative compulsion, and other “action types of administrative 

activities.” 

 The field of Administrative Law 1 has many individual matters (arguments, systems, etc.) which organically relate to other 
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matters, so the lectures will also refer to the mutual relationships between such matters. Therefore, please note that when it 

comes to attending class, the content is such that you will ultimately understand the entire discussion if you listen from the 

beginning to the end. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政及び行政法① 

2. 行政及び行政法② 

3. 行政及び行政法③・法律による行政の原理① 

4. 法律による行政の原理② 

5. 法律による行政の原理③・法の一般原理 

6. 行政行為① 

7. 行政行為② 

8. 行政行為③ 

9. 行政行為④ 

10. 行政行為⑤・行政裁量① 

11. 行政裁量② 

12. 行政裁量③ 

13. 行政裁量④・行政行為の附款 

14. 行政立法① 

15. 行政立法②・行政契約 

16. 行政指導① 

17. 行政指導②・行政計画① 

18. 行政計画②・行政手続① 

19. 行政手続② 

20. 行政手続③ 

21. 行政手続④・情報公開① 

22. 情報公開② 

23. 情報公開③ 

24. 行政上の義務履行確保① 

25. 行政上の義務履行確保② 

26. 行政上の義務履行確保③ 

27. 即時強制・行政調査 

28. 行政組織 

 

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

憲法・民法などの基礎的科目の理解を確実なものとして授業に臨むこと。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 82 - 

■EX072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX072／行政法２ 

(Administrative Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

の深い理解には、行政法２の内容の理解が必須である。 

 

Based on knowledge of the General Law of Administrative Law learned in Administrative Law 1, this course aims to teach 

students about the rights of citizens for remedy of administrative activities. Knowledge of the administrative litigation system 

and other remedial systems is not only indispensable for lawyers but also for public officers. The purpose of this course is to 

deepen students'  understanding of the current situation and basic matters of Administrative Remedial Law. In addition, for 

students' deep understanding of judicial review within the Constitution, they must understand the contents of Administrative 

Law 2. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As students learned in Administrative Law 1, administrative activities must be conducted in accordance with the law, based on 

legal principles of administrative administration. However, in actuality, administrative activities are sometimes performed illegally, 

so how to remedy people's rights at that time is an important issue. Making the administrative principles of the law effective is 

also necessary. Thus, this course aims to provide an overview of  administrative remedial systems in Japan.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 行政訴訟法概説・行政事件訴訟法の訴訟類型 

3. 取消訴訟 1 

4. 取消訴訟 2 

5. 無効確認訴訟 

6. 不作為の違法確認訴訟 

7. 義務付け訴訟・差止訴訟 

8. 無名抗告訴訟 

9. 当事者訴訟・民衆訴訟 

10. 機関訴訟・訴訟要件ー不服申立前置 

11. 訴訟要件ー被告適格・管轄・出訴期間・教示 

12. 原告適格 1 

13. 原告適格 2 

14. 執行停止 1 

15. 執行停止 2 

16. 訴えの審理 

17. 違法性の判断基準時 

18. 判決 1 

19. 判決 2 

20. 狭義の行政争訟法概説 

21. 行政上の不服申立て 1 



 - 83 - 

22. 行政上の不服申立て 2・その他の行政争訟 

23. 国家補償法概説・公権力の行使に基づく損害の賠償責任 1 

24. 公権力の行使に基づく損害の賠償責任 2 

25. 公権力の行使に基づく損害の賠償責任 3 

26. 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任 1 

27. 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任 2 

28. 損失補償 

 

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

授業の前に、授業で取り扱う内容につき下記の教科書の該当部分を読んでおくと授業の理解に資するであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

2. 宇賀克也・交告尚史・山本隆司編、2017、『行政判例百選Ⅱ(第 7 版)』、有斐閣 (ISBN:978-4641115361) 

百選は毎回授業で参照するので持参されたい 

 

参考文献（Readings） 

教科書以外の参考文献は適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／行政法１（法曹コース） 

(Administrative Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法総論 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政は、立法、司法と並んで、国家作用の１つであるが、行政法はこの行政に関する法的規律（ルール）を扱う分野である。国家

の作用については、憲法が、権力分立と基本的人権の保障を基礎に基本的な事項を定めているが、行政法は、この憲法や「法

律による行政の原理」（法治主義）に基づいて、国や地方公共団体などが行う行政活動のあり方について具体的に定めるもので

ある。したがって、憲法（とりわけ憲法訴訟）を理解するためには、行政法の知識が必要不可欠である。また、他方で行政は、租

税、労働・社会保障、環境保護、経済規制、知的財産保護などの個別分野にも関わるものであるから、これらにかかわる法分野

を学ぶ前提としても、行政法の知識は必要である。その意味で行政法は、いわゆる六法とともに基本的な法分野として位置づけ

られている（いわゆる七法）。 

 この授業は、行政法の入門も含め、「授業の内容」に示された事項につき、行政法の基本的な考え方を理解することを基本的な

目標とし、公務員や法曹、さらには企業法務などを目指す学生にとっても、それぞれの目標を達成するための確固とした基礎を

形成する。 

 

Administration is one government function which stands side-by-side with legislation and the administration of justice, but 

Administrative Law is the area which covers the legal framework (rules) concerning administration. With regard to government 

functions, the Constitution establishes fundamental matters based on the separation of powers and the guarantee of basic 

human rights, but Administrative Law specifically establishes the ideal form of administrative activities carried out by the nation 

and local public organizations based on the Constitution and "legally based administrative principles" (rule of law). Therefore, 

knowledge of Administrative Law is essential to understand the Constitution (especially constitutional litigation). Moreover, 

because on the other hand administration is also involved in individual areas such as taxation, labor and social insurance, 

environmental protection, economic regulation, and the protection of intellectual property, knowledge of Administrative Law is 

required for legal fields involved in these activities as well. In that sense, Administrative Law is positioned as a fundamental field 

of law together with the so-called six major legal codes (referred to as the seven major legal codes). 

 With regard to the items indicated in the "class content", the fundamental objective of this course, including the introduction 

to Administrative Law, is to understand the fundamental way of thinking of Administrative Law to form a solid foundation for 

students aiming to become public servants, judicial officers, and corporate law personnel, etc. to achieve each of their goals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政法のうち、この行政法１では、行政法の基本原理と行政活動に対する法的規律の仕組みについて扱う。なお、2023 年度春

学期開講予定の行政法２は、この行政法１を受けて、違法な行政活動などに対する国民の権利救済について定める行政救済法

を扱う。 

 具体的には、(1)憲法と行政法との関係や、行政法の基本原理である「法律による行政の原理」など、行政法の基本的な枠組み

について説明する。その上で、(2)行政行為、行政立法、行政指導、行政契約、行政計画、行政強制などの「行政活動の行為形

式」とその法的規律について概観する。 

 行政法１の分野は、個別の事項（論点・制度など）が他の事項と有機的に関連していることが多いので、講義にあたってもその

ような事項相互の関連にも言及する。したがって、受講に当たっても、授業の最初から最後まで聴いてはじめて、最終的に全体が

わかるという内容であることに留意して欲しい。 

 

Within Administrative Law, this Administrative Law 1 course covers the basic principles of Administrative Law and the legal 

framework for administrative activities. Furthermore, the Administrative Law 2 course scheduled to be held during the spring 

semester of the 2021 academic year will continue on from Administrative Law 1 and cover the Administrative Remedy Act 

which establishes remedies for the violations of the people’s rights with regards to illegal administrative activities. 

 Specifically, this course will explain (1) the basic framework of Administrative Law including the relationship between the 

Constitution and Administrative Law and the "principle of administration by law" which is the fundamental principle of 

Administrative Law. In addition, it will survey (2) administrative acts, administrative legislation, administrative guidance, 

administrative contracts, administrative planning, administrative compulsion, and other “action types of administrative 

activities.” 

 The field of Administrative Law 1 has many individual matters (arguments, systems, etc.) which organically relate to other 
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matters, so the lectures will also refer to the mutual relationships between such matters. Therefore, please note that when it 

comes to attending class, the content is such that you will ultimately understand the entire discussion if you listen from the 

beginning to the end. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政及び行政法① 

2. 行政及び行政法② 

3. 行政及び行政法③・法律による行政の原理① 

4. 法律による行政の原理② 

5. 法律による行政の原理③・法の一般原理 

6. 行政行為① 

7. 行政行為② 

8. 行政行為③ 

9. 行政行為④ 

10. 行政行為⑤・行政裁量① 

11. 行政裁量② 

12. 行政裁量③ 

13. 行政裁量④・行政行為の附款 

14. 行政立法① 

15. 行政立法②・行政契約 

16. 行政指導① 

17. 行政指導②・行政計画① 

18. 行政計画②・行政手続① 

19. 行政手続② 

20. 行政手続③ 

21. 行政手続④・情報公開① 

22. 情報公開② 

23. 情報公開③ 

24. 行政上の義務履行確保① 

25. 行政上の義務履行確保② 

26. 行政上の義務履行確保③ 

27. 即時強制・行政調査 

28. 行政組織 

 

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

憲法・民法などの基礎的科目の理解を確実なものとして授業に臨むこと。 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

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

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX074 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／行政法２（法曹コース） 

(Administrative Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

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

の深い理解には、行政法２の内容の理解が必須である。 

 

Based on knowledge of the General Law of Administrative Law learned in Administrative Law 1, this course aims to teach 

students about the rights of citizens for remedy of administrative activities. Knowledge of the administrative litigation system 

and other remedial systems is not only indispensable for lawyers but also for public officers. The purpose of this course is to 

deepen students'  understanding of the current situation and basic matters of Administrative Remedial Law. In addition, for 

students' deep understanding of judicial review within the Constitution, they must understand the contents of Administrative 

Law 2. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

 

As students learned in Administrative Law 1, administrative activities must be conducted in accordance with the law, based on 

legal principles of administrative administration. However, in actuality, administrative activities are sometimes performed illegally, 

so how to remedy people's rights at that time is an important issue. Making the administrative principles of the law effective is 

also necessary. Thus, this course aims to provide an overview of  administrative remedial systems in Japan.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 行政訴訟法概説・行政事件訴訟法の訴訟類型 

3. 取消訴訟 1 

4. 取消訴訟 2 

5. 無効確認訴訟 

6. 不作為の違法確認訴訟 

7. 義務付け訴訟・差止訴訟 

8. 無名抗告訴訟 

9. 当事者訴訟・民衆訴訟 

10. 機関訴訟・訴訟要件ー不服申立前置 

11. 訴訟要件ー被告適格・管轄・出訴期間・教示 

12. 原告適格 1 

13. 原告適格 2 

14. 執行停止 1 

15. 執行停止 2 

16. 訴えの審理 

17. 違法性の判断基準時 

18. 判決 1 

19. 判決 2 

20. 狭義の行政争訟法概説 

21. 行政上の不服申立て 1 
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22. 行政上の不服申立て 2・その他の行政争訟 

23. 国家補償法概説・公権力の行使に基づく損害の賠償責任 1 

24. 公権力の行使に基づく損害の賠償責任 2 

25. 公権力の行使に基づく損害の賠償責任 3 

26. 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任 1 

27. 公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任 2 

28. 損失補償 

 

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

授業の前に、授業で取り扱う内容につき下記の教科書の該当部分を読んでおくと授業の理解に資するであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

2. 宇賀克也・交告尚史・山本隆司編、2017、『行政判例百選Ⅱ(第 7 版)』、有斐閣 (ISBN:978-4641115361) 

百選は毎回授業で参照するので持参されたい 

 

参考文献（Readings） 

教科書以外の参考文献は適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX075／金融取引法１ 

(Law of Financial Transactions 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権の担保と法 

担当者名 

（Instructor） 
鳥山 泰志(TORIYAMA YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金銭債権の履行確保に関する民法の諸制度について、基本的な考え方を理解することを目標とします。 

 

The aim of this course is to help students acquire an understanding of the basic concepts of the systems about the securement 

of the fulfillment of monetary claims.  

 

授業の内容（Course Contents） 

民法第 2 編「物権」のうち、いわゆる担保物権法（第 2 編第 7-10 章）と、債権総論（第 3 編第 1章）のうち多数当事者の債権債

務、弁済による代位、相殺の部分について講義を行います。 

これらのルールは、おおむね、金銭債権の履行確保手段に関わる制度です。例えば。銀行が企業に事業資金を貸し付けるとき、

銀行は自らの貸金債権の回収を確実なものにするためにどのような手段をとりうるか。このような場面に関わるルールを学びま

す。そして、これらのルールは、私たちの経済生活で不可欠な金融取引に密接に関連しています。 

内容は膨大であり技術的な側面も大きい分野ですが、この授業では諸制度の基本的な趣旨・考え方に重点を置いて、それらを十

分に理解してもらえるように努めます。  

 

This course deals with the basic concepts and principles of Law of Securities (Part Ⅱ, Chapter Ⅶ-Ⅹof the Civil Code) and 

claims and obligations of multiple-parties, subrogation by performance, and set-offs in the general theory of claims (Part III, 

Chapter I of the Civil Code). 

These rules which are to secure the fulfillment of monetary claims are related to financial transactions which are essential for 

our everyday life. 

Because this area involves a massive number of issues, this course will not go into details or highly technical issues, and try to 

help students achieve full understanding of fundamental principles underlying the laws. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 担保法序説 

2. 抵当権① 

3. 抵当権② 

4. 抵当権③ 

5. 抵当権④ 

6. 抵当権⑤ 

7. 抵当権⑥ 

8. 留置権・先取特権・質権 

9. 譲渡担保① 

10. 譲渡担保②・仮登記担保・所有権留保 

11. 保証① 

12. 保証②・弁済による代位 

13. 連帯債務・相殺① 

14. 相殺② 

 

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

 

復習を重視します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 水津太郎他、2017、『判例３０！２物権』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13785-1) 

2. 鳥山泰志・藤澤治奈、2021、『民法３ 担保物権（ストゥディア）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15086-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業では，六法及び判例教材を手元に用意してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

民法１,2,3 の内容はおおむね理解していることを前提に講義を進めます。そのつもりで準備をしておいてください。  

 

注意事項（Notice） 
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■EX076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX076／金融取引法２ 

(Law of Financial Transactions 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
支払決済法 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、物やサービスの取引において行われる支払ないし決済に関わる法について、基本的な理解を深めることを目標とす

る。 

 

The aim is for students to deepen their understanding in the basics of laws pertaining to payments or settlements made in 

transactions involving goods or services. 

 

授業の内容（Course Contents） 

物やサービスに関する取引について、通常これは有償で行われ、支払という行為、ないし決済という債権債務関係を消滅させる

行為が伴うことになる。われわれの日常の取引であれば、現金による支払・決済がなされることも少なくないが、商取引の世界で

は、さまざまなリスク等にかんがみて、むしろ現金によってそれが行われることはまれである。 

本講義では、われわれの現実世界で用いられる多様な支払方法・決済方法を機能的に理解するとともに、これを規律する法的仕

組みについて扱うこととしたい。 

 

Transactions related to goods or services generally involve a fee, entailing a payment or settlement by which a credit-debt 

relationship is terminated. We often use cash to make payments or settlements in our daily transactions. However, due to 

various risks, etc., it is rare for payments or settlements to be made in cash in the world of commercial transactions. 

 

In this course, students will develop an understanding of the diverse payment methods and settlement methods used in our 

world from a functional perspective and learn about the legal mechanisms that regulate such methods. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 電子マネー・仮想通貨 

3. 銀行振込み① 

4. 銀行振込み② 

5. 小切手① 

6. 小切手② 

7. 為替手形 

8. 約束手形① 

9. 約束手形② 

10. 約束手形③ 

11. 約束手形④ 

12. 約束手形⑤ 

13. クレジットカード① 

14. クレジットカード② 

 

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

授業内で取り上げる演習問題につき、事前に調べ、準備しておくこと。また、単元の区切りごとに多肢選択式の小テストを行う。小

テストの結果は成績に含める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト(30%)/授業内課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小塚荘一郎＝森田果、2018、『支払決済法〔第３版〕』、商事法務 

2. 神田秀樹=神作裕之編、2014、『手形小切手判例百選〔第７版〕』、有斐閣 

初回の講義で説明するので、初回に準備していなくてよい。 
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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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■EX077 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／金融取引法１（法曹コース） 

(Law of Financial Transactions 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権の担保と法 

担当者名 

（Instructor） 
鳥山 泰志(TORIYAMA YASUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金銭債権の履行確保に関する民法の諸制度について、基本的な考え方を理解することを目標とします。 

 

The aim of this course is to help students acquire an understanding of the basic concepts of the systems about the securement 

of the fulfillment of monetary claims.  

 

授業の内容（Course Contents） 

民法第 2 編「物権」のうち、いわゆる担保物権法（第 2 編第 7-10 章）と、債権総論（第 3 編第 1章）のうち多数当事者の債権債

務、弁済による代位、相殺の部分について講義を行います。 

これらのルールは、おおむね、金銭債権の履行確保手段に関わる制度です。例えば。銀行が企業に事業資金を貸し付けるとき、

銀行は自らの貸金債権の回収を確実なものにするためにどのような手段をとりうるか。このような場面に関わるルールを学びま

す。そして、これらのルールは、私たちの経済生活で不可欠な金融取引に密接に関連しています。 

内容は膨大であり技術的な側面も大きい分野ですが、この授業では諸制度の基本的な趣旨・考え方に重点を置いて、それらを十

分に理解してもらえるように努めます。  

 

This course deals with the basic concepts and principles of Law of Securities (Part Ⅱ, Chapter Ⅶ-Ⅹof the Civil Code) and 

claims and obligations of multiple-parties, subrogation by performance, and set-offs in the general theory of claims (Part III, 

Chapter I of the Civil Code). 

These rules which are to secure the fulfillment of monetary claims are related to financial transactions which are essential for 

our everyday life. 

Because this area involves a massive number of issues, this course will not go into details or highly technical issues, and try to 

help students achieve full understanding of fundamental principles underlying the laws. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 担保法序説 

2. 抵当権① 

3. 抵当権② 

4. 抵当権③ 

5. 抵当権④ 

6. 抵当権⑤ 

7. 抵当権⑥ 

8. 留置権・先取特権・質権 

9. 譲渡担保① 

10. 譲渡担保②・仮登記担保・所有権留保 

11. 保証① 

12. 保証②・弁済による代位 

13. 連帯債務・相殺① 

14. 相殺② 

 

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

 

復習を重視します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 水津太郎他、2017、『判例３０！２物権』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13785-1) 

2. 鳥山泰志・藤澤治奈、2021、『民法３ 担保物権（ストゥディア）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15086-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業では，六法及び判例教材を手元に用意してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

民法１,2,3 の内容はおおむね理解していることを前提に講義を進めます。そのつもりで準備をしておいてください。  

 

注意事項（Notice） 
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■EX080 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX080／労働法 

(Labor Law) 

担当者名 

（Instructor） 
島村 暁代(SHIMAMURA AKIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

わが国の労働法の体系を理解し、基礎的な知識を習得するとともに、日本の雇用社会の現在と将来について考えるきっかけを与

えることである。 

 

The objectives of this course are to understand the structure of Labor Law and learn the basic  

knowledge as well as to give a chance to think of your own opinion about the current and the future of the employment society 

in Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

使関係法」との２つに大別される。本講義では、まず労働法の体系や法源に関する概要を説明した上で労働の現場で直面するで

あろう問題を切り口に個別的労働関係法を解説する。その後、集団的労使関係法を扱う。必要に応じて、契約関係の外側にある

労働市場の入口・出口に関する規制や紛争解決の実効性確保のための仕組みについても取り上げる。  

 

Labor Law is the generic name for the laws which regulate "labor." There are several ways to classify labor laws, but they can 

be largely divided into two groups. Focusing on contractual relationships, there are the "Acts Pertaining to Individual Labor 

Relations", which regulate the relationship between individual laborers and the employer, and the "Acts Pertaining to Collective 

Labor Relations", which regulate the relationship between a group of laborers (labor union) and the employer. The lectures will 

first explain the structure of Labor Law and the legal source of the grand design before going on to describe the Acts Pertaining 

to Individual Labor Relations on problems which are likely to be directly confronted in the workplace. After that, we will explain 

the Acts Pertaining to Collective Labor Relations.  While combining these two pillars, this course will cover the regulations 

concerning the entrances and exits of the labor market which exist outside of contractual relationships and the mechanisms for 

ensuring the effectiveness of dispute resolutions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 労働契約と労働法の法源 

3. 労働法における当事者（労基法） 

4. 労働法における当事者（労組法） 

5. 労働契約上の権利義務 

6. 労働憲章・雇用平等 

7. 雇用関係の成立（募集、内定） 

8. 雇用関係の成立（採用、試用） 

9. 雇用関係の存続（昇進・昇格、降格） 

10. 雇用関係の存続（配転、出向、転籍、休職） 

11. 雇用関係の終了（解雇） 

12. 雇用関係の終了（辞職、合意解約等） 

13. 非正規労働者の問題（有期） 

14. 非正規労働者の問題（パート・派遣等） 

15. 労働者の安全・健康の確保 

16. 賃金（賃金請求権） 

17. 賃金（賃金に対する法規制，賞与，退職金等） 

18. 労働時間（労働時間，休憩，休日に関する原則） 

19. 労働時間（原則以外の仕組み） 

20. 休暇（年休） 

21. 休暇・休業（産休・育休・介休等） 

22. 労働条件の変更（就業規則の変更） 

23. 労働条件の変更（労働協約の変更） 

24. 労働組合・団体交渉 
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25. 労働協約・団体行動 

26. 不当労働行為 

27. 労働紛争処理システム 

28. 企業組織の変動等 

 

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

・六法等，法令集を持参すること（『労働関係法規集』（労働政策研究・研修機構）も有益である）。 

・民法の基礎的知識があることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水町勇一郎、2020、『労働法（第 8 版）』、有斐閣 

2. 森戸英幸、2019、『プレップ労働法（第 6 版）』、弘文堂 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村中孝史・荒木尚志編、2022、『労働法判例百選（第 10 版）』、有斐閣 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX090／社会保障法 

(Social Security Law) 

担当者名 

（Instructor） 
島村 暁代(SHIMAMURA AKIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会保障法の領域は膨大に拡充し、内容も複雑であるが、その全体像をつかむと共に、社会保障制度についての基本的な仕

組みと法的紛争についての知識を得ることを目的とする。 

 

 The fields of the Social Security Law are very wide and the contexts are very complicated. The objectives of this course is to 

grasp an overall picture of the Social Security System in Japan as well as to acquire the fundamental structure of the systems 

and juridical knowledge about conflicts.   

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、人のライフステージにあわせて関係すると思われる社会保障制度を講義していく。その点で制度ごとに社会保障制

度を概観するオーソドックスな手法とは異なる。こうした講義を通じて社会保障法についての基本的な理解を深めるとともに、そ

れぞれの制度の重要性や機能を確認する。それぞれの場面において関連する裁判例や制度改革の議論にも適宜触れる。 

 

This lecture will give a lecture on the social security system related to people's life stages. In this respect, it is not an orthodox 

institutional theory. Each discussion will structure the class so that students will be able to acquire a fundamental 

understanding of the Social Security systems while emphasizing the significance and function of the Social Security system in 

particular. At that time, we will also touch on related judicial decisions and arguments about systemic reforms when appropriate.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 大学生と社会保障 

3. 就職による変化 

4. 就職後の健康とケガ・病気 

5. 仕事の変化（海外赴任・転職等） 

6. ライフイベント（１）結婚・妊娠・出産 

7. ライフイベント（２）子育て 

8. ライフイベント（３）離婚・死別 

9. ライフイベント（４）中高年の介護事情とがん 

10. 高齢者 

11. 生活に困窮する場合 

12. 障害を有する場合 

13. 外国人の場合 

14. 総括 

 

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

憲法、行政法、民法、労働法を履修済みか、並行して履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島村暁代、2021、『プレップ社会保障法』、弘文堂 

2. 黒田有志弥、2019、『ストゥディア社会保障法』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩村正彦編、2016、『社会保障法判例百選（第 5 版）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX091／Introduction to Legal Studies A 

担当者名 

（Instructor） 
クラクストン(CLAXTON JAMES) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to explore the nature of law and legal systems.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Topics will be developed through discussions of current events and social issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Law and Legal Systems 

2. Theories of Justice 

3. Rights  

4. Order 

5. Power 

6. Lawmaking 

7. Private Law 

8. Public Law 

9. Dispute resolution 

10. Courts 

11. Case Study I 

12. Case Study II 

13. Case Study III 

14. Case Study IV 

 

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

Students will sometimes be given questions to consider and materials to read before classes to facilitate class discussion. 

Preparation should take no more than one hour for each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(80%)/Case Study(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

All materials discussed in class will be made available in advance in electronic copy. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX092／Introduction to Legal Studies B 

担当者名 

（Instructor） 
クラクストン(CLAXTON JAMES) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to explore the nature of law and legal systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Topics will be developed primarily through discussions about contracts, civil wrongs, and criminal wrongs.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to Law and Legal Systems 

2. Justice 

3. Rights and Order 

4. Contracts  

5. Contracts 

6. Contracts 

7. Civil Wrongs 

8. Civil Wrongs 

9. Criminal Wrongs 

10. Criminal Wrongs 

11. Case Study I 

12. Case Study II 

13. Case Study III 

14. Case Study IV 

 

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

Students will sometimes be given questions to consider and materials to read before classes to facilitate class discussion. 

Preparation should take no more than one hour for each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(80%)/Case Study(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

All materials discussed in class will be made available in advance in electronic copy. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX093 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX093／Contract A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

For a better understanding of our society, training your logical thinking skills and value 

judgment 

担当者名 

（Instructor） 
田岡 絵理子(TAOKA ERIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    This course is designed to provide students with basic knowledge of Japanese contract law. The course has three primary 

objectives.  

    The first one is to understand our civil life from the legal lense. Since people cannot live without making contracts (e.g., 

riding in the train, buying sandwiches at a convenience store, and getting a cell phone), contract law is the closest law to our 

society. Therefore, through learning contract law (i.e., the ways it operates and solves disputes), students can also learn the 

ways our society operates.  

    The second one is to train students' value judgment. Almost every contract law-related dispute involves multiple parties' 

competing interests, each one of which deserves to be carefully analyzed and considered. Academics' discussions also provide 

competing opinions and various approaches to solve disputes. Through case studies, the students can train the way of balancing 

competing interests and constantly test their own value judgment. The last objective is to train logical thinking skills. Contract 

law is the law of logic. Through learning the ways of interpreting contract law, students can train their logical thinking skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

    The lectures will be provided with PowerPoint. However, the sessions will be based on the discussions with the students.  

    Reading materials will be provided in class. Read the assigned material before each class. Students are required to 

participate in classroom discussion based on the reading assignment that has been given for the session. To help provide the 

requisite motivation to stay current on the readings, students may be called on in class.  

    Active participation in class is expected from everyone. Please note that class participation makes up a signifcant portion 

of your grade, which means that you must come to class diligently prepared to take part in interactions in class. Also be aware 

that credit is not given merely for attendance. Your participation, not presence, is what counts toward your grade. The success 

of the course will depend greatly on your preparedness for class and willingness to engage in dialogue in class. If missing a 

session is unavoidable, you are responsible for finding out from a fellow classmate what was informed, dealt with, and discussed 

during the session.  

    Writing assignments will also be given. Writing assignments must be submitted by the due dates. A late assignment may be 

accepted with the instructor’s explicit permission, but deductions will be made for each day the assignment is late. Your grade 

will suffer substantially if you miss an entire assignment.  

    Topics for presentations, classroom discussions, and writing assignments involve mainly examinations of cases and 

elaborations of opinions on topics that are to be discussed in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Characteristics of Japanese contract law: meaning of civil law, the Civil Code, and the General principles of civil law 

The concept of contract: What do you mean by "contracts"?  

3. Remedies in Contracts (1): How does the law enforce contracts? What does it mean by “enforcing the contract"? 

4. Remedies in Contracts (2): Ways of providing remedies for contractual default 

Understanding different approaches to provide the remedies 

5. The concept of contract, revisited 

6. Liquidated damages, consumer contract and freedom of contract: Does freedom of contract in consumer-company 

relationships work?    

7. The meaning of keeping the promises: Do we always have to keep our promises?  

8. Learning laws involving fraud through case studies 

9. Law of mistake (1) 

10. Law of mistake (2) 

11. Law of mistake (3): Learning other countries laws for a better understanding of Japanese law of mistake 

12. Law of mistake (4): Learning other countries laws for a better understanding of Japanese law of mistake 

13. Approaches to various types of contracts  
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14. Reviewing the sessions  

 

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

No textbook is required. Translated materials and other copied materials will be provided only in class throughout the semester. 

I would recommend an A4-sized binder to keep track of the materials as they will likely exceed 350 pages.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Participation in the classroom discussion (including presentation)(40%)/Homework 

assignment(20%) 

The final report will take a form of take home exam. The question will be notified a certain number of hours prior to the due 

date/time of the submission of the report. The exact number of hours (or the exact duration) from the notification of the 

question and before the submission of the report will be notified at the end of the course. (The duration is generally within 24 

hours.) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Hiroshi Oda. 2021. Japanese Law. Oxford University Press (ISBN:9780198869474) 

2. Gerald Port Mcalinn. 2003. Comparative Law: Law and the Legal Process in Japan. Carolina Academic Press 

(ISBN:0890894647) 

3. Curtis Milhaupt, Mark Ramseyer and Mark Weat. 2006. The Japanese Legal System: Cases, Codes, and Commentary. 

Foundation Press (ISBN:1609300297) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX094 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX094／Contract B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

For a better understanding of our society, training your logical thinking skills and value 

judgment 

担当者名 

（Instructor） 
田岡 絵理子(TAOKA ERIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

    This course is designed to provide students with basic knowledge of Japanese contract law. As the purposes of the course 

are shared with Contract A, this course also has three primary objectives.  

    The first one is to understand our civil life from the legal lense. Since people cannot live without making contracts (e.g., 

riding in the train, buying sandwiches at a convenience store, and getting a cell phone), contract law is the closest law to our 

society. Therefore, through learning contract law (i.e., the ways it operates and solves disputes), students can also learn the 

ways our society operates.  

    The second one is to train students' value judgment. Almost every contract law-related dispute involves multiple parties' 

competing interests, each one of which deserves to be carefully analyzed and considered. Academics' discussions also provide 

competing opinions and various approaches to solve disputes. Through case studies, the students can train the way of balancing 

competing interests and constantly test their own value judgment. The last objective is to train logical thinking skills. Contract 

law is the law of logic. Through learning the ways of interpreting contract law, students can train their logical thinking skills.  

 

授業の内容（Course Contents） 

    The lectures will be provided with PowerPoint. However, the sessions will be based on the discussions with the students.  

    Reading materials will be provided in class. Read the assigned material before each class. Students are required to 

participate in classroom discussion based on the reading assignment that has been given for the session. To help provide the 

requisite motivation to stay current on the readings, students may be called on in class.  

    Active participation in class is expected from everyone. Please note that class participation makes up a signifcant portion 

of your grade, which means that you must come to class diligently prepared to take part in interactions in class. Also be aware 

that credit is not given merely for attendance. Your participation, not presence, is what counts toward your grade. The success 

of the course will depend greatly on your preparedness for class and willingness to engage in dialogue in class. If missing a 

session is unavoidable, you are responsible for finding out from a fellow classmate what was informed, dealt with, and discussed 

during the session.  

    Writing assignments will also be given. Writing assignments must be submitted by the due dates. A late assignment may be 

accepted with the instructor’s explicit permission, but deductions will be made for each day the assignment is late. Your grade 

will suffer substantially if you miss an entire assignment.  

    Topics for presentations, classroom discussions, and writing assignments involve mainly examinations of cases and 

elaborations of opinions on topics that are to be discussed in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Characteristics of Japanese contract law (1), in comparison with other laws  

3. Characteristics of Japanese contract law (2), ways of interpretations and the role of contract law 

4. Public policy protected by contract law  

5. Principles of contract law (1): Promises must be kept 

6. Principles of contract law (2): The idea of reciprocity  

7. Lease contracts (1) 

8. Lease contracts (2)  

9. Loan contracts (1) 

10. Loan contracts (2) 

11. Mandate contracts   

12. Contracts for work  

13. Service contracts  

14. Reviewing the sessions  

 

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

No textbook is required. Translated materials and other copied materials will be provided only in class throughout the semester.  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Participation in the classroom discussion (including presentation)(40%)/Homework 

assignment(20%) 

The final report will take a form of take home exam. The question will be notified some time prior to the due date/time of the 

submission of the report. The exact duration from the notification of the question and before the submission of the report will 

be notified at the end of the course. (The duration is generally within 24 hours.) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Hiroshi Oda. 2021. Japanese Law . Oxford University Press (ISBN:9780198869474) 

2. Gerald Port Mcalinn. 2003. Comparative Law: Law and the Legal Process in Japan. Carolina Academic Press 

(ISBN:0890894647) 

3. Curtis Milhaupt, Mark Ramseyer and Mark Weat. 2006. The Japanese Legal System: Cases, Codes, and Commentary. 

Foundation Press (ISBN:1609300297) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Negotiation Basics 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Negotiation 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 真由(WATANABE MAYU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

定員 20 名 

グローバルコースの学生優先 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class aims to develop your understanding of negotiation and your awareness of yourself as a negotiator.  

 

授業の内容（Course Contents） 

As a businessperson, you will probably negotiate more often than you expect; with your boss, clients, and counterparts on the 

other side. Negotiation is the voluntary process of problem-solving. It is back-and-forth communication to reach an agreement 

when you and the other side have some shared and opposed interests. This class is designed to give you some ideas for 

analyzing and preparing for negotiations. Throughout the semester, you frequently will have the opportunities to participate in 

role-plays and reflection sessions to keep learning from your own negotiation experiences.  

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Understanding key negotiation concepts 

2. Role-play: Distributive negotiation (1)  

3. Debriefing: Distributive negotiation (2)  

4. Role-play: Integrative negotiation (1)  

5. Debriefing: Integrative negotiation (2)  

6. Negotiation style analysis: understand your style 

7. Role-play: Integrative negotiation (3) 

8. Debriefing: Integrative negotiation (4)  

9. Role-play: business negotiation (1) 

10. Debriefing: business negotiation (2)  

11. Dealing with Differences: Culture, Gender, and Race 

12. Role-play: Multi-party negotiation (1) 

13. Debriefing: Multi-party negotiation (2) 

14. Wrap up 

 

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

This is an interactive seminar that will require weekly readings and preparation. Because the role-plays are the main activity for 

this class, participation is valued; attendance, class participation, and written assignments are the core evaluation components.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and class participation(70%)/Written assignment(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Roger Fisher, William Ury. 2011. Getting to YES (Updated, Revised edition). Penguin Books (ISBN:978-1844131464) 

2. Margaret Neale, Thomas Lys. 2015. Getting more of what you want. Basic Books (ISBN:978-0465050727) 

3. Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen. 2010. Difficult Conversations. Penguin Books (ISBN:978-0143118442) 

4. Harvard Business Review. 2003. Negotiation (Harvard Business Essentials). Harvard Business Review Press (ISBN:978-

1591391111) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX096 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX096／Torts 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Torts 

担当者名 

（Instructor） 
マシャド Ｙ．(MACHADO Y. DANIEL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to introduce students to the basics of Japanese tort law from a comparative perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Imagine that your friend intentionally broke your smartphone. He or she committed the crime of criminal damage, which consists 

of damaging property that belongs to others. The state may send him or her to jail or make him or her pay a fine. In either case, 

you will not receive the money to repair your old smartphone or buy a new one unless you take action. Tort law is the law that 

allows you to ask your friend to pay compensation for what he or she did to you. We begin the course with an introduction to 

the meaning of a tort and the basic elements you need to prove to receive compensation from a person who has harmed you. 

Next, we step into the defendant’s shoes to learn how you can defendant yourself from a tort claim. In the last classes, we take 

a closer look at special types of torts, defamation, and privacy. Japanese tort law will be the basis for most of our discussions 

with some comparisons to the laws of the United States, England, France and Germany. We use the Socratic Method to 

investigate real and hypothetical cases so students will be asked questions every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is a tort? 

2. Elements of a tort 1 

3. Elements of a tort 2 

4. Elements of a tort 3 

5. Elements of a tort 4 

6. Tort victims 

7. Defenses to torts 1 

8. Defenses to torts 2 

9. Defenses to torts 3 

10. Special torts 1: Joint torts 

11. Special torts 2: Liability for the act of others 

12. Special torts 3: Liability for the act of things 

13. Defamation and privacy 1 

14. Defamation and privacy 2 

 

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

Students will be given book chapters and materials to read before every class. Preparation should take around one hour 

depending on your English reading skills. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/Attendance and participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

All materials discussed in class will be made available in advance or distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX097 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX097／Legal Presentation 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Improve your presentation and public speaking skills 

担当者名 

（Instructor） 
オルトラーニ(ORTOLANI ANDREA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

グローバルコース 1 年次自動登録 

グローバルコース 2 年次以降科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is improving your presentation, public speaking and discussion skills on legal topics in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Most classes will be based on students’ presentations or debates on issues in Japanese law. 

Most assignments will require working in groups. 

The language of the course will be English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the course 

2. Lecture: Improving your presentations and slideshows I 

3. Lecture: Improving your presentations and slideshows II 

4. Presentations: Constitutional law I 

5. Debate: Constitutional law I 

6. Presentations: Constitutional law II 

7. Debate: Constitutional law II 

8. Presentations: Family law 

9. Debate: Family law 

10. Presentations: Criminal law I 

11. Debate: Criminal law I 

12. Presentations: Criminal law II 

13. Debate: Criminal law II 

14. Presentations: Private law 

 

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

Participants will have to prepare presentations and debates, according to the schedule of the course. Depending on the 

circumstances, each student will have to prepare with their team 3 to 5 presentations or debates in total during the semester. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Weekly activities(90%)/最終レポート(Final Report)(5%)/最終テスト(Final Test)(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no mandatory textbook.  

Reading materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

Optional reading materials and online resources will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX098 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX098／Legal Presentation 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Standard 

担当者名 

（Instructor） 
マシャド Ｙ．(MACHADO Y. DANIEL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

グローバルコース 1 年次自動登録 

グローバルコース 2 年次以降科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this seminar is to introduce students to the basics of legal research, presentation and discussion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course aims at improving your research, presentation, public speaking and discussion skills on legal topics in English. Most 

classes will be based on student presentations or debates on issues taken from news articles and other materials related to 

legal issues. Most assignments will require working in groups. Class materials are mainly about Japanese law but students are 

allowed to prepare presentations on legal issues from other jurisdictions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Lecture 1: Research 

3. Lecture 2: Presentations 

4. Lecture 3: Presentations 

5. Student Presentations: Constitutional law 

6. Debate: Constitutional law 

7. Presentations: Family law 

8. Debate: Family law 

9. Presentations: Property law 

10. Debate: Property law 

11. Presentations: Tort law 

12. Debate: Tort law 

13. Presentations: Criminal law 

14. Debate: Criminal law 

 

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

There is no assigned textbook. A booklet of news articles and other materials related to Japanese law will be made available at 

the beginning of the course.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Attendance and participation(30%)/Presentations(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

All materials discussed in class will be made available in advance or distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Luis Pedriza. 2017. Lectures on Japanese Law from a Comparative Perspective. Osaka University Press (ISBN:4872596056) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX099 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX099／Legal Writing 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Improving your legal writing skills in English 

担当者名 

（Instructor） 
オルトラーニ(ORTOLANI ANDREA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

グローバルコース 1 年次自動登録 

グローバルコース 2 年次以降科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is improving your legal writing skills in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will be based in part on lecturing by the instructor, and in part on active participation or practical exercises by the 

participants.  

The Course schedule can be modified according to the interests of the participants, the style of the classes, and the textbook 

that will be adopted. 

The language of the course will be English. Note however that this will not be a language class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the class 

2. Common law: fundamental notions and terms 

3. Civil law: fundamental notions and terms 

4. Contract law I - Common law  

5. Contract law II - Civil law 

6. Contract law III - Civil law in English 

7. Tort law I 

8. Tort law II 

9. Tort law III 

10. Criminal law I 

11. Criminal law II 

12. Criminal law III 

13. Problems of legal translation and legal drafting I 

14. Problems of legal translation and legal drafting II 

 

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

Participants will have to complete short weekly assignments on a regular basis. 

The assignments will be reviewed during the classes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Weekly activities(90%)/最終レポート(Final Report)(5%)/最終テスト(Final Test)(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

The textbook will be decided among the readings (see below), according to the style of the classes. 

 

参考文献（Readings） 

1. E. Scott Fruehwald. 2015. Legal Writing Exercises: A Practical Guide to Clear and Persuasive Writing for Lawyers. ABA 

(ISBN:978-1627228923) 

2. Bryan A. Garner. 2013. Legal Writing in Plain English, Second Edition: A Text with Exercises. University of Chicago Press 

(ISBN:9780226283937) 

3. Translegal. 2021. Introduction to International Legal English. Translegal 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX100 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX100／Legal Writing 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
to train logical thinking and writing skills 

担当者名 

（Instructor） 
田岡 絵理子(TAOKA ERIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

グローバルコース 1 年次自動登録 

グローバルコース 2 年次以降科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is designed to train students' logical thinking and writing skills.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Since the primary purpose of this course is to train logical thinking and writing skills, rather than learning legal subjects, the 

materials used in this course are not always related to law. Students are required to read materials provided in class, summarize 

them, write their opinions about them, and discuss each others' opinions in writings. In the discussions in class, students' 

participations are expected.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. learning the way of creating summaries of cases (1) 

3. learning the way of creating summaries of cases (2) 

4. learning the way of creating summaries of cases (3) 

5. learning the way of creating summaries of cases (4) 

6. learning to follow the legal syllogism (1) 

7. learning to follow the legal syllogism (2) 

8. learning to follow the legal syllogism (3) 

9. learning to follow the legal syllogism (4) 

10. learning to follow the legal syllogism (5) 

11. applying the legal syllogism to other types of writing (1) 

12. applying the legal syllogism to other types of writing (2) 

13. applying the legal syllogism to other types of writing (3) 

14. applying the legal syllogism to other types of writing (4) 

 

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

Reading materials will be provided in class. Students are expected to complete the reading assignments and writing assignments 

given in each session.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Writing assignments(60%)/Participation in class(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX102／Anglo-American Law B 

担当者名 

（Instructor） 
ウィタカ，Ｂ．(WHITTAKER BRANDON M.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2001 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objective of this course is to provide students with a general overview of the United States legal system, with a 

particular focus on contracts law.  By the end of the course, students should understand at a basic level how the United 

States government and legal system function, as well as the premises underpinning United States law.  Students should also 

have gained a basic understanding of various types of commercial contracts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will begin with an overview of how the United States government is organized at a high level, and then discuss how 

the federal and state legal systems interact.  We will examine constitutional law, criminal law, torts law and property law briefly, 

but will spend the majority of the course examining contracts law.  We will first examine contracts law from an academic 

perspective (by reviewing court opinions and scholarly articles) and then discuss contracts law from a practical perspective (by 

reviewing actual commercial contracts). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview, overview of the U.S. government and legal system 

2. Constitutional law overview 

3. Criminal law overview 

4. Torts law overview 

5. Property law overview 

6. Short test; introduction to contract law (part 1) 

7. Introduction to contracts law (part 2) 

8. Introduction to contracts law (part 3) 

9. Introduction to contracts law (part 4) 

10. Midterm test; purchase agreements (part 1) 

11. Purchase agreements (part 2) 

12. Credit agreements 

13. Underwriting agreements 

14. Limited partnership agreements 

 

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

Students are strongly encouraged to do all of the assigned readings for each week ahead of class.  The lectures will provide 

context to the readings and will cover the most important points, but will not cover all of the information in the readings.  Any 

information in the readings may be included on tests.  Presentation materials used for each lecture will be provided; however, 

students should also take their own notes. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/Short test(20%)/Midterm test(30%) 

Except for extenuating circumstances, all students must attend at least 2/3 of the lectures in order to earn credit for the 

course. <BR>The short test will be a 30-minute in-class 20-question multiple choice test covering information discussed in 

lectures 3–5. <BR>The midterm test will be a 45-minute in-class 30-question multiple choice test covering information 

discussed in lectures 1–2 and 6–9. <BR> The final exam will be a 70-minute written closed-book exam covering all topics in the 

course.  The final exam will consist of multiple-choice and short-answer questions.  If students have (a) done and reviewed all 

of the readings, (b) reviewed and understood the answers to the short and midterm tests, (c) attended all of the lectures and (d) 

taken and reviewed class notes, they should be prepared for the final exam. 

 

テキスト（Textbooks） 

None. 

 

参考文献（Readings） 
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Reading pack to be provided. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Not applicable. 

 

注意事項（Notice） 

Not applicable. 
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■EX103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Dispute Resolution 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Basic concepts of Negotiation, Mediation, and Online Dispute Resolution 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 真由(WATANABE MAYU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

定員 20 名 グローバルコースの学生優先 

（旧科目名：法学特講 Dispute Resolution） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class aims to develop your basic understanding of the processes for problem-solving: negotiation, mediation, and ODR 

(Online Dispute Resolution).  

 

授業の内容（Course Contents） 

Dispute Resolution is the study and practice of resolving disputes. Although the range of possible dispute handling processes is 

quite broad, the field of dispute resolution is primarily focused on alternative dispute resolution processes, such as negotiation, 

mediation, and arbitration. In this class, you will have the opportunity to learn different approaches to solving problems. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Disputing Procedures  

2. Types of Disputes  

3. Negotiation (1)  

4. Negotiation (2) 

5. Negotiation (3) 

6. Mediation (1)  

7. Mediation (2)  

8. Mediation (3)  

9. Online Dispute Resolution (1)  

10. Online Dispute Resolution (2)  

11. Designing System for Resolving Disputes (1)  

12. Designing System for Resolving Disputes (2)  

13. Designing System for Resolving Disputes (3)  

14. Wrap-up  

 

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

This is an interactive class that will require group discussion and research. You may have to work outside of class for the group 

project. Participation in the class discussion is valued; attendance, class participation, and written assignments are the core 

evaluation components. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Attendance and Class participation(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 114 - 

■EX104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX104／Labor Law 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Basics of labor law and the Japanese model of employment 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 康次(KAMEDA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2401 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are (1) to obtain basic knowledge of Japanese labor law in English, (2) to understand the unique 

characteristics of "Japanese model" of employment (comparing with foreign countries as necessary), and (3) to develop skills of 

discussing employment-related issues in English.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Students will experience "working" sooner or later. Some of them may have started a student part-time job. Labor law is 

related to all the experience they may have while being employed - recruitment, working, receiving salary, transfer, leaving the 

company and so on. This course will deal with the role of labor law and help students understand its basic concepts and 

principles. 

 

This course will also deal with unique characteristics of the Japanese employment system. One of the basic features of the 

system is called "long-term employment practice". This course will help students understand what makes the Japanese system 

so unique, by comparing with foreign countries as necessary. 

This course will cover basic topics of labor law. Since "work" will be  an essential aspect of our life, the knowledge of labor law 

will be useful no matter what students do in the future. Learning it in English will help students (1) develop their English 

vocabulary related to work experience in the future and (2) enhance their skills of discussing employment-related issues in 

English. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Role of labor law  

3. Commencement of employment 

4. Termination of employment 

5. Transfer of employees 

6. Wages 

7. Work rules 

8. Working hours 

9. Disciplinary actions 

10. Equal treatment 

11. Harmonization of work and family life 

12. Labor unions 

13. Fixed-term employees 

14. Recent changes in labor law and the Japanese model 

 

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

Students will be expected to take 1 or 2 hours per week to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト (Quizzes)(30%)/最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Lecturer will provide handouts and reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

1. Takashi Araki. 2002. Labor and Employment Law in Japan. The Japan Institute of Labor (ISBN:ISBN4-538-71018-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX105／Property 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Property Law 

担当者名 

（Instructor） 
マシャド Ｙ．(MACHADO Y. DANIEL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this seminar is to introduce students to Japanese property law from a comparative perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We begin the course with an introduction to the nature of property and property rights. Then we explore the different ways of 

acquiring, transferring and exercising property rights. In the last classes we get an overview of leases and liens. Japanese 

property law will be the basis for most of our discussions with some comparisons to the laws of the United States and England. 

We use the Socratic Method to investigate real and hypothetical cases so students will be asked questions every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is property? 

2. Property rights 

3. Property acquisition 1 

4. Property acquisition 2 

5. Exercise 1 

6. Nuisance 1 

7. Nuisance 2 

8. Exercise 2 

9. Transfer of property 1 

10. Transfer of property 2 

11. Transfer of property 3 

12. Exercise 3 

13. Lease 

14. Liens 

 

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

Students will be given book chapters and materials to read before every class. Preparation should take around one hour 

depending on your English reading skills. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/Attendance and participation(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

All materials discussed in class will be made available in advance or distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 117 - 

■EX106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX106／International Business Law A 

担当者名 

（Instructor） 
クラクストン(CLAXTON JAMES) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to introduce students to the nature and practice of international business. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course provides a survey of legal and practical aspects of international business. Topics include business forms, business 

management, business transactions, and cross-border disputes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Distinctive Features of International Business 

2. Business Structures 

3. Business Management 

4. Finance 

5. Sale of Goods  

6. Intellectual Property   

7. Investments 

8. Trade 

9. Sustainable Business Practices 

10. Negotiation Theory 

11. Negotiation Practice 

12. International Business Disputes 

13. Mediation 

14. Arbitration 

 

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

Students will sometimes be given questions to consider and materials to read before classes to facilitate class discussion. 

Preparation should take no more than one hour for each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(80%)/Business Plans(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

All materials discussed in class will be made available in advance in electronic copy. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Civil Procedure 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Civil procedure in Japan and the US 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 真由(WATANABE MAYU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

定員 20 名 グローバルコースの学生優先 

（旧科目名：法学特講 Civil Procedure） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class aims to develop your understanding of the basic concepts of civil procedure in Japan and the US. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Civil procedure is about litigation. Litigation is a process of disputing, beginning with the filing of a lawsuit and ending with 

dismissal of the suit or enforcement of the judgment or a final decision on appeal. In litigation, the disputant takes their claims 

to a court and engages in a contest involving pretrial, trial, and post-trial activities in the context of the rules of evidence and 

procedure in force in that court. In this class, you will have the opportunity to learn basic concepts of civil procedure in Japan 

and the US.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. The Civil Procedure System (1) Overview 

3. The Civil Procedure System (2) The Court System 

4. Civil Litigation in Japan (1) 

5. Civil Litigation in Japan (2) 

6. Civil Litigation in Japan (3) 

7. Civil Litigation in Japan (4) 

8. Civil Litigation in the US (1) 

9. Civil Litigation in the US (2) 

10. Civil Litigation in the US (3) 

11. Civil Litigation in the US (4) 

12. International Civil Litigation (1) 

13. International Civil Litigation (2) 

14. Wrap-up 

 

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

This is an interactive class that will require group discussion and research. You may have to work outside of class for the group 

project. Participation in the class discussion is valued; attendance, class participation, and written assignments are the core 

evaluation components.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Class Participation(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. 小林秀之、1996、『新版・アメリカ民事訴訟法』、弘文堂 (335-35169-0) 

2. 小林 秀之, 村上 正子、2020、『新版 国際民事訴訟法』、弘文堂 (ISBN:4335358024) 

3. Joseph W. Glannon. 218. Civil Procedure Eighth Edition. Wolters Kluwer (ISBN:9781454894025) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX109／Moot Court 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<Advanced> 

担当者名 

（Instructor） 
クッション(CUSHION NICHOLAS J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field in a very fun and interesting way. 

(This class is for students who have experience communicating with others in English) 

 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field in a very fun and interesting way. 

(This class is for students who have experience communicating with others in English) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will have the opportunity to role-play in a weekly moot court (模擬裁判). Students may choose original 

or famous court cases in the area of criminal or civil law. 

 

Prior to each class, students will use a template provided by the instructor to prepare a moot court case. Students will assign 

roles to the other students and then conduct a moot court session. The instructor will provide guidance during the moot court 

session.  

 

In this course, students will have the opportunity to role-play in a weekly moot court (模擬裁判). Students may choose original 

or famous court cases in the area of criminal or civil law. 

  

Prior to each class, students will use a template provided by the instructor to prepare a moot court case. Students will assign 

roles to the other students and then conduct a moot court session. The instructor will provide guidance during the moot court 

session.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction including demonstration of typical class assignment 

2. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

3. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

4. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

5. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

6. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

7. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

8. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

9. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

10. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

11. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

12. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

13. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

14. Final project presentations 

 

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

Presenter(s) will prepare a moot court session with a format explained by the instructor. 

Presenter(s) will prepare copies of the presentation for all students in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/Class participation(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A reading may be distributed in each class 
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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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■EX110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX110／Moot Court 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<Advanced> 

担当者名 

（Instructor） 
クッション(CUSHION NICHOLAS J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field in a very fun and interesting way. 

(This class is for students who have experience communicating with others in English) 

 

Students will learn and practice English vocabulary and expressions used in the legal field in a very fun and interesting way. 

(This class is for students who have experience communicating with others in English) 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, students will have the opportunity to role-play in a weekly moot court (模擬裁判). Students may choose original 

or famous court cases in the area of criminal or civil law. 

 

Prior to each class, students will use a template provided by the instructor to prepare a moot court case. Students will assign 

roles to the other students and then conduct a moot court session. The instructor will provide guidance during the moot court 

session.  

 

In this course, students will have the opportunity to role-play in a weekly moot court (模擬裁判). Students may choose original 

or famous court cases in the area of criminal or civil law. 

  

Prior to each class, students will use a template provided by the instructor to prepare a moot court case. Students will assign 

roles to the other students and then conduct a moot court session. The instructor will provide guidance during the moot court 

session.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction including demonstration of typical class assignment 

2. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

3. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

4. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

5. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

6. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

7. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

8. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

9. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

10. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

11. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

12. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

13. Weekly presenter(s) and current discussion topic presented by instructor 

14. Final project presentations 

 

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

Presenter(s) will prepare a moot court session with a format explained by the instructor. 

Presenter(s) will prepare copies of the presentation for all students in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/Class participation(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

A reading may be distributed in each class 
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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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■EX111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX111／経済法１ 

(Economic Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独占禁止法の仕組みを理解するとともに、独占禁止法の学習を通じて、法的思考力と経済に関する理解を涵養することを目標と

する。 

 

The objective of this course is to understand the structure of the Antimonopoly Act while cultivating the legal ability to think 

critically and an understanding of economics through studying the Antimonopoly Act. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

規制の順に、解説する。 

なお、独占禁止法を学習する際には、民法など他の実定法科目の知識を有することが有益となるので、並行して学習することが

望ましい。 

 

The classes will explain the Antimonopoly Act regulations with a focus on patterns of market power creation, maintenance, and 

strengthening which become problematic. 

After explaining the purpose and basic concept of the Antimonopoly Act, we will cover cartel regulations, regulations concerning 

restrictions on unfair transactions, private monopoly regulations, and trade association regulations in that order. 

It is desirable to study other legal fields such as civil law in pararell, since the Antimonopoly Act is based on knowledge of them. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論（１）独占禁止法の全体像 

2. 序論（２）独占禁止法の規定の構造、目的 

3. 序論（３）独占禁止法の基礎概念 

企業結合規制（１）企業結合規制の概要 

4. 企業結合規制（２）一般集中の規制、結合関係の認定、一定の取引分野の画定① 

5. 企業結合規制（３）一定の取引分野の画定②、競争の実質的制限①意義 

6. 企業結合規制（４）競争の実質的制限②水平型企業結合 

7. 企業結合規制（５）競争の実質的制限③垂直型・混合型企業結合、問題解消措置 

8. 企業結合規制（６）事前届出制度,、デジタルプラットフォームと企業結合 

不当な取引制限の規制（１）規制の概要 

9. 不当な取引制限の規制（２）行為要件 

10. 不当な取引制限の規制（３）反競争効果要件 

11. 不当な取引制限の規制（４）エンフォースメント 

私的独占規制（1）規制の概要、排除型私的独占① 

12. 私的独占規制（２）排除型私的独占②、支配型私的独占、反競争効果要件 

13. 事業者団体の規制 

14. まとめ 

 

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

授業で取り上げる箇所に対応する教科書や参考書の該当箇所を読んで予習・復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田和博・栗田誠・東條吉純・武田邦宣、2019、『条文から学ぶ独占禁止法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641243149) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 川濵昇・瀬領真悟・泉水文雄・和久井理子、2020、『ベーシック経済法（第 5 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641221412) 

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

3. 井田良ほか、2019、『法を学ぶ人のための文章作法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641126121) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX112／経済法２ 

(Economic Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田平 恵(TAHIRA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）独占禁止法（主に不公正な取引方法）と景品表示法の仕組みを理解し、法的思考力を身に付ける。 

（２）競争政策への理解を深める。  

 

The goals of this course are to 

(1)Understand how the Antimonopoly Act and the Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations work and 

to develop legal thinking skills. 

(2)Understand the Competition Policy.  

 

授業の内容（Course Contents） 

独占禁止法の規制対象行為のうち、特に不公正な取引方法を取り上げる。関連する法規制として、景品表示法の規制も取り上

げる予定である。  

 

This course introduces unfair trade practices to students taking this course. It also enhances the development of students'skill 

in understanding the Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations as a related set of regulations.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 独占禁止法および景品表示法の全体像 

2. 不公正な取引方法の全体像  

3. 不公正な取引方法①：取引拒絶  

4. 不公正な取引方法②：不当廉売  

5. 不公正な取引方法③：差別対価・差別的取扱い  

6. 不公正な取引方法④：再販売価格維持行為  

7. 不公正な取引方法⑤：排他条件付取引  

8. 不公正な取引方法⑥：拘束条件付取引  

9. 不公正な取引方法⑦：取引強制（抱き合わせ）、不当な顧客誘引 

10. 景品表示法①：不当表示  

11. 景品表示法②：景品規制  

12. 不公正な取引方法⑧：優越的地位濫用  

13. 不公正な取引方法⑨：取引妨害  

14. まとめ  

 

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

テキスト／参考文献の該当箇所を読み、予習・復習すること。 

競争政策に関するニュース／記事に関心を持ち、理解することによっても、独占禁止法および景品表示法への理解が深まる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田和博・栗田誠・東條吉純・武田邦宣、2019、『条文から学ぶ独占禁止法（第２版）』、有斐閣 (ISBN:9784641243149) 

消費者庁：事例でわかる景品表示法 

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

 

参考文献（Readings） 

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

2. 川濱昇ほか著、2020、『ベーシック経済法（第 5 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641221413) 

3. 岸井大太郎ほか著、2020、『経済法（第 9 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641221512) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX113／Corporate Law A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Corporate Governance 

担当者名 

（Instructor） 
山下 徹哉(YAMASHITA TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2201 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are: 

- to develop students' ability to explain their knowledge of law in English; 

- for students to learn basic knowledge of corporations and corporate law, especially corporate governance; and 

- for students to understand the relationship between law and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

   This course will provide an introduction to Japanese corporations and corporate law. Because corporations play an 

important role in Japanese society and economy, it is needed for students studying law and business to understand the basic 

knowledge of legal rules on corporations. 

 

   This course will be divided into two parts: the former part treats fundamental concepts on corporations and corporate law; 

and the latter part treats basic knowledge of Japanese legal rules about corporate governance. 

 

   The instructor will provide concise handouts and reading materials for each class. Students are expected to read them 

before the class. Besides, students are encouraged to ask questions and participate in discussions during the class. 

  

*The instructor will give a paper explaining more detailed course contents and schedule in the first week of class. Some topics 

for learning and/or their order may be different than the topics listed in the course schedule in this syllabus. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course Guidance; Introduction to Corporate Law (1): What is Corporation? 

2. Introduction to Corporate Law (2): Basic Features of Corporation and Corporate Law 

3. Introduction to Corporate Law (3): Basic Governance Structure 

4. Introduction to Corporate Law (4): Basics of Institutional Setting for Japanese Corporations 

5. Introduction to Organs 

6. Shareholders Meeting (1): What is Shareholders Meeting? 

7. Shareholders Meeting (2): Defect in Shareholder Resolutions 

8. Directors (1): Directors, Board of Directors, and Representative Directors 

9. Directors (2): Conflicts of Interests between Directors and Corporation 

10. Directors (3): Duties of Directors 

11. Company Auditors and Accounting Auditors 

12. New Types of Governance Structure: Companies with Committees 

13. Liability of Organ Members 

14. Course Wrap-up 

 

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

Before/after attending each class, students are expected to read the handouts and materials for each class. In addition, 

students will be assigned to submit reaction papers for each class and to answer quizzes which is sometimes given for checking 

the understanding of the contents of the course. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(40%)/Reaction Papers(30%)/Quizzes(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Concise handouts and reading materials are distributed before each class. 

 

参考文献（Readings） 
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1. Ichiro Kawamoto, Yasuhiro Kawaguchi, and Takayuki Kihira. 2016. Corporations and Partnerships in Japan (2nd ed.). Kluwer 

Law Intl (ISBN:978-9041168542) 

2. Curtis J. Milhaupt, J. Mark Ramseryer, and Mark D. West. 2012. The Japanese Legal System: Cases, Codes, and Commentary 

(2nd ed.). Foundation Press (ISBN:978-1609300296) 

The instructor will give detailed explanations about the readings mentioned above in the first class and may give information 

about further readings in each class. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX117／Cross-Border Litigation 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語により国際民事手続法を受講する 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Learn present dispute resolution systems for cross-border commercial disputes in Japan and other countries. 

 

グローバル化の進む現代における私人・私企業間の国際的な紛争の解決方法の基本構造を英語による講義を通じて修得させ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Main focus will be placed on transnational litigation, international commercial arbitration and cross-border bankruptcy. 

Combination of lecture and class discussion. Participants are encouraged to actively participate in class discussion. 

 

日本企業と外国企業の間で紛争が生じたとき，どの国の裁判所で解決されるのでしょうか。外国企業を相手に訴訟を行う場合，

どういった点に配慮する必要があるのでしょうか。外国で判決が下された場合に，それは我が国にどのような影響をもたらすので

しょうか。 

国際民事手続法とは，各国ごとに法制度が異なるという現在の国際社会の状況の下，国際的な民事紛争をどのように解決する

かを規律する法です。国際化がますます進展する現代において，その重要性は拡大の一途をたどっています。 

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

すく解説することを心掛けます。 

なお、本講義はすべて英語により行われます。英語による講義のヒヤリング能力の向上に意欲的な学生の参加を待っています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Jurisdiction① 

3. Jurisdiction② 

4. Jurisdiction③ 

5. Jurisdiction④ 

6. Service Abroad① 

7. Service Abroad② 

8. Taking of Evidence Abroad① 

9. Taking of Evidence Abroad② 

10. Foreign Governing Law① 

11. Foreign Governing Law② 

12. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments① 

13. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments② 

14. Recognition and Enforcement of Foreign Judgments③ 

 

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

If you have any question, please send an-email to haya@rikkyo.ac.jp. 

 

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

気軽に送信してください。 

なお、日本語による「国際民事手続法」も別に展開されていますので、あわせて受講すると、より理解が深まります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義中の発言(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

Related documents will be distributed in the class room. 

 

講義の中で資料その他を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

Kanzaki, Hayakawa and Motonaga, "Private International Law" (Yuhikaku)  

 

日本語の副読本として神前・早川・元永『国際私法（有斐閣アルマ）』（有斐閣）をお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

The same subject is provided by another professor in Japanese language.  Please consider taking the class as well for your 

better understanding. 

 

別教員による日本語による「国際民事手続法」も開講されています。授業内容のよりよい理解のために、あわせて履修することも

可能ですので、ご検討ください。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX121／英米法１ 

(Anglo American Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
秋元 奈穂子(AKIMOTO NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの法制度とその背景にある社会・文化についての基礎的な理解を身につける。 

 

This course aims at acquiring basic understanding of American legal system together with its societal and cultural background. 

 

授業の内容（Course Contents） 

冒頭では、アメリカの統治機構－連邦議会、大統領制及び司法制度について学び、連邦政府と州との双方が主権を有する連邦

制度（Federalism）の特性を理解する。その後、具体的な法の実現過程につき学ぶ。製造物責任法の発展を素材に判例法主義と

は何かを理解したのち、民・刑事の訴訟手続の特徴を理解する。最後に、権利章典（Bill of Rights）による人権保障のうち、平等

保護条項及び実体的デュープロセスを取り上げる。各回では歴史的及び現代アメリカにおける代表的な判例・事例を取り上げ、

そこにあらわれているアメリカ法の特徴やダイナミックさを具体的に感じ理解することを目指す。学生には事前に判例・事例に目

を通し、授業に積極的に参加することを期待する。なお、アメリカは所謂「法廷もの」「法律もの」映画の宝庫である。授業で扱う各

トピックをテーマとした映画を適宜紹介していきたい。 

 

This course will start with learning American governing system - legislative branch, President and judicial branch- and students 

will understand the Federalism where the federal government as well as state governments hold sovereignty. Then it will go on 

to discuss the process of realization of law. Specifically, students will learn common law system through the analysis of the 

development of products liability law and also learn the unique features of American civil and criminal procedure. In the last 

part, the classes will focus on two kinds of human rights protection, equal protection and substantive due process under the Bill 

of Rights. 

In each class, the lecturer will pick up representative judgements and aim at delivering vivid image and of the features and 

dynamism of American law. Thus, students are expected to read assigned cases in advance and to participate in classes 

actively. 

Lastly, America is a treasure house of good legal movies. The lecturer plans to give a brief introduction of movies related to the 

issues of the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 英米法とは何か・なぜ英米法を学ぶのか 

英米法の特徴 

2. アメリカの法曹と法学教育 

3. 連邦議会と州の権限(1) 

4. 連邦議会と州の権限(2) 

5. 大統領制と大統領の権限 

6. 司法制度(1) 

連邦の裁判所と州の裁判所 

7. 司法制度(2) 

違憲立法審査権、合衆国最高裁判所 

8. 判例法主義 

製造物責任法の発展を題材に 

9. 民事訴訟手続 

10. 私人による法の実現 

11. 刑事訴訟と陪審制 

12. 権利章典と人権保障（１） 人権保障の基本構造 平等保護条項 

13. 権利章典と人権保障（２） 

実体的デュープロセス-   同姓婚判決に至るまで  

14. まとめ 

 

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

各回、前週までの復習を行うとともに、指定された教材（判例百選の該当判例又は教員が指定する文献）に目を通すこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 樋口範雄、2021.6、『アメリカ憲法』、弘文堂 (ISBN:9784335303852) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX122／英米法２ 

(Anglo American Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
秋元 奈穂子(AKIMOTO NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカにおける法のうち、契約法と不法行為法の原理・ルールを判例及び具体的な契約条項を通じて理解する。契約法及び不

法行為法は州判例法の最も重要な二領域であり、それぞれの学習はアメリカの法制度と社会との深い理解にも結びつくととも

に、日本法との比較を通じて日本法の理解にも資するはずである。 

 

This course aims at students’ understanding of basic principles and rules of contracts and torts through the analysis of cases 

and actual contractual provisions. Contracts and torts are the most important areas of law in state common laws and to learn 

them will lead deep understanding of legal system and society in the US as well as understanding of Japanese law through 

comparative analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業前半では契約法を扱う。代表的判例と共にアメリカの実際の契約書の条項を見ながら、アメリカ契約法の基本的な原理とル

ールを学ぶ。実体的な法としての契約法と、私人間の法形成である個別の契約とは異なるものであり、個別の契約条項の背後に

はいかなる契約法の規律があり、かかる規律から当事者の意思でどこまで離れることができるのかについて考える。授業後半で

は不法行為法を扱い、代表的判決について議論しながら、不法行為法の原則及び特徴を学ぶ。とりわけ、日本法との比較の観

点からの議論を行うことで、アメリカ不法行為法の特徴を浮かび上がらせることを狙いとする。 

 

The first half of the course will focus on contracts. Students will learn the basic principles and rules of contracts through the 

analysis of representative cases and actual contractual provisions. We will consider the difference between “contract law” 

which is a substantive law and individual “contract” which is a lawmaking of private parties and how and when parties may 

depart from the default rule of “contract law” in their own “contract.” 

The latter half of the course will focus on torts. The course will have discussions on the representative cases and students will 

learn the basic principles and features of torts. The lecturer plans to have comparative analysis between Japanese law in order 

to illuminate the feature of tort law in the US. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. (1) はじめに  判例法主義 法源など 

(2) 契約法と具体的な契約の違い、契約交渉 

What’s the difference between Contract Law and Drafting Contract? Contract negotiation 

2. 契約法（１） 

申込と承諾  Offer and Acceptance 

約因  Consideration 

3. 契約法（２） 

強制可能性  Enforceability (強迫 duress、不当威圧 undue influence 、不実表示 misrepresentation、非良心性 

unconscionability） 

4. 契約法（３）  

書面性の要件、パロール・エヴィデンス・ルール statute of frauds, parol evidence rule  

5. 契約法（４） 

保証（条項）と免責条項 Warranties and disclaimer  

6. 契約法（５） 

履行 Performance、危険負担（条項） Risk of Loss Clause 

天変地異と不可抗力 Extraordinary circumstances and Act of Gods Clause (Force Majeure Clause) 

7. 契約法（６） 

契約違反と損害賠償 Breach of Contract and Damages 

8. 不法行為法（１） 

過失責任主義  Fault Principle、厳格責任 strict liability  故意不法行為 intentional torts  

9. 不法行為法（２）注意義務 duty 

10. 不法行為法（３）義務違反（過失） breach of duty (negligence)  

11. 不法行為法（４） 事実的因果関係 Cause in Fact  
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12. 不法行為法（５） 法的因果関係  Proximate Cause 

13. 不法行為法（６）損害  Damage 

14. 不法行為法（７）  抗弁 defense , まとめ 

 

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

各回、前回までの授業の復習と共に、指定された文献（判例百選の判例、教科書の該当ページ、又はその他教員が指定する文

献）に目を通して授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト 2 回（25％×2）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 樋口範雄、2022、『アメリカ契約法第三版』、弘文堂 

2. 樋口範雄、2014、『アメリカ不法行為法第二版』、弘文堂 (ISBN:978-4335303777) 

3. 樋口範雄ほか編、2012、『英米法判例百選』、弘文堂 (ISBN:978-4641115132) 

樋口範雄『アメリカ契約法第三版』(弘文堂)は 11 月上旬刊行予定。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX127／外国法（フランス法） 

(Legal Systems(France)) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
荻村 慎一郎(OGIMURA SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

す。 

 

The objective of this course is to think about the role of law in solving unknown problems in the real world through the process 

of using law to understand how French society differs. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

という点です。 

 

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

 

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

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

ろうか。 

 

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

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

か。その際，法学はどのような役割を担えるのでしょうか。 

本講義は，フランスを素材として，これらの問題に取り組みます。 

 

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

会とそれを支えている法制度の関係について探究していきます。 

 

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

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

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

る社会と法の関係を深く分析し，また，冒頭の事例に対する考察を行います。 

 

入念に組み上げられた立教大学法学部のカリキュラムを着実に学修した先には，どのような総合的視野がひらけているのでしょ

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

 

At first glance, the following two cases seem to be unrelated, but they are both tied together by their deep impact on the 

French legal system. 

 

(1) A Canadian woman is searching for her father in the Middle East, but what led her to this search? 

 

(2) The world's leading multinational water utility company is focused on earnings stability and is planning on entering the water 

utility business in a certain Japanese municipality. How did this company construct their business model? Moreover, what is the 

estimate of their success in Japan where public water utilities are common? 

 

 

Just as the world is getting smaller due to technological progress, trivial social relationships in our daily lives are getting more 

complicated and multilayered. When coming into contact and trying to understand people who live a different existence than us, 

what points should we pay attention to and with what attitude should we approach the situation? What kind of role can law play 

in that case? 
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The lectures will use France as source material to address these types of problems. 

 

 

The classes will be largely divided into three areas and rely on a pluralistic approach to explore French society and its 

relationship with the supporting legal system while mobilizing the students’ knowledge of Positive Law, Basic Law, And Political 

Science. 

 

First, the knowledge of Japanese law which students have already studied will be used as a starting point to compare and 

understand the characteristics of French law. 

Next, we will examine the unique characteristics of French law while comparing it with multiple nations. 

Finally, after proceeding through the previous steps, we will deeply analyze the relationship between society and the law in 

France and consider the cases mentioned at the beginning through the response to various issues commonly faced by 

international society and European society. 

 

What kind of comprehensive perspective can be developed after persistently studying the carefully constructed Rikkyo 

University College of Law and Politics curriculum? It is hoped that the students who enroll in this class will be able to 

experience the view from such a perspective before concluding their baccalaureate undergraduate degree. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の展望：ヨーロッパ，フランスおよびフランス語圏における法，社会，国家の像 

2. 日本法と対照する①：民法（家族法）と国際私法 

3. 日本法と対照する②：商法と民法（財産法） 

4. 日本法と対照する③：労働法と社会保障法 

5. 日本法と対照する④：会社法と知的財産法 

6. 日本法と対照する⑤：行政法と経済法 

7. 中間のまとめ①：国制について① 

8. 中間のまとめ②：国制について② 

9. 中間のまとめ③：国制について③ 

10. 中間のまとめ④：国制について④ 

11. 多国間で比較する① 

12. 多国間で比較する② 

13. 多国間で比較する③ 

14. 全体のまとめ：フランス法を通してみる国際社会，現代的課題に対する総合的アプローチの重要性 

 

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

教材で指示される復習・予習課題に毎回取り組みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席点(14%)/授業内小テスト(6%) 

授業内小テストについては 1 回または 2 回程度実施する予定です。 

 

テキスト（Textbooks） 

オリジナル教材を毎回配布します。 

 

参考文献（Readings） 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講にあたってフランス語力は問いません。また，就職活動（インターンシップから内定後の活動まで），その他の事情による欠席

については配慮します。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX129／外国法（ドイツ法） 

(Legal Systems(Germany)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ民法を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
亀岡 倫史(KAMEOKA MICHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 明治以降､ 日本法の形成に大きな影響を及ぼしてきた外国法のひとつであるドイツ法､ とりわけドイツ民法について学び , わ

が国の法制度の成り立ちを再考し , その基本的な枠組みや解釈論を相対化する視点を持つことができるようになる｡ 

 

 The objectives of this course are to learn about German law, specifically German Civil Law, as one area of foreign law which 

had a significant impact on the formation of Japanese law, to reconsider the origins of the Japanese legal system, and to 

become able to hold a perspective which relativizes that fundamental framework and interpretive theory. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、ドイツ法につき、ドイツ民法を中心に、これに関連する諸問題を比較法的な視点から取り扱います。 

 まず、最初に、ドイツ法全体について簡単に概観したうえで、ドイツ民法典の起草過程における議論、ドイツ民法典成立後現在

に至るまでのドイツ民法の史的展開をフォローし、ドイツ法、とりわけドイツ民法の特徴を明らかにします。その際、近時のドイツ民

法の動向、とりわけ 2001 年のドイツ民法典債権編の大改正以降の動向、消費者保護思想の浸透、EU 法の影響の増大などにも

言及します。 

 そのうえで、ドイツ民法典の体系に即して、総則、債務法、物権法、家族法、相続法の順に、それぞれの規律内容を概観しなが

ら、ドイツ民法の重要な基本概念・諸制度・現代的なトピックにつき、―我が国の民法解釈論への影響をも視野に入れつつ―、講

義します。 

 最後に、民法以外の法分野についても、ごく簡単にその概要を紹介します。 

 

 The lectures will cover German law with a focus on German Civil Law and look at various related problems from a comparative 

law perspective. 

 First, we will take a simple bird's-eye view of German law as a whole and then follow the arguments within the drafting 

process of the German Civil Code as well as the historical developments within German Civil Law from the establishment of the 

German Civil Code up to the present to clarify the characteristics of German law and German Civil Law in particular. At that 

time, we will reference issues such as the recent trends in German civil law, especially the trends since the major revision to 

the claims section of the German Civil Code in 2001, the spread of the idea of consumer protection, and the increase in the 

influence of EU law. 

 In addition, we will follow the structure of the German Civil Code to survey the disciplinary details of the Book of General 

Provisions of the Civil Code, Law of Obligation, Law of Property, Family Law, and Law of Succession in that order as we cover 

the important fundamental concepts, various systems, and contemporary topics in German civil law while keeping the impact on 

Japan's Civil Law interpretive theory in perspective. 

 Finally, we will introduce a very simple overview of legal areas outside of Civil Law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―ドイツ法を学ぶ意義。民法学におけるドイツ法の影響 

2. ドイツ法全体の概観―その法伝統、法の諸領域、主要な法源、法学教育と法律専門職など 

3. ドイツ私法史―ドイツ民法典（BGB)の成立およびその後の展開 

4. ドイツ民法典の体系・法技術・基本思想 

5. ドイツ民法典第 1 編「総則（Allgmeiner Teil)」（１） 

6. ドイツ民法典第 1 編「総則（Allgmeiner Teil)」（２） 

7. ドイツ民法典第 2 編「債務法（Schuldrecht)」（１） 

8. ドイツ民法典第 2 編「債務法（Schuldrecht)」（２） 

9. ドイツ民法典第 3 編「物権法（Sachenrecht)」（１） 

10. ドイツ民法典第 3 編「物権法（Sachenrecht)」（２） 

11. ドイツ民法典第 4 編「家族法（Familienrecht)」 

12. ドイツ民法典第 5 編「相続法（Erbrecht)」 

13. 民法以外のその他の法領域 

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

 授業の前後に十分に時間をかけた予習・復習が必要です。予習として、Blackboardに事前アップロードする「教材（講義レジュ

メ）」に目を通してから授業に参加してください。毎回、Blackboard「課題」を出しますので、授業を受けた後に、その都度指定され

る提出期間内に必ずこの課題を提出してください。これが復習に相当します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/各回授業についての課題(50%) 

平常点についての補足：授業後に、原則として、毎回、課題（講義内容の 200 字以上 400 字以内の要約・コメント）を Blackboard

で、指定期間内に、提出していただきます（期間経過後の提出は一切認めません）。これにより平常点を評価します。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書（テキスト）は特に指定しません。担当教員が作成・提供する「教材（講義レジュメ等）」に即して授業を行います。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村上淳一ほか、2018 年、『ドイツ法入門 改訂第 9 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04822-5) 

2. ディーター・ライポルト著／円谷峻 訳、2015 年、『ドイツ民法総論 第 2 版』、成文堂 (ISBN:978-4-7923-2646-3) 

3. Robbers. 2019 年. Einführung in das deutsche Recht, 7. Auflage. Nomos (ISBN:978-3-8487-5833-3) 

 上記３には、つぎの英訳版があります。 

 Robbers, An Introduction to German Law, 7.ed. Nomos 2019.; ISBN: 978-3848758340 

 

 その他の参考文献については、授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）「教材（講義レジュメ等）」の配布には、Blackboardを使用します。各自で、プリントアウトしたり、端末(パソコンやタブレット等)

にダウンロードするなどして授業中に参照できるようにしてください。 

（2）初回の授業で、本講義の基本コンセプト、授業方法の詳細、成績評価の方法などについて具体的に説明しますので、必ず、

出席してください。 

（3）本講義に関する担当教員から受講生のみなさんへの連絡はメール送信機能を用いて行います。担当教員への本講義に関す

る質問等は SPIRIT メールにより受け付けます。 

（4）本シラバスの記載は、シラバス執筆時点の計画であり、本講義開講時点での若干の変更を留保しておきます。変更がある場

合、初回の授業でその旨を説明します。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX141／国際法１ 

(International Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際法の基本的な概念を学習し，国際社会の構造変動を「法を通じて」認識する視座を獲得することを目標とする。 

 

This course aims to provide the perspective "through law" to see changes in international society by studying the basic 

concepts of public international law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際法の基本原理を十分に理解し，さらに国際法を一つの技術として活用することを第一義的な目的とします。法は社会の構造

を全体として理解する一つの道具でもあり，国際社会の全体構造を理解するうえで国際法の習得は必須のものとなります。 

二つの世界大戦を契機に，「伝統的な国際法」から「新しい国際法」へと「発展」したともいわれるが，それが何を意味しているの

か。どのような原理が存在しているのか。こうした我々が生きている社会を知るための根源的な問いに対して，考えを巡らせるた

めに，必要な技術と想像力を養うことが本講義の最終的な目的となります。 

国際法１では，授業計画にあるように国際法の基本構造について学び，国際法２では，国際法の具体的な実現を扱います。 

 

The purposes of this course are for students  to understand the basic principle of international public law and to gain the skill 

of using public international laws as tools for designing international society's desirable structure.  

What normative principles lie beneath international society? How do they affect our lives? Seeking answers to these questions 

provides students with the skills and imagination to understand our current global society.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：国際法を学ぶということ 

2. １ 国際法と国際社会 

（１）国際法の基本原則 

3. （２）国際法の歴史 

4. ２ 国際法とは何か 

（１）法源と合意① 

5. （１）法源と合意② 

6. （２）慣習法理論① 

7. （２）慣習法理論② 

8. ３ 国際法が使われる場面 

（１）国際裁判と法① 

9. （１）国際裁判と法② 

10. （２）国際法と国内法① 

11. （２）国際法と国内法② 

12. ４ 国際法における国家 

（１）国際法の主体① 

13. （１）国際法の主体② 

14. （２）国家の成立① 

15. （２）国家の成立② 

16. （４）国家の構成要素としての領域① 

17. （４）国家の構成要素としての領域② 

18. （５）国家と個人の関係（国籍）① 

19. （５）国家と個人の関係（国籍）② 

20. （６）国家管轄権の理論① 

21. （６）国家管轄権の理論② 

22. （６）国家管轄権の理論③外交領事関係法 

23. ５ 空間秩序の法 

（１）国家領域 

24. （２）海洋法① 

25. （２）海洋法② 
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26. （２）海洋法③ 

27. （３）国際化地域① 

28. （３）国際化地域② 

 

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

＊初回時に授業の進め方や参考文献についてシラバスを配布する。 

＊毎回の授業時には，簡単なレジュメを用意するが，キーワードを並べた程度のものである。教科書や指定した参考文献を必ず

事前に読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/質問コメント(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩沢雄司、2020、『国際法』、東大出版会 (ISBN:978-4130323918) 

2. 岩沢雄司ほか、2022、『国際条約集』、有斐閣 

3. 西村弓ほか、2021、『国際法判例百選（第三版）』、有斐閣 (ISBN: 978-4641115552) 

 

参考文献（Readings） 

1. 薬師寺公夫ほか、2019、『判例国際法（第三版）』、東信堂 (ISBN: 978-4798915586) 

2. 杉原高嶺ほか、2014、『国際法基本判例 50 第 2 版』、三省堂 (ISBN:4385323275) 

その他，授業時に適宜紹介・配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX142／国際法２ 

(International Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際秩序の維持に関わる国際制度 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際社会の安定化を図るために基本的重要性を有する法的仕組みを理解する。 

 

Understanding the fundamental structure of legal regimes of principal fields of public international law necessary for securing 

stability of international society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

ついて、その基本原則・制度的枠組みを説明する。 

 

Supposing that the students have basic understanding of public international law, detailed explanation and comments will be 

given regarding the law of treaties, the law of State responsibility, the law relating to individuals, international environmental law, 

the law concerning peaceful settlement of international disputes, legal regulations concerning armed conflicts. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：基本事項の確認と国際法２の概要説明 

2. 条約の法的効力（１）：条約の締結と無効・取消原因 

3. 条約の法的効力（２）：条約の適用と終了・運用停止原因 

4. 条約の法的効力（３）：多数国間条約をめぐる諸問題 

5. 個人と国際法（１）：外国人の保護をめぐる国際法の展開 

6. 個人と国際法（２）：難民の保護をめぐる国際法の展開 

7. 個人と国際法（３）：国際人権保障の展開 

8. 個人と国際法（４）：国際人権保障の実施手続・制度 

9. 個人と国際法（５）：個人による国際性を有する犯罪への対応 

10. 国際責任（１）：国際責任の意義と役割 

11. 国際責任（２）：国家責任の発生要件 

12. 国際責任（３）：国家責任の内容と追及 

13. 国際責任（４）：国際組織の国際責任 

14. 国際責任（５）：違法行為責任以外の国際責任 

15. 国際環境保護（１）：国際環境保護の歴史的展開 

16. 国際環境保護（２）：国際環境保護における基本原則 

17. 国際環境保護（３）：国際環境保護における実体的・手続的義務 

18. 国際環境保護（４）：国際環境保護条約の実施手続 

19. 国際紛争の処理方式（１）：国際紛争処理の基本原則 

20. 国際紛争の処理方式（２）：対抗措置の利用可能性 

21. 国際紛争の処理方式（３）：国際裁判による紛争処理 

22. 国際安全保障（１）：個別的自衛権・集団的自衛権・集団的安全保障 

23. 国際安全保障（２）：国際連合憲章に基づく集団的安全保障 

24. 国際安全保障（３）：国連平和維持活動の展開 

25. 国際安全保障（４）：国連安全保障理事会をめぐる諸問題 

26. 武力紛争の法的規律（１）：武力紛争法・人道法の歴史的展開 

27. 武力紛争の法的規律（２）：武力紛争における基本原則 

28. 武力紛争の法的規律（３）：国際刑事裁判 

 

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

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

筆記試験(Written Exam)(75%)/小テスト(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩沢雄司、2020、『国際法』、東京大学出版会 (ISBN:9784130323918) 

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

3. 浅田正彦（編）、2022、『国際法 第 5 版』、東信堂 (ISBN:9784798917689) 

4. 森川幸一（他）、2021、『国際法判例百選［第 3 版］』、有斐閣 (ISBN:9784641115552) 

5. 2022、『国際条約集 2022』、有斐閣 

教科書、国際法判例百選、条約集は予習・復習に必須となるため、必ず手元で参照できるよう購入すること。ただし、教科書は上

記の 3 種類のうちいずれ１つで良い。また、条約集は最新版のものである必要は必ずしもない。その他の資料は、適宜、電子的

に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

その他、適宜、配布あるいは指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX150／国際私法（１） 

(Conflict of Laws (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The purpose of this course is for students to learn the basic structure of general rules of how international laws are applied to 

private individuals and companies in this era of advancing globalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

いのでしょうか。 

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

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

大の一途をたどっています。 

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

すく解説することを心掛けます。 

 

When a Japanese person and a foreigner marry, what law should be observed? When a Japanese company and a foreign 

company sign a contract, what law should be observed? 

In our current international society where each country has a different legal system, international private law, also called 

Conflict of Laws, establishes which system of law (governing law) should regulate such international legal relationships. The 

importance of this area of law continues to expand as internationalization advances. 

This course aims to make every effort to explain this often confusing area of law in an easy-to-understand manner by carefully 

describing, to the extent possible, the basic structure of general rules of  Japan's Conflict of Laws. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論① 

2. 序論② 

3. 序論③ 

4. 総則の基本構造 

5. 性質決定① 

6. 性質決定② 

7. 性質決定③ 

8. 連結点の確定① 

9. 連結点の確定② 

10. 連結点の確定③ 

11. 準拠法の特定① 

12. 準拠法の特定② 

13. 公序審査① 

14. 公序審査② 

 

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

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

気軽に送信して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神前禎・早川吉尚・元永和彦、2019、『国際私法（有斐閣アルマ)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22131-4) 

 

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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■EX151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX151／国際私法（２） 

(Conflict of Laws (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The purpose of this course is for students to learn the basic structure of particular issues of how international laws are applied 

to private individuals and companies in this era of advancing globalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

いのでしょうか。 

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

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

大の一途をたどっています。 

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

すく解説することを心掛けます。 

 

When a Japanese person and a foreigner marry, what law should be observed? When a Japanese company and a foreign 

company sign a contract, what law should be observed? 

In our current international society where each country has a different legal system, international private law, also called 

Conflict of Laws, establishes which system of law (governing law) should regulate such international legal relationships. The 

importance of this area of law continues to expand as internationalization advances. 

This course aims to make every effort to explain this often confusing area of law in an easy-to-understand manner by carefully 

describing, to the extent possible, the basic structure of particular issues of  Japan's Conflict of Laws. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各則の基本構造 

2. 主体の準拠法① 

3. 主体の準拠法② 

4. 主体間の関係の準拠法① 

5. 主体間の関係の準拠法② 

6. 主体間の関係の準拠法③ 

7. 主体間の関係の準拠法④ 

8. 主体間の関係の準拠法⑤ 

9. 主体間の関係の準拠法⑥ 

10. 主体間の関係の準拠法⑦ 

11. 主体間の関係の準拠法⑧ 

12. 客体との関係の準拠法① 

13. 客体との関係の準拠法② 

14. 総 括 

 

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

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

気軽に送信して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神前禎・早川吉尚・元永和彦、2019、『国際私法（有斐閣アルマ)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22131-4) 

 

参考文献（Readings） 



 - 146 - 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX160／刑事学 

(Criminology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エビデンスに基づく刑事政策 

担当者名 

（Instructor） 
津富 宏(TSUTOMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

により、刑事政策について批判的に検討する力を身につける。 

 

The objectives of this course with regard to the impact of criminal policy are to develop the ability to think from an empirical 

research perspective and to become able to decipher an empirical paper concerning criminal policy. This will enable students to 

develop the ability to critically and evaluate criminal policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半 実証研究の方法論を学ぶ。 

後半 刑事政策に関する実証研究を読み解き，活用する力を身につける。 

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

みにして忍耐力をもって受講すること。 

一方，通常の法学的授業を期待する者には受講を勧めない。 

 

First half: learning the methodology of empirical research. 

Second half: deciphering empirical research concerning criminal policy and developing the ability to apply it. 

The empirical research way of thinking differs from the legal way of thinking. I think that students who enroll may initially be 

surprised, but you will gradually get used to it, so please be patient and look forward to becoming able to understand this way of 

thinking. 

On the other hand, students who are expecting the typical law class are not recommended to enroll. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 刑事政策の効果研究 

2. 基礎 四つの妥当性 

3. 基礎 四つの妥当性 

4. 外的妥当性 

5. 外的妥当性 

6. 構成概念妥当性 

7. 構成概念妥当性 

8. 内的妥当性 

9. 内的妥当性 

10. 統計的結論妥当性 

11. 統計的結論妥当性 

12. クロンビー1 章 

13. 中間テスト 

14. クロンビー2 章 

15. クロンビー3 章 

16. クロンビー4 章 

17. クロンビー6 章 

18. クロンビー6 章 

19. クロンビー9 章 

20. クロンビー9 章 

21. Botvin を批判的吟味 

22. 法務省の方の講義 

23. クロンビー11 章 

24. 批判的吟味の模擬試験（予行演習） 

25. 批判的吟味の模擬試験（予行演習） 
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26. 批判的吟味の模擬試験（予行演習） 

27. 批判的吟味の試験（本番） 

28. 批判的吟味の試験（本番） 

 

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

準備学習の指示は授業内で行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/リアクションペーパー(14%)/授業内レポート１(20%)/授業内レポート 2(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

ディカルサイエンスインターナショナル (ISBN:4895927571) 

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

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

(ISBN:4478028230) 

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

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

版 (ISBN:4772414614) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX172／法制史（西洋法制史） 

(Legal History (Europe)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

西洋法／異文化を通した自己理解 

(Historical studies of human Identity in Western Legal culture) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 英実(MATSUMOTO EMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

われわれが日本に移植したと（勝手に)信じている西洋法の成立（？）とは何なのかについて、ギリシア・ローマの古典作品を素材

としながら、同時に教科書に指定したアルトーグの枠組みの射程を検証しながら、皆さんと一緒に考えていきたい。 

 

The objective of this course is to think together with the students about what exactly was the establishment of Western law 

which we believe (arbitrarily) was transplanted to Japan while simultaneously examining the range of the Hartog framework 

specified in the textbook using classical Greek and Roman works as source material. 

 

授業の内容（Course Contents） 

諸君は不思議に思わないだろうか。西洋は新大陸をはじめとして世界のあらゆる地域を（一時）植民地とし、また奴隷制を駆使し

て近代国家・社会の物質的基礎を築いたにもかかわらず、誰も、旧植民地の人をはじめとして彼らの法的責任を追及しようとして

いないのを。この謎を解く鍵を皆さんとともに教科書を一緒に読むことを通じて考えたい。法学部で学んでいく日本法、近代法は、

西洋で編み出された方法を用いている。我々が基本として用いるさまざまな概念はどのように西洋で生まれたのか。西洋人は

「西洋でないもの」に対してどのような態度をとってきたか。これを通じてどのように自己理解、他者理解をしてきたのか。このこと

が法にどのように関係するのか。以上のことを古代ギリシア人から出発して考える。近代を深く考えるためには、古代を理解する

ことが必要である。いやそれどころか、西洋近代は西洋古代から生まれたのだ、という基本理解を獲得することがこの授業を通し

て求められる。 

 

Don't you think it is rather mysterious? Even though the West turned every region of the globe starting with the New World into 

a colony (temporarily) and utilized a system of slavery to construct a modern state and the material foundation of society, 

nobody has tried to pursue them for legal responsibility, not even people from the former colonies. In this course, I would like to 

think about this issue by reading the textbook, which is the key to solving this puzzle, together with the students. The Japanese 

Law and Modern Law which students will study in the College of Law and Politics uses the methods devised in the West. How 

did the various concepts which we use as a foundation come to be in the West? How did Westerners view "non-Western" 

ideas? How did they engage in self understanding and the understanding of others through these views? How does this relate to 

law? We will think about these questions by starting from the classical Greeks. To think deeply about the modern world, we 

must understand the ancient. In this class students will be required to gain a fundamental understanding of the idea that modern 

Western culture was born, indeed, from ancient Western civilization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに  

2. オデュッセウスとオデュッセイア 教科書「解説」を読む（１） 

（＋第１章オデュッセウスの帰還） 

3. オデュッセウスとオデュッセイア 教科書「解説」を読む（２） 

4. オデュッセウスとオデュッセイア 教科書「解説」を読む（３） 

5. 第２章 エジプトの旅 （１） 

6. 第２章 エジプトの旅 （２） 

7. 第３章 バルバロイの発案と世界の目録 （１） 

8. 第３章 バルバロイの発案と世界の目録 （２） 

9. 第４章 ギリシアの旅  （１） 

10. 第４章 ギリシアの旅  （2） 

11. 第４章 ローマの旅 （１） 

12. 第５章 ローマの旅 （２） 

13. 結章 アポローニオスの記憶 

14. まとめ 古代人と近代人 （序文に戻って） 

 

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

各回教科書の該当箇所を事前に読み、また授業後に再読する。 



 - 150 - 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フランソワ・アルトーグ、2021、『【新装版】オデュッセウスの記憶』、東海教育研究所 (ISBN:9784924523197) 

教科書は新装版を手に入れてください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 葛西康徳・ヴァネッサ・カッツァート編、2021、『古典の挑戦 古代ギリシア・ローマ研究ナビ』、知泉書館 (ISBN:9784862853363) 

2. ホメロス、1978/2004、『オデュッセイア―（呉茂一訳）』、岩波文庫/一穂社 

3. M.I.フィンリー、1994、『オデュッセウスの世界』、岩波文庫 (ISBN:978-4003346419) 

4. 久保正彰、1983、『「オデュッセイア」伝説と叙事詩』、岩波セミナーブックス (ISBN:4000048732) 

5. ヘロドトス、1971、『歴史』、岩波文庫 (ISBN:978-4003340516) 

6. トゥキュディデス、2013、『戦史』、中公クラシックス (ISBN:978-4121601445) 

7. デモステネス著／葛西康徳他訳・解説、2019、『弁論集５』、京都大学学術出版会 (ISBN:9784814000999) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

法学部合同講義（オックスフォード・サマー・プログラム）とも関係する。同プログラム参加者・参加希望者あるいは関心のある学

生に受講を勧めたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX173／法制史（東洋法制史） 

(Legal History (Asia)) 

担当者名 

（Instructor） 
水間 大輔(MIZUMA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業の目的は、前近代の中国及びその周辺地域における法律の特徴とその背景を学ぶことを通して、同じ法律でも時代や

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

 

 The purpose of this course is to learn about the characteristics and that backgrounds of pre-modern Chinese and the 

surrounding region's law, to understand that laws vary by age and region, and to consider how the law should be in the present 

and future. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中国では清代末期以降にヨーロッパ・日本近代法に基づいて近代的な法律を制定するまで、主に「律」と「令」を中心とする独自

の法体系（律令法系）が古くから発達し、中国の周辺に位置するベトナム・朝鮮・日本の法律にも多大な影響を与えてきた。この

授業では近代より前の中国及びベトナム・朝鮮・日本などの法律について講義を行う。具体的には、法律の制定と編纂、刑事法、

民事法、司法手続などを扱う。 

 

 In China, until the modern laws were established with reference to the European and Japanese modern laws in the late Qing 

Dynasty, the original legal system (Lü-ling law system) centered on "lü" and "ling" developed from ancient times, it had a 

significant impact on the laws of Vietnam, Korea, and Japan located around China. In this course, I will give a lecture on the 

laws of pre-modern China and Vietnam, Korea, Japan. Specifically, I will lecture about establishment and compilation of laws, 

criminal law, civil law, and judicial proceeding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国法典編纂史 

 前近代中国における法典編纂の歴史と、法典の特徴を概説する。 

2. 中国刑罰史①秦～唐 

 戦国秦から唐代へ至るまでの刑罰の変遷とその社会的背景を概説する。 

3. 中国刑罰史②五代～清 

 五代から清代へ至るまでの刑罰の変遷とその社会的背景、及び前近代中国全体における刑罰の特徴を概説する。 

4. 前近代中国刑法の特徴①絶対的法定刑 

 前近代中国刑法が絶対的法定刑を採っていたことの意義について概説する。 

5. 前近代中国刑法の特徴②罪刑法定主義 

 前近代中国刑法に罪刑法定主義の要素が見られるかについて概説する。 

6. 清代の裁判機構 

 清代の各級裁判機関とその相互関係について概説する。 

7. 清代における裁判手続 

 清代における具体的な裁判手続について概説する。 

8. 田宅の取引と法律 

 前近代中国における農地・宅地に関する取引と、法律の関係について概説する。 

9. 親族法と相続法 

 唐代の場合を例として、前近代中国の親族法と相続法について概説する。 

10. ベトナムの歴史と法律 

 ベトナムにおける律令受容の過程と、後黎朝『国朝刑律』の具体的内容を、唐律・明律との比較を通して紹介する。 

11. 朝鮮の歴史と法律 

 朝鮮半島における律令の受容と、法典の編纂について概説する。 

12. 日本の歴史と法律 

 日本における律令の受容と形骸化の過程・背景を概説する。 

13. 北方ユーラシアの遊牧民社会における法律 

 モンゴル系やツングース系民族など、北方ユーラシアの遊牧民社会における法律（特に刑罰・婚姻・相続など）の特徴を概

説する。 

14. 前近代東洋法の総括と特徴 

 第 13 講までの総括を通して、前近代東洋法の特徴を概説する。 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回授業終了後、授業の内容を忘れないうちに、資料とノート、参考文献を基にして、授業の内容を文章化しておくことをお勧め

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 使用しない。毎回資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

 その他、講義の中で適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はもっぱら講義形式で行う。講義は資料を中心に進めるが、同時にパワーポイントで画像を示したり、適宜板書も行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX180／法哲学 

(Philosophy of Law) 

担当者名 

（Instructor） 
米村 幸太郎(YONEMURA KOTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法哲学における基本的な理論的立場を学習し、それにそって社会の問題を考えることを目的とする。 

 

This course aims to learn the basic theories in Philosophy of Law, and apply them to our social  problems.  

 

授業の内容（Course Contents） 

法哲学は、法の根底にある価値や法の概念それ自体について哲学的な検討を行う学問の領域です。この授業では、特に正義論

と呼ばれる領域について学びます。わたしたちは通常、法というのは正義の実現を目指すものなのだと想定しています。現実に

はしばしばそれに失敗しているとしても、です。ですが、そもそも正義とはなんなのでしょう？法哲学者はこの面白いけれど捉えど

ころのない疑問について、長年に渡って議論してきています。結果、彼らは正義についてのたくさんの理論的立場を生み出しまし

た。この講義ではそのいくつか（たとえば功利主義、リベラリズム、リバタリアニズム等々）を学習します。さらに、それらの理論に

即して、いくつかの社会的問題（たとえば喫煙規制、臓器市場、グローバルな貧困等々）を考えたいと思います。哲学に関する特

別な前提知識は必要ではありませんので、安心してください。 

 

Philosophy of Law is an academic discipline which philosophically examines the underlying values of law and the concept of law 

itself. The primary scope of this course is an area called "Theory of Justice", in particular. We ordinary assume that law aims to 

achieve justice, though actual laws often fail to  do that.  However, what is justice in the first place? Legal philosophers have 

been arguing about this intriguing but elusive question for years. As a result, they propose lots of theories of justice. I want you 

to learn some of them, such as utilitarianism, liberalism, libertarianism and so on. Moreover, I try to apply them to some social 

issues, such as smoking regulation, organ markets, global poverty and so on. Though you might think that you need a special 

knowledge of philosophy, there are no particular prerequisites for this course. Feel safe!  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 正義とは何かにそもそも答えなどない？—相対主義とメタ倫理学１ 

3. 正義とは何かにそもそも答えなどない？—相対主義とメタ倫理学２ 

4. 幸福がすべて？—功利主義１ 

5. 幸福がすべて？—功利主義２ 

6. 幸福がすべて？—功利主義３ 

7. 「スタンダード」としてのリベラリズム１ 

8. 「スタンダード」としてのリベラリズム２ 

9. 「スタンダード」としてのリベラリズム３ 

10. もっと自由であるべきなのか？—リバタリアニズム１ 

11. もっと自由であるべきなのか？—リバタリアニズム２ 

12. もっと自由であるべきなのか？—リバタリアニズム３ 

13. 平等に分けていく？—平等主義１ 

14. 平等に分けていく？—平等主義２ 

15. 平等に分けていく？—平等主義３ 

16. 自由であれと言われても—パターナリズム１ 

17. 自由であれと言われても—パターナリズム２ 

18. 個人だけが大事なの？—コミュニタリアニズム１ 

19. 個人だけが大事なの？—コミュニタリアニズム２ 

20. 異なる文化をどう扱うか？—多文化主義１ 

21. 異なる文化をどう扱うか？—多文化主義２ 

22. 好き勝手してていいの？—卓越主義と公民的徳性１ 

23. 好き勝手してていいの？—卓越主義と公民的徳性２ 

24. 好き勝手言ってていいの？—表現の自由と民主主義１ 

25. 好き勝手言ってていいの？—表現の自由と民主主義２ 

26. 自分の国を優先していいの？—グローバル・ジャスティス１ 

27. 自分の国を優先していいの？—グローバル・ジャスティス２ 



 - 154 - 

28. 自分の国を優先していいの？—グローバル・ジャスティス３ 

 

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

特段の予習は必要ないが、毎回の内容は復習することが望ましい。詳細は初回のイントロダクションで説明します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

初回配布資料でより詳しく説明します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX191／法社会学１ 

(Sociology of Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 昌彦(SAEKI MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実社会の中で法律がどのように作動しているのか，あるいはしていないのかという点について基本的な知識および視点を獲得す

る。そして，そのような観点から，どのような法律や法制度が望ましいかを考える能力を涵養することを目指す。 

 

This course aims at acquiring the basic knowledge and points of view on the actual function of laws. In addition to that, it aims 

at cultivating the ability to envisage the ways to make laws and legal systems better. 

 

授業の内容（Course Contents） 

法律の内容が実社会の中でどのように実現しているのか，あるいは実現していないのか，そのような実現／非実現は，どのよう

な要因によって規定されているのか，という点を中心に扱う。そのような司法過程の現実を踏まえながら，法律が社会の中で果た

している役割や，その限界について論じていく。 

 

Laws are not always realized in real-world conditions. Given this simple fact, the questions such as whether laws are realized or 

not and what factors are related to this actual function of laws emerge. This course will focus on these topics. Based on socio-

legal studies on these topics, the roles and limitations of laws will be discussed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 司法制度概観：歴史的経緯と日本の司法制度の特徴（１） 

2. 司法制度概観：歴史的経緯と日本の司法制度の特徴（２） 

3. 民事司法過程論（１）概論 

4. 民事司法過程論（２）紛争 

5. 民事司法過程論（３）紛争解決 

6. 民事司法過程論（４）弁護士へのアクセス 

7. 民事司法過程論（５）訴訟利用 

8. 民事司法過程論（６）裁判経験（訴訟上の和解など） 

9. 刑事司法過程論（１）概論 

10. 刑事司法過程論（２）犯罪の発生状況 

11. 刑事司法過程論（３）ディヴァージョン 

12. 刑事司法過程論（４）刑事裁判／刑事弁護 

13. 司法権（１）司法の積極性／消極性 

14. 司法権（２）司法の独立 

 

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

講義を通してトピックと関連する基本的な文献を紹介する。関心のある内容について，それらの文献を参考にしながら学習を進め

ることを推奨する。また，教科書として指定するものではないが，参考文献中の村山眞維・濱野亮（2019）『法社会学（第 3 版）』有

斐閣は，本講義の内容を学習するうえで参考となる基本書である。授業の進行にあわせて，この教科書を読み進めることも推奨

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 村山眞維・濱野亮、2019、『法社会学（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641221246) 

2. 佐藤岩夫・阿部昌樹編、2022、『スタンダード法社会学』、北大路書房 (ISBN:978-4762831843) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX192／法社会学２ 

(Sociology of Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 昌彦(SAEKI MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法の役割について社会科学的に分析する視点，および社会科学の知見を法の運用や政策に活用する視点について学ぶ。これ

らの学習を通して，政策的な問題を考えるために必要な社会科学的な調査を構想する能力の涵養を目指す。 

 

This course aims at acquiring the perspectives to analyze the roles of laws using the methods of social sciences and utilize the 

findings from social sciences to practice laws and policy-making. In addition, it aims at cultivating the ability to imagine the 

social scientific approach to solve problems on laws. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実社会における法の機能について社会科学的な観点からなされる分析を紹介するとともに，社会科学を法の運用や政策形成に

おいて活用する方向性およびその際の課題についても紹介する。 

 

This course will lecture on the social scientific analyses on the roles of laws. Also, it will teach about how to utilize social 

scientific findings for the practice of laws and policy-making and some considerations on this utilization. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法社会学の方法論 

2. 社会秩序と法（１）社会秩序の形成 

3. 社会秩序と法（２）社会秩序の形成 

4. 社会秩序と法（３）道徳 

5. 社会秩序と法（４）多様な秩序の関係 

6. 法の機能（１）サンクション 

7. 法の機能（２）正統性／法の表出効果／ナッジ 

8. 法の機能（３）法の効果検証／法の意図せざる結果 

9. 法の社会科学的分析・各論（１）所有権 

10. 法の社会科学的分析・各論（２）不法行為法 

11. 法の社会科学的分析・各論（３）刑罰 

12. 法における社会科学の利用（１） 

13. 法における社会科学の利用（２） 

14. 科学と法 

 

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

講義を通してトピックと関連する基本的な文献を紹介する。関心のある内容について，それらの文献を参考にしながら学習を進め

ることを推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田仁孝・阿部昌樹・太田勝造編、2004、『法と社会へのアプローチ』、日本評論社 (ISBN:978-4535511422) 

2. 飯田高、2016、『法と社会科学をつなぐ』、有斐閣 (ISBN:978-4641125803) 

3. 藤田政博、2021、『バイアスとは何か』、筑摩書房 (ISBN:978-4480074089) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX201／現代政治理論 

(Modern Political Theories) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治認識の枠組みを学び，政治的な価値や理念を理解する。 

 

The objectives of this course are to learn a framework for political awareness and to understand political values and principles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

よっては教科書から離れることもある。 

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

ては，「政治過程論１・２」が主として担当している。 

 

In this course, students will acquire knowledge about fundamental theories, theoreticians, and disputes concerning the primary 

topics in Modern Political Theories. 

 Fundamentally, the lectures will revolve around the assigned textbook. In this regard, students attending class are advised to 

read the corresponding section in the textbook in advance. Supplementary explanations will be provided in class for sections of 

the textbook which are thought to require it with lectures providing detailed explanations, but the lecture may deviate from the 

textbook depending on the topic. 

 Furthermore, the political theory covered in the lectures is slightly skewed toward normative theory, and the "theory of 

political process１・２" plays the primary role in important topics concerning empirical research about politics. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 権力（１） 

3. 権力（２） 

4. 権力（３） 

5. 権力（４） 

6. 権力（５） 

7. デモクラシー（１） 

8. デモクラシー（２） 

9. デモクラシー（３） 

10. デモクラシー（４） 

11. デモクラシー（５） 

12. リベラリズム（１） 

13. リベラリズム（２） 

14. リベラリズム（３） 

15. リベラリズム（４） 

16. リベラリズム（５） 

17. 自由（１） 

18. 自由（２） 

19. 平等（１） 

20. 平等（２） 

21. 平等（３） 

22. 公共性（１） 

23. 公共性（２） 

24. 公共性（３） 

25. 政治（１） 

26. 政治（２） 

27. 政治（３） 
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28. 総括 

 

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

授業出席者は教科書の該当部分をあらかじめ読んでいることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 今村仁司・三島憲一・川崎修編、2008、『岩波 社会思想事典』、岩波書店 (ISBN:978-4000803120) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX202／日本政治論 

(Japanese Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
薬師寺 克行(YAKUSHIJI KATSUYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は戦後の日本政治、日本外交のうち、特に激動の激しかった 1989 年以降を詳しく学ぶことを目標とします。この四半世

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

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

 

 The objective of this course is to learn in detail about postwar Japanese politics and Japanese foreign policy, particularly the 

turbulent period since 1989. Over a little more than a quarter of a century, Japanese politics has rapidly transitioned from the 

“one-party government of the Liberal Democratic Party” to the “non-LDP coalition government”, “LDP government”, 

“Democratic Party government”, and the “LDP government.” Recent trends will be used as "living course materials" to 

carefully analyze and structurally understand these changes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は講義形式です。日本政治・外交の動きを政権ごとに、あるいはテーマごとに紹介していきます。中心は 90 年代以降

ですが、戦後から 80 年代までの自民党単独政権時代についても紹介します。 

 1993 年に自民党単独政権が終わり連立政権時代に入って以降、政権は短期間でめまぐるしく交代する時代が続きました。この

間、政治の中心に登場し、消えていった政党や政治家は数えきれません。各政党や政治家たちが何を目指し、どのような権力闘

争を行ったのか。表に出ていない人間模様も含め、できるだけ生き生きと紹介したいと思います。また冷戦崩壊など国際社会の

変動を反映し日本政治も日本社会も激変しました。社会保障政策をはじめとする内政、さらには外交、安全保障政策を含め主要

政策の変貌に加え、政策決定システムも構造的に分析します。 

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

れるようしてください。 

 また毎年、秋に政治家の方をゲストに招きし、お話をしていただいています。2014 年は福田康夫元首相、2015 年は民主党の細

野豪志政調会長、2016 年は自民党の石破茂元幹事長、2017年は公明党の太田明宏元代表、2018 年は野田聖子・元総務大

臣、2019 年度は斎藤健元農水大臣に来ていただきました。 

 

 The classes will consist of a lecture format. Trends in Japanese politics and foreign policy will be introduced according to 

each administration or topic. The focus will be on the 1990s and subsequent years, but the one-party government of the Liberal 

Democratic Party from the postwar until the 1980s will also be introduced. 

 After the one-party government of the Liberal Democratic Party ended in 1993 and the country entered the coalition 

government era, Japan has continued to experience an era of short-lived governments that rapidly alternate. During this time 

period, a countless number of political parties and politicians appeared and disappeared from the political center. What were the 

goals of each of the political parties and politicians and what kinds of power struggles did they engage in? The classes will 

introduce Japanese politics in a lively manner as possible, including the behind-the-scenes human relationships. Moreover, the 

discussions will reflect changes in international society such as the end of the Cold War and the sudden changes in Japanese 

politics and society. In addition to the changes in major policies starting with social security policy in internal affairs and then 

foreign diplomacy and national security policy, we will also structurally analyze the policy decision-making system. 

 During the first few minutes of each class, students will be asked about recent major topics, so be sure to pay attention to 

the daily news. 

 In addition, politicians are invited as guests to speak every year during the fall. Past guests include Former Prime Minister of 

Japan Yasuo Fukuda in 2014, Chairman of the Policy Affairs Research Council Goshi Hosono from the Democratic Party of 

Japan in 2015, Former Secretary‐General of the Liberal Democratic Party Shigeru Ishiba in 2016, Former Representative of 

the Komeito Party Akihiro Ota in 2017, Former Minister of Internal Affairs and Communications Seiko Noda in 2018 and Former 

Minister of Agriculture Ken Saito in 2019. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「ポストコロナ時代のの政治」 

2. 日本の再軍備を嫌った吉田内閣と「55 年体制」のスタート 



 - 161 - 

3. 学生がこぞってデモに参加した時代――岸首相と 60 年安保 

4. 利益誘導政治を確立した田中角栄首相と派閥全盛時代 

5. リクルート事件――自民党は腐敗によって自滅していった 

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

7. 不発に終わった政治改革の試み（海部、宮沢政権） 

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

9. 非自民連立政権の誕生と迷走―細川連立政権誕生 

10. 自壊した非自民連立政権（細川、羽田政権） 

11. 実現した政治改革と小選挙区制導入の意味 

12. 小沢一郎という政治家 

13. 権力維持にこだわる自民党のしたたかさ（村山政権） 

14. 古い体質を脱皮できなかった自民党（橋本、小渕、森政権） 

15. 自民党政権を延命させた小泉首相と構造改革 

16. 高い内閣支持率を維持した小泉首相の政治手法 

17. 新進党の崩壊と民主党の躍進 

18. 民主党のマニフェスト作成と統治システム改革案 

19. ポスト小泉時代の自民党政権の失敗と挫折（安倍、福田、麻生政権） 

20. 躍進する民主党と政権交代実現 

21. 普天間飛行場問題でつまずき自滅した鳩山政権 

22. 民主党のマニフェストと現実政治とのギャップ 

23. 民主党政権の挫折と自民党政権の復活（菅、野田政権） 

24. 変貌する日本の外交・安全保障政策 1 

25. 変貌する日本の外交・安全保障政策 2 

26. 長期政権となった安倍政権は何をしたのか 

27. コロナの翻弄された菅政権と岸田政権の展望 

28. 総括－四半世紀で激変した日本政治 

 

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

この授業はレジュメなどは用意しません。受講生は指定した教科書をあらかじめ読んで、概要を頭に入れたうえで出席してくださ

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

リアクションペーパーなどの提出を複数回、求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 薬師寺克行、2016、『公明党』、中公新書 

2. 薬師寺克行、2018、『村山富市回顧録』、岩波現代文庫 

3. 五百旗頭真編、2014、『戦後日本外交史』、有斐閣アルマ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX211／比較政治理論 

(Theories of Comparative Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

福祉国家の形成と変容 

（The Development and Transformation of the Welfare State) 

担当者名 

（Instructor） 
新川 敏光(SHINKAWA TOSHIMITSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

福祉国家がどのように構築され、発展・変容を遂げ、ポスト福祉国家といわれる時代に突入したのかを理論的歴史的に理解す

る。 

 

This course aims to understand the politics of welfare state development and transformation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

近代国民国家・政治体制・経済体制、各々の概念とその連関を明らかにしたうえで、１９世紀、２０世紀、そして今日にいたるまで

の各々の変化を福祉国家という観点から系統的に論じる。講義では理論的検討のあとに具体的事例について紹介するが、対象

となる国は主にイギリス、フランス、ドイツ、アメリカである。 

 

This course provides basic concepts and analytical tools necessary for the comparison of modern nation-states, political and 

economiic 

regeimes in advanced countries, including Brittain, France, Germany, and the United States. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 方法論的覚書：比較という方法と理念型 

2. 権力と支配 

3. 近代国家モデル 

4. 近代政治体制：自由主義と民主主義 

5. 近代経済体制：資本主義 

6. 福祉国家モデル 

7. 大衆民主主義と階級政治：対立から和解へ 

8. 福祉国家に至る道：救貧法思想から社会権へ 

9. 福祉国家発展の政治 

10. ２０世紀型資本主義：フォーディズム、ケインズ主義、埋め込まれた自由主義 

11. 福祉国家の危機と揺らぎ：脱フォーディズム、ネオ・リベラリズム、グローバル化 

12. 福祉縮減（見直し）の政治 

13. 福祉国家の黄昏：格差拡大、ナショナリズム、ポピュリズム 

14. 多文化主義という可能性：多様性と相互承認 

 

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

事前にアップロードされた教材に目を通しておくこと。また授業後にはノートを整理し、質問事項については次回講義までにまとめ

ておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 新川敏光、2014、『福祉国家変革の理路』、ミネルヴァ書房 

2. 新川敏光他、2017、『政治学』、有斐閣 

3. 新川敏光編、2017、『国民再統合の政治』、ナカニシヤ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教科書について現時点では発刊時期が確定しておらず、「なし」とするが、初回授業で通知する。 
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注意事項（Notice） 
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■EX212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX212／国際政治史 

(History of International Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
冷戦史としての戦後国際政治史 

担当者名 

（Instructor） 
水本 義彦(MIZUMOTO YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、第二次世界大戦から 1990 年代初頭までの冷戦の展開を概観する。戦後、ヨーロッパで始まった米ソ二超大国間での

「冷戦」は、政治・経済・軍事・社会の多様なレベルでの対立・競争となり、次第に東アジア、東南アジア、中米、中東、アフリカへと

グローバルに拡大していった。本講義では、米ソ関係を軸に、アジアでの米中対立、中ソ対立、脱植民地化、地域統合といった現

象にも注目して、冷戦の全体像の把握に努め、今日につながる現代国際関係の生成を理解することを目的とする。  

 

This course aims to examine the Cold War from its origins in World War II through numerous crises and conflicts and on to its 

end in the early 1990s. It traces the intensification of US-Soviet ideological and geopolitical competition, which began in Europe 

and spread to other parts of the world, in relation to other events: US-Sino confrontation in East Asia, Soviet-Sino rivalries in 

the 1960s and 1970s, European empires' collapse and decolonization in Asia and Africa, and regional integration.   

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、以下の 14 回の授業計画で詳細を示すように、第二次世界大戦と冷戦の起源、ヨーロッパと東アジアの分断・対立、ア

ジア・アフリカの脱植民地化と冷戦の交錯、東西両陣営内の同盟政治の展開・変容、1970 年代のデタントによる冷戦構造の変

容、デタントの崩壊と新冷戦、冷戦の終焉過程を時系列に学んでいく。  

 

This course aims to examine the following major topics: World War II’s relevance to Cold War origins, the division of Europe and 

East Asia, decolonization, alliance politics in both Western and Eastern blocs, the rise and fall of detente, the “new” cold war in 

the early 1980s, and the ending of the Cold War.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：冷戦の構造的特質  

2. 第二次世界大戦の展開と冷戦の起源  

3. ヨーロッパ冷戦の開始  

4. 北東アジアへの冷戦の波及  

5. 冷戦構造の制度化  

6. 脱植民地化/非同盟運動/民族解放運動と冷戦の交錯  

7. 冷戦と同盟（１）－西側同盟関係の変容  

8. 冷戦と同盟（２）－1960 年代の中ソ対立の展開  

9. デタント（緊張緩和）（１）－米ソデタント、ヨーロッパ・デタント  

10. デタント（緊張緩和）（２）－米中和解と東アジア国際関係の構造転換  

11. デタントの崩壊・終焉  

12. 新冷戦 

13. ヨーロッパ冷戦の終焉  

14. 冷戦の終焉とアジア  

 

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

授業後、参考文献などを利用し、講義の要点を復習すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメント課題（2 回）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 有賀貞、2019、『現代国際関係史ー1945 年から 21 世紀初頭まで』、東京大学出版会 (ISBN:4130322281) 
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2. O.A.ウェスタッド（益田実・山本健・小川浩之訳）、2020、『冷戦ーワールドヒストリー（上・下）』、岩波書店 (ISBN:4000256726) 

3. J.L.ガディス（河合秀和・鈴木健人訳）、2007、『冷戦―その歴史と問題点』、彩流社 (ISBN:4779112710) 

4. 佐々木卓也、2011、『冷戦―アメリカの民主主義的生活様式を守る戦い』、有斐閣 (ISBN:4641178062) 

5. ロバート・マクマン（青野利彦監訳）、2018、『冷戦史』、勁草書房 (ISBN:4326351756) 

6. ウォルター・ラフィーバー（平田雅己・伊藤裕子監訳）、2012、『アメリカ VSロシア―冷戦時代とその遺産』、芦書房 

(ISBN:4755612438) 

7. 山本健、2021、『ヨーロッパ冷戦史』、筑摩書房 (ISBN:4480073736) 

上記以外の参考文献は、初回講義にリストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX218／アメリカ政治論 

(American Political and Diplomatic History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの政治と外交 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの政治と外交に関する基本的知識の習得をめざす。 

 

The objective of this course is to acquire an  essential knowledge about American politics and foreign policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

合うのか、日本にとって非常に重要な課題である。「アメリカ第一主義」を奉ずる政権が退陣し、バイデン政権が発足して約 15 ヵ

月がたつなか、安易で皮相なアメリカ論に流されることなく、適切なアメリカ理解を得る必要は明らかである。 

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

基層部分をなす理念、思想を意識することで、アメリカ外交の特質と特性、そしてその変容に考察したい。 

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

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

の政治、外交、社会、経済などに関する最新の新聞記事をコピー配布し、簡単な説明を加える。英文資料、映像教材も大いに使

用する。 

 なお今年度は春学期二コマ連続開講である。 

 

  While we enter the third decade of the 21st century, the United States is still predominant in the international political, 

military and cultural field. Maintaining the good working relationship with the US remains a vital challenge for Japan. An 

appropriate understanding of the US is needed without being carried away by simple and superficial knowledge. of this nation 

This year's lectures will sequentially discuss American politics and foreign policy with a focus on the latter. In particular, this 

course aims to clarify the characteristics and qualities that underlie the conduct of foreign policy. 

 In the first lecture, a list of reference literature for the entire course will be distributed and a bibliography will be provided. As 

we start new topics in class, a summary which provides a class overview and the reference literature will be distributed. In 

addition, a copy of the latest newspaper articles concerning American politics, foreign policy, society, economy will be provided 

at the outset of each lecture along with some explanation, so that the attendees could become more interested in the US. 

English-language materials and visual aids will be also used. 

 Please note that the class will consist of two continuous time blocks in the spring semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. バイデン政権の 15 か月 

3. トランプ政権の「アメリカ第一主義」 

4. 政治理念と統治機構 

5. アメリカの外交的伝統 

6. 孤立主義の変容 

7. ウィルソン外交と第一世界大戦 

8. 1920 年代外交の独自性と世界恐慌の到来 

9. 第二次世界大戦と大同盟外交 

10. 第二次世界大戦の終結と冷戦の起源 

11. 封じ込め政策の実施と展開 

12. 朝鮮戦争と封じ込め政策の転換 

13. 対日講和と戦後日米関係の形成 

14. 大量報復戦略と冷戦の常態化 

15. 冷戦の変容―1950 年代後半 

16. 冷戦のグローバル化と第三世界 

17. ケネディ政権の柔軟反応戦略とベルリン・キューバ危機 

18. ヴェトナム戦争の蹉跌 
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19. デタント外交の実施と進展 

20. デタントの崩壊と新冷戦の時代 

21. 冷戦終結への道程 

22. 冷戦終結外交－ベルリンの壁の崩壊・東欧革命・ソ連の解体 

23. 湾岸戦争と新世界秩序構想 

24. ポスト冷戦とクリントン外交 

25. G・W・ブッシュ政権と 9/11 

26. G・W・ブッシュ外交の帰結 

27. オバマ政権の外交－「世界の警察官」の終わり 

28. 統括 

 

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

授業では、新しいテーマに入るたびに、Blackboardにレジュメ、参考文献、映像資料を掲示する。十分に準備して出席して欲し

い。また Blackboardには適宜、講義に関する情報をアップするので、注意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木卓也編、2017、『戦後アメリカ外交史』第三版、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22080-5) 

 

参考文献（Readings） 

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

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

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

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

5. 久保文明、2018、『アメリカ政治史』、有斐閣 

6. 有賀貞、2019、『現代国際関係史』、東京大学出版会 

7. 青野利彦・倉科一希・宮田伊知郎編、2020、『現代アメリカ政治外交史』、ミネルヴァ書房 

初回の授業時に、本講義全体にかかわる参考文献を紹介し、簡単な解説を加える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX220／アジア政治論 

(Asian Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

第一部 アジア政治の基礎概念 

第二部 中国の台頭 

第三部 中国とどう付き合うか（香港の事例を中心に） 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

 

The objectives of this course are to understand the rise of China in a dispassionate manner and think about how to respond 

based on the fundamental concepts of Asian politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

を中心に扱います。 

アジアは多様性を含む地域であり、各国の政治体制・経済状況・文化や価値観も大いに異なっています。各国間の相互関係も複

雑さを含んでいます。その状況を冷静に読み解くには、政治学の知識が必要です。第一部では、アジア全体を理解するための政

治学的な理論を検討します。 

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

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

中国の重要性は増大しています。中国を正しく理解するため、アジア政治の理論を応用して考えるのが第二部の内容です。 

このような矛盾する状況のなかで，日本は中国とどうつきあうかを考えなければなりません。この問題に答えるためには，日本や

中国を含むアジアの政治がどのような特徴を持っているのかを，正確に理解することが必要となります。また，この問題は，日本

だけでなく，中国の周辺に位置するアジア諸国にとって共通の問題となっています。中国の周辺諸国が中国の台頭にどう応じて

いるかを考えることは，日本にとっても大いに参考となるでしょう。第三部では、香港を事例としてこれを考えます。 

 

The lectures will first start with an explanation from a political science angle of the concepts needed to understand Asian 

politics and continue by analyzing the phenomenon which is the rise of China. Next, we will conduct case studies of the 

peripheral responses to that phenomenon. The case studies will center on Hong Kong which stands at the forefront of the rise 

of China. 

Asia is a diverse region, and each country has a significantly different political system, economic situation, culture, and values. 

The relationships between each of the countries are also complicated. Knowledge of Political Science is needed to calmly 

decipher that situation. During the first section, we will examine Political Science theories to understand Asia as a whole. 

It is no exaggeration to say that the rise of China is currently the greatest matter of concern within Asian politics. In Japan, 

there are significant concerns regarding anti-Japanese sentiment in China and threats to national security. An emotional 

backlash against China is strengthening, but on the other hand the economic relationship with China is significantly expanding, 

and the importance of China to Japan is increasing. The second section will focus on applying and thinking about theories of 

Asian politics in order to properly understand China. 

In this contradictory situation, Japan must think about how to get along with China. To answer this question, it is necessary to 

accurately understand the characteristics of politics in Asia including Japan and China. Moreover, this problem not only affects 

Japan but is common to various Asian countries which are located around China. Thinking about the way in which the 

surrounding countries are responding to the rise of China will likely prove useful for Japan as well. The third section will examine 

a case study about Hong Kong. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジアとは何か 

3. 第一部 アジア政治の基礎概念 

植民地化とナショナリズム① 

4. 植民地化とナショナリズム② 

5. 近代化と経済発展① 

6. 近代化と経済発展② 
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7. 民主化① 

8. 民主化② 

9. 冷戦① 

10. 冷戦② 

11. 第二部 中国の台頭 

帝国から国民国家へ① 

12. 帝国から国民国家へ② 

13. 中国の経済発展① 

14. 中国の経済発展② 

15. 中国は民主化するか① 

16. 中国は民主化するか② 

17. 中国を取り巻く国際関係① 

18. 中国を取り巻く国際関係② 

19. 第三部 中国とどう付き合うか（香港の事例） 

香港「一国二制度」の仕組み① 

20. 香港「一国二制度」の仕組み② 

21. 中国人か、香港人か① 

22. 中国人か、香港人か② 

23. 中国との経済融合① 

24. 中国との経済融合② 

25. 民主化をめぐる論争① 

26. 民主化をめぐる論争② 

27. 香港の二つの歴史問題① 

28. 香港の二つの歴史問題② 

 

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

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

す（関心のある新聞記事を見つけ、その内容を要約した上で、自身の分析を書く形式のレポート）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

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

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

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

3. 倉田 徹・倉田 明子編、2019、『香港危機の深層』、東京外国語大学出版会 (ISBN:978-4904575796) 

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

5. 東大社研現代中国研究拠点編、2020、『コロナ以後の東アジア: 変動の力学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130333009) 

6. 川島 真・小嶋 華津子編、2020、『よくわかる現代中国政治』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623086719) 

7. 倉田 徹、2021、『香港政治危機』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130331104) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX221／日本政治史 

(Political History of Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

 

Where did the international environment currently surrounding Japan come from? The objective of this course is to understand 

a bird’s‐eye view of the political and foreign policy history of Japan which is necessary to understand the contemporary world 

as a "Japanese person." Moreover, students will learn that there are multiple historical views within a specific historical 

process.  

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

行に多少の濃淡やスピードの変化が生まれることを理解されたい。  

 

The classes will explore what kinds of foreign relations Japan built with "Asia" and the "West" from before modern times as 

part of the history of the formation and destruction of the "Empire of Japan" and how that developed into Japan's postwar 

foreign policy. The classes will revolve around Japan's relationship with the "West" and Japan's relationship with "Asia." The 

lectures are scheduled to follow the aforementioned syllabus, but the lectures will be presented based on an awareness of 

problems which are currently happening while observing the response of the students, so please understand that there may be 

some changes in intensity and speed of the class pacing.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 00 はじめに グローバル･ヒストリーとナショナル･ヒストリー 

2. 第一章 「日本型華夷秩序」の形成 

01 東アジア秩序の中の「日本」 

3. 02 「将軍権力」の確立 

4. 03 日本型華夷秩序の成立 

5. 04 「徳川による平和」 

6. 第二章 「西洋の衝撃」から「帝国」建設へ 

05 「西洋の衝撃」  

7. 06 「尊王攘夷」運動から倒幕・維新へ 

8. 07 明治維新とは何だったのか(１) 

9. 08 明治維新とは何だったのか(２) 

10. 09 明治維新政府による外交再編(１)   

11. 10 明治維新政府による外交再編(２)   

12. 第三章 日本の「西洋型帝国化」とアジア 

11 日清戦争への道 

13. 12 日清戦争後の「文明」と台湾植民地 

14. 13 日露戦争への道  

15. 14 日露戦争と朝鮮植民地化 

16. 15 日露戦争の意味 

17. 16 第一次世界大戦と国際環境の変化 

18. 17 政党政治と植民地政策の転換  

19. 第四章 アジア主義の台頭と「帝国」原理の変質 

18 満州事変への道  

20. 19 「帝国」への対抗としての満州事変  

21. 20 満州事変後の帝国再編 
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22. 21 満州事変後の国体変化 

23. 22 日中戦争の勃発 

24. 23 日中戦争収拾の試みと反英運動 

25. 24 「大東亜戦争」再考(１) 

26. 25 「大東亜戦争」再考(２) 

27. 第五章 「戦後日本」の形成 

26 敗戦から講和へ 

28. 27 復興・高度成長から現代へ 

 

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

Blackboard を使用する予定。学生は質問やコメントを提出することができ，それに適宜教員が応答する。 

授業で紹介された文献や映画を積極的に利用して学習することが期待される。 

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

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

習慣をつければ，何とかなるようにしたい（一昨年度はＳ 8.4％，Ａ 17.3％，Ｂ 28.5％，Ｃ 26.6％，Ｄ  19.2％）。CD は、きちんと

授業に出ていなかった者がほとんどである。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

授業内容について提出された質問・コメントが優れている場合、上記 100％に加えて 30％までを上乗せ加算する予定である。授

業内で説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストとして使うものは、ない。授業の中で、下記の参考文献を含め、参照文献を紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松浦正孝、2010、『「大東亜戦争」はなぜ起きたのか』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0952-2) 

2. 坂野潤治、2012、『日本近代史』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-06642-8) 

3. 三谷太一郎、2017、『日本の近代とは何であったか』、岩波書店 (ISBN:9784004316503) 

4. 北岡伸一、2017、『日本政治史 外交と権力』、有斐閣 (ISBN:9784641149199) 

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

集中力保持のため、授業の中間で休憩を入れる予定。  

パワーポイントを利用するほか、適宜映像資料なども利用したい。 

オンライン授業は、授業後 1 週間程度は録画で視聴できるようにする予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX222／ヨーロッパ政治論 

(European Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

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

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ各国のそれぞれ個性的な政治発展と，国民国家を超えるＥＵ統合に向かう挑戦を学びながら，比較政治学を習得す

る。 

 

The objective of this course is to learn comparative politics with  focuses on the diverse European paths  toward 

democratization, authoritarianism, welfare state, as well as the contemporary challenges of the European integration beyond the 

nation state. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパは多様な発展の道をたどってデモクラシーの構築や崩壊，福祉国家の建設を経験し，現在ではＥＵ危機，移民・難民，

ポピュリズム，気候変動，福祉国家再編のような新しい課題に向かっている。この授業では比較政治の理論を紹介しつつ，ヨーロ

ッパ政治のたえざる変化を，国別とテーマ別で解説していく。 

 

Europe has followed diverse paths of political development, both democratic and undemocratic, and is facing new issues such as 

the EU crisis, immigrants and refugees, populism, climate change, and the restructuring of welfare states. This lecture will  

introduce the comparative political theories while explaining the ever-changing European politics by country and by topic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ナショナリズムと国家１ 

3. ナショナリズムと国家２ 

4. 政治発展１（理論編） 

5. 政治発展２（イギリス・ドイツ等） 

6. 政治発展３（オランダ・北欧等） 

7. 政党システム 

8. 市民社会と政治文化 

9. 国際関係と戦争 

10. 政治体制の危機 

11. 極端の時代 

12. 政治制度と政権交代１（理論編） 

13. 政治制度と政権交代２（イギリス、フランス等） 

14. 政治制度と政権交代３（ドイツ、中小国等） 

15. 福祉制度１（理論編） 

16. 欧州統合と EU１ 

17. 欧州統合と EU２ 

18. 欧州統合と EU３ 

19. 現代の民主化１（南欧）   

20. 現代の民主化２（中東欧）   

21. 地域主義と連邦制 

22. 福祉政治２（現代編） 

23. グローバル化とポピュリズム１ 

24. グローバル化とポピュリズム２ 

25. 社会運動と環境政治 

26. ジェンダーとデモクラシー 

27. 世界の中のヨーロッパ 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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配布教材やテキストのほか，新聞報道の国際記事に目を通し，世界とヨーロッパの政治の具体的情報に日頃からふれておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 粕谷祐子、2014、『比較政治学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623071449) 

テキストの他，配布（アップロード）するレジュメ，資料も教材として用いる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松尾秀哉・近藤康史・近藤正基・溝口修平編、2019、『教養としてのヨーロッパ政治』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623086412) 

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

3. 遠藤乾、2014、『欧州複合危機 ― 苦悶する EU、揺れる世界』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784121024053) 

4. 宮島喬・木畑洋一・小川有美編、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)） 

最新の政治状況，研究進展によりシラバスの一部入れ替えがありうる。授業中私語・途中入退室しないこと，不明な点は気軽に

質問すること，いい授業を共につくるための「契約」です。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX231／日本政治思想史（１） 

(History of Japanese Political Thought(1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

近世から近代の日本政治思想通史 

(Overview of Early Modern and Modern Japanese Political Thought) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世から近代までの日本政治思想について通史的な知識を獲得し、現代の政治的課題について考察することができるようにな

る。 

 

The purpose of this course is to understand fundamental facts about political thinkers and their social backgrounds. Students 

obtain an overview of early modern and modern Japanese intellectual history and explore its relevance to contemporary political 

issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

17 世紀から 20 世紀にかけての日本政治思想の流れを概観し、儒学、国学、近代の西洋思想の受容を中心に、主要な思想家の

著作と社会的背景について学ぶ。 

 

The purpose of this course is to introduce Japanese political thought, specifically, schools of thought from the 17th to the 19th 

century, including Confucianism, Kokugaku (National Learning), and modern schools under Western influence. The course should 

be of significance to those interested in Japanese philosophy and political culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目標と概説、主要参考文献の紹介 

2. 戦国から政治体制の安定へ 

3. 思想としての兵学 

4. 儒学の道徳論と権力との関係 

5. 統治の理念と実態 

6. 民衆の生活と経済 

7. 近世の対外意識 

8. 自国優越主義の萌芽 

9. 西洋の衝撃 

10. 法・権利・平等 

11. 政治参加と立憲制度 

12. 貧困と衛生 

13. 近世・近代におけるジェンダー問題 

14. 思想史学の現代的意義について 

 

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

講義で用いる史料・資料を講義の前に立教時間にアップロードし、「お知らせ」を通じて告知するので、立教時間からの連絡に注

意し、各自ノートパソコン、タブレットなどに取り込んで目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

渡辺浩『日本政治思想史 十七～十九世紀』は、授業内容を深く理解するために読んでおくことを勧める。講義のそれぞれのテー

マに役立つ参考文献は立教時間で必要箇所を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX232／日本政治思想史（２） 

(History of Japanese Political Thought(2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

第二次世界大戦後の政治思想における注目すべき論点を学ぶ 

(Key Issues in Japanese Political Thought: after World War II) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 宏一郎(MATSUDA KOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一に、第二次大戦後の日本の知識人による思想的論争の具体的な内容を知ること。第二に、政治思想および思想家研究のた

めのより一般的な研究手法を学ぶこと。 

 

This course aims: (1) to present specific knowledge about important issues debated among intellectuals in the post-World War II 

period and (2) to develop more general skills in the discipline of political thought and intellectual history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治体制、社会構造、近代化, 民主主義についての戦後日本の思想家によるさまざまな議論を分析し、その政治的背景、知的

環境について学ぶ。また現代政治の諸問題を考察するために、過去の思想の研究がどのように役立つのかを考える。 

 

This course aims to cover the following issues through a wide range of arguments by post-war Japanese policial thinkers: 

Political System, Social Structure, Modernization, and Democracy . Additionally, the course examines the significance of past 

political thinkers in the study of  contemporary political issues.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要と目的 参考文献の紹介 

2. 戦時体制指導者の精神構造(1) 

3. 戦時体制指導者の精神構造(2) 

4. 戦時体制指導者の精神構造(3) 

5. 国家と社会の「近代化」という問題(1) 

6. 国家と社会の「近代化」という問題(2) 

7. 国家と社会の「近代化」という問題(3) 

8. 知識人と民主主義(1) 

9. 知識人と民主主義(2) 

10. 知識人と民主主義(3) 

11. 政治意識と家族・ジェンダー(1) 

12. 政治意識と家族・ジェンダー(2) 

13. 政治意識と家族・ジェンダー(3) 

14. 講義のまとめ 

 

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

講義で用いる資料を講義の前に立教時間にアップロードしておくので、各自ノートパソコン、タブレットなどに取り込んで目を通して

おくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

読むべき文献は立教時間を通じて指示、配布する 

 

参考文献（Readings） 

読むべき文献は立教時間を通じて指示、配布する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX233／欧州政治思想史 

(History of European Political Thought) 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

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

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

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

 

1) To fundamentally contemplate the human-specific activity which is "politics" and to become familiar with its historical 

aggregation in the Western world.  

2) To study the classic texts of political thought and their relationship with that historical context.  

3) To understand the genesis and significance of key concepts such as "democracy", "liberty", "equality", and "public sphere" 

when thinking about modern politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

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

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

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

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

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

から 20 世紀の政治理論までを扱う。 

 

In these lectures, students will learn how fundamental contemplation about "politics" built up within human history and became 

crystallized in the "classic texts" which are still read today. Of course, each of the classic texts incorporates the unique 

historical context in which it was written, and the texts cannot be evaluated without that historical context. However, at the 

same time the classic texts are not simply "relics of the past" which fade away over time. Therefore, historical and 

philosophical approaches are both required to study the history of political thought. The first half of the lectures will cover the 

activities of the ancient Greek polis (city states) up to the establishment of the sovereign state, and the second half will cover 

the development of the theory of the social contract and the philosophy of Enlightenment up to 20th century political theory. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 政治思想史とは何か 

2. 古代ギリシアの世界 

3. プラトン 

4. アリストテレス 

5. ヘレニズム時代 

6. 共和政ローマ 

7. 帝政ローマ 

8. キリスト教世界の勃興 

9. アウグスティヌス 

10. トマス・アクィナス 

11. 中世社会の黄昏 

12. マキャヴェリ 

13. トマス・モア 

14. ルターとカルヴァン 

15. ボダンと主権国家 

16. ホッブズ 

17. ロック 

18. モンテスキューとフランス啓蒙 

19. ルソー 

20. スコットランド啓蒙 

21. アメリカ独立とフェデラリスト 

22. フランス革命とバーク 
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23. ヘーゲル 

24. ベンサム 

25. J・S・ミル 

26. トクヴィル 

27. 社会主義とマルクス 

28. 現代の政治思想 

 

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

予習）各回の講義に合わせて教科書の該当箇所を読んでおくこと。 

 

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパーの提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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

 

参考文献（Readings） 

1. 野口雅弘・山本圭・髙山裕二編、2021 年、『よくわかる政治思想』、ミネルヴァ書房 

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

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

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

これらに加えて各回の講義中にも参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX240／国際政治 

(International Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

▪春学期：国際政治学を歴史、理論、イシューから体系的に理解する（担当：清水謙） 

 

▪秋学期：市井の人々の視点から国際政治の諸問題を学ぶことで他者理解の力を養う

（担当：長史隆） 

担当者名 

（Instructor） 

長 史隆(CHO FUMITAKA) 

清水 謙(SHIMIZU KEN) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【春学期】 

春学期は、国際政治を体系的に学ぶことで、21 世紀におけるさまざまな国際問題を理解し体系的に分析する基礎を培うことを狙

いとする。 

 

【秋学期】 

秋学期は、優れた著作・映画・ドキュメンタリー番組などを通して、ある時代や国に生きた（あるいは現に生きている）人々の経験

や思いに耳を傾けることで、国際政治の歴史と現状を多面的に把握することを目指す。それによって、普段は出会うことのない

「他者」に対する理解や共感を養うことを目標とする。 

 

The objective of the spring semester is to build a foundation to understand and systematically analyze various international 

problems in the twenty-first century by studying an overview of international politics. 

 

The fall semester is aimed to familiarize students with the voices of people who lived (or are living) in each period and occasion. 

It would help students foster empathy for people who are so distant or impossible to encounter in everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

【春学期】 

春学期には、主権国家の成立を理解した上で、リアリズム、リベラリズム、コンストラクティヴィズムのような基礎理論を修得する。

そして、経済、外交、安全保障、新しい戦争、テロ、難民などのイシューを理解し、平和はいかに構築されるのかを考える。 

 

【秋学期】 

秋学期は、「反転授業」形式にて授業を行う。すなわち受講者には、授業前に所定の文献（1 時間以内に読了できる分量）を読了

し、それについてのコメント（200～500 字程度）を提出したうえで授業に臨んでもらう。授業は、教員による解説、映画や番組の視

聴、受講者が事前に提出したコメントに対する教員の応答を中心に進める。また受講者数次第では、グループ討論を行うこともあ

りうる。 

 

The spring semester aims to focus on the sovereign state system, the basic theories of international politics, such as realism, 

liberalism as well as constructivism. It is also important to grasp the relation between international politics and economy, 

diplomacy, security, the new war, terrorism, and refugees as contemporary international issues. In the end of this course, the 

students will examine how international peace can be achieved. 

 

The fall semester is going to be conducted in a way of “flipped classroom.” Students are required to read an assignment and to 

submit a short essay on it before the class. In class, the students are supposed to watch a TV program or a part of a movie, 

listen to the instructor’s lecture, and share the instructor’s comments on students’ short essays. If the number of students 

permits, discussion in groups may be implemented.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション−国際政治とは何か  

2. 国家とは何か−主権国家の成立と国家の要件 

3. 国際政治学の基礎理論（１）リアリズム 

4. 国際政治学の基礎理論（２）リベラリズム  

5. 国際政治学の基礎理論（３）コンストラクティヴィズム 

6. 対外政策の選択 
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7. 安全保障の概念 

8. 核兵器と国際政治 

9. 国際政治経済を考える：国家、市場、国際体制 

10. 冷戦の終結と「新しい戦争」 

11. 越境の国際政治−移民／難民問題を考える 

12. 「移民の安全保障化」−膨張する安全保障とヒトの国際的移動 

13. 平和はどのように構築されるのか 

14. 春学期末テスト 

15. 秋学期のガイダンス 

16. 第 2 次世界大戦の諸相① NHK『新・映像の世紀 第３集 時代は独裁者を求めた』（序盤の 1/3 を授業で視聴）＋水木しげ

る『劇画ヒットラー』の一部（事前課題） 

17. 第 2 次世界大戦の諸相② NHK『新・映像の世紀 第３集 時代は独裁者を求めた』（中盤の 1/3 を授業で視聴）＋アレクシ

エーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』の一部（事前課題） 

18. 第 2 次世界大戦の諸相③ NHK『新・映像の世紀 第３集 時代は独裁者を求めた』（終盤の 1/3 を授業で視聴）＋『ベルリ

ン終戦日記 ある女性の記録』の一部（事前課題） 

19. ホロコーストを生き延びた女性の生涯からジェンダーを考える——映画『おしえて！ドクター・ルース』を観る 

20. 現代の戦争① シリア内戦（2011 年～）——ドキュメンタリー『娘は戦場で生まれた』（授業内で視聴）＋青山弘之『シリア情

勢』（事前課題） 

21. 現代の戦争② ロシアのウクライナ侵攻（2022 年～） ※課題文献等未定 

22. 女性のエンパワーメント① 映画『パッドマン』（前半を授業で視聴）＋NHK『生理の貧困』の視聴（事前課題） 

23. 女性のエンパワーメント② 映画『パッドマン』（後半を授業で視聴）＋福井みのりほか『＃生理の貧困』の一部（事前課題） 

24. 女性のエンパワーメント③ 女性器切除（FGM）の体験と廃絶への活動——ワリス・ディリー『砂漠の女ディリー』の一部（事

前課題） 

25. 異文化体験から見えるもの——熊谷はるか『JK、インドで常識ぶっ壊される』の一部（事前課題） 

26. 世界に開かれた日本社会をどう創るか① テレビ朝日『なんで見えない 名古屋入管で起きたこと』（授業で視聴）＋ある南

米からの移民日系人青年のライフヒストリー（岸政彦『街の人生』所収：事前課題） 

27. 世界に開かれた日本社会をどう創るか② 安田浩一『学校では教えてくれない差別と排除の話』の一部（事前課題） 

28. なぜトランプが大統領になったのか——中間層の没落、経済・教育格差の拡大、ポピュリズムの台頭という世界的現象（金成

隆一『ルポ トランプ王国』の一部：事前課題） 

 

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

▪春学期：各回のテーマに関する情報を事前に収集し、参考文献として挙げられている文献などに目を通しておく。また、世界情

勢を把握するため、国際ニュースなどもこまめにチェックしておくこと。授業後はレジュメを見直して復習をし、修得した理論や分析

枠組みで国際政治の問題や論点を各自で分析する。 

 

▪秋学期：事前課題の文献を読了したうえで、それについてのコメント（200～500 字程度）を授業の 3 時間前までに提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/春学期の期末テスト(40%)/秋学期の授業前提出コメント(15%) 

上記の「筆記試験」の対象は、秋学期の学習範囲である。すなわち、春学期末には春学期を対象とした「期末テスト」が、秋学期

末には秋学期を対象とした「筆記試験」が行われる。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。毎回、講義のレジュメを配布もしくはアップロードする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田所昌幸、2008 年、『国際政治経済学』、名古屋大学出版会 

2. 中西寛・石田淳・田所昌幸、2013 年、『国際政治学』、有斐閣 

3. 吉川直人・野口和彦編、2015年、『国際関係理論（第 2 版）』、勁草書房 

4. 小川浩之・板橋拓己・青野利彦、2018 年、『国際政治史——主権国家体系のあゆみ』、有斐閣 

5. 広瀬佳一・小笠原高雪・小尾美千代編著、2021 年、『よくわかる国際政治』、ミネルヴァ書房 

6. 日本経済新聞社編、2021 年、『パクスなき世界——コロナ後の正義と自由とは』、日本経済新聞出版 

7. ファリード・ザカリア（上原裕美子訳）、2021 年、『パンデミック後の世界 10 の教訓』、日本経済新聞出版 

その他、受講者の関心を汲み取りながら授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・昨年度までとは担当教員が異なる。春学期は清水謙が、秋学期は長史隆が担当する。 

 

・各回の予定は変更の可能性がある。 
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注意事項（Notice） 
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■EX241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX241／比較政治１ 

(Comparative Politics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中東イスラーム地域政治 

担当者名 

（Instructor） 
臼杵 陽(USUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教・民族・国家・国家横断的運動が複雑に織りなす政治的動態の現実を踏まえて、目まぐるしく変化する現代中東イスラーム地

域をより正確に理解することを目標にする 

 

The objectives of this course are to understand the rapidly changing contemporary Middle Eastern and Muslim regions in light of 

the complexities of political dynamics of religion, ethnicity, nation, and transnational movements in the regions.  

 

授業の内容（Course Contents） 

中東イスラーム地域は歴史的かつ空間的に重層構造をもつ社会である。したがって同地域を理解するには通時的な視点と共時

的な視点をあわせもつ必要がある。本講義では通時的には、中東の歴史のなかにおいてイスラエルとパレスチナとの間の紛争、

つまりパレスチナ問題の起源と展開をどのように捉えるべきかを概説する。共時的には中東という地域概念、宗教・宗派、民族や

エスニック集団の複雑な相互関係をどのように理解すべきなのかを解説する。   

 

The Middle Eastern and Muslim regions have societies with a historical and spatially multi-layered structure. Therefore, it is 

necessary to have a chronological and synchronic perspectives at the same time to understand the region. From a chronological 

perspective, this course provides the outline of how the Israeli and Palestinian conflict in the history of the Middle East, or the 

origin and development of the Palestinian question should be viewed. In a synchronic perspective, it explains how to understand 

the complex concept of the Middle Eastern areas, the religions and sects, and the complex interrelationships of ethnic groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地域としての中東とはどこか？―言語と宗教の観点から 

2. ユダヤ教、キリスト教、イスラームという三つの一神教の相互関係  

3. 現代から見た中東イスラーム地域の歴史の概観①―十字軍から東方問題まで 

4. 現代から見た中東イスラーム地域の歴史の概観②ー帝国主義時代における汎イスラーム運動とナショナリズム 

5. 現代中東地域の形成―第一次世界大戦と委任統治  

6. アラブ・イスラエル紛争の起源―第二次世界大戦とイスラエル建国  

7. アラブ・イスラエル紛争の展開―第一次中東戦争から第三次中東戦争まで 

8. アラブ・イスラエル紛争の変質①ーパレスチナ解放運動の高揚 

9. アラブ・イスラエル紛争の変質②－第四次中東戦争とエジプト・イスラエル平和条約 

10. パレスチナ／イスラエル紛争とレバノン戦争―非対称的紛争の開始 

11. 米ソ冷戦の終焉と湾岸戦争ー中東和平の始動   

12. オスロ合意の締結とその蹉跌 

13. 「アラブの春」からシリア内戦へ  

14. イスラーム国（ＩＳ）とは何っだのか？   

 

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

毎日、テレビ・新聞・インターネットなどのメディアを使って、中東イスラーム地域に関係するニュースや情報を得るように心がけて

ください。そうすることで、中東とかイスラームといった遠い地域の出来事ではなく、できるだけ身近なものとして感じる想像力を養

うように努力してください。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 臼杵 陽、2013、『世界史の中のパレスチナ問題』、講談社現代新書 (ISBN:4062881896) 

2. 臼杵 陽、2018、『「中東」の世界史』、作品社 (ISBN:9784861826818) 
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参考文献（Readings） 

1. 臼杵 陽、2009、『イスラエル』、岩波新書 (ISBN:4004311829) 

2. 臼杵 陽、1999、『中東和平への道』、山川出版社 (ISBN:463434520X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.jwu.ac.jp/unv/academics/teacher/member1303.html 

 

注意事項（Notice） 
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■EX250 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX250／政治社会学 

(Political Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

政治社会学の基礎と応用－社会学は法と政治をどのように扱うか Foundations and 

Application of Political Sociology:  Sociological Views on and Analysis of Law and 

Politics 

担当者名 

（Instructor） 
久保山 亮(KUBOYAMA RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①政治社会学の古典を読み、政治社会学の基礎と方法論を身につける。 

 

②法学部の学生として必要な社会学の視点と方法論を習得する。 

 

③これらを踏まえて、私たちが今日抱える政治的事象・問題を社会学的に考察し、あるべき政策を構想できるようにする。 

 

1. Students read classical works of political sociology and study the basics and methodology of political sociology.  

 

2. Students of Law School learn essential theoretical and methodological approaches for their studies.   

 

3.Then further, students acquire the basic knowledge and competences to analyze sociologically political events and issues in 

our era and to propose appropriate policies.   

 

授業の内容（Course Contents） 

①本授業の内容は、二つに大別される。 

前半では、政治社会学の基礎とアプローチ（方法）を、古典的理論および研究を中心に習得する。 

後半では、それを踏まえて、私たちの社会や生活世界で繰り広げられる政治的事象・問題に対してどのように社会学的にアプロ

ーチするかを、事例研究によって学び、考える。 

 

②社会学（政治社会学）は近代の登場とともに現れた学問分野であり、近代社会を考察・分析することから始まった。わたしたち

は、後期近代（あるいは脱近代）の時代に生きる中で、さまざまな政治的な事象・問題をかかえている。近代と後期近代にまたが

る政治的事象（帝国的生活様式、環境問題、レイシズム、ジェンダー、人権など）を社会学の視点から考え、どのような政策が望

ましいのかを構想してもらう。 

 

 

1. The course has two parts.  

 

The first part deals with the basis and methodology of political sociology. Students learn classical works and researches. 

 

Then further, the second provides the opportunities to develop the sociological approaches to the political events and issues in 

our societies and the world of human life, using various case studies. 

    

2. Sociology / Political sociology as a scholarly discipline emerged hand in hand with the rise of the modern society and 

embarked on investigating and analyzing the modern society. We have a variety of political events and issues in 

late/postmodern societies.  

 

  Hence, we work on these political issues in modernity and late modernity such as imperial mode of living, environment issues, 

racism, gender politics and human rights issues and design alternative policy options.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：授業をどのように進めてゆくか、授業のねらい、政治社会学とは何か、政治社会学の研究課題（１） 

2. 序論（２）＋政治社会学の基礎－４つの説明類型：マルクス・ヴェーバー・デュルケーム・フーコー 

3. ヴェーバーを読む：官僚制、政治と暴力（1） 

4. ヴェーバーを読む（2） 

5. マルクスを読む：労働の商品化と権力、資本・労働・公共性・国家（1） 
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6. マルクスを読む（2） 

7. グローバル資本主義、外部化、環境問題（1） 

8. グローバル資本主義、外部化、環境問題（2） 

9. フーコーを読む：統治性、生権力（1） 

10. フーコーを読む（2） 

11. 植民地主義、オリエンタリズム、レイシズム 

12. ジェンダーと暴力の比較社会学 

13. 多様性と共生－「当事者主権」はどこまで可能か 

14. 国際人権の政治社会学 

 

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

・テキストおよび授業内で指示するテキストは、事前に必ず読んでおくこと（該当するセッションの前に、読んでおいてもらう範囲な

どを指示する）。 

 

・授業内で、テキストの内容と理解・疑問点・自分の着眼点について議論できるように準備しておくこと。 

 

・参考文献および授業内で必要に応じて紹介する参考文献も、読むことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内での課題、授業への積極参加、テキストの読解など（現時点では未定）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マックス・ヴェーバー、2009、『職業としての政治 / 職業としての学問（日経 BP クラシックス）』、日経 BP (ISBN:978-

4822247225) 

2. マルクス、長谷川宏訳、2010、『経済学・哲学草稿（光文社古典新訳文庫）』、光文社 (ISBN:978-4334752054) 

3. 重田園江、2011、『ミシェル・フーコー：近代を裏から読む（ちくま新書）』、筑摩書房 (ISBN:978-4480066275) 

4. 中西 正司, 上野 千鶴子、2003、『当事者主権 (岩波新書 新赤版 (860))』、岩波書店 (ISBN:978-4004308607) 

5. ミシェル・フーコー、2006、『フーコー・コレクション６：生政治・統治（ちくま学芸文庫）』、筑摩書房 (978-480089969) 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川 公一、 浜 日出夫, 藤村 正之, 町村 敬志、2019、『社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)』、有斐閣 

(ISBN:978-4641053892) 

2. アンソニー・ギデンズ、松尾精文他訳、2009、『社会学 第五版』、而立書房 (ISBN:978-4880593500) 

3. アンソニー・ギデンズ、松尾精文ほか訳、1999、『国民国家と暴力』、而立書房 (ISBN:978-4880592640) 

4. マックス・ヴェーバー、1972、『社会学の根本概念 (岩波文庫)』、岩波書店 (ISBN:978-4003420966) 

5. ウルリッヒ・ブラント 、 マークス・ヴィッセン、2021、『地球を壊す暮らし方: 帝国型生活様式と新たな搾取』、岩波書店 

(ISBN:978-4000614757) 

6. ミシェル フーコー、 高桑 和巳訳、2007、『ミシェル・フーコー講義集成〈7〉安全・領土・人口 (コレージュ・ド・フランス講義

1977-78)』、筑摩書房 (ISBN:978-4480790477) 

7. ジグムント・バウマン、2017年、『コミュニティ：自由と安全の戦場 (ちくま学芸文庫)』、筑摩書房 (ISBN:978-4480098252) 

・エミール・デュルケーム、菊谷和宏訳｢社会学的方法の規準」（講談社学芸文庫）、978-4065118467 

 

・見田宗介「社会学入門：人間と社会の未来（岩波新書）」（岩波書店、2007 年、978-4004310099） 

 

・ジグムント・バウマン「近代とホロコースト〔完全版〕 (ちくま学芸文庫)」（筑摩書房、2021 年、978-4480510211） 

 

・ロバート・J・ヤング「ポストコロニアリズム」（岩波書店、2005 年、978-4000268783） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講生の理解度に合わせて、ていねいに講義を進めることを優先するため、講義は講義計画通りに進まないこともありうる。必

要に応じて、取捨選択して進める。 

 

・授業では、適宜受講生に、読んてきてもらったテキストについての質問や、論題への問いかけも行う。積極的な受講態度が期待

される。人数によっては、受講生の積極参加を促す演習形式も導入する。 

 

・社会学者が考える「政治」と、政治学者にとっての「政治」は重なるところもありますが、異なるところも多くあります。私たちが生

きる社会、私たちを取り巻く世界の問題を考える枠組みとツールを習得してもらうことをめざしています。ほんとうに学びたい、切

実に考えたいあなたを歓迎します。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX251／環境政治 

(Environmental Politics) 

担当者名 

（Instructor） 
尾内 隆之(ONAI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境問題をめぐる政治に規範的考察と実証的考察との両面からアプローチし，その特質を理解する。 

 

The objective of this course is to approach the politics of environmental issues with using both normative and empirical 

methods to understand its characteristics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境対策は長らく，経済成長を妨げる厄介なものと見られてきたが，いまや経済と環境の両立が各国で政策課題となっている。

環境対策の必要性そのものを否定することは今日では考えにくいが，そうであればこそ，環境をどこまで守り，その費用をだれ

が，どれだけ負担するかが政治の大きな争点となる。 

2021 年 11 月にグラスゴーで開かれた COP26では、各国のリーダーたちが多くの「成果」について口々に称揚した。確かに米国

のパリ協定復帰は良いニュースであったし、中国やインドが「温室効果ガス実質ゼロ」の目標を打ち出したことも大きな進展では

ある。しかし、気候危機を懸念する活動的な市民は、それらの「成果」が単なる言葉に過ぎないと厳しく批判している。刻々と変化

するこうした環境政治をとらえることは，現代政治の理解においても不可欠と言える。 

本講義では環境政治について，利害関係の影響はもちろん，環境思想や政策アイデアの展開も重視して考察する。環境をめぐる

様々な言説を踏まえて，新しい政治アクターの登場や市民の行動，科学の影響力の増大など，環境政治のプロセスを具体的に

見ていく。 

なお，個別の環境問題について自然科学的なメカニズムを詳説する時間はない。受講者は環境問題の現状への関心を高く持

ち，報道やインターネット等を活用して積極的に情報を得るよう心がけてほしい。 

 

Environmental measures have long been seen as a burden which interferes with economic growth, but the compatibility of 

economy and environment is important policy agenda in every country today. It is difficult to deny the necessity of 

environmental measures, but for that very reason the questions below are significant political issues usually. How much is the 

cost of enough protection measures? Who should pay for it?  

During the COP26 at Glasgow in Nov. 2021, political leaders boasted that they made a lot of achievements. The returning of US 

to Paris agreement was surely very good news. It is a big step that China and India declared "net zero" target. But activists 

criticize leaders severely because those fruits seem to be merely words. Environmental politics is an essential part of both 

world and domestic politics, so it’s very important to grasp the reality of continuously changing environmental politics. 

The lectures will focus on the impact of interests for environmental politics, the development of environmental thought and 

policy ideas with respect to environmental measures. We examine the process of politics including the emergence of new 

political actors, actions by grassroots movements, and the rising status of science. 

Please note that we won't have enough time to check the details of the scientific mechanisms of individual environmental 

problems in the class. So, students should have a high degree of interest in the current condition of environmental problem and 

get a lot of information via news media. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「コロナ危機」と「グリーン・リカバリー」 

2. 「持続可能な開発」から「SDGs」へ 

3. 環境はどう「問題」化してきたか 

  (1) 汚染・破壊・浪費 

  (2) 越境と収奪 

4.   (3) 地球化とリスク化 

5.  環境政治はどう語られてきたか 

  (1)「エコロジー」の思想・哲学 

6.   (2) 近代社会の見直し：エコロジー的近代化論 

7.   (3) 環境の市場化：グリーン経済、グリーン・ニューディール 

8.   (4) "Climate Justice"（気候正義） 

9. 環境を守るための政策的方法 

  (1) 制度（行政制度，法規制，経済的手法） 

10.   (2) 技法（環境影響評価，リスク評価，費用便益分析） 
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11. だれが，どう環境政治を動かすのか 

  (1) 公害・環境問題と市民運動 

12.   (2) 政党政治と環境問題：緑の党を中心に 

13.   (3) 気候危機と科学と民主主義 

14. 「人新世」における環境政治の課題 

 

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

環境省の『環境・循環型社会・生物多様性白書』には随時目を通しておくこと（環境省ウェブサイトで閲覧可）。また講義では随

時，時事的な話題・事例を取り上げるので，新聞の環境関連記事などで最新のニュースをチェックすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/学期中の小テスト（計２回）(20%)/リアクションコメント（毎回受付）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは用いず講義資料を随時配布する。 

やや古くなったが、川崎修・杉田敦編『現代政治理論 新版』（有斐閣アルマ、2012 年）第 10 章「環境と政治」が、担当教員による

概説になっているので一読してほしい。 

 

参考文献（Readings） 

1. デレク・ウォール、2012、『緑の政治ガイドブック』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-06647-3) 

2. J・S・ドライゼク、2007、『地球の政治学』、風行社 (ISBN:978-4938662905) 

3. 南博，稲場雅紀、2020、『SDGs：危機の時代の羅針盤』、岩波書店 (ISBN:978-4004318545) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料配布や連絡、リアクションペーパー提出等には Classroomを使用する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX261／地方自治 

(Local Government) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治の制度と現在 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 浩(INAGAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業の目標は三つある。まず、日本の地方自治制度を題材にして、地方自治の基本的な制度構造とその背景となる歴史

や概念について習得すること。次に、これらの習得した知見をもとに、現状の地方自治の諸課題について分析し、将来的な地方

自治の姿について考えることができるようになること。さらに、それを他者に対して説得的に語ることできるようになることである。 

 

 The goals of this class are the following three. First, students should learn about the basic structure of local government and 

the history and concepts behind it, using Japan's local government system as a subject. Next, students will be able to analyze 

the current issues of local autonomy and think about the future of local autonomy based on the knowledge they have acquired. 

Ultimately, the goal is for students to be able to explain them persuasively to others. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本における地方自治の基礎的な制度は、明治時代以来今日まで安定的に推移してきたが、その制度の下で展開される政策

や政治的な状況は様々に変化してきた。特に、１９９０年代以降、市町村合併や税財政改革など不況に伴う行政の合理化がすす

められる一方で、多様な主体が公共サービスを担うガバナンスなど新たな統治形態の模索も、諸外国と同様に始まっている。ま

た、東京や大阪などに見られるように新たな地方政治の動きが見られる反面、地方創生政策のように中央政府による新たな地方

政策も展開されている。この授業では、各回のテーマごとに、こうした地方自治の現状とその背景や変化について、政治学・行政

学の視点から検討を進める。授業では、各テーマに関する基礎的な用語や知識について説明をするが、基本的にはそのトピック

の全体構造や争点になっている論点について検討することに重きを置く。 

 

 The basic system of local autonomy in Japan has remained stable since the Meiji period. On the other hand, the policies and 

political situation developed under the system have changed in various ways. In particular, since the 1990s, while administrative 

rationalization due to recession has been promoted, such as municipal mergers and tax and fiscal reform, the search for a new 

system to provide public services by various entities called "Governance" has begun, as in other countries. In addition, while 

new local political movements such as those of local political parties in Tokyo and Osaka are seen, new local policies by the 

central government such as ”Chihou Sousei” （the local revitalization policy) are also developed. In this class, the current 

situation of local autonomy, its background and changes will be examined from the viewpoints of politics and administration for 

each theme. In the class, basic terminology and knowledge on each topic are explained, but the focus is basically on the overall 

structure of the topic and the points at issue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【ガイダンス・現代日本の地方自治】 現代の地方自治に関する基礎的な事項と、現在の争点・論点等について概説する。

また、講義全体のテーマについて説明する。 

2. 【日本における地方自治の歴史】 明治から現在に至るまで、地方自治をめぐる様々な論点がその時々の状況を背景に浮

上してきた。そうした諸問題について歴史的に検討する。 

3. 【住民と自治】 自治の主役である「住民」の姿は様々に変化してきた。その歴史的な変容に触れながら、現在の課題につ

いて検討する。 

4. 【地方政治の歴史と現状】 地域における権力構造や勃興する地方政党など、地方政治を取り巻く現状について、国政との

比較を視野に入れながら検討する。 

5. 【議会と執行機関】 自治体の政策は住民の意思を反映しているのか？逆に「住民の意思」は常に反映されなければならな

いのか？議会、首長、委員会といった、自治体の議決と執行の仕組みと課題について検討する。 

6. 【地方公務員制度と自治体職員】 「縁の下の力持ち」として目立たない存在、場合によっては住民からの非難を一身に浴

びつつも、就職先として根強い人気を誇る地方公務員。その制度と現状について検討する。 

7. 【地方財政制度と自治体財政】 かつて「3 割自治」と呼ばれるほど「脆弱」とされた日本の自治体財政。いったい「誰が」「何

を」負担するのか？使っているのか？基本的な地方財政の制度とその課題について実際の事例を踏まえながら検討する。 

8. 【政策と計画】 地域における問題への対処は一様ではない。自治体という組織において、そうした問題への対応がどのよ

うに形成され、総合化されるのか。政策や計画の制度と現状について検討する。 

9. 【組織編成と意思決定】 個人は組織となることで様々な変貌を遂げる。自治体が対応すべき諸課題が「組織」として、どの

ように議論され、決定されているのか、その制度と現状について検討する。 
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10. 【政府間関係】 融合型とされる中央政府との関係、震災等を契機にますます重要となる自治体間の関係、これらの政府間

の関係をどのようにマネジメントしていくのか。政治・行政の両面から歴史的な背景と現状について検討する。 

11. 【諸外国の地方自治とその現状】 主に、英仏米の各国で起こっている地方自治をめぐる課題や現状について考える。 

12. 【事例研究① 東京の地方自治（１） 都政の歴史と現状】 日本人の 1 割が住む大都市東京。多数の住民の中で、「自治」

はどのように確保されているのか。案外知られていない東京都政の歴史と現状について検討する。 

13. 【事例研究① 東京の地方自治（２） 都区制度と特別区の自治】 いわゆる「大阪都構想」などにみられるように、大都市に

おける地方自治のあり方は転換点を迎えている。現在のところ日本において唯一都区制度がとられている東京 23 区の制

度と現状、東京都との関係について検討する。 

14. 【事例研究② 子育て支援と教育行政】 人口減少、少子高齢化が問題となる中、自治体による子育て支援は保育所の設

置などを始め重要な課題となっている。また、それに連続する学校教育も、地域との関係において転換点に差し掛かってい

る。こうした子育て支援や教育行政の現状について、事例を交えながら考察する。 

 

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

 指定するテキストの各回の授業に関係している部分や、配布するレジュメや資料等を通じて、各回のトピックスについて予習・復

習を行い、わからない点を明確にしておいてください。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/コメントペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 礒崎初仁・金井利之・伊藤正次、2020、『ホーンブック地方自治[新版]』、北樹出版 (ISBN:9784779306327) 

 テキストは授業中に用いるわけではありませんが、レジュメや授業のなかでテキストの該当箇所を指示するので、各自予習や

復習などで活用してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻陽、2019、『日本の地方議会』、中央公論新社 (ISBN:412102558X) 

2. 曽我謙悟、2019、『日本の地方政府』、中央公論新社 (ISBN:4121025377) 

3. 柴田直子・松井望編、2012、『地方自治論入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623064603) 

4. 金井利之、2019、『地方議会の取扱説明書』、第一法規 (ISBN:447406738X) 

5. 金井利之、2007、『自治制度』、東京大学出版会 (ISBN:4130342339) 

6. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:4589037904) 

 １と２は、自治体に関する最新の研究動向を踏まえた新書であり、地方自治に関心のある学生は受講前に読んでみてほしい。

３は、標準的な地方自治の教科書。テキストと共に読むと理解が深まります。４は、一般向けではあるが地方議会についてさらに

論点を深堀したもの。５は、研究書であるので難しいが、本講義でも随所で言及する国と地方の関係を深く勉強したい学生は、ぜ

ひトライしてみてください。６は、具体的な事例や問いを中心に行政や政策について考えようとするもの。地方自治のみならず、中

央政府まで視野を広げて考えるために有用です。そのほか、必要な文献、さらなる理解に有用な文献について授業中に指示しま

す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 自治体や、関連する省庁（総務省、内閣府など）などのホームページや広報誌など。できれば、出身地や居住地など、任意の自

治体を一つ決め、その自治体が授業で取り上げた制度や課題などに対してどのような対応をしているかホームページなどを通じ

て調べてみると、より理解が深まります。 

 また、各回の授業内容については、 順番が入れ替わったり、内容を変更する場合があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX262／行政学１ 

(Public Administration 1) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，受講生が興味深い行政現象を記述し分析する能力を身につけることを目標とする。 

 

The objective of this class is to have the students develop the ability to describe and analyze interesting administrative 

phenomena. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 行政学は，「有権者」としての視点（制度論），「納税者」としての視点（管理論），及び「消費者」としての視点（政策論）という 3つ

の視点から行政現象に複眼的にアプローチする学問である。このうち行政学 1では，上記アプローチに対応した 3 つのパートの

うち，制度論及び管理論の一部を取り上げる。各パートでは，行政現象についての興味深いパズルを設定した後（1 週目），これ

を分析する（2 週目）。 

 なお，行政学 2 をあわせて受講してほしい。 また，受講にあたっては，過去の授業評価アンケート結果を参考にすること

（http://www2.rikkyo.ac.jp/web/haradahi/）。 

 

 Public Administration is an academic discipline which uses a multifaceted approach to administrative phenomena from the 

perspectives of the "voter" (institution theory), "taxpayer" (management theory), and "consumers" (policy theory). Of the 

three perspectives in the approach described above, Public Administration 1 will cover institution theory and part of 

management theory. In each part, an interesting puzzle concerning an administrative phenomena will be configured (week one) 

and then analyzed (week two). 

 Furthermore, please note that students are asked to take Public Administration 2 in combination with this course. In addition, 

students are asked to refer to past class evaluation surveys when taking this course (http://www2.rikkyo.ac.jp/web/haradahi/). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政学入門 1：何を学ぶのか？（行政学の体系） 

2. 行政学入門 2：どうやって学ぶのか？（行政学の方法） 

3. 制度論 1：官民関係論─規制の質の見直しはなぜ進まないのか？ 前編 

4. 制度論 1：官民関係論─規制の質の見直しはなぜ進まないのか？ 後編 

5. 制度論 2：政官関係論──政治家は幹部職員人事権をなぜ抑制的に行使するのか？ 前編 

6. 制度論 2：政官関係論──政治家は幹部職員人事権をなぜ抑制的に行使するのか？ 後編 

7. 制度論 3：行政組織論──内閣官房・内閣府はなぜ肥大化したのか？ 前編 

8. 制度論 3：行政組織論──内閣官房・内閣府はなぜ肥大化したのか？ 後編 

9. 制度論 4：公務員制度論──国家公務員はなぜ再就職するのか？ 前編 

10. 制度論 4：公務員制度論──国家公務員はなぜ再就職するのか？ 後編 

11. 管理論 1：財源管理論──日本の財政赤字は先進国でなぜ最悪なのか？ 前編 

12. 管理論 1：財源管理論──日本の財政赤字は先進国でなぜ最悪なのか？ 後編 

13. 管理論 2：人事管理論──国家公務員の定員はなぜ増加に転じたのか？ 前編 

14. 管理論 2：人事管理論──国家公務員の定員はなぜ増加に転じたのか？ 後編 

 

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

講義の進行によっては反転授業を取り入れたい。反転授業にあたっては課題を出す予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田久、2022、『行政学〔第 2版〕』、法律文化社 (ISBN:4589041951) 
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参考文献（Readings） 

1. 森田朗、2017、『新版 現代の行政』、第一法規 (ISBN:4474057198) 

2. 真渕勝、2020、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641149356) 

3. 曽我謙悟、2013、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641124833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX263／行政学２ 

(Public Administration 2) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，受講生が興味深い行政現象を記述し分析する能力を身につけることを目標とする。 

 

The objective of this class is to have the students develop the ability to describe and analyze interesting administrative 

phenomena. 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政学は，「有権者」としての視点（制度論），「納税者」としての視点（管理論），及び「消費者」としての視点（政策論）という 3 つ

の視点から行政現象に複眼的にアプローチする学問である。このうち行政学 2では，上記アプローチに対応した 3 つのパートの

うち，管理論の一部及び政策論を取り上げる。各パートでは，行政現象についての興味深いパズルを設定した後（1 週目），これ

を分析する（2 週目）。 

 なお，できる限り行政学 1 を修得しておいてほしい。また，受講にあたっては，過去の授業評価アンケート結果を参考にすること

（http://www2.rikkyo.ac.jp/web/haradahi/）。 

 

Public Administration is an academic discipline which uses a multifaceted approach to administrative phenomena from the 

perspectives of the "voter" (institution theory), "taxpayer" (management theory), and "consumers" (policy theory). Public 

Administration 2 will cover part of management theory and policy theory from the three perspectives in the approach described 

above. In each part, an interesting puzzle concerning an administrative phenomena will be configured (week one) and then 

analyzed (week two). 

 Furthermore, please note that students are asked to take Public Administration 1 in combination with this course. In addition, 

students are asked to refer to past class evaluation surveys when taking this course (http://www2.rikkyo.ac.jp/web/haradahi/). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政学入門 1：行政学の体系（何を学ぶのか？） 

2. 行政学入門 2：行政学の方法（どうやって学ぶのか？） 

3. 管理論 3：所掌事務管理論―共管事務は省庁再編後もなぜ増大したのか？ 前編 

4. 管理論 3：所掌事務管理論―共管事務は省庁再編後もなぜ増大したのか？ 後編 

5. 管理論 4：情報資源管理論―統計不正問題はなぜ発生したのか？ 前編 

6. 管理論 4：情報資源管理論―統計不正問題はなぜ発生したのか？ 後編 

7. 政策論 1：政策課題設定過程論─こんにゃく入りゼリーはなぜ規制されたのか？ 前編 

8. 政策論 1：政策課題設定過程論─こんにゃく入りゼリーはなぜ規制されたのか？ 後編 

9. 政策論 2：政策決定過程論─パブリック・コメント手続はなぜ機能しないのか？ 前編 

10. 政策論 2：政策決定過程論─パブリック・コメント手続はなぜ機能しないのか？ 後編 

11. 政策論 3：政策実施過程論─生活保護世帯はなぜ急増したのか？ 前編 

12. 政策論 3：政策実施過程論─生活保護世帯はなぜ急増したのか？ 後編 

13. 政策論 4：政策評価過程論─政策評価は政策の見直しになぜつながらないのか？ 前編 

14. 政策論 4：政策評価過程論─政策評価は政策の見直しになぜつながらないのか？ 後編 

 

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

講義の進行によっては反転授業を取り入れたい。反転授業にあたっては課題を出す予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田 久、2022、『行政学〔第 2 版〕』、法律文化社 (ISBN:4589041951) 
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参考文献（Readings） 

1. 森田朗、2017、『新版 現代の行政』、第一法規 (ISBN:4474057198) 

2. 真渕勝、2020、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641149356) 

3. 曽我謙悟、2013、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641124833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX265 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX265／公共政策論 

(Public Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉や家族、ジェンダー平等にかんする政策と福祉国家 

担当者名 

（Instructor） 
浅井 亜希(ASAI AKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共政策、とりわけ社会保障や家族、ジェンダー政策について、制度の仕組みと現状を、国際比較の視点から理解する。 

 

The objective of this course is to learn international comparative perspective with focus on social security, family and gender 

policy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の福祉国家システムは社会保障政策とともに発展してきた。しかし、少子高齢化による人口構造の変動や、ライフコースの

変化（未婚／晩婚化、女性の社会進出、単身世帯の増加）によって、現在、福祉政策およびジェンダー、家族政策のあり方が問

われている。本講義においては、福祉や家族に関する諸政策焦点をあて、公共政策の主体である福祉国家の変容とともに、21

世紀の福祉政策、家族政策、ジェンダー平等に関するを検討する。 

 この授業は、以下の３つのパートをもとに構成される。 

１．福祉国家システムの形成と変容 

  戦後の福祉国家がいかにして発展してきたのか、またグローバル化や家族の多様化によって、いかなる危機に直面し、改革

がなされてきたのかを、国際比較を通して理解する。 

２．福祉政策をめぐる政治 

  「自立」をキーワードに、現在様々な福祉改革が行われている。「自立」にむけた、「自助」や「共助」が求められているが、その

なかで国家や政府はどのような役割を果たすべきであるのか、考察する。 

３．ジェンダー・家族政策をめぐる政治 

  少子化対策、ワークライフバランスといった新しい家族政策やジェンダー平等について、北欧や世界の状況を参考にしなが

ら、日本の問題点や可能性を検討する。 

 

Public policy – what government does – is ultimately what political conflict centers upon.This course delves into the politics 

behind Welfare State. It is broadly divided into three parts. First, we will consider some concepts to help us understand how the 

Welfare State system expanded after World War II. Secondly, we will examine some contemporary challenges in the Welfare 

State systems, such as self‐support system, declining birth rates and destitution. In the third part of the class, we will sum up 

these challenges by considering comparative Social Security, Family and Gender Policy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―公共政策の視点 

2. 福祉国家システムの形成と変容（１）―福祉国家とは何か、戦後福祉国家の形成 

3. 福祉国家システムの形成と変容（２）―福祉国家の国際比較 

4. 福祉国家システムの形成と変容（３）―危機の時代の福祉国家 

5. 福祉国家システムの形成と変容（４）―福祉国家の再編 

6. 福祉政策をめぐる政治（１）―生活保護制度とその改革 

7. 福祉政策をめぐる政治（２）―障がい者をめぐる歴史 

8. 福祉政策をめぐる政治（３）―少子化対策 

9. 福祉政策をめぐる政治（４）―北欧モデルを考える 

10. ジェンダー・家族政策をめぐる政治（１）―ジェンダー平等をめぐる政策 

11. ジェンダー・家族政策をめぐる政治（２）―ワークライフバランスとは 

12. ジェンダー・家族政策をめぐる政治（３）―多様な家族のために 

13. ジェンダー・家族政策をめぐる政治（４）―家族政策の国際比較 

14. まとめ―21 世紀の社会保障・家族政策 

 

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

日頃から、新聞やインターネット等で、福祉や家族、ジェンダーをめぐる問題について、関心のあるテーマを見つけてほしい。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内で適宜コメントペーパーを課す。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX270 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX270／経済原論 

(Principles of Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 宣広(ITO NOBUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎理論を中心に、経済学の基本的な考え方を学ぶ。できるだけ数学を使わず、経済学のロジッ

クを理解できるようになることを目標とする。 

 

In this course, students will learn the basics of economic thinking with a focus on the fundamental theories of microeconomics 

and macroeconomics. The objective is to be able to understand the logic of Economics while using mathematics as little as 

possible. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期ではまず経済学の成り立ちを概観した後、主にミクロ経済学の基礎を解説する。消費者行動、企業の費用分析といった伝

統的なテーマに加え、逆選択やモラル・ハザード等、近年重要性が増している情報の問題もとりあげる。そして市場経済の長所と

短所について考える。 

秋学期には主にマクロ経済学の基礎を学ぶ。国民経済計算の基本的な考え方を解説した上で、国民所得決定理論の代表的な

モデルを紹介する。短期の国民所得決定の問題に焦点をあてることで、なぜ失業や景気変動が生じるのか、といった問題を考え

る。そして最後に、1980 年代から現在に至る日本経済および世界経済の動向を展望する。 

 

法学部向け科目という性質上、経済学の予備知識は必要としない。また、理論の説明にあたっては考え方の直観的理解に重点

を置くため、数学が苦手でも特に問題はない。 

 

During the spring semester, the course will first survey the origins of Economics before primarily explaining the fundamentals of 

microeconomics. In addition to traditional topics such as consumer behavior and corporate cost analysis, we will also cover 

information economics such as adverse selection and moral hazards which have been increasing in importance in recent years. 

Next, we will think about the strengths and weaknesses of the market economy. 

During the fall semester, students will primarily learn the fundamentals of macroeconomics. After explaining the basic concept 

behind the System of National Accounts, we will introduce the basic models of national income decision theory. We will think 

about problems such as why unemployment and business fluctuations occur by focusing the spotlight on short-term national 

income decision problems. Finally, we will survey Japanese and global economic trends from the 1980s up to the present. 

 

Because this is a course for the College of Law and Politics, no background knowledge of Economics is required. Moreover, 

because the theory explanations will focus on an intuitive understanding of the way of thinking, students do not need to be 

particularly good at math. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 経済学の歴史(1) 

3. 経済学の歴史(2) 

4. 経済学の基礎概念 

5. 消費者行動と需要分析(1) 

6. 消費者行動と需要分析(2) 

7. 消費者行動と需要分析(3) 

8. 企業行動と費用分析(1) 

9. 企業行動と費用分析(2) 

10. 競争と市場形態(1) 

11. 競争と市場形態(2) 

12. 情報の経済学 

13. ゲーム理論 

14. 春学期まとめ 

15. 国民経済計算(1) 

16. 国民経済計算(2) 

17. 貨幣と金融(1) 
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18. 貨幣と金融(2) 

19. 失業 

20. 45 度線モデル(1) 

21. 45 度線モデル(2) 

22. IS-LM モデル(1) 

23. IS-LM モデル(2) 

24. 財政政策と金融政策(1) 

25. 財政政策と金融政策(2) 

26. 現代の日本経済と世界経済(1) 

27. 現代の日本経済と世界経済(2) 

28. 秋学期まとめ 

 

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

基礎知識の積み重ねが重要となるため、毎回、講義用スライド資料の内容を復習すること。 

講義では特定の教科書は使用しないが、自習用の教材を希望する受講者のために、初回講義で各種テキストを紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。(毎週スライドを配布する) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX275 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX275／政治過程論１ 

(Political Process 1) 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 洋文(MIWA HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 日本政治を比較政治学的な観点で捉えることができる。 

(2) 選挙制度が日本政治のあり方に及ぼした／及ぼしている影響について説明できる。 

(3) 日本における現実の政治家の行動や政党のあり方について，政治学的に説明できる。 

(4) 政治学の実証研究がどのようなものか説明でき，その結果を読み解くことができる。 

 

(1) Students will be able to understand Japanese politics through the lens of comparative politics. 

(2) Students will be able to explain the influence that electoral systems had/have on the state of Japanese politics. 

(3) Students will be able to explain politicians' behavior and the state of political parties in Japan from the perspective of 

political science. 

(4) Students will be able to explain what empirical political science studies are and interpret their results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業の目的は，日本政治を政治学的にみる視点を身につけることです。 

 この授業では，日本政治を比較政治学的な観点で捉え，計量分析を中心とした実証研究の結果に基づいた議論を重視します。

個別具体的な知識は重視せず，時事的なトピックを直接解説することも基本的にはしません。 

 「政治過程論１」の授業では，最初に前提知識として日本政治の政策空間と戦後日本政治史の基礎について確認した上で，日

本政治研究において最も中心的なテーマの一つである選挙制度について詳しく解説します。後半は政党と政治家に関する話題

を扱います。 

 

The purpose of this course is to become able to see Japanese politics from a political science perspective. 

 In this course, I introduce the understanding of Japanese politics through the lens of comparative politics and put emphasis on 

arguments based on the results of empirical studies, especially quantitative ones. I do not emphasize specific knowledge of 

individual cases and, generally, do not provide direct explanations on the current topics of Japanese politics. 

 In the spring semester, I first give an outline of the policy space and the history of postwar Japanese politics as prerequisite 

knowledge and then explain in detail election systems, which is one of the most important issues in the study of Japanese 

politics. The second half of the course explains topics on political parties and politicians. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 政策空間 

3. 戦後日本政治の概説 

4. 選挙制度の基礎 

5. 中選挙区制 (1): M+1 ルール 

6. 中選挙区制 (2): 個人中心の選挙 

7. 中選挙区制 (3): 政党組織への影響 

8. 選挙制度改革 (1): 政党中心の選挙 

9. 選挙制度改革 (2): 政党組織への影響 

10. 選挙制度・補遺: 選挙制度不均一と定数不均衡 

11. 議員 (1): 属性と活動 

12. 議員 (2): 行動原理 

13. 利益誘導 

14. 野党 

 

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

予習は特に必要ありませんが，1 週間以内に前回の内容を復習することが望まれます。知識の定着のためには少なくとも 1 時間

程度の復習が必要だと思われます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 
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小テストは毎回実施し，30 点を上限として総合点に加算します。 加点要素としてレポート課題を出します。データを分析すること

で，授業で扱った日本政治研究上の問いに答えるものです。ただし，データ分析が初めての人でも，授業内容を理解していれば

十分に対応できるものを出題します。20 点満点で採点して，総合点に加えます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内容の作成の参考にした著書や論文は配布資料に掲載します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドを使用した講義を行います。資料の配布，小テストの実施，レポートの回収に Blackboardを利用します。小テストの解答

と簡単な解説，筆記試験の講評は Blackboardで公開します。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX276 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX276／政治過程論２ 

(Political Process 2) 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 洋文(MIWA HIROFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 日本政治を比較政治学的な観点で捉えることができる。 

(2) 日本の有権者の政治意識・政治行動の特徴について説明できる。 

(3) 日本の三権を担う機関の実態について説明できる。 

(4) 日本におけるマスメディアと政治の関係について説明できる。 

(5) 政治学の実証研究がどのようなものか説明でき，その結果を読み解くことができる。 

 

(1) Students will be able to understand Japanese politics through the lens of comparative politics. 

(2) Students will be able to explain the characteristics of voters' political behavior in Japan. 

(3) Students will be able to explain the state of the three branches of the Japanese government. 

(4) Students will be able to explain the relationship between politics and mass media. 

(5) Students will be able to explain what empirical political science studies are and interpret their results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業の目的は，日本政治を政治学的にみる視点を身につけることです。 

 この授業では，日本政治を比較政治学的な観点で捉え，計量分析を中心とした実証研究の結果に基づいた議論を重視します。

個別具体的な知識は重視せず，時事的なトピックを直接解説することも基本的にはしません。 

 「政治過程論２」では，「政治過程論１」に解説した選挙制度や政治家の行動原理に関する知識を前提として，有権者，国会，内

閣，裁判所，マスメディアといった各政治的アクター・組織について扱います。 

 

The purpose of this course is to become able to see Japanese politics from a political science perspective. 

 In this course, I introduce the understanding of Japanese politics through the lens of comparative politics and put emphasis on 

arguments based on the results of empirical studies, especially quantitative ones. I do not emphasize specific knowledge of 

individual cases and, generally, do not provide direct explanations on the current topics of Japanese politics. 

 The fall-semester course covers political actors and organizations such as voters, the Diet, the Cabinet, courts, and mass 

media, given the knowledge of electoral systems and the underlying mechanisms of politicians' behavior explained in the spring 

semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・世論 (1): 世論調査の原理 

2. 世論 (2): 世論の合理性 

3. イデオロギー 

4. 政党支持 

5. 政治参加 

6. 投票行動 

7. 議院内閣制 

8. 国会 (1): 立法の理論 

9. 国会 (2): 日本の国会の論点 

10. 内閣・首相 (1): 政権の形成 

11. 内閣・首相 (2): 首相の権力と内閣の終了 

12. 裁判所 

13. マスメディア (1): マスメディアの影響力 

14. マスメディア (2): 政府とマスメディア 

 

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

予習は特に必要ありませんが，1 週間以内に前回の内容を復習することが望まれます。知識の定着のためには少なくとも 1 時間

程度の復習が必要だと思われます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 
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小テストは毎回実施し，30 点を上限として総合点に加算します。 加点要素としてレポート課題を出します。データを分析すること

で，授業で扱った日本政治研究上の問いに答えるものです。ただし，データ分析が初めての人でも，授業内容を理解していれば

十分に対応できるものを出題します。20 点満点で採点して，総合点に加えます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内容の作成の参考にした著書や論文は配布資料に掲載します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

スライドを使用した講義を行います。資料の配布，小テストの実施，レポートの回収に Blackboardを利用します。小テストの解答

と簡単な解説，筆記試験の講評は Blackboardで公開します。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX283／社会調査法（法学科１年） 

(Introduction to Social Research) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 岳大(IKEDA TAKEHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学科１年次のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計調査を中心としつつ、社会調査全般にわたって意義と諸類型に関する基本的事項を解説する。 

 

This course provides basic information on the significance and various types of social surveys in general, with a focus on 

statistical surveys. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査の種類、調査票の作成、データの分析、報告書の執筆などの社会調査の基本的な知識の習得を目指す。 

 

This course aims to provide students with basic knowledge of social research, including types of social surveys, survey design, 

data analysis, and reports writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査の目的と意義 

2. 問題関心と仮説の設定（１） 

3. 問題関心と仮説の設定（２） 

4. データの探索（１） 

5. データの探索（２） 

6. 調査票の作成：調査票の構成・種類 

7. 調査票の作成：尺度と選択肢 

8. 調査票の作成：質問文とワーディング 

9. 標本調査（１） 

10. 標本調査（２） 

11. データの作成、点検、管理 

12. データの集計・分析（１） 

13. データの集計・分析（２） 

14. レポート・報告書の作成 

 

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

日頃のニュース等で調査や統計に関して触れていくことが望ましい。 

また、参考となる文献を授業中で提示するのでそちらも参考にされたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/  複数回の授業内課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本渉、2021、『社会調査の方法論』、丸善出版 (ISBN:978-4-621-30631-4) 

2. 轟亮・杉野勇、2021、『入門・社会調査法〔第 4 版〕』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-04141-8) 

3. 林雄亮・石田賢示、2017、『基礎から学ぶ社会調査と計量分析』、北樹出版 (ISBN:978-4779305351) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX284／社会調査法（その他） 

(Introduction to Social Research) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会調査法の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 陽介 (OKADA YOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

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

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の意義・背景・方法に関わる基本的知識を習得する。 

 

The objective of this course is to acquire fundamental knowledge about the significance, background, and methods of social 

research. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会科学において、社会調査はデータを得るための手段として重要である。基本的な方法的基準を理解することなしには、社会

に関する正しい知見は得られない。 

本授業では、さまざまな社会調査の手法やデータ収集・分析のプロセス、社会調査の歴史と調査倫理などについて解説する。社

会調査法の基本的な事項を学習し、既存の調査データを読み解く力を身に着けることを目的とする。さらに現在の社会調査が持

つ問題や論点に関して議論・考察できる力を養う。 

 

In this class we aims to understand various types of social research methods, data collection and analysis processes, and the 

history and research ethics of social research. We will learn the fundamental aspects of the Social Research Methods so that 

be able to read research data. In addition, We try to discuss and reveal the problems and issues in current social research. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究・調査の企画 

3. 調査の実施方法 

4. 台帳とサンプリング 

5. 標本調査の実際 

6. 調査票作成 

7. 回答作成と測定誤差 

8. 実査の論点 

9. データ作成 1：フィールドノーツとエディティング 

10. データ作成 2：コーディング 

11. 量的データの集計分析 1：母数の推定 

12. 量的データの集計分析 2：2 変数の関連の検定 

13. 調査と科学の倫理 

14. 社会調査の歴史と発展 

 

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

授業後は資料や関連書籍を読み、不明な点がないか確認すること。学習した統計量の計算手順を復習し、その性質についての

理解を定着させること。指定された文献等から、社会調査法に関する疑問点や論点を主体的に整理していくことが理解を深める

ことにつながる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー等による授業への参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

・授業時に適宜レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 盛山和夫、2008、『社会調査法入門』、有斐閣ブックス 

2. 河村和徳、2015、『政治の統計分析』、共立出版 

3. 林知己夫、2011、『調査の科学』、ちくま学芸文庫 
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参考となる文献については、必要に応じて適宜、授業内でも紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義には数学の基礎的な知識も求められる。授業は図解等を併せて進めるが、不得意な履修者は講義前に参考書等にて当該

内容についての充分な予習が求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX310／比較法 

(Comparative Law) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学の学習に必要な外国法についての基礎知識を修得するために、比較法の方法、比較法の隣接諸領域、法族論、法とグロー

バリゼーションなどのテーマを学習する。特にグローバリゼーションが比較法に及ぼす影響に注目する。不十分ではあるが、法学

入門としての役割も果たしたい。 

 

In order to acquire fundamental knowledge concerning foreign law which is needed for the study of law, students in this course 

will study the methods of comparative law, areas adjacent to comparative law, the doctrine of legal families, law and 

globalization, and other topics. In particular, this course will focus on the impact of globalization on comparative law. While it will 

be insufficient, it is hoped that this course will also play a role as an introduction to law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者が執筆したテキストブックを用い、その内容について詳しく講述する。比較法の基礎理論すなわち比較法原論が講義の中

心となる。講義の後半は、比較法学各論として、アメリカ比較法学を代表するマティアス・ライマンの比較法史研究を取り上げると

ともに、ヨーロッパ民事訴訟法史にも論及したい。 

 

This course will use the textbook written by the faculty member in charge, who will explain the contents in detail. The lectures 

will focus on the basic theories of comparative law. The second part of this lecture, I will analyze the study of comparative legal 

history by Prof. Mathias Reimann, or the history of European civil procedure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較法学の意義 

2. 比較法と隣接諸分野（１） 

3. 比較法と隣接諸分野（２） 

4. 比較法の方法（１） 

5. 比較法の方法（２） 

6. 法族論（１） 

7. 法族論（２） 

8. 法族論（３） 

9. グローバル比較法学（１） 

10. グローバル比較法学（２） 

11. 歴史法学派とコモン・ロー（１） 

12. 歴史法学派とコモン・ロー（２） 

13. ヨーロッパ民事訴訟法史論（１） 

14. ヨーロッパ民事訴訟法史論（２） 

 

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

まずはテキストを読んできていただきたい。復習は丹念に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 貝瀬幸雄、２０１９、『比較法学入門』、日本評論社 

 

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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■EX323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX323／国際ビジネス法総合１Ａ 

(International Business Law 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国境をまたいで行われるビジネスと法・紛争解決 

担当者名 

（Instructor） 
小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化するビジネス社会に対応できる人材、すなわち「リーガルマインド」「ビジネスセンス」「国際的な素養」の３つを兼ね

備えた人材の育成を目標とする。 

 

The objective of this course is to cultivate talented people who can accommodate the globalizing business society, or in other 

words people who combine a "legal mind", "business sense", and an "international grounding." 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業がグローバルにビジネス展開する場合、様々な法分野にまたがる問題が同時に発生する。そうした問題に対処可能な人材

の育成を目指す。 

 

学生には、単に講義を聴くだけではなく、現実の事例を素材とした具体的な設例の下、トラブルを解決する法的手段を考える、あ

るいはあるビジネスモデルの実現のための法的スキームを考えるといった課題が与えられる。 

 

その課題は、様々な法分野にまたがっており、それぞれの分野の知見を有機的に組み合わせなければ答えは導けない。講義中

の課題に際しては、複数の学生が自主的にチームを編成し、共同で作業を行うことが推奨される。 

 

本講義は、「国際ビジネス法総合１B」及び「国際ビジネス法総合２」とセットである。 

 

「国際ビジネス法総合１A」では、主に国境をまたいだビジネスを行う際に生じる法的問題を多角的に検討し、国際ビジネスの全体

像を掴んでもらう。 

 

「国際ビジネス法総合１B」では国際ビジネス契約を中心に、より具体的内容・事例に踏み込んだ講義が行われる予定である。 

 

さらに、「国際ビジネス法総合２」で、様々な国際ビジネスに携わっている方々からの生の声を聞いて自身の知識をより確かなも

のにして欲しい。 

 

When companies expand their business globally, problems spanning various legal fields can simultaneously occur. This course 

aims to cultivate talented people who can cope with such problems. 

 

Students will not simply listen to lectures but be assigned problems that will require them to think of legal means to resolve 

problems based on specific examples using real cases as source materials or think of legal schemes to realize a certain 

business model. 

 

Those problems span various legal fields and cannot be answered without organically combining the knowledge from each field. 

For problems assigned during lectures, it is recommended that multiple students independently form a team and work on them 

together. 

 

These lectures are a set together with “International Business Law 1B” and “International Business Law 2.” 

 

In “International Business Law 1A”, students engage in a multi-lateral examination of legal problems which occur primarily in 

businesses which span national borders to grasp an overall perspective of international business. 

 

The lectures in “International Business Law 1B” are scheduled to venture deeply into more specific details and cases with a 

focus on international business contracts. 

 

In addition, students in "International Business Law 2" are asked to listen to the thoughts and remarks of people involved with 
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various international businesses to create a more solid foundation for their own knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション－国際ビジネスの全体像と法の役割－ 

2. 国際ビジネスと法の適用 

3. 国際売買契約 1 

4. 国際売買契約 2 

5. 代理店・販売店 

6. 国際ビジネスと知的財産 

7. 海外拠点の設立・運営 1 

8. 海外拠点の設立・運営 2 

9. 国際ビジネスと税 

10. 紛争解決 1 国際商事仲裁 1 

11. 紛争解決 2 国際商事仲裁 2 

12. 紛争解決 3 投資条約仲裁 1 

13. 紛争解決 4 投資条約仲裁 2 

14. まとめ 

 

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

テキストや関連資料を熟読し、設問等をあらかじめ解いた上で授業に臨むことが前提となる。 

グループワークを行うことがあり、各グループごとに事前の打ち合わせを要する場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/リアクションペーパー・発言内容(25%)/小課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森下哲朗＝平野温郎＝森口聡＝山本卓、2017、『ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-

04679-5) 

上記テキストのほか適宜資料を配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 三菱商事株式会社法務部、三井物産株式会社法務部、住友商事株式会社法務部編、2021、『新・国際売買契約ハンドブック 

第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04689-4) 

2. 江頭憲治郎、2018、『商取引法・第 8 版』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-31544-2) 

3. 神前禎＝早川吉尚＝元永和彦、2019、『国際私法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22131-4) 

講義の中で適時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 211 - 

■EX324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX324／国際ビジネス法総合１Ｂ 

(International Business Law 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバルなビジネスを展開する上で最適な契約スキームの検討と交渉戦略を学ぶ 

～具体的なビジネス事例を取上げながら～ 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文夫(ISHIKAWA FUMIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業がグローバルなビジネスを展開する上で必要な契約スキーム及び契約交渉について、まずビジネスの内容を理解し、その

上で最適な契約を選択し、交渉のスタイルを学ぶ。具体的な契約例も可能な限り活用し契約書の文言の意味、役割も理解出来

るようにする。 

 

. In this course, which aims to teach contract schemes and contract negotiations that are necessary for companies to do 

business on a global scale, the students will first understand the content of the business, then choose the contract that is most 

suitable for the business, and finally learn how to negotiate based on the contract. Court rulings on specific cases will be used 

as references so that the students will be able to understand the meanings and roles of the respective words used in contracts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

現実に発生しているビジネス事案（講師作成のケース、報道されているケース等）を使用し、ビジネスの内容を理解しながら最適

な契約スキームを考えて契約交渉についても講義の中で実践して見たい。また、具体的な契約書を使用しながら契約の条文も理

解出来るようにする。 

海外、国内問わず、弁護士さんなど有識者を招いた話も聴く機会を設けたい。 

 

 Using examples of business situations currently observed (including those created by the lecturer and those covered by news 

reports), the students will consider the optimal contract scheme based on understanding of the business content and engage in 

simulated contract negotiations. The lecturer will teach them how to understand the meanings of the clauses contained in 

specific contracts. The lecturer plans to invite both domestic and foreign lawyers and other specialists as guest speakers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講師自己紹介、本講座の狙い、全体日程の説明等を含めた講義概要説明 

2. 契約書の位置付けと契約の種別説明、企業における基本的な業務フローの理解（ビジネスの発生から契約締結まで） 

3. 日本の契約と欧米の契約の考え方の相違と契約書の違いについての理解 

4. 知的財産（権）についての理解、ライセンスの理解 

5. ビジネスを遂行する為に必要なコラボレーションの役割と理解 

6. 具体的なケースを使用してビジネス内容の理解と契約スキームの検討、交渉スタイルを学ぶ、グループで討論し結果を報

告する。  ケース１ 

7. 具体的なケースを使用してビジネス内容の理解と契約スキームの検討、交渉スタイルを学ぶ、グループで討論し結果を報

告する。  ケース２ 

8. 具体的なケースを使用してビジネス内容の理解と契約スキームの検討、交渉スタイルを学ぶ、グループで討論し結果を報

告する。  ケース３ 

9. 具体的なケースを使用してビジネス内容の理解と契約スキームの検討、交渉スタイルを学ぶ、グループで討論し結果を報

告する。  ケース４ 

10. 具体的なケースを使用してビジネス内容の理解と契約スキームの検討、交渉スタイルを学ぶ、グループで討論し結果を報

告する。  ケース５ 

11. 具体的なケースを使用してビジネス内容の理解と契約スキームの検討、交渉スタイルを学ぶ、グループで討論し結果を報

告する。  ケース６ 

12. 具体的なケースを使用してビジネス内容の理解と契約スキームの検討、交渉スタイルを学ぶ、グループで討論し結果を報

告する。  ケース７ 

13. 専門分野の弁護士さんなど有識者による講演（テｰマは別途検討し最適な題材を選択する。） 

14. これまでの講義の纏め 

 

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

講義の復習はすること。予習については事前に講義の中で翌週の内容を話すので予習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石川文夫、2018、『企業間コラボレーションを成功させる契約交渉の進め方』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-25901-2) 

参考文献などは講義の中で適宜話しをする予定。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX325／国際ビジネス法総合２ 

(International Business Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「リーガルマインド」「ビジネスセンス」「国際的な素養」の三つを兼ね備えたグローバル化するビジネス社会に対応可能な人材を

育成する。 

 

Create human resources with legal mind, business skills and international sense for the coming globalized business community.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，「国際ビジネス法総合１Ａ・１Ｂ 」と対をなすものである。日本企業が海外でビジネス展開した際に生ずるトラブルの解

決や，あるビジネスモデルの海外での実現のための契約スキーム構築といった業務を日夜行なっている実務家の方々を中心

に，様々なゲストスピーカーに順に登壇してもらい，そうした問題が何故生じるのか，その背後にある各国の法制度の差異はどの

ようなものなのか，さらにその背後にある各国の文化や社会の差異はどのようなものなのか，実例を通じて，米国編，欧州編，ア

ジア編の大きく三つに分けて，各人にわかりやすく解説してもらうことになる。 

各授業の後半は，学生との間における質疑応答に充てられる。講義への積極的な参加が期待される。 

 

A guest speaker appears in each session, who serves as an intermediary between Japan and another country.  He or she 

provide his or her experiences which occur in the differences of culture, legal sustem and social system betweem the two 

countries. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 米国法文化論１ 

3. 米国法文化論２ 

4. 米国法文化論３ 

5. 米国法文化論４ 

6. 欧州法文化論１ 

7. 欧州法文化論２ 

8. 欧州法文化論３ 

9. 欧州法文化論４ 

10. アジア法文化論１ 

11. アジア法文化論２ 

12. アジア法文化論３ 

13. アジア法文化論４ 

14. 総 括 

 

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

予習としては、取り上げられる国やその法制度・文化などを事前に調べ、また、復習としては、その国でゲストスピーカーが直面し

た問題が何故生じたのか，その背後にある各国の法制度の差異はどのようなものなのか，さらにその背後にある各国の文化や

社会の差異はどのようなものなのかにつき整理・考察することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題１０回(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義の中で適宜指示する 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX326／国際民事手続法 

(International Civil Procedure) 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際的な要素を含む民事裁判手続の基本原理を理解すること。 

 

The aim of this course is for students to understand the basic principles, including international elements, of civil court 

procedures.  

 

授業の内容（Course Contents） 

国際民事訴訟法、国際倒産法、国際仲裁法について、近時の裁判例を紹介しながら、講義をする。 

 

This course focuses on international civil litigation law, international insolvency law, and international arbitration law, with 

reference to recent court cases.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際民事訴訟法の全体像 

2. 国際裁判管轄（１） 

3. 国際裁判管轄（２） 

4. 国際裁判管轄（３） 

5. 送達 

6. 証拠調べ 

7. 手続は法廷地法によるの原則 

8. 外国判決の承認執行（１） 

9. 外国判決の承認執行（２） 

10. 国際倒産における問題の所在 

11. 外国倒産承認援助法 

12. 国際商事仲裁の意義 

13. 仲裁判断の執行 

14. 国際民事訴訟法の統一化、ハーグ条約、EU法 

 

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

参考資料（判例）を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 道垣内正人・中西康編、2021、『国際私法判例百選［第３版］』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11556-9) 

2. 早川吉尚ほか、2019、『国際私法［第 4 版］』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22131-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX330／国際経済法 

(International Economic Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際貿易、投資、通貨・金融に関する国際的規律と国際紛争 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 太郎（HAMADA TARO） 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国境を越えた貿易・投資に対する公法的規制、通貨・金融に関する国際制度、それらの紛争事例に関する基礎的知識を習得す

る。 

 

You will acquire basic knowledge of the international economic law: international regulations and major disputes on trade in 

goods and service, international protection of investment, international systems on currency and development finance, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済がグローバル化し、人、物品・サービス、資本は日常的に国境を越えて移動している。環境保護、感染症、移民・難民問題、

強制労働・児童労働等に対処するため各国は国際協力を推進していく必要がある。しかし、米国・中国の経済覇権の争い、通商

摩擦の深刻化、イギリスの欧州連合からの脱退等を見ても、国際社会は順調に統合の方向に向かっているわけではない。この

授業は、国際法・国際経済法が、地球規模の課題の解決に向けて果たす役割について考察する。 

 この授業は、物品及びサービス貿易の中心的な規律であるガット・WTO法を解説する。二国間投資条約の主要規律/紛争事

例、国際通貨・金融制度、国際競争法、二重課税・国際的租税回避、外国公務員贈賄・国際資金洗浄についても解説を行う。 

 

  People, goods and services, and capital are moving across borders in the global economy. 

Sovereign states should promote international cooperation to deal with global issues: environmental protection, infectious 

diseases, immigration and refugee, forced labor, child labor etc. However, the international community is not always moving 

toward integration, as we see it in our daily news: hegemonistic struggle and trade war between the United States and China, 

the withdrawal of the United Kingdom from the European Union etc. 

 This course will  examine any positive role of the international law and international economic law in resolving these global 

issues. It will examine the law and policy of international trade in goods and services. It begins with the basic GATT and WTO 

rules: tariff and non-tariff barriers, non-discrimination, trade remedies, standards and safety, trade-aspects of intellectual 

property rights, government procurement etc. as well as the dispute settlement mechanism of the WTO and regional trade 

agreements. We will discuss some current trade politics: preferential treatment for developing countries, trade and environment, 

national security, labor and human rights etc. This course will also provide an overview of the foundational aspects of (i) 

protection of international investments and investors and states dispute settlement mechanism of bilateral investment treaties, 

(ii) the IMF and IBRD, (iii) competing national jurisdictions on competition law, (iv) double taxation and international tax 

avoidance as well as (v) international regulations against bribery of foreign officials and against international money laundering. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、国際経済法の概念、国際法と国内法、国家管轄権 

2. ブレトンウッズ・ガット体制の成立と展開（１） 

3. ブレトンウッズ・ガット体制の成立と展開（２） 

4. WTOの組織と紛争解決手続（１） 

5. WTOの組織と紛争解決手続（２） 

6. WTO協定の国内的実施 

7. WTO協定の基本的規律（１） 

8. WTO協定の基本的規律（２） 

9. WTO と通商救済制度（１） 

10. WTO と通商救済制度（２） 

11. WTO体制における農業貿易 

12. WTO体制における TBT/SPS 協定（１） 

13. WTO体制における TBT/SPS 協定（２） 

14. WTO体制におけるサービス貿易 

15. WTO体制における知的財産権保護 

16. WTO体制における複数国間協定－政府調達協定 

17. 地域主義と WTO体制（１） 
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18. 地域主義と WTO体制（２） 

19. WTO と途上国 

20. WTO体制と非貿易的価値（１）環境、安全保障 

21. WTO体制と非貿易的価値（２）労働、人権 

22. 国際投資法（１） 

23. 国際投資法（２） 

24. 国際競争法－管轄権の抵触とその問題点 

25. 国際通貨・金融制度（１） 

26. 国際通貨・金融制度（２） 

27. 国際租税法－国際的二重課税と国際的租税回避の諸問題 

28. 国際経済刑法－外国公務員に対する賄賂の取締り、マネーロンダリングに対する規制 

 

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

予習：講義は指定テキストに沿って行うので、事前に指定テキストを熟読しておくこと。 

復習：講義時に記したノートに従い指定教科書のポイント（キーワード及び論点）を理解すること 

・米国第 1 主義による WTO上級委員会の麻痺、米中貿易摩擦等、近年の国際経済法は激動の時代を迎えている。WTO、TPP、

FTAなどに関するニュースにぜひ注目してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/ノート提出(10%) 

平常点は授業態度を評価するものであるが、毎回のノートの提出をもって代える。提出方法は授業中に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中川淳司他、2019、『国際経済法（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:4641046832) 

 

参考文献（Readings） 

1. 関根 豪政、2021、『国際貿易法入門 ―WTO と FTAの共存へ』、筑摩書房 (ISBN:4480074147) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

〇経済産業省通商政策局編「不公正貿易報告書」（各年度版） 

  経済産業省のホームページからダウンロード可 

〇担当教員へのアクセス 

メールアドレス: thamada at isc.senshu-u.ac.jp 

※at を@に置き換えてください 

 

注意事項（Notice） 
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■EX361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX361／社会運動論 

(NPO's and NGO's as Social Movement) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会デザインとしての社会運動 

担当者名 

（Instructor） 

中村 陽一(NAKAMURA YOUICHI) 

稲葉 剛(INABA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
1～14 回は対面授業、15～28回はオンライン授業。詳細は Blackboard参照。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新たな社会デザインを模索する立場から，現代の社会運動論として NPO／NGO等サードセクター組織やソーシャルビジネスの

現状と課題を明らかにする。 

 

The objective of this course is to clarify the present state and issues concerning NPO/NGO and other third sector 

organizations and social businesses as contemporary social movements from the perspective of exploring new types of societal 

design. 

 

授業の内容（Course Contents） 

政府行政でも営利企業でもない第３の部門が社会経済システムにおいて積極的位置づけを持ち始める第一歩として，NPO／

NGO 等（ソーシャルビジネスを含む）への期待は大きい。その背景には，金融，税制，年金，雇用など既存システムの疲弊や将

来不安，格差と貧困の拡大といった現代の課題がある。しかし，NPO／NGO等サードセクターの理解，現状の解明は，時代と社

会の急速な要請にいまだ対応できていない。 

本講義では，21 世紀の社会経済システムのなかで不可欠な存在として注目を集め，世界最大の「成長産業」ともいわれるサード

セクターの位置と役割を，数多くの事例（映像資料も多用）を交えて明らかにしていく。環境・福祉・まちづくり・国際協力・人権など

多様なテーマと多層の人びとによって進む生活の場からの「地殻変動」を通して自律的なネットワーク型社会を展望し，社会的・

経済的主体のネットワークを社会運営の主体として含み込む社会デザインへのパラダイム転換とソーシャル・イノベーションを探

究することが目標である。ゲストスピーカーも何度か招聘する。 

 

The expectations toward NPO/NGO organizations (including social businesses) are high as a first step in holding an active 

position within the socioeconomic system in a third category which is not government administration or a commercial 

corporation. The background factors include contemporary issues such as the expansion of disparity and poverty, anxiety about 

the future, and the impoverishment of existing systems including finance, taxation, pensions, and employment. However, the 

understanding and current investigation of NPO's/NGO's and other third sector organizations is not yet able to cope with the 

rapid demands of the times and society. 

The lectures will clarify the position and role of the third sector, which is also called the world's greatest "growth industry", and 

incorporate many case studies (extensive use of video materials) to illustrate why it is attracting attention as an essential part 

of the 21st-century socioeconomic system. The objectives are to survey autonomous networked societies 

through “tectonic movements” in everyday life which advance due to many layers of people and diverse topics such as the 

environment, welfare, urban development, international cooperation, and human rights and to investigate social innovation and 

the paradigm shift toward social design which includes socially and economically driven networks as socially operated entities. 

Guest speakers will be invited on several occasions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ社会デザインとしての社会運動なのか？―映像『みんなのための資本論』を観つつ 

2. 社会デザインとしての社会運動とは？ 

3. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（１）三井三池闘争と労働運動 

4. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（２）60 年安保闘争と憲法 

5. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（３)市民運動としてのベ平連 

6. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（４）背景としてのアメリカ公民権運動以降の流れーベビーブーマーとカウンターカ

ルチャー 

7. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（５）生活の場からの「地殻変動」―生活クラブ 

8. 社会デザイン前史としての戦後社会運動（６）「市民活動」の登場と展開―ネットワーキング～NPO/NGO 

9. 社会デザインとしての社会運動（１）関係性と場の追究―ソーシャルキャピタル・サードプレイス 

10. 社会デザインとしての社会運動（２）市民社会形成へのロードマップを考えるーサードセクターによる変革、公共政策の転

換、ソーシャルビジネスと社会起業家、グッドマネーの循環など 

11. 社会デザインとしての社会運動（３）新しい空間デザインと社会デザインービルディングタイプ学入門 

12. 社会デザインとしての社会運動（４）グローバルな課題としての貧困・格差 
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13. 社会デザインとしての社会運動（５）この先の未来を考えるためにーSDGs ターゲット 

14. 社会デザインとしての社会運動（小括）―ゲストとともに考える 

15. 後半へ向けてのイントロダクション 

16. 貧困の戦後史と社会運動（１） 

17. 貧困の戦後史と社会運動 (２) 

18. 現代日本の貧困と NPO（１) ホームレス支援 

19. 現代日本の貧困と NPO（２）ホームレス襲撃事件と子どもたち 

20. 現代日本の貧困と NPO（３）子どもの貧困 

21. 現代日本の貧困と NPO（４）若年妊婦の支援 ゲストスピーカーとともに 

22. 現代日本の貧困と NPO（５）セクシャルマイノリティの生活困窮者支援 

23. 現代日本の貧困とソーシャルビジネス 

24. 外国人政策の戦後史と社会運動（１） 

25. 外国人政策の戦後史と社会運動（２） 

26. 現代日本における外国人の人権と NPO（１） 

27. 現代日本における外国人の人権と NPO（２）ゲストスピーカーとともに 

28. まとめ 

 

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

準備学習の指示は授業内で行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションコメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村陽一他編著、2020、『新しい空間と社会のデザインがわかる ビルディングタイプ学入門』、誠文堂新光社 

(ISBN:9784416520048) 

2. 紫牟田伸子他編、2012、『クリエイティブ・コミュニティ・デザイン』、フィルムアート社 (ISBN:9784845912902) 

3. 杉田敦編、2016、『ひとびとの精神史 第 6 巻：日本列島改造』、岩波書店 (ISBN:9784000288064) 

4. 稲葉剛、2020、『閉ざされた扉をこじ開ける』、朝日新書 (ISBN:9784022950598) 

5. 栗原彬編、2016、『ひとびとの精神史 第 9 巻：震災前後』、岩波書店 (ISBN:9784000288095) 

6. 中西正司、上野千鶴子、2003、『当事者主権』、岩波新書 (ISBN:9784004308607) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

単位とは関係なく希望者の自主参加による「自主ゼミ」等で、多様な社会人対応の本学大学院 21 世紀社会デザイン研究科院生

との交流や情報交換も可能。NPO／NGO、ソーシャルビジネス、社会デザインの現場との関わりを希望する受講者の希望があれ

ば，極力応える。 

なお、本年度も 1～14 回を中村が、15～28 回を稲葉が担当する。 

稲葉の HP も参照することが望ましい。URL：http://inabatsuyoshi.net/ 

ゲストの都合により、ゲストに来ていただく回が変更になる可能性もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX371／環境法１ 

(Environmental Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
清水 知佳(SHIMIZU CHIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境法は 1993 年に制定された環境基本法を頂点として生成されたが、現在においても、地球温暖化や原子力災害という事象を

受け刻々と法整備が図られている。本講義では、環境法の複雑な体系を捉え、そこに存在する環境法固有の理念・目標、方法の

理解を目指す。 

 

Environmental Law has developed since the Basic Environment Law was enacted in 1993, but legislation is still at present 

continually coming together in response to matters such as global warming and nuclear  disasters. The lectures will aim to 

capture the complex structure of Environmental Law and understand the principles, goals, and methods which are specific to 

Environmental Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、環境法がどのような特徴をもっており、どのような基本原則に基づいてどのような仕組みをもっているのか、につい

て個別法令に共通する考え方を学ぶ。環境法が公害法から拡大し、いかに発展を遂げてきたのかについて丁寧に追いながら、

今日における各種環境問題への法的解決を学んでいく。 

 

In the lectures, students will learn about the characteristics, basic principles, and mechanisms of Environmental Law by studying 

the common approach shared in respective laws and ordinances. Students will learn about the legal resolutions to various types 

of environmental problems happening today while carefully tracing how Environmental Law expanded and developed from Public 

Nuisance  law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 環境とは 

2. 現代の環境問題 

3. 環境法の生成（①公害法） 

4. 環境法の生成（②足尾銅山鉱毒） 

5. 環境法の生成（③日立煙突） 

6. 環境法の生成（④水質二法） 

7. 環境法の生成（⑤公害対策基本法） 

8. 環境法の生成（⑥公害国会） 

9. 環境法の生成（⑦国際協調） 

10. 環境法の執行 大気汚染 

11. 環境法の執行 若者のアクション 

12. 環境法の執行 廃棄物 

13. 環境法の執行 自然保護 

14. 総括 

 

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

毎回の講義にて、次回の講義内容を予告するので、各自それに関連した新聞報道、ニュース等を調べておくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定なし 

 

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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■EX372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX372／環境法２ 

(Environmental Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境に関する法制度の概要／環境に関する民事紛争の解決 

担当者名 

（Instructor） 
手塚 一郎(TEZUKA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 環境法と呼ばれる法領域のうち、特に私法（民事法）分野について、その基礎を理解し､ 具体的な諸問題に対応するための知

識を修得することが、この講義の到達目標です。 

 

 The objectives of this course are to specifically understand the fundamentals of the field of private law (civil law) within the 

legal area called Environmental Law and to acquire the knowledge to handle various specific problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では国内環境法に関する主要トピックをもれなく取り上げますが、その際に環境に関する私法上の紛争とその解決を

主題とします。例えば、工場から排出された煤煙や廃水が周辺地域を汚染し、近隣住民に健康被害が生じた場合に提起される

損害賠償請求や差止請求といった民事訴訟が主な検討素材となります。授業はテキストによる予習を前提として、事前に提示す

る講義レジュメに沿って行われます。 

 現代の環境法においては公法（行政法）分野の重要性が非常に高くなっていますので、トピックによっては公法分野の法制度・

政策についても解説しますが、時間の制約から概要にとどまりますので、テキストや参考文献を活用しつつ自習によって補ってく

ださい。 

 なお、別科目である「環境法１」の内容と深く関連し、内容が重複する場合もありますが、相互に独立した科目であり、単独での

履修が可能です。 

 

 This class will fully cover the primary topics concerning Environmental Law in Japan, but the main subjects at that time will be 

private law disputes about the environment and their resolutions. For example, the study materials will primarily consist of 

damage claims, injunctions, and other civil litigation raised in cases where smoke and wastewater is emitted from a factory, 

pollutes the surrounding region, and damages the health of nearby residents. Students will need to prepare in advance by 

reading the textbook, and classes will be conducted according to the lecture summary provided ahead of time. 

 The field of public law (administrative law) is becoming extremely important within contemporary environmental law, so an 

explanation of legal systems and policies within the field of public law will be provided depending on the topic. However, such 

explanations will be limited to an overview due to time restrictions, so please use the textbook and reference literature to 

supplement your studies on your own. 

 Furthermore, this course is deeply interconnected with the separate discipline of "Environmental Law 1", so the content may 

overlap at times, but they are independent courses that can be taken separately. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公害・環境法の歴史／環境法の体系 

（テキスト１・２章） 

2. 環境法の理念・原則 

（テキスト３章） 

3. 環境法における主体／環境政策の手法 

（テキスト４・５章） 

4. 環境アセスメント 

（テキスト６章） 

5. 環境紛争解決のための諸制度 

（テキスト７章） 

6. 公害規制［1］大気汚染 

（テキスト８章） 

7. 公害規制［2］水質汚濁 

（テキスト９章） 

8. 公害規制［3］土壌汚染 

（テキスト 10 章） 

9. 循環管理（廃棄物処理を中心に） 
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（テキスト 11 章） 

10. 化学物質管理 

（テキスト 12 章） 

11. 自然保護 

（テキスト 13 章） 

12. 都市景観の保護 

（テキスト 14 章） 

13. 地球温暖化への対処 

（テキスト 15 章） 

14. 講義のまとめ 

 

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

 不法行為法に関する基礎知識が身に付いていると本科目の講義内容の理解に役立ちますので、参考書を用いた自習や「民法

（３）」の履修を推奨します。 

 開講後の毎回共通の予習は、授業計画に記載したテキストの範囲を通読してくることです。必要に応じて語句や条文の確認も

行ってください。また、資料等は原則としてデジタルデータとして Google Classroom を通じて配布します。紙媒体が必要な場合に

は履修者自身がダウンロードして印刷し活用してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大塚直（編）、2018、『18 歳からはじめる環境法（第 2 版）』、法律文化社 (ISBN:9784589038838) 

現在、出版社で品切れになっているので、重版により品切れが解消され次第、購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大塚直・北村喜宣編、2018、『環境法判例百選（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115408) 

2. 野澤正充、2020、『事務管理・不当利得・不法行為（セカンドステージ債権法 III）（第 3 版）』、日本評論社 

(ISBN:9784535524309) 

 授業や講義レジュメでは多数の判決に言及しますが、主要な判決を概観するには上記 1 のような判例集が便利です。また、本

科目は民法（特に不法行為法）に基づく紛争解決を主要なテーマとしていることから、上記 2 のような不法行為法に関する参考書

が授業内容の理解に役立ちます。 

 その他の参考文献は、講義レジュメの脚注などで適宜紹介します。なお、参考文献の購入は必須ではありませんが、不法行為

法に関する標準レベルの参考書を用意して適宜参照するように心掛けてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 授業運営に主として Google Classroom を利用します。履修者は Classroom 上の本科目の「クラス」に参加し、内容を定期的に

確認してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX400 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX400／知的財産法 

(Intellectual Property Law) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 著作権法と特許法を中心に、知的財産法を学びます。 

 

 The objective of this course is to learn about Intellectual Property Law with a focus on Copyright Law and Patent Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 知的財産法は、著作物や発明といった財産としての情報を扱う分野です。私たちの身の回りには、マンガや映画、お掃除ロボッ

トやスマートフォンなど、様々な著作物や発明が溢れており、日々の生活を楽しく便利にしてくれています。こうした有益な情報を

生み出す人々に、経済的対価を得るための仕組みを提供し、情報の創出を奨励するのが著作権法や特許法です。他方で、著作

にしても発明にしても、創作活動は常に先人の業績の上に成り立ちます。そのため、単に権利を強化するだけでは、かえって後

発の創作活動を委縮させてしまうことになりかねません。また、我々情報の利用者に不当に不便を強いるようでは、本末転倒で

す。そこで、どのように制度を設計し、いかにその制度を解釈すれば、適切なバランスを達成できるのかが問題となります。そし

て、この点を考究するのが著作権法学や特許法学なのです。講義では、これらの法分野に関する制度や議論を一通り学んでい

きます。 

 民法１～４（とりわけ物権法と不法行為法）や民事手続法での基礎的な学習内容を前提とするので、それらの科目を履修済み

か履修中、あるいは、自習済みか自習中であると、理解に役立ちます。ただし、適宜前提知識の説明も行うので受講条件にはし

ていません。 

 

 Intellectual Property Law is a field which covers information such as literary works and inventions as assets. We are 

surrounded by an abundance of various original creative works and inventions such as comics and movies, cleaning robots, and 

smartphones that make our daily lives enjoyable and convenient. Copyright Law and Patent Law provide the people who create 

such useful information with a system to receive economic compensation that encourages the creation of such information. On 

the other hand, both original creative works and inventions always built on the creative activities of their predecessors. 

Therefore, simply strengthening rights would have the opposite effect of stunting later creative activities. Moreover, unfairly 

inconveniencing those of us who use such information would be putting the cart before the horse. Therefore, the questions of 

how to design the system, how to interpret that system, and how to achieve an appropriate balance become key issues. The 

fields of Copyright Law and Patent Law investigate these particular points. During the lectures, students will broadly study the 

systems and debates concerning these legal fields. 

 This course presumes that students have studied the fundamentals of Civil Law 1 through 4 (especially Property Law and Tort 

Law) and Civil Procedure Law, so it will be helpful for your understanding if you have taken/are taking those disciplines or have 

studied/are studying them on your own. However, an explanation of presumed knowledge will also be provided as needed, so 

those courses are not prerequisites. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 知的財産法入門／著作権法入門 

2. 権利の客体１――著作物性 

3. 権利の客体２――著作物性とその保護範囲の関係 

4. 非著作物の保護 

5. 権利の主体 

6. 著作財産権の内容１ 

7. 著作財産権の内容２ 

8. 著作財産権の制限１ 

9. 著作財産権の制限２ 

10. 著作財産権の存続期間 

11. 著作財産権に基づく経済活動 

12. 著作者人格権の内容と制限 

13. 権利の救済１ 

14. 権利の救済２ 

15. 特許法入門 

16. 権利の客体１――発明性 
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17. 権利の客体２――特許要件１ 

18. 権利の客体３――特許要件２ 

19. 権利の主体 

20. 出願・審査・査定・登録 

21. 拒絶査定不服審判・特許異議・無効審判・訂正審判 

22. 審決等取消訴訟 

23. 特許権の内容１ 

24. 特許権の内容２ 

25. 特許権の制限 

26. 特許権の存続期間／特許権に基づく経済活動 

27. 権利の救済１ 

28. 権利の救済２ 

 

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

 毎回講義において、次回の講義で扱う教科書の範囲と裁判例を摘示するので、次回までにそれらを読み込んでおくことが要求

されます。 

 なお、講義開始前に知的財産法の分野全体の概要を掴んでおきたい方には、小泉・後掲書を読んでおくことをお勧めします。ま

た、著作権法の分かりやすい入門書としては、福井・後掲書をお勧めします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島並良・上野達弘・横山久芳、2021、『著作権法入門〔第 3 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-24327-9) 

2. 島並良・上野達弘・横山久芳、2021、『特許法入門〔第 2 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-24350-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小泉直樹、2010、『知的財産法入門（岩波新書）』、岩波書店 (ISBN:978-4004312666) 

2. 福井健策、2020、『改訂版 著作権とは何か 文化と創造のゆくえ（集英社新書）』、集英社 (ISBN:978-4087211160) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX411 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX411／租税法１ 

(Tax Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
個人課税（所得税、相続税） 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 個人に課せられる所得税・相続税を体系的に勉強する。租税法の仕組みの概要を知る。特に，所得の操作ということについて，

イメージできるようになる。法律と政策論との関わりを理解する。 

 

The objective of this course is the systematic study of income tax and inheritance tax which are imposed on individuals. 

Students will understand an overview of the mechanisms of tax law. In particular, students will become able to have images in 

which how income is shifted. Students will understand the connection between laws and political discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 概ね教科書に沿って，所得税・相続税を扱います。 

 租税法を勉強する意義は，大きく言ってふたつあります。実学の側面と公平の側面です。第一に，民法・商法等で幾つかの法形

式を教わったことと思いますが，その法形式の選択次第では税負担が重くなったり軽くなったりすることがあります。納税者の立

場からは，どのようにすれば余計な税負担を負わないようにすることができるかを，課税する方の立場からは納税者が租税を免

れようとする時に何を考えているのかを，学ぶ必要があります。この実学の側面は，主に解釈・運用の場面に関わります。 

 第二に，税負担の配分は，どのようにするのが公平に適うかという哲学的な問いをも，租税法は含んでいます。何が公平かに

ついて生の価値判断を述べることは法律家のよくするところではありませんが，公平について議論する際の考慮事項は，今後皆

さんが主権者として政策決定に関わる際に知っておくべき事柄です。公平の側面は，主に立法論・政策論に関わります。 

 

The class will generally follow the textbook and cover income tax and inheritance tax. 

Studying tax law has significance for two major reasons. There is the practical aspect and the fairness aspect. First, students 

are expected to have learned legal forms in classes of Civil Law, Commercial Law and etc., and the tax burden can be increased 

or decreased depending on the selected legal form. From the standpoint of taxpayers, students have to learn how to not carry 

an excessive tax burden, and from the standpoint of the tax agency, students have to learn what taxpayers are thinking when 

they try to avoid taxation. This practical aspect is primarily concerned with interpretation and implementation. 

Secondly, tax law also includes the philosophical inquiry how distributive fairness of tax burden is approached. Lawyers do not 

frequently state concrete value judgments about what is fair, but students should understand the matters under consideration 

in debating fairness when they are in charge of deciding policy in the future. The fairness aspect is primarily concerned with 

legislative and political discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １・２章租税法律主義 

2. ２章租税の手続 

3. ４章所得概念 

4. ４章課税単位 

5. ４章所得分類（譲渡所得） 

6. ４章所得分類（譲渡所得） 

7. ４章所得分類（給与所得等） 

8. ４章所得税と相続税の調整 

9. ４章収入金額・必要経費 

10. ４章所得の年度帰属 

11. ４章所得の人的帰属 

12. ４章マイナス項目 

13. 7 章相続税 

14. 7 章贈与税 

 

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

 租税法は、会計や税務ではなく【法学】の一つとして勉強するものですので、民法・会社法・行政法など、法学部の基本科目につ

いて履修済みまたは並行して履修しておくことが望ましいです。 
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 予習したい方→ http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/sozeihou.html 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中里実他、2021、『租税法概説 4 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641228191) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏、2021、『租税法 24 版』、弘文堂 (ISBN:978-4335315558) 

2. 中里実他、2021、『租税判例百選 7 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641115538) 

3. 中里実他、2021、『租税法判例六法 5 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641001572) 

4. 佐藤英明、2020、『スタンダード所得税法 2 版補正 2 版』、弘文堂 (ISBN:978-4335358067) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/kakokougi.html から過去問(司法試験考査委員である期間を除く)を見ることができます。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX412／租税法２ 

(Tax Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業課税（法人税、付加価値税、国際課税） 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 企業に課せられる法人税・消費税（講学上は付加価値税と呼ばれる）を体系的に勉強する。租税回避を勉強する。国際課税を

勉強する。 

 

The objective of this course is the systematic study of the corporation tax and consumption tax (also called a value-added tax 

in scholarly circles) which are imposed on enterprises. Students will study tax avoidance. Students will study international 

taxation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教科書の５章（法人税）、６章（消費税）、８章（国際課税）、２～３章（租税法の解釈等）を扱います。 

 租税法を勉強する意義は，大きく言ってふたつあります。実学の側面と公平の側面です。第一に，民法・商法等で幾つかの法形

式を教わったことと思いますが，その法形式の選択次第では税負担が重くなったり軽くなったりすることがあります。納税者の立

場からは，どのようにすれば余計な税負担を負わないようにすることができるかを，課税する方の立場からは納税者が租税を免

れようとする時に何を考えているのかを，学ぶ必要があります。この実学の側面は，主に解釈・運用の場面に関わります。 

 第二に，税負担の配分は，どのようにするのが公平に適うかという哲学的な問いをも，租税法は含んでいます。何が公平かに

ついて生の価値判断を述べることは法律家のよくするところではありませんが，公平について議論する際の考慮事項は，今後皆

さんが主権者として政策決定に関わる際に知っておくべき事柄です。公平の側面は，主に立法論・政策論に関わります。 

 

The classes will cover Chapter 5 (corporation tax), Chapter 6 (consumption tax), Chapter 8 (international taxation), and 

Chapters 2 through 3 (interpretation of tax law) in the textbook. 

Studying tax law has significance for two major reasons. There is the practical aspect and the fairness aspect. First, students 

are expected to have learned several legal forms in classes of Civil Law, Commercial Law, and etc., and the tax burden can be 

increased or decreased depending on the selected legal form. From the standpoint of the taxpayer, students have to learn how 

to not carry an excessive tax burden, and from the standpoint of the tax agency, students have to learn what the taxpayers are 

thinking when they try to avoid taxation. This practical aspect is primarily concerned with interpretation and implementation. 

Secondly, tax law also includes the philosophical inquiry how distributive fairness of tax burden is approached. Lawyers do not 

frequently state concrete value judgments about what is fair, but students should understand the matters under consideration 

in debating fairness when they are in charge of deciding policy in the future. The fairness aspect is primarily concerned with 

legislative and political discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ５章法人税（益金） 

2. ５章法人税（損金１） 

3. ５章法人税（損金２） 

4. ５章法人税（同族会社） 

5. ５章法人税（出資・分配・組織再編成） 

6. ６章消費税（仕組み） 

7. ６章消費税（政策論） 

8. ８章国際課税（国際的二重課税） 

9. ８章国際課税（非居住者・外国法人に対する課税） 

10. ８章国際課税（居住者・内国法人に対する国際的二重課税の排除） 

11. ８章国際課税（移転価格・過小資本・過大支払利子） 

12. ８章国際課税（タックスヘイヴン） 

13. ２～３章租税行政過程・租税争訟 

14. ３章租税法の解釈(租税回避) 

 

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

 租税法は、会計や税務ではなく【法学】の一つとして勉強するものですので、民法・会社法・行政法など、法学部の基本科目につ
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いて履修済みまたは並行して履修しておくことが望ましいです。租税法１履修は必須要件ではありませんが、租税法１履修済み

であることが望ましいです。 

 予習したい方→ http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/sozeihou.html 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中里実他、2021、『租税法概説 4 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641228191) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏、2021、『租税法 24 版』、弘文堂 (ISBN:978-4335315558) 

2. 中里実他、2021、『租税判例百選 7 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641115538) 

3. 中里実他、2021、『租税法判例六法 5 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641001572) 

4. 渡辺徹也、2019、『スタンダード法人税法 2 版』、弘文堂 (ISBN:978-4335357671) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/kakokougi.html から過去問(司法試験考査委員である期間を除く)を見ることができます。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX420／比較憲法 

(Comparative Constitutional Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国家と法の基本問題 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法の解釈・実践のあり方を，他国の憲法体制との比較のなかで検討し，日本国憲法の立ち位置や抱える問題などを明

らかにするとともに，憲法学のより深い理解へとつなげる。  

 

The objectives of this course are to examine the interpretation and ideal practice of Japanese Constitutional Law within the 

context of a comparison to constitutional systems in other countries and to clarify the position and problems faced by 

Japanese Constitutional Law while deepening the students’ understanding of the study of constitutional law.  

 

授業の内容（Course Contents） 

憲法体制の歴史的展開をタテ糸に，そして現在の国際的展開をヨコ糸に，「タテ」と「ヨコ」の比較を念頭に置きつつ，人権論・国家

組織論における主要問題をテーマとして憲法体制の比較検討を行う。従来の比較憲法学における主要比較対象国であったイギ

リス・アメリカ・ドイツ・フランスを中心に取り上げる。  

 

The classes will engage in a comparative review of constitutional systems to focus on the major problems in human rights 

theory and polity theory while keeping in mind a comparison of the vertical strands of the historical development of the 

constitutional system and the horizontal strands of contemporary international development. Classes will focus on the countries 

which are typically used for comparison (England, America, Germany, and France) in conventional Comparative Constitutional 

Law.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国家について考える；天災と憲法 

3. 権力分立の原理 

4. デモクラシー 

5. 法治主義と法の支配 

6. 責任政治の原理 

7. 国会改革の方向性 

8. 憲法と政党 

9. 内閣法制局 

10. 違憲審査制 

11. 裁判官制度と司法の独立 

12. 内閣制度 

13. 地方自治の将来 

14. 憲法改正をめぐる諸問題 

 

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

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

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笹田栄司編、2019 年、『トピックからはじめる統治制度 第 2版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22780-4) 

 

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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■EX425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX425／法政ゲートウェイ講義（公務入門） 

(Gateway to Law and Politics(Introduction to Public Service)) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業のゴールは，受講生が公務部門への就職に向けた具体的な行動をとることである。 

 

The goal of this course is for the students enrolled to take specific steps to find employment in the public sector. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は，公務員制度に関するパート（第 2 回～第 7 回）とゲストスピーカーをお迎えするパート（第 8 回～第 14 回）の二つのパ

ートから構成される。授業の前半では，受講者の人生ではほとんど無縁であった公務員制度を取り上げる。授業の後半では，ゲ

ストスピーカーとの質疑応答を通じて就職先としての公務員の魅力を伝えていきたい。 

 

The classes will consist of two parts. The first part involves the civil service system (sessions 2 through 7), and the second part 

will feature guest speakers (sessions 8 through 14). The first half of the class will cover the civil service system, which is a 

system that students have almost no contact with. The second half will convey the appeal of employment as a civil servant 

through presentations and Q&A sessions with guest speakers. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公務入門：講義の進め方，法学部生としてのアカデミック・スキル 

2. 公務入門 1：公務員の種類 

3. 公務入門 2：公務員の給与 

4. 公務入門 3：公務員の昇進 

5. 公務入門 4：公務員の退職 

6. 公務入門 5：公務員の意欲 

7. 公務入門 6：公務員の倫理 

8. 就職先としての公務 1：国家公務員試験の概要 

9. 就職先としての公務 2：女性国家公務員のキャリア形成 

10. 就職先としての公務 3：本学における公務員試験受験者向けキャリア支援 

11. 卒業生からみた公務の世界 1：国家公務員（国土交通省） 

12. 卒業生からみた公務の世界 2：地方公務員（東京都庁） 

13. 卒業生からみた公務の世界 3：地方公務員（横浜市） 

14. 卒業生からみた公務の世界 4：地方公務員（豊島区） 

 

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

講義終了後，①授業で知ったことと②講義に触発されてとった具体的行動をそれぞれ 200 字以上で Wordで作成の上，「立教時

間」（https://portfolio.rikkyo.ac.jp/login）を通じて提出すること（締切期限は講義翌週の月曜 23時 59 分（受信時））。期限後のメ

ールによる提出は他の学生にアンフェアになるので受け付けない。期限内のコメントペーパー提出をもって出席とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/中間レポート(25%)/講義後のコメントペーパー(50%) 

成績評価は合格・不合格のみとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 原田久、2022、『行政学〔第 2版〕』、法律文化社 (ISBN:4589041951) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法政ゲートウェイ講義（ビジネスとメディア） 

(Gateway to Law and Politics(Business and Media)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現役ジャーナリストによる時事解説と体験的日本経済の解説 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 直也(TSUCHIYA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 250 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就職して社会に出て行き、責任ある社会人になるための準備として時事問題に身近に接することができるよう直近のニュースや

政治経済問題の実例を挙げ、解説・分析していく。   

 

The objective of this course is to cite, explain, and analyze examples from the recent news and problems in the political 

economy so that students become more familiar with current topics as a form of preparation for finding employment and going 

out into the world as a responsible member of society. 

  

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、直近１～２週間で報道された時事トピックを取り上げて解説するほか、法学部生がビジネスや法・政治に関して知っておく

べき重要テーマ（例、法改正のビジネスに与える影響、企業倒産の法的側面、アジア経済と日本経済など）を講義する。時々刻々

変化する世界の旬なニュースをとらえて講義するため、講義内容を予告することはできない。（時々、ジャーナリストなどゲストを

招く）   

 

In addition to covering and explaining current topics reported during the past one to two weeks, each class will lecture about 

important topics concerning business, law, and politics that students in the College of Law and Politics should know (for 

example, the impact of legal reforms on business, the legal aspects of corporate bankruptcy, as well as Asian economies and 

the Japanese economy). Because the lectures will cover the latest global news as it changes minute by minute, it is not 

possible to announce the lecture details in advance. (Journalists will occasionally be invited as guest speakers)   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 直前週のニュース解説１＋重要テーマの解説１  

3. 直前週のニュース解説 2＋重要テーマの解説 2  

4. 直前週のニュース解説 3＋重要テーマの解説 3  

5. 直前週のニュース解説 4＋重要テーマの解説 4 

6. 直前週のニュース解説 5＋重要テーマの解説 5  

7. 直前週のニュース解説 6＋重要テーマの解説 6  

8. 直前週のニュース解説 7＋重要テーマの解説 7  

9. 直前週のニュース解説 8＋重要テーマの解説 8 

  

10. 直前週のニュース解説 9＋重要テーマの解説 9 

11. 直前週のニュース解説 10＋重要テーマの解説 10  

12. 直前週のニュース解説 11＋重要テーマの解説 11 

13. 直前週のニュース解説 12＋重要テーマの解説 12  

14. 総括 

 

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

ニュースをよく読むこと。復習もかねて、授業で扱ったケースや関連する分野、興味を持った問題について各自調べることが期待

される。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(50%) 、複数回のリポート(50%)(100%) 

成績評価は合格・不合格のみとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX427 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX427／法政ゲートウェイ講義（司法職入門） 

(Gateway to Law and Politics(Introduction to Legal Profession)) 

担当者名 

（Instructor） 

山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業の目標は、受講生が弁護士、裁判官、検察官、司法書士、弁理士など司法関係専門職等および司法制度・法曹養成制

度について基本的な理解を得て、司法職や司法関連機関への就職、予備試験合格、法科大学院への進学等に役立つ基礎知識

や態度を身につけることを目標とする。 

 

 The objectives of this course are for students to gain a fundamental understanding of legal professions such as lawyer, judge, 

prosecutor, legal scrivener, and patent attorney as well as the judicial system and judicial officer training for the purpose of 

cultivating the fundamental knowledge and attitude which will help them find employment in the legal profession and law related 

institutions, pass the preliminary examination, and go on to law school.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業は、司法関連専門職等、司法制度、法曹養成制度に関する講義と、ゲストスピーカーをお招きする回から構成される。ゲ

ストスピーカーをお招きする回では、主として本学法学部・本学法科大学院の OB・OG との質疑応答を通じて、法曹（弁護士・裁

判官・検察官）、各種士業（司法書士、弁理士など）、会社法務部（企業内弁護士）などの仕事の魅力を伝えていきたい。 

 

 The classes will consist of lectures concerning law related professions, the legal system, and the judicial officer training 

system as well as sessions in which guest speakers will be invited. The guest speaker sessions will convey the appeal of working 

as a legal professional (lawyer, judge, public prosecutor), various professional occupations (legal scrivener, patent attorney, etc.), 

and in corporate legal departments (in-house corporate lawyer) through Q&A sessions primarily with graduates of the 

university's College of Law and Politics undergraduate and graduate school programs. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義の進め方の説明 

2. 弁護士・各種(濱野） 

3. 弁護士の仕事（１）：ゲストスピーカー１  

なお、第３回以降のゲストスピーカーの日程については現在調整中であり、以下は仮の日程である。 

4. 弁護士の仕事（２）：ゲストスピーカー２ 

5. 弁護士の仕事（３）：ゲストスピーカー３ 

6. 弁護士の仕事（４）：ゲストスピーカー４ 

7. 弁護士の仕事（５）：ゲストスピーカー５（企業法務部） 

8. 法学学習の基礎知識：判例の読み方・調べ方（山口） 

9. 司法書士の仕事：ゲストスピーカー６ 

10. 弁理士の仕事：ゲストスピーカー７ 

11. 裁判官の仕事：ゲストスピーカー８ 

12. 裁判所書記官の仕事：ゲストスピーカー９ 

13. 検察官（検事）の仕事：ゲストスピーカー１０ 

14. まとめ  

 

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

 毎回の授業終了後、Blackboard の「課題」に、①授業の内容、②感想・意見・疑問、③次回のゲストへの質問を分けて、①と②

それぞれ 400 字以上でまとめ、③は必ず一つの質問を書き、全体を 1 本のファイルとし、ワードまたは PDF ファイルで提出するこ

と。授業の資料は必要に応じて Blackboard の「教材」にアップロードするので、事前にダウンロードあるいはプリントアウトして授

業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の Blackboardによる提出物(70%) 

成績評価は合格・不合格のみとする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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資料を Blackboard にアップする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村山眞維・濱野亮、2019、『法社会学 第３版』、有斐閣 

2. 市川正人・酒巻匡・山本和彦、2017、『現代の裁判 第７版』、有斐閣 (ISBN:978-4641220959) 

3. 佐藤岩夫・濱野亮編、2015、『変動期の日本の弁護士』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-52096-7) 

4. 中央大学真法会編、2010、『裁判官・検察官・弁護士の仕事』、法学書院 (ISBN:978-4587621001) 

5. 石田武臣・寺町東子編著、2017、『弁護士っておもしろい！』、日本評論社 (ISBN:978-4535522862) 

6. 千原曜・日野慎司、2017、『弁護士の仕事』、中央経済社 (ISBN:978-4502242113) 

7. 田髙寛貴・原田昌和・秋山靖浩、2019、『リーガル・リサーチ＆リポート〔第 2 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12611-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

   毎回の授業内容・感想の締切期限内の未提出が３回を超える場合、または欠席が３回を超える場合（正当な理由のない遅

刻、早退は欠席とする）、原則として不合格とする。最終レポートを期限内に提出しない場合も、不合格とする。 

 ゲストスピーカー（本学の OBOG）には、多忙にもかかわらず後輩のためにと登壇していただいているので、失礼のないように真

剣に受講できる学生のみ参加されたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX431／国際ビジネス法総合・基礎 

(Introduction to International Business Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際ビジネス法の基礎知識を習得する 

担当者名 

（Instructor） 
小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際的な民間企業間の売買契約を中心として、国際ビジネス法の基礎を養う。国際ビジネス法総合 1A・1B への導入的な位置付

けでもある。 

 

The objective of this course is to learn the fundamentals of international business law with a focus on sales agreements 

between international private companies. This course is also positioned as an introduction to International Business Law 1A and 

1B which are assigned during the third and fourth years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会のグローバル化が進展し、人々の交流や物流が盛んになったといわれるが、実際には依然として国境は存在するし、国家

単位で適用される法は異なる。グローバル社会においては、国家のほかさまざまな国際機関も存在し、これらがルール形成をす

ることがある。  

 人々の交流が盛んになることによって、これまではある程度同一の価値感を有していた社会も変容している。そうすると、同一

の価値感や慣習を有していたグループにおいてはなんとなく解決できていたトラブルも解決が困難となる。 

 以上の様な背景を前提に、企業が国際的なビジネスを行う際に法がどのように活用されているのかを 3 年次以降の国際ビジネ

ス法総合で学ぶことになるがその導入として、国際契約法、紛争解決などに関する基礎知識を養い、国際ビジネス法総合と並行

してどのような法分野を学ぶべきかを提示できればと考えている。 

 具体的には、民間企業間の物品売買取引を中心として、具体的な事例を使いつつ解説をするのみではなく、トラブルを解決あ

るいは予防するための法的な手段を履修者にも検討してもらう。 

 この授業が終わる頃には、想像した以上に国際的なビジネスに関係する法分野が多岐に渡ることに気付くだろう。 

 

 While it is said that the globalization of society is advancing and the exchange of people and goods has increased, in reality 

national borders still exist as they did before, and the laws which are applied differ according to each nation. In a global society, 

various international organizations also exist in addition to the state, and they are sometimes also involved in rule formation. 

  

 As a result of the increasing exchange between people, societies which used to possess the same overall sense of values are 

also changing. Correspondingly, problems which somehow used to get resolved within groups with the same values and customs 

are becoming difficult to resolve. 

 

 Based on the background situation described above, students starting from the third year learn how the law is utilized when 

companies engage in international business in International Business Law, and this course serves as an introduction to cultivate 

fundamental knowledge about international contract law and dispute resolutions to make suggestions to students about what 

fields of law they should study in parallel with International Business Law. 

 

 More specifically, this course will not only provide an explanation of international business law using specific case studies with 

a focus on transactions concerning the sales of goods between private companies, but students will also examine legal means of 

resolving or preventing problems. 

 

 By the time this class ends, students will likely realize that the legal field pertaining to international business is more wide-

ranging than they imagined. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国際ビジネスの全体像と法の役割 

3. 国際的なビジネスを行う企業の法務部門はどのようなことをしているのか 

4. 国際取引に適用される法規範 1 私法 

5. 国際取引に適用される法規範 2 公法 

6. 国際取引に適用される法規範 3 国際法 
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7. 具体的なビジネスを素材に法の役割を考える 1 

8. 国際物品売買契約 1 

9. 国際物品売買契約 2 

10. 国際代金決済 

11. 国際運送 

12. 裁判による国際ビジネス紛争の解決 1 

13. 裁判による国際ビジネス紛争の解決 2 

14. 具体的なビジネスを素材に法の役割を考える 2 

 

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

テキストや関連資料を熟読し、設問等をあらかじめ解いた上で授業に臨むことが前提となる。 

グループワークを行うことがあり、各グループごとに事前の打ち合わせを要する場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(55%)/リアクションペーパー・発言内容(30%)/小課題(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森下哲朗＝平野温郎＝森口聡＝山本卓、2017、『ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-

04679-5) 

適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国際ビジネス法に関する基礎・導入が目的であるので、この科目の履修者として主として想定しているのは 2 年次の学生であ

る。3 年次以上の者の履修は勧めない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX457 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX457／法学特殊講義（国際環境法） 

(Special Lecture on Law() 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際環境法 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際環境法の原則および概念の理解を深め、代表的な多国間環境条約の特徴について説明できる。 

 

The goal of this course is to help students to understand the key principles and concepts of international environmental law and 

to explain their characteristics and basic architectures of several multilateral environmental treaties. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際環境法の入門科目である。地球規模の環境問題の特徴と規制の必要性を認識し、国際環境法の基本原則および基本概念

を学ぶ。基本原則及び基本概念としては、持続可能な開発、予防原則・予防アプローチ、世代間衡平、共通だが差異ある責任、

人類共通の遺産などが含まれる。また、授業の公判では、具体的な環境事例および多国間環境条約を個別に検討する。気候変

動や、オゾン層、生物多様性、海洋汚染、希少動植物保存、有害廃棄物の越境移動などである。 

 

国際法 1 および 2 を履修していない者は、履修前に、国際法の教科書を入手して目を通しておくことを強く推奨する。 

 

This course is designed to provide an introduction of International environmental law, It will survey the basics of international 

environmental law, beginning with an overview of global environmental challenge and core legal principles including sustainable 

development, precautionary principle/approach, intergenerational equity, common but differentiated responsibility, common 

heritage of mankind. It will cover several legal regimes such as climate change, ozone layers, biodiversity, marine pollution, 

CITES, trans-boundary pollution. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：国際法の法源 

2. 国際環境法の形成と展開 

3. 国際環境法の基本原則および基本概念（１） 

4. 国際環境法の基本原則および基本概念（２） 

5. 国際環境法の基本原則および基本概念（３） 

6. 国際環境法の基本原則および基本概念（４） 

7. 国際環境法の基本原則および基本概念（５） 

8. 国際環境法の基本原則および基本概念（６） 

9. 個別の環境条約・環境事例（１） 

10. 個別の環境条約・環境事例（２） 

11. 個別の環境条約・環境事例（３） 

12. 個別の環境条約・環境事例（４） 

13. 個別の環境条約・環境事例（５） 

14. 総括 

 

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

毎回予習のための教科書、論文、サイトを指定する。 

授業後に質問・コメントを受け付け、次回にフィードバックを行う予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/毎回の質問コメント(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書・参考書については、初回授業時に指定する。初回時には、国際法１および 2 で使った教科書を参照すること。国際法 1

および 2で使われる教科書は、本シラバスの参考書の欄に示すが、それ以外の国際法の概説書でも構わない。 

 

参考文献（Readings） 



 - 241 - 

1. 岩沢雄司、東大出版会、『国際法』、2020 

2. 西村弓ほか、有斐閣、『国際法』、2011 

3. 浅田正彦ほか、東信堂、『国際法（第四版）』、2019 

4. 中谷和弘ほか、有斐閣、『国際法（第四版）』、2021 

教科書・参考書については、初回授業時に指定する。初回時には、国際法１および 2 で使った教科書を参照すること。なお、国際

法 1 および 2で使われる教科書・参考書は、本シラバスの参考書の欄に示すが、それ以外でも構わない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義を受講するか考える際の参考動画を一つだけ挙げる。 

https://www.bbc.com/japanese/video-51171995 

 

注意事項（Notice） 
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■EX458 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX458／法学特殊講義（西オーストラリア大学短期研修） 

(Special Lecture on Law(UWA Law Study Tour) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

西オーストラリア大学における講義を通じて大学での学びを経験しつつ、オーストラリア

の法律、文化、歴史について学ぶ 

to learn the basics of Australian law while immersing yourself in the academic milieu at 

the University of Western Australia and Australian culture 

担当者名 

（Instructor） 

田岡 絵理子(TAOKA ERIKO) 

早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

その他登録 

定員 20 名程度（最低 10 名） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 月に行われる 3 週間の西オーストラリア大学での短期研修プログラムにおいて、オーストラリアの法律、文化、歴史について学

ぶことを通して、法律、文化、社会の多様性を学び、経験する。 

 

The objective of this course is to learn diversity in law and culture by learning the basics of Australian law, and the culture and 

history of Australia at the University of Western Australia.  

 

授業の内容（Course Contents） 

西オーストラリア大学での短期研修プログラムへの参加に向けて、事前準備講義を受けるとともに、プログラムへの参加後に、プ

ログラムで学んだことに関するレポートを提出することで、本講義を修了する。 

短期研修プログラムは、上智大学との合同で実施される。 

実施期間：2023 年 2 月 5 日から 2 月 25 日（３週間）。 

費用：57 万〜70 万程度（航空券代等により変動の可能性あり） 

西オーストラリア大学での講義の他に、国会・美術館・自然公園への訪問やカヤックなど、フィールドトリップやアクティビティが予

定される。 

 

研修プログラムへの参加の前には、数回の事前準備講義が予定されている（オーストラリアへの渡航準備としての海外保険やそ

の他の説明についても、事前準備講義に含まれる）。 

 

研修プログラム参加後のレポートについて、課題は追って提示する。 

 

事前のガイダンス（6 月 30 日（木）12:40 から 30 分程度を予定 場所：A301 教室）にて、プログラムについての説明や応募方法

の詳細を説明するため、ガイダンスに参加の上、応募をしていただきたい。説明会の日程変更や体調不良等のために説明会に

出席できない場合は、ガイダンスの録画ビデオを閲覧の上、応募をしていただきたい。応募者多数の場合は抽選により選考す

る。 

第一次募集：8 月 1 日（月）から 8 月 5 日（金）（結果発表 8 月 8日（月）） 

第二次募集：8 月 29 日（月）から 9 月 2 日（金）（結果発表 9 月 8 日（木）） 

 

This course is consisted of (1) the study tours at the University of Western Australia, (2) preparatory sessions prior to the 

study tours, and (3) submissions of research papers after the study tours.  

    (1) The study tours are jointly organized with Sophia University from February 5th to February 25th, 2023. Week 1 (02/06 

to 02/12) focuses on learning the basics of Australian law (e.g., Australian parliament system, crime and justice, property law, 

and Australian law and indigenous people and history). Week 2 focuses on learning Australian culture in and outside the classes 

(e.g., lecture on civilization in Australia, and field trips to a museum and court). Learning to make group presentations is also 

scheduled in Week 2. Week 3 contains workshops and learning Australian history (e.g., field trips to Parliament House and 

Frementle Prison). Various other activities are also scheduled in the study tours.  

    (2) In order to make the most of the study tours, a handful of preparatory sessions are arranged during the fall semester 

prior to the study tours. Preparatory sessions also include administrative guidance sessions (e.g., as for manners to pay the 

fees for the study tours, acquire travel insurance, and arranging the accommodation).  

    (3) After the study tours, students are expected to submit research papers. The theme of the papers will be notified during 

the fall semester.  

 

The overall cost including flight tickets, accommodation, program fees and other miscellaneous fees, is estimated to range from 

570,000 yen to 700,000 yen. The figure may change due to the fluctuations of flight tickets cost and currency exchange.  

 

For further details, a guidance session will be held prior to the first round of the application. The date of the guidance session is 
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scheduled to be July 30th, for around 30 mins from 12:40.  

The first round of the application for the study tour will be open from August 1st to 5th. The result will be notified on August 

8th.  

The second round of the application will be from August 29th to September 2nd. The result will be informed on September 8th.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Preparatory session (1): introduction and preparation for learning in another country  

初めて外国の大学で学ぶ、あるいは、外国で数週間生活するという学生も念頭に置き、そのための準備としてできることの

指導をします。 

2. Preparatory session (2): introduction and preparation for learning in another country  

初めて外国の大学で学ぶ、あるいは、外国で数週間生活するという学生も念頭に置き、そのための準備としてできることの

指導をします。 

3. Preparatory session (3): introduction and preparation for learning in another country  

初めて外国の大学で学ぶ、あるいは、外国で数週間生活するという学生も念頭に置き、そのための準備としてできることの

指導をします。 

4. Preparatory session (4): introduction and preparation for learning in another country  

初めて外国の大学で学ぶ、あるいは、外国で数週間生活するという学生も念頭に置き、そのための準備としてできることの

指導をします。 

5. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

6. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

7. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

8. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

9. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

10. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

11. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

12. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

13. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

14. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

15. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

16. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

17. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

18. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

19. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

20. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

21. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

22. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

23. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

24. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

25. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

26. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

27. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 
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西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

28. Study tours: learning the basics of Australian law, and Australian history and culture 

西オーストラリア大学での研修プログラム参加 

 

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

研修に出発する前の準備として、現地での学習の仕方などを学びます。事前準備のための講義には、必ず参加してください。 

Since preparation for the study tours is critical for gaining fruitful experience in Australia, attending the preparatory sessions is 

mandatory.   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研修プログラムへの参加（Participation in the study tours）(60%)/最終レポート(Final Report)(20%)/事前準備講義への参加

（participation in the preparatory sessions）(20%) 

成績評価は合格・不合格のみとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 河野康子、2006、『英語で読む日本史（増補改訂２版）』、講談社インターナショナル (ISBN:978-4770040183) 

2. ジェームス M バーダマン、2015、『シンプルな英語で話す日本史』、ジャパンタイムズ (ISBN:978-4789015943) 

3. 鎌田真弓、2012、『日本とオーストラリアの太平洋戦争：記憶の国境線を問う』、お茶の水書房 (ISBN:978-4275009784) 

4. 司馬遼太郎、2011、『木曜島の夜会』、文藝春秋 (ISBN:978-4167663360) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

募集条件 

履修対象学生： 本学１～３年次生。 

募集人数： 20 名程度 

選考方法： 本授業の履修手続ガイダンスに出席の上、応募を決定すること (ガイダンス 6 月 30 日(木)昼休み 12:40 から 30 分

程度)。履修を希望するものは、所定の期間内に所定の申込フォームより申し込みを行うこと。説明会の日程変更や体調不良等

のために説明会に出席できない場合は、ガイダンスの録画ビデオを閲覧の上、応募をしていただきたい。第一次募集は 8 月 1日

(月)から 8 月 5 日(金)(結果発表は 8 月 8 日(月))。第二次募集は、8 月 29 日(月)から 9月 2 日(金) (結果発表は 9月 8 日(木)）。 

応募者多数の場合は抽選により選考にする。 

 

英語力は問わないが、現地大学でのディスカッション・プレゼンテーションも予定されているため、積極的に取り組む意欲があるこ

とを前提とする。 

＊本科目は、登録後取り消すことはできない（履修が許可された場合には、それ以降の履修取消は原則として認めない）。 

＊履修者が 10 名に満たない場合は、本科目は開講しない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX463 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX463／法学特殊講義（信託法） 

(Special Lecture on Law(Law of Trust)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史や実用例を通して学ぶ信託 

担当者名 

（Instructor） 
久保 淳一(KUBO JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

信託は、ふだんの生活ではあまり馴染みがないものです。しかし、これからの社会を考えるにあたって理解しておくべきものの一

つです。 

この講義では、信託の歴史や実用例を学んで信託というものを理解することを目標とします。 

 

The trust is not so familiar in everyday life.  But, it is one of the things to understand in order to think about the society in the 

future. 

The course objective is to learn how the trust has evolved and how it is actually used, and understand what the trust is. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本において、信託は、もっぱら金融分野において利用されてきましたが、近年はそれ以外の分野でも着目されまた活用されて

います。 

本講義では、まず信託の歴史やその実用例を学んで信託とはどういうものかをザックリと理解したうえで、その基本的な仕組みを

学んでいきます。 

 

In Japan, the trust has been used mainly in the financial area, but it now draws interest and is utilized in other areas as well. 

In this course, you will first learn the history of the trust and examples of its actual use to understand the concept of the trust, 

and then learn the basic mechanism of the trust. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 信託と何か 

2. 信託の歴史 

3. 信託の利用例 

4. 信託の利用例 

5. 信託の利用例 

6. 信託の仕組み 

7. 信託の受託者 

8. 信託の受託者 

9. 信託の受託者 

10. 信託財産の独立 

11. 委託者と受益者 

12. 信託の変更・終了他 

13. 特殊な信託の類型 

14. 全体総括 

 

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

授業の前に課題を提示しますので、あらかじめ各自で調べ考えておいてください。 

また、ふだんから、メディア等を通じて、信託がどのような分野で関心を集めているかや実際に利用されているかを意識するよう

にしておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業は、担当講師が作成・配布するレジュメ・資料によって行います。 

 

参考文献（Readings） 

1. 樋口範雄、2014、『入門 信託と信託法 第 2 版』、弘文堂 
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2. 神田秀樹／折原誠、2019、『信託法講義 第 2 版』、弘文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX464 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX464／法学特殊講義（金融商品取引法） 

(Special Lecture on Law(Financial Instruments and Exchange Law)) 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 元一(ENDO MOTOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融・資本市場を支える法制度の重要性を理解する。 

この科目は法学特殊講義の１つである。金融・資本市場に関する知識とともに理解できるように講義していく予定である。 

 

To understand the importance of legal systems that support financial and capital markets. 

This course is one of the Special Lectures on Law. This course is one of the special lectures on law, and will be taught in such 

a way that students can understand it along with their knowledge of financial and capital markets. 

 

授業の内容（Course Contents） 

金融商品取引法は、企業内容等の開示制度を整備するともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定めること等によ

り、有価証券の発行及び取引を公正なものとし、公正な価格形成を図ることを目的とする法律であり、わが国の金融・資本市場の

基本法である。授業では、金融商品取引業者等や金融商品取引所等に関する規制、③内部者取引（インサイダー取引）や相場

操縦等に関する規制等を中心に、経済ニュースも題材としながら、進める 

 

The Financial Instruments and Exchange Law (FIEL) is a basic law for Japan's financial and capital markets. Its purpose is to 

ensure fairness in the issuance and trading of securities and fair price formation by establishing a system for the disclosure of 

corporate details and other information, as well as providing for necessary matters concerning persons engaged in the financial 

instruments business. The class will focus on (1) regulations concerning financial instruments business operators and financial 

instruments exchanges, and (2) regulations concerning insider trading and market manipulation, while using economic news as a 

topic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  序論・ガイダンス～本講義の目的と概要 市場規制の目的 

2.  有価証券とデリバティブ取引 

  ～有価証券の上場、有価証券取引の仕組み、金融商品取引所、金融商品取引業協会等  

3.  有価証券の取引方法 

  ～有価証券の上場、有価証券取引の仕組み、金融商品取引所、金融商品取引業協会等  

4.  情報開示⑴  

  ～情報開示規制の概要、発行市場における情報開示  

5.  情報開示⑵ 

  ～発行市場における情報開示 

6.  情報開示⑶ 

  ～流通市場における情報開示 

7.  情報開示⑷ 

  ～公開買付け 

8.  情報開示⑸  

  ～公開買付け（続）、大量保有報告 

9.  不公正取引⑴ 

  ～インサイダー取引 

10.  不公正取引⑵ 

 ～インサイダー取引（続）、相場操縦 

11.  不公正取引⑶ 

  ～相場操縦続）、包括的な詐欺禁止、風説の流布・偽計取引等  

12.  金融商品取引業者等の規制 

 ～第１種・第２種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業、登録金融機関、金融商品仲介業等  

13.  金融商品取引業者等の規制 

  ～誠実公正義務、不招請勧誘、適合性原則、説明義務 

14.  自主規制と行政監督規制 

 

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



 - 248 - 

  授業時に予習・復習について指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

  授業開始時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX466 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX466／法学特殊講義（地方自治法） 

(Special Lecture on Law(Local Government Law)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治法／身近な行政の存在およびその法制度を考える 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 久仁男(OZAWA KUNIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は、①地方自治を巡る法的課題としてどのようなものがあるのか、ということを主たる目標となります。その上で、②過去

から現在まで生じている法的課題をどのように解決するべきかを受講生が考えられるようになっていただくこと、および、③地方

自治はどうあるべきかを考えられるようになっていただくことが、最終的な目標となります。 

 

 This lecture`s main target is ①What kind of legal problems in local autonomy exists. Moreover, this lecture`s last target are 

②Student have be able to think how to settle a legal problem in the local autonomy which has formed in the past and present 

now, ③Student have be able to think how there should be local autonomy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 地方自治は、現代国家において、住民の人権と民主主義を実現する上で不可欠な制度・存在となっています。けれども、わが

国は長く中央集権国家として発展してきたということもあって、そこにはさまざまな障害も生じています。 

 そこで、本講義においては、地方自治法で規定されている重要な制度を取り上げることで、住民が各地方公共団体に対してど

のような権利を有しているのか、そして各地方公共団体はどのような権限を有しているのか、といった基礎知識を養うことになりま

す。その上で、国と地方公共団体の関係や地方公共団体と住民の関係といった地方自治はどうあるべきかを考えて貰えるきっか

けを提供できれば、と思っています。 

 

 In a modern nation, local autonomy is indispensable system and existence to achieve resident's human rights and Democracy. 

However, our country was developing as the centralized government lengthily. Therefore various problems have also occurred 

there. 

 So, in this lecture, the important system prescribed by a local government law will be taken up. Specifically, student can get 

basic knowledge about what kind of right a resident possesses to a local government and what kind of authority each local 

government possesses. Then, I'd like to offer the motive which can think how there should be local autonomy on it. For example 

it's possible to give this a thing such as relations between a state and a local government, and relations between a local 

government and a resident. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、地方自治とは何か：日本国憲法と地方自治 

2. 地方自治の歴史：戦前・戦後の展開 

3. 地方自治を巡る法的制度：地方自治の法源・法制度 

4. 地方公共団体の種類：普通地方公共団体・特別地方公共団体 

5. 地方公共団体の事務①：自治事務と法定受託事務 

6. 地方公共団体の事務②：事務処理の原則と国・都道府県の関与 

7. 自治立法権：条例と規則、条例制定権の限界 

8. 自治財政権：地方公共団体の歳入・歳出と財産 

9. 地方公共団体の組織①：地方議会 

10. 地方公共団体の組織②：長・その他の執行機関 

11. 住民の権利と義務①：住民の意義、直接請求① 

12. 住民の権利と義務②：直接請求②、住民投票 

13. 住民監査請求：意義、要件、手続 

14. 住民訴訟：意義、要件、手続、2017 年改正 

 

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

 事前にＢｌａｃｋbｏａｒｄで配信するレジュメに目を通すとともに、テキストの該当箇所も読んでおくとより一層の理解に役立つものと

思われます。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宇賀克也、2021、『地方自治法概説（第 9 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641228061) 

2. 高橋明男・佐藤英世編、2022、『地方自治法の基本』、法律文化社 (ISBN:9784589041807) 

上記のテキストのうち、いずれを購入しても構いません。ご自身の関心などに合うテキストを見つけていただけたらと思います。 

 

参考文献（Readings） 

1. 磯部力・小幡純子・斎藤誠編、2013、『地方自治判例百選（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115156) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX468 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX468／法学特殊講義（スポーツと法） 

(Special Lecture on Law(Sport and Law)) 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 翔一(SUGIYAMA SHOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義で取り上げるテーマと法の関りについて、説明できるようになる。 

スポーツに関わる法を通じて、法律学習の面白さを知る。 

 

To be able to explain the relationship between the topics of sports law, covered in this lectures.. 

Discover the fun in learning laws through the lectures. 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的なケースを通じて、スポーツと法が重なるテーマについて学ぶ。 

 

Through case studies, students will learn about the overlapping themes of sports and laws.. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. オリンピック参加選手と表現の自由 

3. DSDs アスリートの資格制限と参加の平等 

4. 代表選手選考紛争と競技団体の裁量権 

5. スポーツ制裁と法原則 

6. スポーツ指導における暴力をなくすための制度的保障 

7. スポーツ団体とガバナンス 

8. 日本スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁手続 

9. Court of Arbitration for Sport（CAS）のスポーツ仲裁手続 

10. アンチ・ドーピング規則と結果管理 

11. プロスポーツの個別「労働」紛争の解決 

12. プロスポーツと集団的労働法 

13. 移籍・登録制限ルールと独占禁止法 

14. 講義のまとめ 

 

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

予習：事前に指定されたテキストの範囲を確認する。 

復習：講義中に紹介された文献等を閲覧する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/講義への参加の程度、講義後のリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本スポーツ法学会、2020、『標準テキストスポーツ法学』、エイデル研究所 (ISBN:9784871686501) 

 

参考文献（Readings） 

1. 早川 吉尚、2021、『アンチ・ドーピングの手続とルール』、商事法務 (ISBN:978-4-7857-2917-2) 

2. セーフスポーツプロジェクト、2021、『スポーツの世界から暴力をなくす 30 の方法』、合同出版 (ISBN:978-4772614740) 

3. 早川 吉尚、2021、『オリンピック・パラリンピックから考える スポーツと法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12629-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ガバナンスガイドブック-トラブルのないスポーツ団体運営のために 

https://www.jsaa.jp/guide/governance/governance.pdf 

公益財団法人日本スポーツ仲裁機構ウェブサイト 

https://www.jsaa.jp/ 

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構ウェブサイト 

https://www.playtruejapan.org/ 
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スポーツ仲裁裁判所ウェブサイト 

https://www.tas-cas.org/en/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■EX473 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX473／法学特殊講義(Comparative Family Law) 

(Special Lecture on Law(Comparative Family Law)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Comparative Family Law 

担当者名 

（Instructor） 
マシャド Ｙ．(MACHADO Y. DANIEL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to introduce students to the basics of family law from a comparative perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We begin the course with the meaning of comparative family law, family and marriage. We then explore the rules and practice of 

family law from a comparative perspective. In the last classes we study controversial cases of family law relating to same-sex 

marriage, common-law marriage and infidelity. We use the Socratic Method to investigate real and hypothetical cases so 

students will be asked questions every class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Comparative family law 

2. Family and marriage 

3. Who can marry 

4. How to marry 

5. How to avoid marriage 

6. Infidelity and marriage 

7. Children and marriage 

8. Separation 

9. Divorce 

10. Parenthood 

11. Adoption 

12. Exercise 1 (marriage equality) 

13. Exercise 2 (common-law marriage) 

14. Exercise 3 (infidelity) 

 

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

Students will be given book chapters and materials to read before every class. Preparation should take around one hour 

depending on your English reading skills. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/In-Class Quizzes(30%)/Participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

All materials discussed in class will be made available in advance or distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX475 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX475／法学特殊講義（立法学） 

(Special Lecture on Law(Legislation)) 

担当者名 

（Instructor） 
奥津 伸(OKUTSU SHIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我が国の法令に関する基礎的な知識を習得するとともに立法の実務について理解する。 

 

The objectives of this course are to acquire fundamental knowledge regarding the laws and regulations of Japan while 

understanding the actual practice of legislation. 

 

授業の内容（Course Contents） 

我が国においては、社会や経済の変化によって生ずる様々な問題を解決するための政策手段として、毎年、新たな法律が制定

され、また、既存の法律の改正が数多く行われている。本講義においては、こうした我が国の立法に関し、国の成文法の形式とそ

の効力関係など我が国の法令全般に関する基礎的事項を解説した上で、実際の法律案の立案に必要とされる法令用語、法律

の基本的な構成、本則規定の内容など法律の規定に関する一般的事項を解説し、併せて法律案が国会に提出され成立に至る

までの過程を解説する。 

 

Every year, new laws are enacted and many existing laws are amended as policy instruments to resolve various problems 

occurring due to social or economic changes. With respect to legislation in Japan, the lectures will explain fundamental matters 

concerning general laws and ordinances in Japan such as the format of written law in Japan and the relationship with their 

validity before proceeding to explain general matters concerning legal provisions such as the legal terminology required to 

propose an actual bill, the fundamental composition of a law, and the content of the main provisions as well as the process 

through which a bill is submitted to the National Diet and comes into effect. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「立法学」について 

2. 法律案の企画立案の概観 

3. 国の成文法の形式とその効力関係（１） 

4. 国の成文法の形式とその効力関係（２） 

5. 委任立法及び告示・訓令・通達 

6. 地方公共団体の条例等 

7. 法律の文体・表記と法令用語 

8. 法律の基本的な構成等 

9. 法律の本則規定の内容（１） 

10. 法律の本則規定の内容（２） 

11. 法律の附則 

12. 法律の改正と廃止・失効 

13. 法律案の国会への提出 

14. 法律案の国会審議 

 

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

必要に応じ別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義の都度、レジュメ等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大島稔彦、2013、『立法学－理論と実務－』、第一法規 (ISBN:978-4-474-02892-0) 

2. 大森政輔・鎌田薫、2011、『立法学講義』、商事法務 (ISBN:978-4-7857-1863-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX478 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX478／法学特講（企業のビジネス戦略と契約実務） 

(Special Lecture on Law(Corporate Business Strategies and Contract Practice)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業のビジネス戦略と契約実務 

～種々のビジネス形態に最適な契約戦略とは～ 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文夫(ISHIKAWA FUMIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これから企業社会等に進まれる方々に、企業のビジネス構築のしくみ、ビジネスの基本的な遂行手順を理解しそれらのビジネス

に伴い必要になる契約の役割や契約書の内容の理解をする。また、企業人として必要な広いナレッジの習得、ビジネスマナー、

社会常識についても習得する。 

 

 

 This course will provide the students who will enter the business community in the future with the opportunity to understand 

the corporate business structure and the basic procedures for business execution. It will also help them gain an understanding 

of the role and content of contracts that they will need in carrying out business. In addition, the students will acquire a wide 

range of knowledge, business manners, and social common sense required of businesspeople. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師のオリジナルのレジメ、講師執筆の本を使用しながら行う。各講義には個別に必要な教材資料、その時に発生している最新

のビジネス事案に関する報道記事等を配布して解説を行いながら世の中のビジネスの動きを理解出来るように以下の項目で講

義を行う。 

①企業におけるビジネスの基本的な進め方の紹介と理解 

②ビジネスを進める上での契約の位置づけと役割の理解 

③講師作成の具体的なビジネスケースを使用し最適な契約スキームと課題を考える 

④種々の契約書を読み契約書の内容やその中にある条文、文言内容の意味を理解する（海外・国内） 

⑤弁護士さん、企業人などのゲストを招待し実務上の最新の状況に関する話を聴く 

 

 In this course, the students will use a summary and book written by the lecturer. In each class, the lecturer will also provide 

specific learning materials and news reports on the latest business topics and give commentary on them so that the students 

will be able to understand what is going on in the business world. Specifically, in this course, the students will: 

(1) gain an understanding of the basic process of conducting business in a company ; 

(2) gain an understanding of the meaning and role of contracts in carrying out business; 

(3) consider the optimal contract scheme and the issues in reference to specific examples of business situations created by the 

lecturer; 

(4) read various types of contracts (used domestically or internationally) and understand the meanings of the clauses and words 

in these contracts; and 

(5) hear lectures by guest speakers, such as lawyers and business persons, regarding the latest business practices. 

 

 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講師紹介、本講座の狙い、全体日程の説明、社会人になった時のわきまえるべきマナ－、常識などの説明 

2. ビジネス発生から契約締結までの基本的な業務フロー及びビジネスにおける契約の位置付けと契約書の役割 

3. 日本の契約と欧米の契約についてそれらの特長と相違について 

4. 知的財産（権）についてその概要と役割について 

5. 契約の種類とその位置付けの説明、具体的な契約の紹介、秘密保持契約、ライセンス契約、共同開発契約等 

6. コラボレーションの説明とその位置付けの理解 

7. コラボレーションの具体的なケーススタディ Ⅰ チームに分かれて意見交換 

8. 第７回における検討結果と振り返り まとめ 

9. コラボレーションの具体的なケーススタディ Ⅱ チームに分かれて意見交換 

10. 第９回における検討結果と振り返り まとめ 
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11. コラボレーションの具体的なケーススタディ Ⅲ チームに分かれて意見交換 

12. 第１１回における検討結果と振り返り まとめ 

13. 有識者、弁護士さんなどをゲストに招待し講座開催（予定） 

14. これまでの講義内容の振り返り、復習、纏め 

 

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

講義の中で適宜話しをする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石川文夫、2018、『企業間コラボレーションを成功させる契約交渉の進め方』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-25901-2) 

講義内で参考書籍、論文については話しをする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX480 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX480／統計学 

(Statistics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
データ分析のための統計学 

担当者名 

（Instructor） 
今泉 忠(IMAIZUMI TADASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会での事象の変化などを捉えるためにはデータに基づいた科学的思考力と検証力が重要である｡そのための統計学の基礎に

ついて理解し,データをもとに統計モデルとして表現し､検証し扱えるようになることを目標とする｡ 

 

In order to understand the changes in events within society, the ability to think scientifically based on data and the ability to 

verify are important. Therefore, the objectives of this course are to understand the fundamentals of Statistics, express data as 

a statistical model, verify the model, and become able to work with it. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会においてデータに基づいた科学的思考力や問題解決力は必須の能力である｡本講義では,次のような項目について

PPDAC(Problem-Plan-Data-Analysis-Conclusion)の枠組みを用いて学ぶことで社会現象を統計モデルとして扱うために必要な

統計的な概念を理解し活用できるようにする｡ 

 

The ability to think scientifically and solve problems based on data is essential in society. In these lectures, students will 

understand and become able to utilize the statistical concepts which are required to treat social phenomena as a statistical 

model by using and learning the PPDAC (Problem-Plan-Data-Analysis-Conclusion) framework for the following types of items. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 前期全体の講義概要説明および各自の PC へのソフトのインストールなどを行う 

2. データの変数の型として｢量的変数｣と｢質的変数｣および統計グラフについて講義する 

キーワード：棒グラフ､円グラフ､度数分布､相対度数､ヒストグラム 

3. ヒストグラムからの分布の特徴についても講義する｡ 

キーワード：ベル型､右に裾が長い､左に裾が長い，累積分布図 

4. 代表値を用いてデータを見る｡代表値としての平均､中央値について講義する｡また､平均と関係する分散について講義す

る｡ 

キーワード：分散､標準偏差 

5. 平均と標準偏差との関係に対応する中央値と四分位範囲などについて講義する｡ 

キーワード：Q１､Q３､四分位範囲 

6. 代表値として中央値を用いる場合にデータの特徴を捉える図としての箱ひげ図がある。これについて講義する｡ 

キーワード：箱､ひげ､はずれ値 

7. 代表値として平均を用いる場合に､平均からの偏差について講義する｡標準化得点について講義する｡ 

キーワード：変動係数 

8. ２変量の関係を図で表現する場合の散布図について講義する｡また､相関係数や共分散についても講義する｡ 

キーワード：変数変換 

9. ２変数が共に質的変数である場合の二元表(クロス表)について講義する｡ 

キーワード：独立､χ2 乗値 

10. ２変数のうち､一方が量的変数､他方が質的変数である場合の関連性の分析について講義する｡ 

キーワード：相関比､分散分析 

11. ２変数のうち､一方が量的変数､他方が質的変数である場合の因果関係の捉え方について講義する． 

キーワード：平均値の差，標準偏差，標準誤差，図的表現 

12. ２変数が共に量的変数である場合の手法としての単回帰分析について講義する｡ 

キーワード：決定係数､分散分析表､回帰係数 

13. 問題解決のために実験データを収集して、分析する 

キーワード：標準誤差､平均の分布 

14. まとめ１ここまでの講義に関してのテストを行なう。 

15. 調査の方法と実験の計画について講義する｡ 

キーワード：単純無作為抽出､比較実験 

16. 母集団と標本について講義する 
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キーワード：有限母集団と無限母集団 

17. 確率の基礎について講義する｡ 

キーワード：条件付き確率 

18. 代表的な分布としての二項分布について講義する。 

キーワード：ベルヌーイ試行 

19. 統計学での分布の基本である正規分布について講義する｡ 

キーワード：平均と分散 

20. 標本比率や標本平均それぞれの標本分布について講義する｡中心極限定理についても講義する｡ 

キーワード：平均の分布､t分布､χ2 乗分布 

21. 平均の信頼区間について講義する｡ 

キーワード：母平均 

22. 比率の信頼区間について講義する｡ 

キーワード：母比率 

23. 2 つの平均に関しての信頼区間について講義する｡ 

24. まとめ２：ここまでのまとめ中間テストその２を行なう｡ 

25. 平均に関する有意性検定について講義する｡ 

キーワード：帰無仮説､対立仮説，z検定，t検定 

26. 比率に関しての有意性検定について講義する｡ 

キーワード：第１種の過誤､第２種の過誤 

27. 2 つの平均の差に有意性検定について講義する。 

キーワード：等分散性の検定 

28. 単回帰分析での係数の有意性検定について講義する。 

キーワード：F検定 

 

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

授業時間外学習に関する指示は，履修登録完了後に Web上で履修者に対して行う． 

Web(classroom.google.com)にアップされている教材などをダウンロードして､一読しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内レポート（複数回）(35%)/コメントペーパー(10%)/理解度確認テスト(14%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 倉田 博史、2017、『大学 4年間の統計学が 10 時間でざっと学べる』、KADOKAWA (ISBN:9784046020000) 

講義資料を電子ファイルとして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本統計学会、『データの分析』、東京図書 (2012978-4-489-02132-9C3040) 

2. 日本統計学会、2015、『改訂版統計学基礎』、東京図書 (978-4-489-02227-2 C3040) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期第 1 回と第 2 回の講義では使用する分析ソフトウェアのインストールを予定していますので、 

ノート PC を持っている履修者は持参してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX481／法学特殊講義(Comparative Constitutional Law) 

(Special Lecture on Law(Comparative Constitutional Law)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

To understand the foundational structure of the country and judiciary, as well as the 

society 

担当者名 

（Instructor） 
田岡 絵理子(TAOKA ERIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2101 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will introduce students to the major components of Japanese Constitution (e.g., what each provision of the 

Constitution means, and how it can/should be interpreted), and its interrelationship with Japanese society through the study of 

various contemporary social issues involving Japanese constitutional law. The course consists of (a) lectures and (b) case 

studies.  

(a) During lectures, we will explore (i) fundamental principles of the Japanese Constitution, (ii) the Japanese political system, 

and (iii) various concepts, theories, and standards that have been developed in the Japanese constitutional law discipline, which 

will provide students with a legal and critical foundation for examinations of the selected cases. 

(b) Case studies are intended to examine actual operations of the Japanese Constitution, and interrelationships between the 

Japanese Constitution and Japanese society. Since each provision of the Constitution does not have fixed meanings, but rather 

is subject to interpretations in specific social contexts where the provision is applicable, the meanings of legal concepts, 

theories, and standards develop and change in response to changes in the society. Accordingly, the society affects the 

Constitution as much as the Constitution affects the society. Through case studies, students will gain a deeper understanding 

of the Constitution, as well as its fluid nature reflecting the complexity of the society.  

Conducting case studies is also designed to have students consider the roles of constitutional law and the legal justice system 

in resolving conflicts that arise in the society.  

Since students will be required to examine cases from legal, political, and social aspects, students should become better at 

analyzing factual situations from various viewpoints, and carefully and objectively weighing competing interests of the relevant 

parties in the cases.  

As students are expected to make presentations and participate in class-wide and group discussions throughout the semester, 

students should be able to further their skills to communicate their knowledge and opinions in a logically clearer manner. 

Classroom discussion is also important to advance students’ ability to carefully listen and respond to others’ opinions while 

succinctly identifying the points of discussion, and most importantly, to constantly test their own opinions against others’. In 

addition, in order to facilitate the development of these skills, students will be asked to make counter-arguments against others’ 

arguments even when the counter-arguments are not necessarily what the students support.  

 

授業の内容（Course Contents） 

    The lectures will be provided with PowerPoint. However, the sessions will be based on the discussions with the students.  

    Reading materials will be provided in class. Read the assigned material before each class. Students are required to 

participate in classroom discussion based on the reading assignment that has been given for the session. To help provide the 

requisite motivation to stay current on the readings, students may be called on in class.  

    Active participation in class is expected from everyone. Please note that class participation makes up a signifcant portion 

of your grade, which means that you must come to class diligently prepared to take part in interactions in class. Also be aware 

that credit is not given merely for attendance. Your participation, not presence, is what counts toward your grade. The success 

of the course will depend greatly on your preparedness for class and willingness to engage in dialogue in class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course, Japanese law and Japanese Constitutional law 

Provide general information about the course (e.g., aims of the course, course schedule, writing assignments, ways to 

prepare for sessions, grading methods).  

Understand function and purpose of constitutional law through comparisons between constitutional law, criminal law, and 

civil law. 

2. Constitutional Law in the Modern Sense 

 The Japanese Political System (1): Structures and Functions of the Diet and Cabinet 

3. The Japanese Political System (2): Roles of the Judiciary and the Separation of Power 

4. Japanese Lay Judge System: Understand the historical origins and purposes of a jury system and lay person participation 

system 
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Learn the characteristics of the Japanese lay judge system by comparing it with lay person participation systems and jury 

systems of other countries 

5. Freedom of Thought and Roles of the National Flag and Anthem 

6. Academic Freedom and a Basic Education for Children  

7. Freedom of Expression 

8. Article 9 and National Defense 1: Right to Self-Defense 

9. Article 9 and National Defense 2: Legal Standing to Sue 

10. Article 9 and National Defense 3: Right to Collective Self-Defense, and Right to Live in Peace  

11. Freedom of Religion  

12. Freedom of Religion and the Separation of State and Religion  

13. Freedom of Religion, the Separation of State and Religion, and Incidental Constitutional Review  

14. Constitution and Family Law: Equal Protection and Laws of Marriage and Divorce, and Personal Autonomy and the Idea of 

Family in the Society  

 

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

As for the reading assignment, it is highly recommended that you brief the assigned cases, the legal issues of the cases, and the 

key facts determinant to the conclusions, in preparation for class. This will not only help you effectively participate in class 

activities, but also give you a set of briefs of the cases at the end of the semester which you can easily refer to for the final 

exam.  

Writing assignments will also be given. 

Topics for presentations, classroom discussions, and writing assignments involve mainly examinations of cases and elaborations 

of opinions on topics that are to be discussed in class. But sometimes you are required to conduct research on the laws, 

history, and society of Japan, or those of the countries’ of your choosing.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Participation in class(45%)/Writing assignment(15%) 

The final report will take a form of take home exam. The question will be notified 5 to 8 hours prior to the due date/time of the 

submission of the report. The exact duration from the notification of the question and before the submission of the report will 

be notified at the end of the course. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX482 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法学特殊講義（Online Dispute Resolution） 

(Special Lecture on Law(Online Dispute Resolution)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ODR and communication in digital space 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 真由(WATANABE MAYU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 36 名 グローバルコースの学生優先 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This class aims to develop your understanding of the basic concepts of ODR (online dispute resolution) 

 

授業の内容（Course Contents） 

ODR (Online dispute resolution) is the use of information and communications technology to help disputants find a resolution to 

their disputes. With the digitalization of society and the limitation of face-to-face communication, it is expected to be a new 

approach to dispute resolution. In this class, we will learn about the global discussion of ODR and examples of social 

implementation. Then we will learn about the current policy development of ODR in Japan. In the second half of the semester, 

students will have the opportunity to participate in online mediation using the ODR platform and VR devices. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Basic concepts of ADR and ODR 

3. ODR developments in the world (1) 

4. ODR developments in the world (2) 

5. ODR developments in the world (3) 

6. ODR discussions in Japan 

7. Digital Justice and Fairness 

8. ODR and AI 

9. Online Communication  

10. ODR exercise on the ODR platform (1) 

11. ODR exercise on the ODR platform (2) 

12. ODR exercise in the metaverse (1) 

13. ODR exercise in the metaverse (2) 

14. Wrap-up 

 

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

This interactive class will require group research, discussion, and role-plays. You may have to work outside of class for the 

group project. Participation in the class discussion is valued, attendance, class participation, and written assignments are the 

core evaluation components. 

 

As this is an advanced class of "Dispute Resolution," Students who are interested in taking "Online Dispute Resolution" are 

recommended to "Dispute Resolution" in the spring semester.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Class Participation(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Richard Susskind. 2019. Online Courts and the Future of Justice (English Edition). OUP Oxford (ISBN:978-0198838364) 

2. Ethan Katsh, Orna Rabinovich-Einy. 2017. Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes. Oxford Univ Press 

(ISBN:978-0190464585) 

3. Amy J. Schmidtz, Colin Rule. 2018. The New Handshake: Online Dispute Resolution and the Future of Consumer Protection. 

ABA (ISBN:978-1634257671) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■EX484 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会科学情報処理 

(Information Processing for Social Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SPSSを利用した社会調査データの分析と解釈 

担当者名 

（Instructor） 
蔵本 知子(KURAMOTO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 48 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会科学分野の調査データから全体的な行動傾向やその要因を読み取るための統計処理，発展的な情報処理に関する知識や

技術を習得する。 

 

The objective of this course is to master the knowledge and techniques of statistical processing and advanced data processing 

for reading overall behavioral trends and their causes from survey data in the field of social sciences. 

 

授業の内容（Course Contents） 

コンピュータ教室を使用し，実習形式で授業を行う。授業は以下の内容で構成される。 

(1)調査データと統計分析 

様々な統計分析の手法，調査データの内容から統計手法を選択するポイント，手法や結果解釈に存在する問題点等について説

明する。 

(2)操作方法実習 

コンピュータを操作しながら SPSS の利用方法や結果の読み取り・解釈の要点を習得する。 

(3)統計解析実習 

操作方法実習をふまえ，調査データを分析，項目内容と照らし合わせ結果から行動傾向を読み取る。 

 

The computer classroom will be used to conduct the class in a practical training format. The classes are composed of the 

following elements. 

(1) Survey data and statistical analysis 

This section will explain various methods of statistical analysis, the key points for selecting statistical methods based on the 

content of the survey data, and the problems which lie in the methods and interpretation of the results 

(2) Operating procedure practice 

Students will learn how to use SPSS and the essentials of reading and interpreting the results while operating the computer. 

(3) Statistical analysis practice 

Based on the operating procedure practice, students will analyze survey data and compare against the item content to pick up 

behavioral trends from the results. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. SPSSの基本操作とデータ要約／データ加工と記述統計 

2. 回答の分布傾向から行動の偏りや質問の問題点を考える／度数分布表とヒストグラム 

3. 人数の偏りを元に選択項目が別の項目に与えた影響を見出す／クロス表とカイ二乗検定 

4. 余分な要因の影響を除いた上で人数の偏りを検討する／多重クロス表 

5. 調査結果と社会全体の行動傾向とのずれを考える／区間測定 

6. ２つの項目間の関係性を図と数値で表す／散布図と相関係数 

7. 行動傾向の強さをいくつかの要因を利用して説明・予測する／重回帰分析 

8. 傾向の説明にグループの違いを利用する／ダミーデータを利用した重回帰分析 

9. 行動が 2 種類に分かれる場合にどちらの行動をとるかを予測する／判別分析 

10. 調査対象者をいくつかの行動傾向を元にグループ分けする／クラスター分析 

11. 調査項目を回答傾向でまとめる／主成分分析 

12. 2 条件間で行動傾向に違いがあるかを検討する／t検定 

13. 3 条件間で行動傾向に違いがあるかを検討する／一元配置の分散分析と多重比較 

14. 要因の組合せが行動・心理傾向を促進・抑制するか検討する／二元配置の分散分析 

 

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

配布された資料に基づいて、各回の授業で取り上げた統計手法について内容をよく確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(45%)/授業時に指示した課題の提出(30%)/授業への参加態度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 内藤統也・秋川卓也、2007 年、『文系のための SPSS超入門』、プレアデス出版 (ISBN:978-4-903814-03-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

SPSSを利用するにあたり必要な統計学の知識は、授業内で随時取り上げる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 266 - 

■EX485 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会科学情報処理 

(Information Processing for Social Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Excel，SPSSを利用した社会調査データの分析手法と解析結果の解釈  

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 48 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査で収集したデータを分析するための能力を養うとともに、法学を学ぶ上で必要不可欠な論理的思考能力を鍛錬する。 

 

The objective of this course is to cultivate the ability to analyze the data collected in a social survey while training the ability to 

think logically which is essential to studying law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の社会調査で収集されたデータを利用し，Excel を利用したデータの整理手法と Excel および SPSSを利用した統計解析の

手法について実習を交えて説明する。授業は以下の内容で構成される。 

 

(1) 調査目的と質問内容に応じたデータ整理の実習 

データを整理・要約し行動傾向をつかむためには，調査内容に応じた適切な手法を選択する必要がある。調査内容と整理手法と

の関係や利用の留意点について説明するとともに，Excel を利用したデータ整理の実習（表やグラフの作成、関数を利用した記述

統計）もおこなう。 

 

(2) 調査目的と質問内容に応じた分析手法の選択 

調査では行動傾向をつかむだけでなく，行動の要因を探り，関連性を把握し，今後の行動予測に応用することも目的であり，その

ためには統計解析による分析が必要となる。実際に調査で利用されている分析の内容や，統計解析の種類、選択のポイントにつ

いて説明する。 

 

(3)分析結果の解釈 

実際に統計解析を実行するとどのような結果が得られるのか。またその数値からどのような解釈や現実への応用が可能なのか。

統計分析結果の読み取り方について説明するとともに，手法や結果の解釈にひそむ問題点についても述べる。あわせて統計解

析ソフト SPSSで実際に分析した結果を利用した結果解釈の実習や，Excel の関数を利用したデータ分析と解釈の実習もおこな

う。 

 

Using actual data collected in social surveys, we will explain methods for organizing data using Excel and methods for statistical 

analysis using Excel or SPSS with practical training. This class consists of the following: 

 

(1) Organizing data according to research objectives and data content 

In order to arrange and summarize data and grasp behavioral trends, it is necessary to choose a method that is appropriate for 

the survey content. In addition to explaining the relationship between survey content and organization methods and points to 

keep in mind when using these methods, we will also be practicing data arrangement using Excel (creating tables and graphs, 

descriptive statistics using functions, etc.). 

 

(2) Selecting analytical methods according to the research objectives 

The purpose of a survey is not only to grasp behavioral trends, but also to investigate the factors behind those behaviors, 

understand relationships, and apply that information to predictions of future behavior. As such, analyses using statistical 

analysis is necessary. We will describe analyses used in actual surveys, the different types of statistical analyses, and points for 

selection. 

 

(3) Interpreting analysis results 

What kinds of results can be obtained by actually carrying out statistical analysis? What kinds of interpretations and practical 

applications can be made from those numerical values? We will explain how to read the results of statistical analyses in addition 

to techniques and potential problems in interpreting the results. At the same time, we will practice interpreting the results of 

actual surveys using the statistical analysis software SPSS, as well as data analysis and interpretation using Excel functions. 

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. 社会調査の実施手順と調査の妥当性・信頼性との関係 

2. Excelによるデータ整理：質問内容に従ってデータを要約する／記述統計 

3. Excelによるデータ整理：回答の偏りを表すことで実施手順の問題点を考える／度数分布表とヒストグラム 

4. Excelによるデータ整理：調査結果で得られた行動傾向から実際の行動傾向を推測する／区間推定  

5. Excelによるデータ整理：質問に対する２つの選択の間の関連性を人数の偏りを元に整理する／クロス表 

6. Excelによるデータ整理：クロス表で整理した関連性が実際にあると言えるのか統計的に検討する／カイ二乗検定と有意確

率 

7. Excelによるデータ整理：２つの行動傾向の間に関連性があるか利用し図と数値で表現する／散布図と相関係数  

8. Excelによる分析と解釈：２つの質問項目間で回答の平均値を比較する／対応のある t検定 

9. Excelによる分析と解釈：２つのグループ間で回答の平均値を比較する／対応の無い t検定 

10. Excelによる分析と解釈：回答の平均値を 3 つ以上同時に比較する／分散分析と多重比較 

11. SPSSによる分析の選択：ある行動の傾向を、他の複数の行動傾向から予測する／重回帰分析  

12. 結果の解釈：SPSSの出力結果を読み取り、それぞれの行動がどのように影響していたのか解釈する／重回帰分析の解釈 

13. SPSSによる分析と解釈：2 つある選択肢のうちどちらを選ぶのか、行動傾向の違いから推測する／判別分析 

14. SPSSによる分析と解釈：行動傾向を利用して回答者をグループ分けする／クラスター分析 

 

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

資料と分析に利用する質問項目の内容を確認、分析の疑問点を整理し、また質問項目の回答に影響を与えると考えられる要

因、質問項目同士の関係性について自分なりに仮説をたてておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/授業時に指定する複数回の課題提出(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:978-4-274-22080-7) 

2. 内藤統也・秋川卓也、2007、『文系のための SPSS超入門』、プレアデス出版 (ISBN:978-4-903814-03-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

メディアセンター実習室の WindowsPC を利用して実習する。 

授業資料配布及び課題提出には立教時間を利用する。 

 

自宅等の Macintosh 利用を制限しないが、対応しない機能を使用する可能性があるので留意すること。タブレット PC の利用は

Windows/Macintosh ともに推奨しない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX486 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX486／会計学 

(Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 雅雄(WATANABE MASAO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 基本的な商業簿記を修得し，初歩的な会計実務に対応できる。 

2. 財務諸表が経済社会において果たす役割を理解している。 

3. 企業を取り巻く様々な経済事象の会計処理を，財務会計の基本原則に関連づけて理解している。 

4. 財務諸表分析の考え方を理解し，初歩的な分析を行うことができる。 

 

1. To learn basic bookkeeping to be able to handle rudimentary accounting work. 

2. To understand the role of financial statements in the economic world. 

3. To understand and associate the accounting for various economic events surrounding companies with the fundamental 

principles of Financial Accounting. 

4. To understand the thinking behind the analysis of financial statements to be able to perform rudimentary analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業の財務諸表は，企業の経済活動を総合的に理解するうえで重要な情報である。本講義では，財務諸表の作成方法を規定す

る会計制度と，それを支える会計理論を学ぶ。 

春学期には，企業会計を支える技術である簿記について学ぶ。また，簿記の学習を通じて，企業の経済活動に対する理解を深

めていくことも狙いとしている。 

春学期の学習を踏まえて，秋学期には，財務諸表が経済社会においてどのような役割を果たしているのか，企業の経済活動の

結果がどのように財務諸表に集約されていくのかという点を学ぶ。 

学生が実際の経済事象を意識しながら会計学を学習できるように，実際の企業の財務データ等を講義で適宜取り上げる。 

 

Financial statements are an important form of information for the comprehensive understanding of corporate economic activity. 

In these lectures, students will learn about the accounting system which regulates how financial statements are created and the 

accounting theory which underlies the statements. 

During the spring semester, students will learn the technique of bookkeeping which supports corporate accounting. An additional 

objective of learning bookkeeping is to deepen the students’ understanding of corporate economic activity. 

Based on the material learned during the spring semester, students will study the roles of financial statements in the economic 

world and how the results of corporate economic activity are aggregated in financial statements during the fall semester. 

Real corporate financial data, etc. will be covered during the lectures when appropriate so that the students can study 

Accounting while keeping actual economic events in mind. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会計学の講義開始にあたって＜テキスト 1：簿記の学習 1-11＞簿記のしくみ 

2. 仕訳と勘定 

3. 商品売買 

4. 現金，預金および手形 

5. 有形固定資産，債権債務 

6. 株式会社の資本，損益取引，訂正仕訳 

7. 商品有高帳等，伝票 

8. 試算表，決算：売上原価の算定，貸倒れの見積り，精算表 

9. 決算：減価償却，費用・収益の決算整理 

10. 決算：現金過不足，当座借越，貯蔵品，消費税，法人税等 

11. 決算：精算表，帳簿の締切り，貸借対照表・損益計算書の作成 

12. ＜テキスト 2：財務会計の学習 12-28＞ 

財務会計の基礎 

13. 財務諸表の仕組み 

14. 棚卸資産の会計 

15. 有形固定資産の会計(1) 

16. 有形固定資産の会計(2) 

17. 無形固定資産および繰延資産の会計 
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18. 金融資産の会計 

19. 負債の会計 

20. 純資産の会計 

21. 収益と費用の会計 

22. 税効果会計 

23. 外貨換算会計(1) 

24. 外貨換算会計(2) 

25. 企業結合会計(1) 

26. 企業結合会計(2) 

27. 連結財務諸表 

28. 財務諸表の分析 

 

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

予習：次回に学習する教科書の該当範囲を事前に読んで講義に出席する。 

復習（テキスト 1）：教科書の練習問題を利用して復習をする。 

復習（テキスト 2）：教科書を読みなおし，重要な用語の内容を整理する。教科書の設例を確認する。授業においても必要に応じて

前回の学習内容を復習するための問題演習を取り入れる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2021、『大原で合格る日商簿記３級＜第 2 版＞』、中央経済社 (ISBN:9784502392719) 

2. 田中建二、2021、『財務会計入門（第 6 版）』、中央経済社 (ISBN:9784502378317) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PowerPointを使用した講義形式で，理解を確認するために必要に応じて問題演習を行う。 

資料の配付や授業に関するお知らせのために Blackboardまたは立教時間を使用する。 

教員への質問・相談窓口として専用メールアドレスを履修者に通知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX487 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX487／社会政策論 

(Social Policy & Administration) 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 理枝(MIYAZAKI RIE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

●社会政策の基礎的知識を習得する。具体的には，社会保障に焦点をあて，社会保障の定義と分類，成り立ち，そして諸制度

（年金・医療・介護・公的扶助・諸福祉サービス）の仕組みを理解する。 

●日本と主要諸外国の政治・経済・社会動向と社会政策の関係を理解する。 

●日本の福祉国家としての現状と将来的展望の大局を把握する。 

 

●To acquire fundamental knowledge about social policy. Specifically, this course will focus on Social Security to understand 

the definition and classifications of Social Security, its origins, and the structure of the various systems (pension, medical, 

nursing, public assistance, and various welfare services). 

●To understand the relationship between social policy and the political, economic, and social trends in Japan and other major 

foreign countries. 

●To grasp the current situation and general future prospects of Japan as a welfare state. 

 

授業の内容（Course Contents） 

●授業内容は，下記授業計画の通り、諸制度の原則と日本の現行制度の説明を主とする。しかし国際比較の観点や政策研究の

トレンド、最新の時事問題といった多様な観点を織りまぜた補論も重視したい。またそれらについて学生が考察する作業も適宜と

りいれたい。 

●春学期は，社会政策（社会保障）の定義・分類等に関わる基礎理論と現金給付中心の制度を扱う。具体的には租税方式の公

的扶助制度と社会保険方式の年金制度，そして労働保険を論じる。 

●秋学期は，現物給付中心の制度と社会保障制度，今後の展望ならびに歴史を扱う。具体的には，社会保険方式の健康保険と

介護保険，そして税方式の諸現物給付を論じる。 

 

●Due to a change in the class time starting from the 2019 academic year, the classes are scheduled to combine a basic 

lecture described in the following class plan description, a more academic short lecture, viewing of audiovisual materials, as well 

as the use of reaction papers. 

●The spring semester will focus on fundamental theories concerning the definition and classification, etc., of social policy 

(social security) and cash benefit centered systems. Specifically, we will discuss the taxation based public assistance system, 

the social insurance based pension system, and labor insurance. 

●The fall semester will cover the benefit in kind based system and the social security system, as well as the future prospects 

and history. Specifically, we will discuss the social insurance based health insurance and nursing insurance as well as the 

various tax based benefits in kind. 

The classes will primarily explain the fundamental principles of the various systems and the mechanisms of Japan's current 

systems, but international comparative viewpoints, trends in policy research, and other diverse perspectives will be woven into 

the discussion at that time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（社会政策と社会保障の関係，現代の社会保障の課題，歴史概観） 

2. 社会保障の類型化（租税・社会保険方式，現金・現物給付） 

3. 公的扶助制度（公的扶助と生活保護制度，当該制度の原則） 

4. 公的扶助制度（保護基準，仕組み １） 

5. 公的扶助制度（保護基準，仕組み ２） 

6. 社会保険の理論（諸原則，被保険者，保険者保険料，保険給付のあり方） 

7. 年金制度（原則・基本体系） 

8. 年金制度（保険者と被保険者） 

9. 年金制度（財政方式，給付水準） 

10. 年金制度（その他の仕組みと制度改革） 

11. 失業保険制度（原則と特徴，日本の当該制度の仕組み） 
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12. 失業保険制度（日本の当該制度の仕組み２） 

13. 労働災害保険制度（原則と特徴，日本の当該制度の仕組み） 

14. まとめ（新しい現金給付の可能性―社会手当，給付付き税額控除，BI等） 

15. 現物給付の社会保険（現金給付とのちがい，健康保険と介護保険の原則的なちがい） 

16. 健康保険制度（健康保険制度の原則） 

17. 健康保険制度（健康保険制度の基本構造） 

18. 健康保険制度（財政方式） 

19. 健康保険制度（給付の仕組みと決定プロセス） 

20. 健康保険制度（高齢者医療制度と制度改革） 

21. 介護保険制度（制度創設の背景，当該制度の原則） 

22. 介護保険制度（制度の基本設計と保険の仕組み） 

23. 介護保険制度（財政方式と給付） 

24. 介護保険制度（給付内容と制度改革） 

25. 今後の社会保障の展望―ワーク・ライフバランスと社会保障制度（範疇扶助と社会参加の概念） 

26. 今後の社会保障の展望―ワーク・ライフバランスと社会保障制度（税方式の現物給付-チャイルドケアを中心に） 

27. 社会保障制度の歴史（諸外国の社会保障制度の成立史を中心に） 

28. 社会保障制度の歴史（日本の成立史を中心に） 

 

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

授業内及び Blackboardにおいて適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中・椋野著、『初めての社会保障』、有斐閣 

田中耕太郎・椋野美智子『はじめての社会保障』（有斐閣アルマ）（本年度４月時点での最新版が望ましいが、最新版でなくとも授

業内容にはおおむね対応可である・ただし、最新版との内容の差異については念のため確認しておくこと） 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅沼隆他編、2014、『多元的共生社会の構想』、現代書館 (ISBN:4768435297) 

2. 土田武史編、2015、『社会保障論』、成文堂 (ISBN:4792342546) 

その他、資料や文献は授業中に適宜紹介する。 

過去 2 年間の試験問題は、Blackboard にて公開する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●Blackboardを通じて、一般的なお知らせ、参考資料、補助的な教材資料は適宜発信・提供する。 

●授業の目指すところや趣旨、進め方、試験等の重要点は初回に説明するので、受講者は必ず出席し、これらを理解してから受

講すること。 

●チャイルドケア・給付つき税額控除・社会保障史の講義回は適宜移動する場合があるので留意すること。 

●上記授業内容の性質上、講義時間の一部でスマートフォン（タブレット、PC）を使用することがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX488 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX488／財政学 

(Public Finance) 

担当者名 

（Instructor） 
古市 将人(FURUICHI MASATO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代経済において、政府の活動は大きな役割を果たしている。経済の動きを理解するためには、政府活動の実態を正確に理

解できなければならない。そのような政府活動の実態を分析する学問が財政学である。履修者が財政学の基本的な知識を用い

て現代の諸問題を理解できるようになることが、本講義の基本的な目標である。 

 

 Government activities play a significant role in Contemporary Economics. To understand economic trends, one must 

accurately understand the current state of government activities. Public Finance is the academic discipline that analyzes the 

current state of such government activities. The fundamental objective of this course is to enable students to use basic 

knowledge of Public Finance to better understand various contemporary problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半の講義（1～14 回）では、財政学の基本的な知識を説明する。特に、経費論、予算論、租税論、公債論の基礎を講義にて扱

う。前半で学んだ知識を用いて、15 回目以降からは、財政政策の基礎（15～17 回）、再分配政策（18～20 回）、教育財政（21・22

回）、地方財政（23・24 回）、社会保障制度（25～27 回）について説明をする。各講義では、具体的な制度と関連する理論を中心

に説明をする。また、国際比較と歴史的な視点から財政について説明をする。 

 

 During the first half of the course (sessions 1 through 14), the lectures will impart fundamental knowledge concerning Public 

Finance. In particular, classes will cover the fundamental aspects of the public expenditure, budget, tax, and public debt 

theories. Using this knowledge, the lectures starting from the fifteenth session will discuss the fundamentals of fiscal policy 

(sessions 15 through 17), redistribution policy (sessions 18 through 20), education finance (sessions 21 and 22), local 

government finance (sessions 23 and 24), and the social security system (sessions 25 to 27). Each lecture will focus on the 

theory associated with a specific system. Moreover, government activities will also be explained through international 

comparisons and from a historical perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財政学入門の入門：政府活動の実態と財政学 

2. 財政の機能から政府の役割を学ぶ 

3. 経費論：なぜ、各国の政府規模は拡大しているのか 

4. 予算循環論と予算編成論 

5. 予算と決算から見た日本財政（1）：2000 年代前半の財政運営 

6. 予算と決算から見た日本財政（2）：2000 年代後半の財政運営 

7. 戦後の日本財政と公共投資 

8. 租税論入門（1）：市場と租税 

9. 租税論入門（2）：租税原則 

10. 租税の理論と制度（1）：所得課税－なぜ、各国に累進課税が存在するのか 

11. 租税の理論と制度（2）：日本の所得税制度について 

12. 租税の理論と制度（3）：所得課税と消費課税について 

13. 租税の理論と制度（4）：環境税の理論 

14. 公債論：公債論の基礎と日本財政 

15. 財政政策入門（1）：国民経済計算の基礎 

16. 財政政策入門（2）：財政政策と経済安定化 

17. 財政政策入門（3）：経済成長と所得分配の関係について 

18. 再分配政策（1）：再分配の理論の基礎 

19. 再分配政策（2）：近年の再分配政策の論点について－普遍主義、ターゲッティング、選別主義 

20. 再分配政策（3）：再分配政策と国際比較－なぜ、各国の再分配政策に違いがあるのか 

21. 教育財政（1）：教育財政の意義とその歴史的展開 

22. 教育財政（2）：教育財政と政府間財政 

23. 地方財政論（1）：地方交付税の意義とその役割 

24. 地方財政論（2）：財源保障と公共サービス 

25. 公的年金制度の基礎 
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26. 公的年金制度が直面する課題 

27. 医療保険制度の基礎 

28. 現代財政が直面する諸問題：国際比較の視点から 

 

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

 テキスト、講義ノート、配付資料、参考文献などを用いて、履修者は講義の復習をするのが望ましい。事前学習については、上

記の資料を用いて、講義中に指示したトピックや用語について予習をすること。あるいは、事前に示した練習問題や例題を利用し

て、履修者は予習をするのが望ましい。講義に関連する参考文献については、講義内で紹介をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(25%)/講義中に指示した提出物(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 講義にて、講義ノートや資料等を配布する。第 1 回目の講義で、テキストと講義ノート・資料との関係について説明をする。財政

学の基本知識を学んだ後の事例分析としてテキストを用いる。また、リアクションペーパーや提出物作成に、テキストを用いる。詳

細は講義にて説明をする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池上岳彦（編）、2015、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4641184244) 

2. 神野直彦、2021、『財政学〔第 3 版〕』、有斐閣 (ISBN: 978-4641165816) 

3. 高端正幸・伊集守直（編）、2018、『福祉財政』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623083695) 

4. 佐々木伯朗編、2019、『財政学 制度と組織を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16554-0) 

5. 赤井伸郎編、2017、『実践 財政学 基礎・理論・政策を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:978-4641165045) 

6. 寺井公子・肥前洋一、2015、『私たちと公共経済』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15020-1) 

7. 高端正幸・佐藤滋、2020、『財政学の扉をひらく』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15082-9) 

 講義内容と関係のある参考文献は、講義ノートにて紹介をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX491 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX491／日本史概説 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の対外関係と文化交流 

担当者名 

（Instructor） 
岡 美穂子(OKA MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
法学部教職課程登録者のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代から明治期までの日本の対外関係を東アジア史・グローバル・ヒストリーとの関連性から学ぶ 

 

Learning about Japan's external relations from ancient period to the Meiji era from its relevance to East Asian history and 

global history 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たち日本人が「日本らしい」と思っているものの中には、海外との通交の影響を大きく受けて形成されたものが相当あります。

日本人にとって海外の文化は憧憬の対象であると同時に、宗教などを通じて、かなり身近なものでした。通史として学ぶことで、

日本人の「日本意識の形成」に、海外との関係がどのような影響をもたらしているのか、俯瞰的に考えることができると思います。

授業では、高校の世界史、日本史のテキストを再読して、そこから知識を深める形態をとります。世界史のテキストも多く使います

ので、純粋な日本史とは思わない方が良いでしょう。 

 

Many of the things that we Japanese think are "Japanese" were formed under the influence of communication with foreign 

countries. For Japanese people, foreign cultures have been an object of admiration, and at the same time, they have become 

quite familiar through religious and cultural intercourses. By studying a history from the Ancient period to the Modern, it will 

make students  get a bird's-eye view of how relationships with foreign countries have an impact on the formation of Japanese 

national consciousness. In this class, we learn many items from World History, not only Japanaese History. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 邪馬台国・ヤマト王権の対外関係  

2. 世界の仏教史 

3. 厩戸皇子と大陸文化 

4. 神道発展史 神道は純粋に「日本」のものか？ 

5. 平安時代 遣唐使と空海 

6. 鎌倉時代 渡唐僧と中国の仏教文化 

7. 室町時代 日本の王権と対外関係 

8. 戦国時代 ザビエルとアンジロー 

9. 天正少年遣欧使節 

10. 日本人奴隷の歴史 

11. 鎖国期の日本の対外関係と外国認識 

12. 開国をめぐる紛争 

13. 征韓論・日清戦争 

14. 日露戦争 

 

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

桃木至朗ほか編『海域アジア史研究入門』、羽田正編『海からみた歴史』を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/ランダムに指定するミニレポート（その際の出席もカウント）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 桃木至朗ほか編、2008、『海域アジア史研究入門』、岩波書店 

2. 羽田正編、2013、『海からみた歴史』、東京大学出版会 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

高校世界史、日本史の教科書をサブテキストとして使用。購入の必要はありません。授業の前日までにブラックボードに資料をア

ップデートします。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX492 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX492／世界史概説 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代世界とアジア 

担当者名 

（Instructor） 
島田 竜登(SHIMADA RYUTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、16 世紀以降の近代世界の諸相を検討しながら、グローバル化時代の現代に生きるわれわれにとって、世界史とは

何かということを考える。15 世紀末から、アメリカ大陸を含めた世界の一体化が急速に進展する。モノや人、情報がグローバルな

スケールで移動し、人々の生活が大きく変化し、現在のわれわれの社会を生み出していったのである。本講義は近年盛んとなっ

ているグローバル・ヒストリーの立場から、近代世界の形成と変容について概観を試みたい。 

 

The objective of this course is to think about what world history means to us as we live in this current age of globalization while 

examining the various phases of the modern world since the sixteenth century. From the end of the fifteenth century, the 

integration of the world including the American continent rapidly advanced. Things, people, and information moved on a global 

scale, people's lives significantly changed, and it brought about the creation of our current society. This course will attempt to 

provide a general overview of the formation and transformation of the modern world from the perspective of global history, 

which has become popular in recent years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義は、第一に産業革命以前のグローバル・ヒストリーを、第二に、産業革命以後のグローバル・ヒストリーを検討する。最終的

には、世界史の見方、歴史学の方法について考究する。なお、講義にあたっては、日本を含むアジアを近代世界の中にどのよう

に位置づけるかについて注意深く考察を行うことにする。 

 

The lectures will first examine global history before the Industrial Revolution and then during the second stage after the 

Industrial Revolution. Finally, this course will investigate the perspectives of World History and the methods of historical 

science. Furthermore, the lectures will carefully examine how Asia including Japan is positioned within the modern world. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 問題の所在：グローバル・ヒストリーとは何か 

2. 大航海時代と銀 

3. オランダ東インド会社の世界貿易 

4. 近世アジアと異文化接触 

5. 近世日本の世界史的位置 

6. 産業革命の世界史的意義 

7. 綿布のグローバル・ヒストリー 

8. アジアの開発と世界商品 

9. 世界の緊密化とアジア 

10. 金融制度とグローバル経済 

11. グローバル化とライフスタイル 

12. エネルギーと近代世界 

13. リオリエントへの展望 

14. まとめ 

 

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

とくに復習に力を入れて下さい。講義の際、適宜、参考文献を紹介するので、紹介文献を手始めに、多読を望みます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水島司・島田竜登、2018、『グローバル経済史』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595318818) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 水島司、2010、『グローバル・ヒストリー入門』、山川出版社 (ISBN:9784634349650) 

2. 島田竜登編、2018、『1683 年 近世世界の変容』、山川出版社 (ISBN:9784634445079) 

3. 島田竜登編、2018、『1789 年 自由を求める時代』、山川出版社 (ISBN:9784634445086) 

4. 金澤周作監修、2020、『論点・西洋史学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623087792) 

5. 吉澤誠一郎監修、2022、『論点・東洋史学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623092178) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX493 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／日本史概説 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の対外関係と文化交流 

担当者名 

（Instructor） 
岡 美穂子(OKA MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 150 名 法学部教職課程登録者は、科目コード EX491 を登録すること 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代から明治期までの日本の対外関係を東アジア史・グローバル・ヒストリーとの関連性から学ぶ 

 

Learning about Japan's external relations from ancient period to the Meiji era from its relevance to East Asian history and 

global history 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たち日本人が「日本らしい」と思っているものの中には、海外との通交の影響を大きく受けて形成されたものが相当あります。

日本人にとって海外の文化は憧憬の対象であると同時に、宗教などを通じて、かなり身近なものでした。通史として学ぶことで、

日本人の「日本意識の形成」に、海外との関係がどのような影響をもたらしているのか、俯瞰的に考えることができると思います。

授業では、高校の世界史、日本史のテキストを再読して、そこから知識を深める形態をとります。世界史のテキストも多く使います

ので、純粋な日本史とは思わない方が良いでしょう。 

 

Many of the things that we Japanese think are "Japanese" were formed under the influence of communication with foreign 

countries. For Japanese people, foreign cultures have been an object of admiration, and at the same time, they have become 

quite familiar through religious and cultural intercourses. By studying a history from the Ancient period to the Modern, it will 

make students  get a bird's-eye view of how relationships with foreign countries have an impact on the formation of Japanese 

national consciousness. In this class, we learn many items from World History, not only Japanaese History. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 邪馬台国・ヤマト王権の対外関係  

2. 世界の仏教史 

3. 厩戸皇子と大陸文化 

4. 神道発展史 神道は純粋に「日本」のものか？ 

5. 平安時代 遣唐使と空海 

6. 鎌倉時代 渡唐僧と中国の仏教文化 

7. 室町時代 日本の王権と対外関係 

8. 戦国時代 ザビエルとアンジロー 

9. 天正少年遣欧使節 

10. 日本人奴隷の歴史 

11. 鎖国期の日本の対外関係と外国認識 

12. 開国をめぐる紛争 

13. 征韓論・日清戦争 

14. 日露戦争 

 

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

桃木至朗ほか編『海域アジア史研究入門』、羽田正編『海からみた歴史』を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/ランダムに指定するミニレポート（その際の出席もカウント）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 桃木至朗ほか編、2008、『海域アジア史研究入門』、岩波書店 

2. 羽田正編、2013、『海からみた歴史』、東京大学出版会 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

高校世界史、日本史の教科書をサブテキストとして使用。購入の必要はありません。授業の前日までにブラックボードに資料をア

ップデートします。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX499 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX499／キャリア意識の形成 

(Career Planning Formation) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キャリア形成のための自覚的検討とコミュニケーション能力の向上 

担当者名 

（Instructor） 

藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、受講者一人一人が、将来の進路を考えるに際して必要な情報を手に入れる手がかりを得るとともに、法学部での学

修が社会とどのように関わっているかについて考えることにより、各自にふさわしいキャリアを形成するための方法について、自

覚的に検討する機会を与えることを目的とする。 

 

The purpose of this course is to provide each student with an opportunity to consciously examine the methods used to build a 

career which is well-suited to them by thinking about how their studies in the College of Law and Politics relate to society while 

receiving clues to obtain the information which is necessary when thinking about a future career path. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 多様な考え方を知り、自分のキャリアについて広く深く考え、行動する契機とするとともに、社会で生きていくために不可欠なコミ

ュニケーション能力がいかなるものかを体験的に学ぶ。さらに、2年次秋学期という専門科目を本格的に学び始めた時期におい

て、法学部の学修の意義と方法を再確認する。 

 具体的には、本学法学部卒業生を中心としたゲストスピーカーを招き、キャリアに関する情報や考え方を提供する。ゲストスピ

ーカーと受講生との質疑応答、コメント・カードの提出、レポート作成等を行い、法学部における学修とキャリアとの関係、また「働

く」こと、さらには、「生きる」ことについて、受講生が自己の見解を明確にもち、それを表現できるようにする。あわせて、個人、ペ

ア、グループワークによるコミュニケーション能力向上のトレーニングを行う。 

 

 In this class, students will learn from direct experience what the essential communication skills for living in society are while 

understanding diverse ways of thinking, broadly and deeply considering their own career, and using it as an opportunity to take 

action. In addition, when taken during the fall semester of the second year when students begin to formally study the 

specialized disciplines, this course will reconfirm the significance and methods of study within the College of Law and Politics. 

 Specifically, this course will invite guest speakers who are primarily graduates of the university's College of Law and Politics 

to provide information and points of view about careers. Through Q&A sessions between the guest speakers and students, 

comment card submissions, and writing reports, students will clarify and become able to express their own self opinion in regard 

to the relationship between their studies in the College of Law and Politics and their career as well as what it means "to work" 

and "to live. In addition, training will be conducted to improve communication skills through individual, pair, and group work. , 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. スキルトレーニング（１） 

3. ゲスト・スピーカー 

4. ゲスト・スピーカー 

5. ゲスト・スピーカー 

6. ゲスト・スピーカー 

7. スキルトレーニング（２） 

8. ゲスト・スピーカー 

9. ゲスト・スピーカー 

10. ゲスト・スピーカー 

11. スキルトレーニング（３） 

12. スキルトレーニング（４） 

13. ゲスト・スピーカー 

14. スキルトレーニング（５）と全体ふり返り 

 

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

 本講義では学生の積極的な参加が望まれるので、事前に問題意識を持って参加すること。 

 参考文献に掲げた書物を中心に、キャリアデザインに関する基本的知識を得たり、ゲストスピーカーの業界や職種、企業などに

ついて、会社四季報や諸文献、インターネットによって情報を随時得ておくこと。日頃から、社会の動きにアンテナを張り、分野を
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問わず、さまざまな問題について関心を持ち、自分で調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含めた講義への積極的参加(60%)/レポート(40%) 

成績評価は合格・不合格のみとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. ビル・バーネット＆デイブ・エヴァンス、2019、『スタンフォード式人生デザイン講座』、早川書房 (ISBN:9784150505462) 

2. 山内雅惠他、2019、『人間関係づくりとコミュニケーション: 自己分析から他者理解と相互理解へ』、金子書房 

(ISBN:9784760830398) 

3. 新井紀子、2018、『AI vs.教科書が読めない子どもたち』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492762394) 

4. 児美川 孝一郎、2013、『キャリア教育のウソ』、筑摩書房 (ISBN:9784480688996) 

5. 中澤二朗、2013、『働く。なぜ？』、講談社 (ISBN:9784062882309) 

6. 中沢孝夫、2010、『就活のまえに』、筑摩書房 (ISBN:9784480688319) 

7. 本田由紀、2009、『教育の職業的意義―若者、学校、社会をつなぐ』、筑摩書房 (ISBN:9784480065230) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

採用人数は 100 名程度、配当学年は 2 年次のみ。履修申込の際、提出するレポートにより選考する。 

題目は、「法学部の学修は社会に出て、どのように役立つと考えるか」。字数：1000 字程度。Word形式とする。 

やむを得ない理由で履修を辞退する場合は、履修要項を確認の上、必要な手続きを取ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎文献講読 

(Basic Readings) 

担当者名 

（Instructor） 
各科目担当者は，各自時間割計画シートで確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学や政治学などの社会科学を専門的に学ぶための導入として，基本的で含蓄のある文献を素材として適宜用いながら，文献

や資料の収集方法・プレゼンテーションの作法・レポート作成の方法・読解力・論理的思考力などを身につける。 

 

This is an introductory course for freshmen students who are going to major in law and political science. By using basic yet 

significant literature as reading materials, this course aims to provide students with a comprehensive knowledge on how to 

gather materials, skills for making a presentation, how to write a report, reading comprehension skills, and logical thinking 

methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は，次のスタイルで実施する予定である。 

 履修者は，全員，授業回ごとに指定する文献の該当範囲をよく読んで授業に参加する。あらかじめこちらから提示する論点など

について，コメントカードの作成を求めることもある。また，報告者を指名して，文献の要約を中心とするレジュメの作成と報告を求

めることもある。授業では，報告者による発表や，各自のコメントカードなどを基に，履修者全員が各自の意見・疑問を示しつつ，

それをふまえて全員で討論することで理解を深める。 

 また，講読する文献や討論から浮かび上がってきた論題や，発展的な論題をいくつか選び，それらについての討論を行う授業

回を設ける場合もある。その際に履修者は，関連する情報を丹念に収集・調査して自己の見解を事前にまとめる等，十分に準備

をする。授業を通じて履修者は，意見交換やお互いの疑問や批判に応えることを通じて，自らの見解を深め，説得力のある主張

を示すことができるように努める。 

 

This course is going to be conducted in the following ways. 

 All students shall participate in class after reading assigned readings for each week. Students may be required to write 

reaction papers regarding issues presented by the lecturer. Student presenters will be nominated to create an outline 

summarizing the reading assignments and asked to make a presentation. Based on the presentations and reaction papers, 

students are to take part by speaking in the discussion to deepen their understanding. 

 In some cases, specific topics may be selected to conduct a discussion session for the subjects. Students are required to 

prepare for the session by gathering related information in order to establish their own views on the issues. This class aims to 

enable students to deepen their own views and  become able to make persuasive statements through the exchange of opinions 

and by responding to mutual questions and criticism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 図書館情報検索講習会（他の回に行う場合もある） 

3. 文献の講読および討論① 

4. 文献の講読および討論② 

5. 文献の講読および討論③ 

6. 文献の講読および討論④ 

7. 文献の講読および討論⑤ 

8. 文献の講読および討論⑥ 

9. 文献の講読および討論⑦ 

10. 文献の講読および討論⑧ 

11. 文献の講読および討論⑨ 

12. 文献の講読および討論⑩ 

13. 文献の講読および討論⑪ 

14. 文献の講読および討論⑫ 

 

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

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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平常点（発表，発言，レポートなどの提出等）(100%) 

２回連続無断欠席，通算３回欠席の場合には，原則として成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初の回に指示する。テキスト・参考文献のいずれについても，必要があればコピーを配布することもある。 

 

参考文献（Readings） 

授業の最初の回などに，適宜，指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜授業形態＞ 

演習形式の授業である。 

 

＜フィードバック＞ 

最終回の授業で全体につきフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX530 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX530／基礎文献講読 

(Basic Readings) 

担当者名 

（Instructor） 
各科目担当者は，各自時間割計画シートで確認すること 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学や政治学などの社会科学を専門的に学ぶための導入として，基本的で含蓄のある文献を素材として適宜用いながら，文献

や資料の収集方法・プレゼンテーションの作法・レポート作成の方法・読解力・論理的思考力などを身につける。 

 

This is an introductory course for freshmen students who are going to major in law and political science. By using basic yet 

significant literature as reading materials, this course aims to provide students with a comprehensive knowledge on how to 

gather materials, skills for making a presentation, how to write a report, reading comprehension skills, and logical thinking 

methods. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は，次のスタイルで実施する予定である。 

 履修者は，全員，授業回ごとに指定する文献の該当範囲をよく読んで授業に参加する。あらかじめこちらから提示する論点など

について，コメントカードの作成を求めることもある。また，報告者を指名して，文献の要約を中心とするレジュメの作成と報告を求

めることもある。授業では，報告者による発表や，各自のコメントカードなどを基に，履修者全員が各自の意見・疑問を示しつつ，

それをふまえて全員で討論することで理解を深める。 

 また，講読する文献や討論から浮かび上がってきた論題や，発展的な論題をいくつか選び，それらについての討論を行う授業

回を設ける場合もある。その際に履修者は，関連する情報を丹念に収集・調査して自己の見解を事前にまとめる等，十分に準備

をする。授業を通じて履修者は，意見交換やお互いの疑問や批判に応えることを通じて，自らの見解を深め，説得力のある主張

を示すことができるように努める。 

 

This course is going to be conducted in the following ways. 

 All students shall participate in class after reading assigned readings for each week. Students may be required to write 

reaction papers regarding issues presented by the lecturer. Student presenters will be nominated to create an outline 

summarizing the reading assignments and asked to make a presentation. Based on the presentations and reaction papers, 

students are to take part by speaking in the discussion to deepen their understanding. 

 In some cases, specific topics may be selected to conduct a discussion session for the subjects. Students are required to 

prepare for the session by gathering related information in order to establish their own views on the issues. This class aims to 

enable students to deepen their own views and  become able to make persuasive statements through the exchange of opinions 

and by responding to mutual questions and criticism. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 図書館情報検索講習会（他の回に行う場合もある） 

3. 文献の講読および討論① 

4. 文献の講読および討論② 

5. 文献の講読および討論③ 

6. 文献の講読および討論④ 

7. 文献の講読および討論⑤ 

8. 文献の講読および討論⑥ 

9. 文献の講読および討論⑦ 

10. 文献の講読および討論⑧ 

11. 文献の講読および討論⑨ 

12. 文献の講読および討論⑩ 

13. 文献の講読および討論⑪ 

14. 文献の講読および討論⑫ 

 

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

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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平常点（発表，発言，レポートなどの提出等）(100%) 

２回連続無断欠席，通算３回欠席の場合には，原則として成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初の回に指示する。テキスト・参考文献のいずれについても，必要があればコピーを配布することもある。 

 

参考文献（Readings） 

授業の最初の回などに，適宜，指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜授業形態＞ 

演習形式の授業である。 

 

＜フィードバック＞ 

最終回の授業で全体につきフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX560 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX560／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生と死を問う法律学 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 裕子(TSUCHIYA YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人の生と死をめぐる問題を法的・倫理的側面から検討し､ 多角的な視点から物事を考察する力を身に付けます｡ 

 

The purposes of this course are (1) to examine problems around human life and death from legal and ethical aspects and (2) to 

develop the ability to observe through a multifaceted perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 出生前診断、代理母出産、安楽死・尊厳死、脳死・臓器移植など、人の生と死をめぐる問題は多岐に渡ります。これらの問題

は、「生命倫理」の問題として知られていますが、この授業では、生命倫理の問題を単に倫理的な側面からだけでなく、法的な側

面からも考察します。 

 毎回、生命倫理に関する具体的な事例を取り上げ、全員で議論を行います。なお、この授業は「正しい答え」を提供するもので

はありません。答えのない問題に自分なりの答えを導き、様々な価値観を持つ仲間との議論を通じて、自分の価値観や既存の倫

理観を再考してみましょう。 

 なお、下記の授業計画は一例であり、実際に授業で扱うテーマについては参加者の関心や希望により決定します。 

 

A wide range of problems surround human life and death including prenatal diagnosis, surrogacy, euthanasia, death with dignity, 

brain death and organ transplantation. These  are  problems of bioethics, but this course considers them from a legal 

viewpoint as well.  

Specific cases concerning bioethics are raised and then discussed among students, but the course is not intended to provide a 

"correct answer." All students should reconsider their values and existing ethical perspectives, then derive individual answers 

to problems that have no clear answers, and discuss them with others who have different values. 

 Note: The following course plan is only an example, and the actual topics to be covered will be determined according to the 

interests and wishes of the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 【総論 1】インフォームド・コンセント 

3. 【総論 2】自己決定権 

4. 【出生をめぐる生命倫理 1】生殖補助医療 

5. 【出生をめぐる生命倫理 2】代理母出産 

6. 【出生をめぐる生命倫理 3】出生前診断・人工妊娠中絶 

7. 【出生をめぐる生命倫理 4】着床前診断 

8. 【医療をめぐる生命倫理 1】小児医療・新生児医療 

9. 【医療をめぐる生命倫理 2】医療資源の配分問題 

10. 【医療をめぐる生命倫理 3】生体間移植・臓器売買 

11. 【死をめぐる生命倫理 1】脳死・臓器移植 

12. 【死をめぐる生命倫理 2】安楽死・尊厳死 

13. 【遺伝子をめぐる生命倫理】遺伝子技術 

14. まとめ 

 

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

最先端のテーマを扱いますので、日頃から新聞やニュース等で医療や科学技術に関する情報に関心を持つようにしてください。

なお、この授業では生命倫理に関する予備知識は必要としません。しかし、正解のない問題について根気強く考える忍耐力と探

求心は必要となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(70%)/報告の内容(30%) 

なお、正当な理由なく欠席回数が 3 回を超えた場合は単位を認めません。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

 ①題目：このゼミの志望理由と意気込み 

 ②字数：1,200 字程度 

 

 

ゼミ運営の都合上、合格後は必ずゼミに参加する意思のある方のご応募をお待ちしております。一人でも多くの方にご参加いた

だけるよう、ご協力をお願いいたします。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX561／法学基礎演習（法曹） 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法曹志望者のための刑法基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
三代川 邦夫（MIYOKAWA KUNIO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来、司法試験を受験するための基礎として、学修方法を確立し、法律文書の書き方を理解すること。 

 

 As a basis for taking the bar examination in the future, this course aims to establish learning methods for and impart 

understanding of how to write legal documents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この演習では、正当防衛に関する地裁判決を取り扱います。 

 

 正当防衛は、（このシラバスをみている段階では）まだ授業で習っていないでしょうが、ある程度のイメージは沸くと思います。し

かし、相手を挑発した場合でも、正当防衛は成立するでしょうか。殺意があった場合は、どうでしょうか。あるいは、相手が素手で

殴ってきたのに対し、こっちは包丁でやり返した場合はどうでしょうか。正当防衛は、単純なようでいて奥が深く、しかも実際によく

事件になります。 

 正当防衛を考えるにあたって、実際の事件を取り上げます。本当に人が殺されている事件において、裁判官はどう答えを出した

のか、そのような答えは本当に正しいのか、といった点を、考えていきます。最高裁判例よりも、むしろ地裁判決の方が考えさせら

れる事件が多く、詳細な事実関係が載っていることもあるので、地裁判決を取り上げることにします。それによって、事実関係を正

確に理解する能力、事案の本質を見極める能力などを、磨くことができるはずです。 

 

 演習の形式としては、報告者が事実関係と判決を要約し、報告者の意見を交えて報告して貰います。それに対し、参加者全員

で議論をします。 

 

 さらに、本演習では、報告者には報告後、次回演習までに、正当防衛の成否について、模擬判決文を起案して貰います。法律

家を目指すためには司法試験という筆記試験を突破することが必要であり、さらに合格後も種々の文書を起案する必要があるた

め、文章作成能力は法律家として必須の能力です。そこで、法的な文章の書き方を身につけるべく、議論を踏まえてその内容を

的確に書く訓練をします。書いたものに対しては、教員が添削をします。 

 

This course aims to deal with district court rulings on self-defense. 

 

(1)  Students are unlikely to have learned much about self-defense, but they generally understand the concept. However, is 

self-defense possible even if the defender provokes the aggressor? If the aggressor has murderous intention or if the aggressor 

hits with his bare hand, but the defender uses a knife, is self-defense established? Self-defense seems simple, but it is deep, 

and in fact, often an accident. 

   The course considers self-defense by examining actual cases. Students consider how the judge arrived at a verdict when a 

person was actually killed and whether the judge's verdict  was really correct. Because many cases are more likely to be heard 

by district courts than by the Supreme Court and are likely to contain detailed facts, the course focuses on district court 

cases.  This activity should improve students' ability to understand facts accurately and to determine the essence of a case. 

 

(2)  As an exercise, adopt a style in which a reporter summarizes facts and judgments and reports his/her  opinions. 

 

   All students are required to join the discussion. Furthermore, in this exercise, the reporter is obliged to draft a mock 

judgment on the success or failure of self-defense after the report and before the next seminar. In order to become a lawyer, it 

is necessary to pass the written test called the bar exam, and since it is necessary to draft various documents even after 

passing, the ability to prepare sentences is essential for a lawyer. Therefore, to learn how to write legal sentences, students 

practice writing contents properly based on the discussion. The teacher corrects students' writings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・報告の割り振り 

2. 判例データベース講習会 
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3. 報告者による報告および議論(1) 

4. 報告者による報告および議論(2) 

5. 報告者による報告および議論(3) 

6. 報告者による報告および議論(4) 

7. 報告者による報告および議論(5) 

8. 報告者による報告および議論(6) 

9. 報告者による報告および議論(7) 

10. 報告者による報告および議論(8) 

11. 報告者による報告および議論(9) 

12. 報告者による報告および議論(10) 

13. 報告者による報告および議論(11) 

14. 報告者による報告および議論(12) 

 

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

 報告者は、レジュメを作成するために事前の準備が必要である。他の参加者は、事前の準備をする必要はない。 

 報告者は、授業後に前記のとおり模擬判決文の起案をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の報告内容(30%)/議論への参加度・貢献度(50%)/模擬判決文(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストを使用する予定はありません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野矢茂樹、2018、『〔増補版〕大人のための国語ゼミ』、筑摩書房 (ISBN:978-4480816801) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10～15 名 

配当年次：1 年次 

選考方法：レポート 

①題目：演習の志望動機を、具体的に書いて下さい。本演習は法曹養成コースを念頭に置いた演習であるため、将来の進路に

ついて考えていることにも触れて下さい。 

②字数：A4 用紙 1～3 枚 

 

注意事項（Notice） 
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■EX562 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX562／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル社会と法学／グローバル化現象の分析に有用な方法論を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
荻村 慎一郎(OGIMURA SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業活動と就業・労働の領域を対象に，法学の方法論を用いて，グローバリゼーションの深化・拡大に伴って生じている諸問題に

ついて考察します。 

 

Using legal methodology, we will examine the problems that arise with the deepening and expansion of globalization, targeting 

the areas of corporate activities and employment and labor. 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業活動が地球規模で展開されている現代においては，営利追求に熱心なビジネス・コミュニティの振る舞いと世界各地域に固

有の法制度，文化，慣習との間の関係が，グローバル化現象を映す象徴的な問題として考えられるようになっています。 

 

そこで，本演習では，比較法学の知見をもとに，日本，米州諸国，欧州諸国，アジア諸国を対象としながら，グローバル化現象が

私たちの生活にもたらす核心的な意味について把握することを試みます。 

 

具体的には，農業・食品業を例に，取引活動，知的財産の保護，雇用および労働，農業政策に関する法的諸問題を検討します。 

 

In the current world where corporate activities are developed on a global scale, the relationship between the behavior of the 

business community which seeks to pursue profits and the legal system, culture and customs unique to each region of the world 

can be considered to be a symbolic problem that reflects the phenomenon of globalization. 

 

Therefore, in this seminar, based on the knowledge of comparative law, we will try to understand the core meaning that the 

phenomenon of globalization brings to our lives, targeting Japan, the Americas, European countries, and Asian countries. 

 

Specifically, we will examine legal issues related to trading activities, protection of intellectual property, employment and labor, 

and policy processes taking the food and agriculture sector as examples. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習全体の準備と展望：チームの編成と前提知識の説明 

2. 労働の問題（労働法の初歩）①：課題の把握 

3. 労働の問題（労働法の初歩）②：分析と準備 

4. 労働の問題（労働法の初歩）③：中間報告（プレゼンテーション） 

5. 農業市場の問題（経済法の初歩）①：課題の把握 

6. 農業市場の問題（経済法の初歩）②：分析と準備 

7. 農業市場の問題（経済法の初歩）③：中間報告（プレゼンテーション） 

8. 知的財産の問題（知的財産法の初歩）①：課題の把握 

9. 知的財産の問題（知的財産法の初歩）②：分析と準備 

10. 知的財産の問題（知的財産法の初歩）③：中間報告（プレゼンテーション） 

11. 農業政策全体の問題（憲法・行政法・国際法の初歩）①：課題の把握 

12. 農業政策全体の問題（憲法・行政法・国際法の初歩）②：分析と準備 

13. 農業政策全体の問題（憲法・行政法・国際法の初歩）③：中間報告（プレゼンテーション） 

14. 全チームによる最終報告会（プレゼンテーションと報告レポートの完成） 

 

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

チームごとに半年間をかけて，一つのテーマに取り組みます。 

共通の関心分野（問題）を持つ仲間同士でチームを組んだうえで，各チームが担当した分野（問題）については，教員の助力を得

ながらも，そのチームが中心となってゼミを進行してもらいます。 

そのための準備を，仲間同士で互いに協力し合って，無理のない範囲で授業時間外に進めて頂きます。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

通常回における取組み(60%)/中間報告および最終報告における報告の内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

オリジナル教材を毎回配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 生源寺眞一、2018、『農業がわかると，社会のしくみが見えてくる 新版』、家の光協会 (ISBN:978-4259518660) 

英語や言語 B で履修している外国語（担当教員が対応できるのはスペイン，フランス，ドイツ，中国の各言語）の自学自習の方法

についても，ご関心のある方には助言できれば，と考えています。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：16 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：レポートによる 

 

①題目：農業・食品業に関係する法的問題について 

 

 「牛肉」「和牛」「農協」「種子」「種苗」の 1 語単独または「農業」と「協定」もしくは「実習生」の 2語の組み合わせの中から関心を

持った言葉をてがかりに，東京新聞のウェブサイトのサイト内検索機能を用いて， 2017 年以降の記事から 1 つを選んでください 

（誰でも無料で利用できる記事が多いことから，東京新聞を指定しています）。 

 選ぶ基準としては，何らかの法律または法的な話題に関係していることが求められます。 

 

 まず，選んだ記事の日付と見出しを掲げたうえで，記事の内容を簡潔に要約してください。 

 次いで，その記事を選んだ理由（あなたが関心をもっている学問分野や進路・職業を示せるという意味で，自己紹介になります）

と自分なりにある程度調べたもののよくわからなかったので仲間と一緒に勉強してみたい点（この演習に対するあなたの知的動

機を示すことになります），この 2 点について，わかりやすくまとめてみてください。 

 

 

②字数：1,200 字程度（A4 用紙で表面 1 枚以内を厳守のこと）   

 

注意事項（Notice） 
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■EX563 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX563／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
倫理学トレーニング 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

二つの目標があります。一つは、倫理学の基本的な知識を獲得すること、もう一つは、ある概念につき、そこに横たわる論点を見

つけ出して解釈し整理する力を文献講読を通してトレーニングすることです。  

 

There are two objectives of this course. One is to acquire basic knowledge of the ethics. Another is to train the ability to 

interpret and organize the points which lie within a certain idea by reading literature. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、倫理学の基礎的な知識を学び、その知識を使って今現在の様々な道徳的諸問題を議論していきます。ある行為

が道徳的に正しいあるいは間違っている、といったりすることがありますが、一般的にそのような場合、私たちは行為の善悪を決

する何かがあると思っています。それは行為のもたらす結果でしょうか、あるいは行為すべき義務のあるなしでしょうか、はたまた

行為の動機でしょうか。授業ではこうした競合する見解を時間をかけて議論し検討していきます。肉食は悪いことだと思います

か。どうしてそう思うのでしょうか。 

 

In this seminar, students will learn basic knowledge of the ethics and discuss a number of contemporary moral issues. We 

sometimes say that an action is morally right or wrong. Generally speaking in that situation we are assuming that something 

makes actions right or wrong, then is it the consequences of the action, or whether or not we have a duty to perform the 

action, or the motive of the action? In this class we will investigate these competing answers through discussions. Do you think 

it is wrong to eat meat?  What makes you think so?  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに(授業の進め方、参考文献の提示、説明、時間外学習について)、演習を始めるにあたっての準備１（ディスカッショ

ン１）  

2. 演習を始めるにあたっての準備２（ディスカッション２；哲学思考実験を含む） 

3. 倫理学の基礎（第１章） 

4. 死刑は存続させるべきか、廃止すべきか（第２章） 

5. 嘘をつくこと・約束を破ることの倫理（第３章） 

6. 自殺と安楽死（第４章） 

7. 他者危害原則と喫煙の自由（第５章） 

8. ベジタリアニズム（第６章） 

9. 善いことをする義務（第７章） 

10. 善いことをする動機（第８章） 

11. 災害時の倫理（第９章） 

12. 法と道徳（第１０章） 

13. 予防接種の倫理（資料配布） 

14. 気候変動問題に対する態度(資料配布) まとめ 

 

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

授業毎に割り当てられる文献は必ず熟読してきてください。初回授業時に関連する文献を紹介しますので、積極的に読み進めて

ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の積極的な発言(60%)/テキストの予習(事前学習)(20%)/報告の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 児玉聡、2020、『実践・倫理学』、勁草書房 (ISBN:9784326154630) 

第１３回と第１４回のテーマは受講生と相談のうえで変更する可能性があります。 
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参考文献（Readings） 

1. ジュリアン・バジーニ、向和美訳、2012、『１００の思考実験』、紀伊國屋書店 (ISBN:9784314010917) 

2. ジュリアン・バッジー二他、長滝祥司他訳、2012、『倫理学の道具箱』、共立出版 (ISBN:9784320005860) 

その他については授業期間中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１５人 

配当年次：１年次 

選考方法： 

①題目：この演習を志望した理由 

②字数：1200 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX564 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX564／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビジネスに関する基礎的な法律知識の修得 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 燦玉(JUNG CHANOK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ビジネス法のエッセンスを学び、その内容を理解しておくことで、各法律の本格的な学習に備える。 

 

This seminar can help students prepare for an in-depth study of each law by learning the essence of business law and 

understanding its contents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

法は社会生活のあらゆる領域を規律していますが、とりわけ企業活動は法的規律なしには成立しえません。たとえ企業に所属せ

ず、ビジネス活動を日常的に行うわけではない一般個人であるとしても、企業から商品を購買するなど、日常生活において企業

を相手に契約を結ぶことは数多くあります。法的紛争の防止・解決のためにも、社会人にとって関連する法律知識を備えておく必

要性は高いといえます。 

本演習は、民法や会社法などのより専門的な法学科目への橋渡しの役割を演じるためのものであり、ビジネスに関係する法律の

基本的な規律内容について勉強していきます。具体的には、ビジネス法の入門書である中村信男ほか『ビジネス法入門』の各パ

ートを適当に割り当てたうえ、担当者に該当部分を事前に精読してもらい、その内容を要約・報告してもらいます。 

 

Law regulates all areas of social life and business activities in particular cannot be enacted without legal regulations. Even if you 

are a general individual who does not belong to a company and does not carry out business activities on a daily basis, there are 

many contracts with companies in daily life, such as purchasing products from a company. In order to prevent and resolve legal 

disputes, it is highly necessary for working people to have relevant legal knowledge. 

This seminar is intended to act as a bridge to more specialized legal subjects such as civil law and corporate law. We will study 

the basic regulations of business-related laws. Specifically, after assigning each part of "Introduction to Business Law" by 

Nobuo Nakamura, students are required to read the assigned part attentively, and summarize and report the contents. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告とコメント⑴ 

3. 報告とコメント⑵ 

4. 報告とコメント⑶ 

5. 報告とコメント⑷ 

6. 報告とコメント⑸ 

7. 報告とコメント⑹ 

8. 報告とコメント⑺ 

9. 報告とコメント⑻ 

10. 報告とコメント⑼ 

11. 報告とコメント⑽ 

12. 報告とコメント⑾ 

13. 報告とコメント⑿ 

14. 報告とコメント⒀、まとめ 

 

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

いったん理解したつもりでも、表面的な理解にとどまると、後から応用ができませんので、本演習で学んだことを復習し、深く理解

することを習慣にしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告レジュメと報告内容(70%)/質疑応答や議論への参加度(30%) 

ただし、正当な理由なく 2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 中村信男ほか、『ビジネス法入門』、中央経済社 (ISBN:9784502346514) 

テキストは教員からの貸出しもできますので、必ずしも購入する必要はありません。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

①題目：自己紹介と本演習を志望する理由 

②字数：1000 字内外 

 

注意事項（Notice） 
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■EX565 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX565／法学基礎演習（法曹） 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法曹志望者のための民法基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和（HARADA MASAKAZU） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来、司法試験を受験するための基礎として、学修方法を確立し、法律文書の書き方を理解すること。この演習は、法曹志望者

のみを対象にしている。 

 

The objective of this course is to establish a learning method and understand how to write legal documents as a basis for taking 

the Bar Examination in the future.This seminar is only for prospective legal professionals. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習内容として扱う分野は、民法総則とする。百選などに掲載されている判例を検討し、関連する事例問題（毎回数人の人に答

案を書いてきてもらう予定）を考えることによって、民法の基礎知識を身につける。判例検討の方法は、参加人数により、判例報

告またはディベートの方法による。下記のテーマを予定しているが、受講者の学習進度によって変更することがある。 

 

The classes will cover the general provisions in Part I of the Civil Code. This objective of this seminar in to deepen students’ 

knowledge of Civil Law by studying the judicial precedents listed in the Top One Hundred etc. and related case issues. Classes 

may be reported or debated, depending on the number of participants. The following themes are planned and are subject to 

change depending on student progress. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 情報検索講習会 

3. 94 条 2 項類推適用１ 

4. 94 条 2 項類推適用２ 

5. 錯誤１ 

6. 錯誤２ 

7. 表見代理１ 

8. 表見代理２ 

9. 表見代理３ 

10. 表見代理４ 

11. 無権代理と相続１ 

12. 無権代理と相続２ 

13. 公序良俗違反１ 

14. 公序良俗違反２ 

 

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

毎回のテーマに合わせて各自の教科書の該当部分を予習し、そのうえで、問題に対する各自の解答を考えておくこと。各回の担

当者は、さらに、報告を文書化して、全員に配布する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/報告(30%)/発言(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

予復習は各自の教科書でよいが、報告、ディベートの際には、図書館に備え付けられている教科書、体系書などの参照が必須で

ある。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法： 

  ①題目：自己紹介、法曹三者のどれを目指しているか、そのような志望に至ったきっかけ 

   ②字数：1500 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX566 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／法学基礎演習 

(Introductory Seminar on Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Language of International Business Law 

担当者名 

（Instructor） 
ウイタカ ブランドン(WHITTAKER BRANDON M.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
  ※法学部国際ビジネス法学科グローバルコース生のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objective of this course is to provide students with an opportunity to improve their English reading, writing, speaking 

and listening skills by reading and discussing, in oral and written form, various legal materials.  An ancillary objective of the 

course is for students to get a glimpse of what legal education and practice in the United States look like, and to become 

familiar with various types of legal texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will take students on a journey from life as a U.S. law school student through to that of a junior associate at a U.S. 

law firm.  We will begin by examining legal texts that U.S. law school students might encounter, and as we progress through the 

semester, we will examine legal documents that junior associates might draft or review.  Each week, I will provide an overview 

of the reading for that day’s seminar and then ask for students’ thoughts on the readings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview and discussion 

2. Contracts hornbook reading 

3. Contracts legal case reading (part 1) 

4. Contracts legal case reading (part 2) 

5. Law review article reading (part 1) 

6. Law review article reading (part 2) 

7. Legal memo reading 

8. Officer’s certificate 

9. Resolutions 

10. Box summary of an SEC registered offering document 

11. Credit agreement excerpt 

12. Purchase agreement excerpt 

13. Legal opinion excerpt; recap and Q&A 

14. Final test 

 

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

Reflections, preparation for quizzes. See “Evaluation” for further information. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Reflections(30%)/Quizzes(20%)/Participation(25%)/Final Test(25%) 

Reflections: From the third week, students will write a short reflection (100 words or more) in response to questions regarding 

the reading.  Reflections are due at least 24 hours prior to the seminar.  As long as a student has completed the assignment 

on time, full credit will be given.  If the reflection is received less than 24 hours before the seminar but by the time the seminar 

begins, 75% credit will be given.  Reflections received after the seminar but within the day of the seminar will receive 50% 

credit.  Reflections received later than the day of the seminar but prior to the end of the semester will receive 25% credit. All 

reflections must be received in order to receive credit for this seminar. <BR>Quizzes: From the third week, at the beginning of 

each seminar, students will take a simple quiz of 10 questions that will cover the basic information we discussed in the prior 

seminar.  The two lowest quiz scores will be dropped, and the remaining scores will be averaged. <BR>Participation: It is 

expected that this will be a small seminar.  As such, students’ active participation will be required.  Each student should speak 

multiple times during each seminar, but at a minimum four times. <BR>The final test will be a 10-minute oral test taken during 

the final seminar of the semester.  The final test will cover information we have discussed during the semester, and students 

will be given a topic ahead of time so that they can prepare.  The grade for the final test will be based on how well students 

know, and are able to communicate, the material. 
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テキスト（Textbooks） 

None 

 

参考文献（Readings） 

Reading pack to be provided. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Not applicable 

 

注意事項（Notice） 

Not applicable. 
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■EX567 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX567／法学基礎演習（法曹） 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法曹志望者のための憲法基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
守田 大悟(MORITA DAIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来、司法試験を受験するための基礎として、学修方法を確立し、法律文書の書き方を理解すること 

 

By the end of the course, students will be able to 1) establish the methods of studying jurisprudence, 2) write legal documents, 

with a view to taking the National Bar Examination of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法が関係する判例を 3～4 つほど選択し、約 2～3 回の演習で一つの判例を学ぶこととする。一つのセットとなる 2～3

回の演習は以下のように行われる。 

 

（１）対象判例を読む 

（２）対象判例の理解の助けになるような文献（例えば、判例評釈、調査官解説、論文）を読む 

（３）対象判例とは少しだけ異なる事例問題について、議論する。 

 

・（１）と（２）では、報告者を指名して、判例又は文献の要約を行ってもらう。報告者はレジュメを書き、報告を行う。 

・（３）の討論は、参加者が事前に起案したレポートを基に行う。 

・（２）又は（３）を進行に応じて省略する場合もある。 

・（１）において、事実を詳しく知るために、第一審判決を検討することもある。 

 

In this course, we will study several cases with which the Constitution of Japan is related. For each case, two to three classes 

will be spared. A set of these two to three classes will be carried as follows: 

 

(1) We will read the case in question. 

(2) We will read some documents which may help to understand the case studied in Class (1), such as commentaries written by 

scholars or clerks (Judicial Research Officials of Supreme Court of Japan), and academic papers. 

(3) We will have a discussion on a case example which is slightly different from the case studied in Class (1).  

 

・In Classes (1) and (2), some students will be assigned to summarize a case or a document. Those students will be required to 

write a handout in advance and to make a presentation.  

・Class (3) discussion will be based on reports written by students in advance. 

・We may sometimes dispense with Class (2) or (3), according to the progress of the course. 

・In Class (1), we may examine the adjudication of first instance to know the facts in detail. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス①（演習の進め方の説明等） 

2. ガイダンス②（教員によるプレ報告等） 

3. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

4. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

5. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

6. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

7. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

8. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

9. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

10. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

11. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

12. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

13. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 

14. 判例講読、文献講読、又は事例問題に関する討論 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回について、主に以下のような予習を行うこと。 

（１）対象判例を原文で読んでくること。 

（２）指定された文献を読んでくること。 

（３）課題となる事例について、（１）（２）で学んだことを活かしてどう解決できるか、（訴訟代理人か裁判官になったつもりで）自分

なりに考えてくること。起案レポートの執筆を課す場合もある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の報告とレジュメの内容(50%)/出席状況と学習状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：14 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法： 

①題目：この演習を志望する動機 

②字数：A4 で 1 枚 

 

注意事項（Notice） 
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■EX568 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX568／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生と死を問う法律学 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 裕子(TSUCHIYA YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人の生と死をめぐる問題を法的・倫理的側面から検討し､ 多角的な視点から物事を考察する力を身に付けます｡ 

 

The purposes of this course are (1) to examine problems around human life and death from legal and ethical aspects and (2) to 

develop the ability to observe through a multifaceted perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 出生前診断、代理母出産、安楽死・尊厳死、脳死・臓器移植など、人の生と死をめぐる問題は多岐に渡ります。これらの問題

は、「生命倫理」の問題として知られていますが、この授業では、生命倫理の問題を単に倫理的な側面からだけでなく、法的な側

面からも考察します。 

 毎回、生命倫理に関する具体的な事例を取り上げ、全員で議論を行います。なお、この授業は「正しい答え」を提供するもので

はありません。答えのない問題に自分なりの答えを導き、様々な価値観を持つ仲間との議論を通じて、自分の価値観や既存の倫

理観を再考してみましょう。 

 なお、下記の授業計画は一例であり、実際に授業で扱うテーマについては参加者の関心や希望により決定します。 

 

A wide range of problems surround human life and death including prenatal diagnosis, surrogacy, euthanasia, death with dignity, 

brain death and organ transplantation. These  are  problems of bioethics, but this course considers them from a legal 

viewpoint as well.  

Specific cases concerning bioethics are raised and then discussed among students, but the course is not intended to provide a 

"correct answer." All students should reconsider their values and existing ethical perspectives, then derive individual answers 

to problems that have no clear answers, and discuss them with others who have different values. 

 Note: The following course plan is only an example, and the actual topics to be covered will be determined according to the 

interests and wishes of the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 【総論 1】インフォームド・コンセント 

3. 【総論 2】自己決定権 

4. 【出生をめぐる生命倫理 1】生殖補助医療 

5. 【出生をめぐる生命倫理 2】代理母出産 

6. 【出生をめぐる生命倫理 3】出生前診断・人工妊娠中絶 

7. 【出生をめぐる生命倫理 4】着床前診断 

8. 【医療をめぐる生命倫理 1】小児医療・新生児医療 

9. 【医療をめぐる生命倫理 2】医療資源の配分問題 

10. 【医療をめぐる生命倫理 3】生体間移植・臓器売買 

11. 【死をめぐる生命倫理 1】脳死・臓器移植 

12. 【死をめぐる生命倫理 2】安楽死・尊厳死 

13. 【遺伝子をめぐる生命倫理】遺伝子技術 

14. まとめ 

 

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

最先端のテーマを扱いますので、日頃から新聞やニュース等で医療や科学技術に関する情報に関心を持つようにしてください。

なお、この授業では生命倫理に関する予備知識は必要としません。しかし、正解のない問題について根気強く考える忍耐力と探

求心は必要となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(70%)/報告の内容(30%) 

なお、正当な理由なく欠席回数が 3 回を超えた場合は単位を認めません。 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

 ①題目：このゼミの志望理由と意気込み 

 ②字数：1,200 字程度 

 

 

ゼミ運営の都合上、合格後は必ずゼミに参加する意思のある方のご応募をお待ちしております。一人でも多くの方にご参加いた

だけるよう、ご協力をお願いいたします。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX569 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法学基礎演習 

(Introductory Seminar on Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Future Skills Project 

担当者名 

（Instructor） 
藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 42 名 Future Skills Project 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業は、社会や企業が現実に抱える問題や課題を知り、チームで課題解決に向けて取り組むことを目指す。課題を解決す

る過程で、実社会に触れることにより、社会で必要とされる能力に気づき、その活用方法を学んでゆく。また課題解決を図る上

で、必要と気付いた様々な能力を身につけるために、大学生活をどのように過ごし、学んでいくかについて、自ら考え、主体的に

行動する力を養うことを目標としている。 

 

  This class aims to have students understand the problems and issues actually faced by society and companies and to work 

in teams to resolve these issues. Through the process of resolving these issues, students will gain exposure to the real world, 

become aware of the abilities which are required in society, and learn how to apply them. Moreover, in order to enable students 

to develop the various abilities which are realized to be necessary during the problem-solving process, the objective of this 

course is to help students think on their own about how to spend their time at university and the learning process to cultivate 

the ability to take self-directed action. 

 

授業の内容（Course Contents） 

◇ 本講義は、大教室での受動的な講義ではなく、学生自らが能動的に議論に参加し、発表する学習方法（アクティブ・ラーニン

グ形式）で行う課題解決型学習（PBL：Problem Based Learning）である。 

◇ 講義は、前半に 1 企業、後半にもう 1 企業（合計２社）の協力を得て、それぞれから課題を提示してもらい、提示された課題

に対して、チームで取り組み、成果を出してゆく。 

◇ 企業の担当者から提示された課題に対して、受講者は「社員の立場（当事者目線）」でチームによる解決を目指す（当事者意

識を持って課題解決に取り組むこと）。課題解決を通して、必要な情報を収集・分析し、自分の意見を出し、DATAや資料により自

らの主張を裏付けること。そして、他人に自分の意見を伝え、相手の意見を引き出して理解し、チームで検討することにより、チー

ムの結束力を高めることにより、特定の課題を解決していくことを学ぶ。 

◇ 中間プレゼンと最終プレゼンでは、チームで考え抜いた課題解決策を企業担当者に提示し、そこでのフィードバックから自分

と自らのチームの取り組みを振り返る。 

◇ 本講義は、一般社団法人 Future Skills Project 研究会がプラットフォームとなり、その協力を受けながら、実施されるプログラ

ムである〈http://www.benesse.co.jp/univ/fsp/〉。 

 

◇ The lectures will not consist of passive lectures in a large auditorium but instead be conducted using Problem Based 

Learning (PBL) in which students learn through active participation in discussions and by giving presentations (active learning 

format). 

◇ The first half of the lectures will obtain the cooperation of one company, and the second half will work with one additional 

company (total of two companies). Each company will present an issue which the students will take on in teams to produce 

results. 

◇ The teams will aim to resolve the issues (approach the problem solving with an awareness of the concerned parties) 

presented by the company representatives from the "employee's perspective (viewpoint of the concerned parties)." Students 

will collect and analyze the required information, come up with their own opinions, and substantiate their own statements with 

data and documentation through the problem-solving process. Finally, students will learn how to resolve a specific issue by 

increasing team cohesiveness through stating their own opinion to others, soliciting and understanding the opinion of others, and 

evaluating the issue as a team. 

◇ During the intermediate and final presentations, students will present the solution thought up by the team to the company 

representatives to review their own and the team's effort based on the feedback received. 

◇ The platform for these lectures is the Future Skills Project Research Society and the program is presented in cooperation 

with the Future Skills Project. 〈http://www.benesse.co.jp/univ/fsp/〉 

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. マインドセット・ルール説明 

2. 課題とは? 

ディスカッションとは？ 

≪企業①≫ 

3. 企業（第一登壇企業）からの課題提示 ★ （★：企業参加の回） 

4. グループ活動 

5. 企業への中間プレゼン ★ 

6. グループ活動 

7. 企業への最終プレゼン・評価 ★ 

8. 振り返り・スキル紹介 

チーム再編 

≪企業②≫ 

9. 企業（第二登壇企業）からの課題提示 ★ 

10. グループ活動 

11. 企業への中間プレゼン ★ 

12. グループ活動 

13. 企業への最終プレゼン・評価 ★ 

14. 全体の振り返り 

今後の大学生活での学びを検討する 

 

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

◇ この講義は、企業の第一線で活躍する方々を招いて行われる。したがって、講座への出席とチームへの参画には責任をもっ

て、積極的に取り組むことが必要条件である。 

◇ 受講者は、①授業時間の大半がチームワークであること、②授業外でのフィールドワークやディスカッション、サブゼミ等も必

要であること、③自分の行動に責任をもって積極的にチームに貢献すること、④講義終了時に振り返りを行うことが必須条件であ

る。 

以上のことを理解して主体性を持って，積極的な意欲をもって参加して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出欠・参加姿勢(20%)/リフレクションシートの内容(30%)/チームへの貢献(25%)/プレゼンの内容(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

・講義は、毎回、FSP研究会作成のテキスト『Project Support Notebook』を使用する。 

・初回の講義から使用するため、受講者各自で購入し、講義に持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 上野千鶴子、2018、『情報生産者になる』、筑摩書房 (ISBN:4480071679) 

2. 桑田てるみ、2015、『学生のレポート・論文作成トレーニング 改訂版: スキルを学ぶ 21 のワーク』、実教出版 

(ISBN:4407336145) 

3. バーバラ ミント、1999、『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』、ダイヤモンド社 (ISBN:4478490279) 

4. ジャスパー・ウ、2019、『実践 スタンフォード式 デザイン思考』、インプレス (ISBN:9784295007326) 

5. デイヴィッド・ケリー他、2014、『クリエイティブ・マインドセット』、日経 BP (ISBN:9784822250256) 

6. 中村善貞、2018、『図解 新規事業を創出する方法』、言視社 (ISBN:9784865651164) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・一年生の春学期科目であることから、今後、4 年間の大学生活をどのように過ごすかについて考える貴重な機会になります。是

非、主体的に、チャレンジして下さい！ 

 

・抽選登録のため、選考なし。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX570 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／法学基礎演習 

(Introductory Seminar on Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading and Vocabulary of Legal English 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 康次(KAMEDA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
  ※法学部国際ビジネス法学科グローバルコース生のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objectives of this course are (1) to become familiar with legal terms in English and (2) to improve skills of reading 

English articles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is a seminar-type course provided to build up students' vocabulary of English legal terms and improve their skills of reading 

English articles. The course will deal with 6 legal topics and two classes will be spent for each topic. 

The topics will cover a wide range of legal issues so that students can become familiar with various legal terms. The topic will 

include Constitutional Law issues (e.g. restriction of freedom, dual surnames), Private Law issues (e.g. termination of contract, 

family law issues), Criminal Procedure Law (e.g. problems of Japanese criminal procedures), and Contemporary issues (e.g. AI). 

Topics and reading materials will be designated at the Introduction class.     

Students will be expected to read 2 or 3 English materials (mainly, news reports) for each topic. At the first class for each topic, 

an interactive lecture will be provided to understand the topic and relevant legal terms by closely reading the materials. Based 

on that, students will discuss the topic at the Second class as an exercise of using the legal terms and expressing their views in 

English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Constitutional Law issues (1)  

3. Constitutional Law issues (2)  

4. Constitutional Law issues (3) 

5. Constitutional Law issues (4) 

6. Private Law issues (1) 

7. Private Law issues (2) 

8. Private Law issues (3) 

9. Private Law issues (4) 

10. Criminal Procedure Law issues (1) 

11. Criminal Procedure Law issues (2) 

12. Contemporary issues (1) 

13. Contemporary issues (2) 

14. Review 

 

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

To read assigned materials and prepare for class discussion before the class 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表及び議論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Lecturer will provide copies of reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

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

 

 

  



 - 308 - 

■EX571 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX571／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民主化と権威主義 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 和則(TAKAHASHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民主化の理論と権威主義を考察する 

 

To understand the theory of democratization and the authoritarianism 

 

授業の内容（Course Contents） 

民主主義と権威主義は対立的概念です。20 世紀後半に世界では民主化の「第三の波」が起きたといわれました。少なくない国が

民主化を始めたのです。しかし 21 世紀になると、民主化の波は途絶えがちになり、逆に権威主義体制化が始まったように見えま

す。何故なのか。それにすぐには答えられないかもしれませんが、民主化がどのようなものであり、権威主義がどのようなものな

のか、これは理解しておきたい。政治学においても基本的な知識でしょうから、本演習ではテクストを読みながらそれを考察して

みたいと思います。 

 

articulate the third wave of democratization in the 20th century and the authoritarianism in the 21st century 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの構成と進行について 

2. ハンティントン『第三の波』1 章 

3. ハンティントン『第三の波』2 章前半 

4. ハンティントン『第三の波』2 章後半 

5. フランツ『権威主義』1 章 

6. フランツ『権威主義』2 章 

7. フランツ『権威主義』3 章 

8. フランツ『権威主義』4 章 

9. フランツ『権威主義』5 章 

10. フランツ『権威主義』6 章 

11. フランツ『権威主義』7 章 

12. フランツ『権威主義』8 章（170ページまで） 

13. フランツ『権威主義』8 章後半（170 ページから）＋9 章 

14. 総括 

 

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

テクストの精読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/ゼミへの貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エリカ・フランツ、2021、『権威主義』、白水社 (ISBN:978-4-560-09821-9) 

S・P・ハンティントン『第三の波』はこちらでコピーして配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名前後 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 
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  ①題目：志望動機と自己紹介 

   ②字数：合わせて 1200 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX572 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX572／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際政治学の探求 

担当者名 

（Instructor） 
白鳥 潤一郎(SHIRATORI JUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際政治は激動の時代を迎えている。しかし、そうした時代の変化を的確に把握するためには論理的な思考と歴史や思想に根

差した視座が必要となる。本演習から国際政治や外交について考えを深めるきっかけを得て欲しい。また、授業への参加を通じ

て、文章を読みこなし、報告・議論・コメントカード及びレポート執筆等に関する学術的な能力の基礎を身に付けて欲しい。  

 

International Politics is facing a turbulent era. However, in order to accurately understand such changing times, logical thinking 

and a viewpoint based in history and ideas are required. The objective of this seminar is to provide students with an opportunity 

to deepen their thinking about International Politics and foreign policy. Moreover, it is hoped that participation in class will 

enable students to effectively understand writing and master the fundamentals of academic capabilities with respect to 

presenting reports, engaging in discussions, and writing comment cards.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では国際政治学の文献を輪読する。課題量は受講者の人数次第で調整する。第 2 回以降は事前にコメントカード（400字

程度）を提出を求める。各回は、報告担当者が課題文献の内容報告を行い、その後は討論者の問題提起をふまえた全体討論を

行う形で授業を進めて行く。  

 

In this seminar, students will read the textbook of International Politics literature which are said to be "modern classics." The 

volume of assigned literature reading will be adjusted based on the number of participants. Starting from the second session, 

students will be required to submit comment cards (approximately 400 characters in Japanese) in advance. During each class 

session, the student in charge of presenting will report on the content of the assigned literature reading followed by an overall 

discussion.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション／自己紹介／担当決め 

2. 『l国際政治とは何か』「序章 国際政治への問い」「第 1 章 国際政治の来歴」 

3. 『国際政治とは何か』「第 2 章 安全保障の位相」「第 3 章 政治経済の位相」 

4. 『国際政治とは何か』「第 4 章 価値意識の位相」「結章 二十一世紀の国際政治と人間」 

5. 『世界政治』プロローグ＆第Ⅰ部 国際社会 

6. 『世界政治』第Ⅱ部 主権 ４ ナショナリズム 

7. 『世界政治』第Ⅱ部 主権 ５ 自決 

8. 『世界政治』第Ⅱ部 主権 ６ 再評価 

9. 『世界政治』第Ⅲ部 民主主義 ７ 歴史上の前例と文化的前提条件 

10. 『世界政治』第Ⅲ部 民主主義 ８ 国際法と外交政策の手段 

11. 『世界政治』第Ⅲ部 民主主義 ９ プルラリズムとソリダリズムを再考する 

12. 『世界政治』第Ⅳ部 介入 

13. 『世界政治』エピローグ＆日本語版へのプロローグ 

14. まとめ 

 

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

各回授業開始までに指定文献（各回 15～20 頁程度）に目を通していることを前提に授業を進める。基礎知識に自信が無い受講

者には授業開始前の夏期休暇期間中に参考文献に目を通しておくことを推奨する。特に『国際政治をつかむ 新版』と『国際政治

史』を優先するとよいだろう。 なお、ゼミ形式の授業は参加者に積極的な発言と活発な討論が期待される。授業準備は授業で発

言することを念頭に行なって欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカード(20%)/報告(30%)/授業での発言及び議論への参加(30%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

上記を基本とするが受講者数次第で調整する。最終レポートは輪読するテキストの書評（4000字程度）を予定している。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 中西寛、2003、『国際政治とは何か――地球社会における人間と秩序』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-101686-7) 

2. ジェームズ・メイヨール、2009、『世界政治 進歩と限界』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-35145-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 村田晃嗣・君塚直隆・石川卓・栗栖薫子・秋山信将、2015、『国際政治学をつかむ 新版』、有斐閣 (ISBN:978-4641177222) 

2. ジョセフ・S・ナイ・ジュニア、デイヴィッド・A・ウェルチ、2017、『国際紛争――理論と歴史 原書第 10 版』、有斐閣 (ISBN:978-

4641149175) 

3. 藤原帰一、2007、『国際政治』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595135040) 

4. 中西寛・石田淳・田所昌幸、2013、『国際政治学』、有斐閣 (ISBN:978-4641053786) 

5. 小川浩之・板橋拓己・青野利彦、2018、『国際政治史――主権国家体系のあゆみ』、有斐閣 (ISBN:978-4641150522) 

6. モーリス・ヴァイス、2018、『戦後国際関係史――二極化世界から混迷の時代へ』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-

4766425345) 

7. 白鳥潤一郎・高橋和夫、2022、『現代の国際政治』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-32340-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：13 名以内 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：志望動機及び授業に求めること 

  ②字数：1000 字程度 

※初回授業について担当者から連絡するのでパソコンのメールアドレスを必ずレポート内に記載すること。また授業開始前に参

考文献の中から少なくとも 1 冊を読んでおくことを推奨します。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX573 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX573／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
平和の条件を考える 

担当者名 

（Instructor） 
永野 和茂(NAGANO KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は、戦争と平和および平和構築に関わる基礎的な文献を読みながら、国際政治学における基本的な概念や議論について

学ぶことを目的とする。さらに、現代の国際政治における主要課題である「内戦」と「平和構築」について、様々な事例を学ぶこと

で、具体的な問題に対する視野を深めたい。また、授業への参加を通じて、テキスト要約の報告、論点の提出および討論、レポー

ト執筆に関する学術的な基礎能力を身につけることも目標とする。 

 

This seminar aims to acquaint students with the basic concepts and debates in international politics by reading the literature on 

war and peace. In addition, students will deepen their perspectives on specific issues by studying various concrete cases of civil 

war and peacebuilding, which are serious challenges in contemporary international politics. Students will also develop their 

academic skills such as presentation, debate and report writing through participation in the course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、国際政治に関わる入門的な文献を輪読しながら、各テーマについて討論する。報告担当者はテキストの内容報告を

行い、それ以外の受講生は事前にコメント・ペーパー（400 字程度）を提出する。各回とも、討論者の問題提起をふまえた全体討

論を行う形で授業を進めて行く。 必要に応じて、小グループに分かれて討論することもある。 

 

In this seminar, we will read introductory literature on international politics and discuss each topic. The presenter will summarise 

the contents of the texts. The rest will submit a comment paper in advance. If necessary, students will be divided into small 

groups for discussion in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、自己紹介、担当決め 

2. 『平和構築・入門』（1） 

3. 『平和構築・入門』（2） 

4. 『平和構築・入門』（3） 

5. 『平和構築・入門』（4） 

6. 『戦争の条件』（1） 

7. 『戦争の条件』（2） 

8. 『戦争の条件』（3） 

9. 『内戦と和平』（1） 

10. 『内戦と和平』（2） 

11. 『内戦と和平』（3） 

12. 『内戦と和平』（4） 

13. 研究報告 

14. 研究報告 

 

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

受講生は毎回指定された範囲のテキストを事前に読み、演習開始前にコメント・ペーパーを提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/報告(30%)/コメント・ペーパー(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤原帰一、大芝亮、山田哲也編 、2011、『平和構築・入門』 、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04994-9) 

2. 東大作、2020、『内戦と和平ーー現代戦争をどう終わらせるか』 、中公新書 (ISBN:978-4087206869) 

3. 藤原帰一、2013、『戦争の条件』、集英社新書 (ISBN:978-4087206869) 

藤原帰一、大芝亮、山田哲也編 『平和構築・入門』 は、品切れ重版未定のため、こちらでコピーを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. ジョセフ・S・ナイ・ジュニア、デイヴィッド・A・ウェルチ（田中明彦、村田晃嗣訳）、2017、『国際紛争ーー理論と歴史［原書第 10

版］』、有斐閣 (ISBN:978-4641149175) 

2. メアリー・カルドー（山本武彦、渡部正樹訳）、2003、『新戦争論ーグローバル時代の組織的暴力』、岩波書店 (ISBN:978-

4000233781) 

3. 月村太郎、2013、『民族紛争』、岩波新書 (ISBN:978-4004314318) 

4. アマルティア・セン（東郷えりか訳）、2006、『人間の安全保障』、集英社新書 (ISBN:978-4087203288) 

5. 山田満、2021、『平和構築のトリロジーーー民主化・発展・平和を再考する』、明石書店 (ISBN:978-4750352046) 

6. 野林健、納家正嗣編、2020、『聞き書 緒方貞子回顧録』、岩波現代文庫 (ISBN:978-4006033194) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習を履修する動機とテーマについての関心を自由に書いてください。 

②字数：1000〜1200 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX574 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX574／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
丸山眞男を読み直す 

担当者名 

（Instructor） 
田頭 慎一郎(DENDO SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

指定した著作の輪読を通して、内容を要約し論点を発見し議論する能力を身につける。 

 

The objective of this course is to master the ability to summarize content, discover issues, and engage in discussion through 

reading the specified work in turn. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後日本の民主主義論の古典とも言える丸山眞男の主要著作を読むことを通して、「軍国日本」と世界における全体主義的体制

と権力の問題、また政治的なものの考え方を学ぶ。 

 

Students will learn about "militarist Japan," totalitarian systems around the world, and the problems of power as well as how to 

think in a political manner by reading Masao Maruyama's major work on democratic theory in postwar Japan, which is said to be 

a classic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の概要説明 

2. 「政治と台所の直結について」「デモクラシーと人間性」 

3. 「拳銃を…」「偽善のすすめ」「日本人の政治意識」 

4. 「「である」ことと「する」こと」 

5. 「政治的判断」① 

6. 「政治的判断」② 

7. 「人間と政治」「肉体文学から肉体政治まで」 

8. 「肉体文学から肉体政治まで」 

9. 「民主主義の歴史的背景」「戦後民主主義の「原点」」 

10. 「超国家主義の論理と心理」 

11. 「軍国支配者の精神形態」① 

12. 「軍国支配者の精神形態」② 

13. 「現代における人間と政治」 

14. 「憲法第九条をめぐる若干の考察」 

 

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

課題となった作品を読んでくることと、授業内で音読することがあるので、読めない漢字や外国語があった場合は調べてフリガナ

をふっておくこと。また、授業中に紹介した参考文献を参照しつつ討論に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・コメントペーパーの提出(40%)/レジュメ作成・報告(20%)/授業内での討論(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、担当教員が用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 丸山眞男、1964、『（増補版）現代政治の思想と行動』、未来社 

2. 苅部直、2006、『丸山眞男』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 人程度 

配当年次： １年次 
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選考方法： レポート 

①題目： 志望動機について 

②字数： 1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX575 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX575／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
代表制デモクラシー再考（Reconsidering the Representative Democracy） 

担当者名 

（Instructor） 
宮内 悠輔(MIYAUCHI YUUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

代表制や選挙制度が現代政治において抱える問題点を理解し、「くじ引き政体」を始めとする、デモクラシーの新たな可能性を模

索する。 

 

The objective of this seminar is to understand some issues of representative and electoral systems in the current politics, and 

to seek other possibilities of democracy such as the 'lottocracy'. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は事前に文献を読み、コメントを提出する。授業時は、報告者の内容要約と論点の提起に基づいて議論を行う。 

 

The students will read the literature and submit a comment in advance. In the class, the student in charge of presenting will 

report the summary of the literature and question points. After the reporting,  all the participants will discuss regarding the 

issues of the literature based on the report.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自己紹介・分担決定 

2. デモクラシーや代表制に関する基本を学ぶ① 

3. デモクラシーや代表制に関する基本を学ぶ② 

4. デモクラシーや代表制に関する基本を学ぶ③ 

5. デモクラシーや代表制に関する基本を学ぶ④ 

6. デモクラシーや代表制に関する基本を学ぶ⑤ 

7. デモクラシーや代表制に関する基本を学ぶ⑥ 

8. デモクラシーや代表制に関する基本を学ぶ⑦ 

9. デモクラシーや代表制に関する基本を学ぶ⑧ 

10. 現代のデモクラシーに新たなスタイルを提起する文献を読む① 

11. 現代のデモクラシーに新たなスタイルを提起する文献を読む② 

12. 現代のデモクラシーに新たなスタイルを提起する文献を読む③ 

13. 現代のデモクラシーに新たなスタイルを提起する文献を読む④ 

14. 全体のまとめ 

 

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

各回の文献に事前に目を通すことをもって予習とする。なお、報告者以外の受講者には事前に Blackboard 上で文献に関するコ

メントを提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前に提出するコメントの内容(25%)/演習終了時に提出するコメント・ペーパーの内容(25%)/議論への貢献（レジュメ作成・報告お

よび各回の発言）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂井豊貴、2015、『多数決を疑う――社会的選択理論とは何か』、岩波書店 (ISBN:9784004315414) 

2. 早川誠、2014、『代表制という思想』、風行社 (ISBN:9784862580849) 

その他、必要に応じて講師が適宜、文献を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ダーヴィッド・ヴァン・レイブルック、2019、『選挙制を疑う』、法政大学出版局 (ISBN:9784588603587) 

2. 藤井達夫、2021、『代表制民主主義はなぜ失敗したのか』、集英社 (ISBN:9784087211948) 

3. 吉田徹、2021、『くじ引き民主主義――政治にイノヴェーションを起こす』、光文社 (ISBN:9784334045722) 
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4. アダム・プシェヴォスキ、2021、『それでも選挙に行く理由』、白水社 (ISBN:9784560098639) 

5. 川人貞史・吉野孝・平野浩・加藤淳子、2011、『現代の政党と選挙』新版、有斐閣 (ISBN:9784641124240) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・報告者以外は、演習の前日までに Blackboard上で文献に関するコメントを提出する。期日に間に合うよう、また偶発的なトラブ

ル等にも備え、余裕を持って準備すること。 

・回によっては、一度に読む文献の分量がかなり多い。演習に振り向けなくてはならない負担の大きさを考慮した上で応募してほ

しい。なお、極力、講義時間の延長は行わない。 

 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 人 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

①題目：この演習に応募した理由 

②字数：800 字以上 1200 字以内（A4 用紙 1 枚で収まる程度） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX576 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX576／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～日本とイタリアの憲法政治～ 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本演習は、政治学に関わる基礎的な文献を読むことによって、学生のプレゼンテーションやディスカッションの力をつけていくこ

とを目標としている。特に、比較政治の観点から、日本とイタリアにおける憲法政治の歴史について学んでいく。 

 

The objective of this seminar is that student improve their abilities of presentation and discussion by reading some elementary 

books concerning Politics. In particular, we have a perspective of Comparative Politics, and study History of Constitutional 

Politics in Japan and Italy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本演習においては政治学に関わる基礎的な文献を読みながら、プレゼンテーションやディスカッションの力をつけていくことに

なる。特に、比較政治の観点から、日本とイタリアの憲法政治の歴史について学んでいく。 

  この授業は「演習」形式で行われる。報告者がテキストの担当箇所についてのプレゼンを行い、その論点についてみんなで議

論することを通じて理解を深めていく。 

  特定の予備知識を必要とするわけではないが、受講する学生には、授業において積極的に発言することが求められる。   

 

  In this seminar, we have a perspective of comparative politics and study History of Constitutional Politics in Japan and Italy.  

    This lecture have a style of seminar. Students will report the section of textbook that they are assigned, and deepen their 

understanding by discussing the issues with all member. 

  Lecturer doesn't ask to have any particular background knowledge to students in advance, but students attending this 

seminar are required to speak in this seminar postively.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 1930 年代の日伊外務省 

3. 東アジアの危機と枢軸の世界化 

4. 新たな膨張をめぐるイメージ 

5. 不従順な体制派：二人の駐英大使、ディーノ・グランディと吉田茂 

6. 追随する抑制者：二人の外務省ナンバー２ ジュゼッペ・バスティアニー二と有田八郎 

7. 東アジアと枢軸をめぐる政治と情報 

8. 前半のまとめ 

9. 日伊両国に見る新憲法制定とラディカルな民主主義者たち：高野岩三郎とウンベルト・テッラチー二の新憲法への道程 

10. 立憲民主主義の知的オーガナイザー：高野岩三郎のラディカルな憲法構想に向かうネットワーク 

11. 民主共和国への孤独な伴走者：ウンベルト・テッラチーニの公正な法治と寛容をめぐる戦い（前半） 

12. 民主共和国への孤独な伴走者：ウンベルト・テッラチーニの公正な法治と寛容をめぐる戦い（後半） 

13. 丸山眞男：イタリアとの比較に見るラディカル・デモクラット像 

14. 後半のまとめ 

 

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

受講生は毎回指定された範囲のテキストを事前に読み、コメントペーパーを提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(20%)/プレゼンテーション(30%)/コメントペーパー(30%)/最終レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石田憲、201５、『日独伊三国同盟の起源：イタリア・日本からみた枢軸外交』、講談社 (ISBN:978-4062585552) 

2. 石田憲、2019、『戦後憲法を造った人々：日本とイタリアにおけるラディカルな民主主義』、有志舎 (ISBN:978‐4‐908672‐

28-6) 
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参考文献（Readings） 

1. 伊藤武、2016、『イタリア現代史 - 第二次世界大戦からベルルスコーニ後まで』、中央公論社 (ISBN:978-4121023568) 

2. 石田憲、2011、『ファシストの戦争―世界史的文脈で読むエチオピア戦争』、千倉書房 (ISBN:978-4805109809) 

3. 石田憲、2007、『膨張する帝国 拡散する帝国―第二次大戦に向かう日英とアジア』、東京大学出版会 (ISBN:978-

4130301442) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名前後 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

 ①題目：本演習で履修する動機とテーマについての関心を自由に書いてください。 

 ②字数：1000 字 

 

注意事項（Notice） 
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■EX577 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX577／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

多文化社会を生きるということ／『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』１・２を読

む。 

担当者名 

（Instructor） 
笠井 昭文(KASAI AKIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 1．レポート作成やグループ・プレゼンテーションを通じて、学生にとって必要となる基礎的技能の向上を目指します。2．テキスト

の報告と議論を通じて、多文化社会を生きるとは具体的にどのような出来事を経験することなのか、様々な問題を乗り越えていく

上でどのような発想や工夫が必要となるのかについて考えます。3．以上の目標を通じて、現代社会の諸問題について、自ら考

え、自分の言葉で表現しようとする人間を育てたいと思います。 

 

 1) Through report writing and group presentations, this course aims to improve the fundamental skills that students need. 2) 

This course will examine questions through textbook reports and discussions, what kind of events do we specifically experience 

to live in a multicultural society, and what kind of ideas and ingenuity do we need to overcome various problems. 3) Through 

the objectives described above, I would like to train people who can think on their own about the various problems in 

contemporary society and who try to express their ideas in their own words.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 この演習は、大きく二つの部分から構成されています。一つは、「法学部ラーニングガイド」や「Master of Writing／Presentation」

で紹介されている学生にとって必要な技能を、グループ・プレゼンテーションを行ったり、個人でレポート作成を進めたりすること

で、一年次の内に実践的に身に付けてもらうことです。もう一つは、テキストである『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』

の報告と議論を通じて、思春期の子どもとその保護者が体験した多文化社会で起きる様々な出来事と、彼らなりの対処方法につ

いて考えていくことです。それはまた、異なる文化の人々が共に生きていく際に必要となる知恵や配慮についても検討していくこと

になるでしょう。 

 演習で取り組む課題は難しいものではありませんが、演習の時間以外においても、自ら調べ、学生同士で議論し、自分の言葉

で書くことが求められる「出力」重視の演習です。得られる単位は 2 単位だけですから、単位取得効率の点から言えば甚だ「燃

費」の悪い演習ですが、ジャーナリストなど、自らの考えを深め、それを他者に伝える技能を身に付けたいと考える学生にとって

は、有意義な経験ではないかと思います。 

 

 The seminar is composed of two sections. In the first section, students will learn in a practical manner the fundamental skills 

which are required as a student during the first year by following the steps to carry out tasks such as preparing a presentation 

and creating a report. In the second section, I would like to think about various events that occur in a multicultural society 

captured by adolescents and their parents, and how to deal with them. It will also consider the wisdom and consideration that 

people of different cultures need to live together. 

 The assignments in this seminar will not be difficult, but this seminar will be an "output" -oriented exercise in which students 

research themselves, discuss with each other, and write in their own words even outside of the seminar time. Since only two 

credits will be received, in terms of the efficiency of acquiring credits, this seminar has poor "fuel efficiency". But I think this 

exercise is a meaningful experience for journalists and other students who want to deepen their thoughts and acquire the skills 

to convey them to others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アイスブレイク、ガイダンス 

2. 小レポートへの相互評価、プレゼンのためのブレイン・ストーミング 

3. 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』報告と討論 

4. プレゼン準備、『ぼくはイエローで…』報告と討論 

5. プレゼン準備、『ぼくはイエローで…』報告と討論 

6. プレゼン準備、『ぼくはイエローで…』報告と討論 

7. グループ・プレゼンテーションの実施 

8. ゼミレポートの準備 

9. 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２』報告と討論 

10. 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２』報告と討論 

11. 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２』報告と討論 

12. 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２』報告と討論 
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13. レポート講評会の実施 

14. 多文化社会を生きる上で意識すべき事柄についての討論 

 

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

 履修者は毎回、テキストをしっかり読んだ上で参加して下さい。文献の報告については、担当者を決め、分担して報告してもらい

ます。また、小レポートの執筆、レポート評価シートの作成、グループ・プレゼンテーションの準備作業とプレゼンの実施、ゼミレポ

ート集の作成、レポート講評会での書評報告といった課題を予定しています。準備に時間をかければ、いずれも難しい課題では

ありません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テキストの報告と議論への参加(40%)/プレゼンテーションの準備作業と発表(30%)/小レポートおよびレポート集への原稿作成

(30%) 

すべての課題を達成して、初めて成績評価の対象とします。正当な理由がない 4 回以上の欠席は、D 評価です。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ブレイディ みかこ、2021、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、新潮社・文庫版 (ISBN:978-4101017525) 

2. ブレイディ みかこ、2021、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ２』、新潮社 (ISBN:978-4103526827) 

 

参考文献（Readings） 

演習の中で随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１２名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

①題目：取り上げるテキストないしテーマに対する自分自身の関心と、この演習への志望動機について報告して下さい。 

②字数：1400 字程度（40 字×36 行、A4 用紙１枚程度） 

 

演習計画は、履修者数や学生の関心に配慮して随時組み替えていきます。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX578 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX578／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福沢諭吉『文明論之概略』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田頭 慎一郎(DENDO SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

福沢諭吉『文明論之概略』（明治 8 年）を題材として、明治期の思想への理解を深める。 

 

The objective of this seminar is to use “An Outline of a Theory of Civilization” (1875) by Yukichi Fukuzawa as subject matter to 

deepen the students’ understanding of Meiji period thought. 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者の内容要約と考察の報告に基づく討論。 

 

Participants will engage in debates based on content summaries and reports about examinations of the book. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の概要説明 

2. 『文明論之概略』「緒論」及び「第一章」 

「議論の本位」を定めるということ 

3. 『文明論之概略』「第二章」（前半） 

文明の段階とその特徴 

4. 『文明論之概略』「第二章」（後半） 

「国体」とは何か 

5. 『文明論之概略』「第三章」 

文明とはどのようなものか 

6. 『文明論之概略』「第四章」 

文明の担い手 「気風」と「時勢」 

7. 『文明論之概略』「第五章」 

明治維新の原因は何か 

8. 『文明論之概略』「第六章」前半 

知的活動と道徳の相違 

9. 『文明論之概略』「第六章」後半 

道徳主義の問題点 

10. 『文明論之概略』「第八章」「第九章」前半 

ヨーロッパ文明の起源と日本文明の「権力の偏重」について 

11. 『文明論之概略』「第九章」後半 

日本文明における「権力の偏重」の具体例 

12. 『文明論之概略』「第十章」前半 

「今」の危機とは何か 

13. 『文明論之概略』「第十章」後半 

「今の文明」と「文明の本旨」 

14. 総合討論 

 

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

課題となった作品を読んで、分からない言葉は調べておくこと。授業内で音読することがあるので、読めない漢字等はフリガナを

ふっておくこと。授業中に紹介した参考文献を参照しつつ討論に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・コメントペーパーの提出(40%)/レジュメ作成・報告(20%)/授業内での討論(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 福沢諭吉、1995、『文明論之概略』、岩波文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 丸山眞男、1986、『「文明論之概略」を読む』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 人程度 

配当年次： 1 年次 

選考方法： レポート 

①題目： 志望動機について 

②字数： 1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX579 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX579／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際関係史入門（Introduction to International History） 

担当者名 

（Instructor） 
清水 謙(SHIMIZU KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際政治を通史的に学ぶことで、21 世紀におけるさまざまな国際問題を理解し体系的に分析する基礎を培うことを狙いとする。

できるだけ多くの国・地域の政治や歴史、文化などにも目を向け、国際的な相互理解を深めて、複眼的な視野を涵養することも目

指したい。 

 

The objective of this course is to build a foundation to understand and systematically analyze various international problems in 

the twenty-first century by studying an overview of International Politics. This course aims to focus on the politics, history, and 

culture of as many countries and regions as possible to deepen international mutual understanding and to cultivate a 

multifaceted point of view. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、国際政治史の基本的な文献を輪読しながら各章について議論をする。受講生には報告を担当してもらうテキストの

章を割り当て、担当者の報告のあと教員が解説を加えてから、受講生が提出する「準備メモ」をもとに全体で議論をする。演習で

は実際に史料を読解し、そこから読み取れる国際政治史を分析する切り口なども共に考えていきたい。また、理論的な枠組みも

適宜紹介することで、国際政治学の方法論なども修得していく。より立体的な理解のため、史料調査やフィールドワークなどから

教員が得た成果も各回のテーマに合わせて紹介していく。 

 

In this seminar, students will read in turn from the fundamental literature in the history of International Politics while discussing 

each chapter. Participants will be assigned chapters in the textbook to present reports. After the report has been presented, 

the faculty member will add an explanation followed by a discussion among all the students based on the "preparatory notes" 

submitted by the participants. In the class, we are also going to read historical materials which the faculty member would like 

the students to actually interpret for discussion to think together about ways of analyzing the history of international politics. 

Moreover, students will also learn the methodology of the study of International Politics by introducing theoretical frameworks 

as needed. Investigations into historical materials, fieldwork, and other results achieved by the faculty member will also be 

introduced according to the topic of each session to achieve a more multifaceted understanding. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「ヨーロッパの時代からアメリカの時代へ」の輪読と議論 

3. 「第二次世界大戦終結前後の世界」の輪読と議論（ヨーロッパ編） 

4. 「第二次世界大戦終結前後の世界」の輪読と議論（アジア編） 

5. 「ヨーロッパの冷戦とアジアの戦争」（ヨーロッパ編） 

6. 「ヨーロッパの冷戦とアジアの戦争」（アジア編） 

7. 「西欧帝国主義の終焉と米ソ冷戦の継続」の輪読と議論（1955年体制） 

8. 「西欧帝国主義の終焉と米ソ冷戦の継続」の輪読と議論（ハンガリー動乱から日米安全保障条約改定まで） 

9. 「ベトナム戦争と米ソ中三国関係」の輪読と議論（ベトナム戦争から第三次中東戦争まで） 

10. 「ベトナム戦争と米ソ中三国関係」の輪読と議論（ニクソン・キッシンジャー外交） 

11. 「第三世界の激動と米ソ・デタントの退潮」の輪読と議論（第四次中東戦争からデタントの凋落まで） 

12. 「第三世界の激動と米ソ・デタントの退潮」の輪読と議論（ヘルシンキ合意から大平首相の環太平洋連帯構想まで） 

13. 「冷戦の終結」、「冷戦後の国際関係」、「アメリカの時代の終わり」の輪読と議論 

14. まとめの議論 

 

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

毎回のテキスト輪読に際して演習で扱う章を事前に通読し、コメントや疑問点、演習で議論したい論点などを整理した「準備メモ」

を作成し、演習開始時に提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(60%)/出席・準備メモ・議論への積極的参加度など(40%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 有賀貞、2019、『現代国際関係史：1945 年から 21 世紀初頭まで』、東京大学出版会 (978-4-032228-7) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の関心を汲み取りながら演習中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次：1 年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習を志望する理由と、国際政治で関心のあるテーマについて自由に論じて下さい。 

②字数：1000〜1200 字程度（A4用紙１枚以内） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX580 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法学基礎演習 

(Introductory Seminar on Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Future Skills Project 

担当者名 

（Instructor） 
横山 政司(YOKOYAMA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 42 名 Future Skills Project 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、社会や企業が現実に抱える問題や課題を知り、チームで課題解決に向けて取り組むことを目指す。課題を解決する

過程で、実社会に触れることにより、社会で必要とされる能力に気づき、その活用方法を学んでゆく。また課題解決を図る上で、

必要であると気付いた様々な能力を身につけるために、大学生活をどのように過ごし、学んでいくかについて、自ら考え、主体的

に行動する力を養うことを目標としている。 

 

This class aims to have students understand the problems and issues actually faced by society and companies and to work in 

teams to resolve these issues. Through the process of resolving these issues, students will gain exposure to the real world, 

become aware of the abilities which are required in society, and learn how to apply them. Moreover, in order to enable students 

to develop the various abilities which are realized to be necessary during the problem-solving process, the objective of this 

course is to help students think on their own about how to spend their time at university and the learning process to cultivate 

the ability to take self-directed action. 

 

授業の内容（Course Contents） 

◇ 本講義は、大教室での受動的な講義ではなく、学生自らが能動的に議論に参加し、発表する学習方法（アクティブ・ラーニン

グ形式）で行う課題解決型学習（PBL：Problem Based Learning）である。 

◇ 講義は、前半に 1 企業、後半にもう 1 企業（合計２社）の協力を得て、それぞれから課題を提示してもらい、提示された課題

に対して、チームで取り組み、成果を出してゆく。 

◇ 企業の担当者から提示された課題に対して、受講者は「社員の立場（当事者目線）」でチームによる解決を目指す（当事者意

識を持って課題解決に取り組むこと）。課題解決を通して、必要な情報を収集・分析し、自分の意見を出し、DATAや資料により自

らの主張を裏付けること。そして、他人に自分の意見を伝え、相手の意見を引き出して理解し、チームで検討することにより、チー

ムの結束力を高めることにより、特定の課題を解決していくことを学ぶ。 

◇ 中間プレゼンと最終プレゼンでは、チームで考え抜いた課題解決策を企業担当者に提示し、そこでのフィードバックから自分

と自らのチームの取り組みを振り返る。 

◇ 本講義は、一般社団法人 Future Skills Project 研究会がプラットフォームとなり、協力を受けながら、実施されるプログラムで

ある〈http://www.benesse.co.jp/univ/fsp/〉。 

 

◇ The lectures will not consist of passive lectures in a large auditorium but instead be conducted using Problem Based 

Learning (PBL) in which students learn through active participation in discussions and by giving presentations (active learning 

format). 

◇ The first half of the lectures will obtain the cooperation of one company, and the second half will work with one additional 

company (total of two companies). Each company will present an issue which the students will take on in teams to produce 

results. 

◇ The teams will aim to resolve the issues (approach the problem solving with an awareness of the concerned parties) 

presented by the company representatives from the "employee's perspective (viewpoint of the concerned parties)." Students 

will collect and analyze the required information, come up with their own opinions, and substantiate their own statements with 

data and documentation through the problem-solving process. Finally, students will learn how to resolve a specific issue by 

increasing team cohesiveness through stating their own opinion to others, soliciting and understanding the opinion of others, and 

evaluating the issue as a team. 

◇ During the intermediate and final presentations, students will present the solution thought up by the team to the company 

representatives to review their own and the team's effort based on the feedback received. 

◇ These lectures are the program conducted by the Future Skills Project Research Society as a platform and with cooperation 

from it. 〈http://www.benesse.co.jp/univ/fsp/〉 

 

授業計画（Course Schedule） 
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1. マインドセット・ルール説明 

2. 課題とは? 

ディスカッションとは？ 

≪企業①≫ 

3. 企業（第一登壇企業）からの課題提示 ★ （★：企業参加の回） 

4. グループ活動 

5. 企業への中間プレゼン ★ 

6. グループ活動 

7. 企業への最終プレゼン・評価 ★ 

8. 振り返り・スキル紹介 

チーム再編 

≪企業②≫ 

9. 企業（第二登壇企業）からの課題提示 ★ 

10. グループ活動 

11. 企業への中間プレゼン ★ 

12. グループ活動 

13. 企業への最終プレゼン・評価 ★ 

14. 全体の振り返り 

今後の大学生活での学びを検討する 

 

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

◇ この講義は、企業の第一線で活躍する方々を招いて行われる。したがって、講座への出席とチームへの参画には責任をもっ

て、積極的に取り組むことが必要条件である。 

◇ 受講者は、①授業時間の大半がチームワークであること、②授業外でのフィールドワークやディスカッション、サブゼミ等も必

要であること、③自分の行動に責任をもって積極的にチームに貢献すること、が必須条件である。 

以上のことを理解して主体性を持って，積極的な意欲をもって参加して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出欠・参加姿勢(20%)/リフレクションシートの内容(30%)/チームへの貢献(25%)/プレゼンの内容(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

・講義は、毎回、FSP研究会作成のテキスト『Project Support Notebook』を使用する。 

・初回の講義から使用するため、受講者各自で購入し、講義に持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. ハンス・ロスリング. 2019. FACT FULNESS. 日経 BP (ISBN:4822289605) 

2. 成毛眞、2021、『2040 年の未来予測』、日経 BP (ISBN:4822288900) 

3. 西村佳哲、2012、『なんのための仕事？』、河出書房新社 (ISBN:4309245897) 

4. 宇田川元一、2019、『他者と働く』、NewsPicks パブリッシング (ISBN:4910063013) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

抽選登録のため、選考なし。   

 

注意事項（Notice） 
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■EX581 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／法学基礎演習 

(Introductory Seminar on Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading and Vocabulary of Legal English 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 康次(KAMEDA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
※法学部国際ビジネス法学科グローバルコース生のみ 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objectives of this course are (1) to become familiar with legal terms in English and (2) to improve skills of reading 

English articles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is a seminar-type course provided to build up students' vocabulary of English legal terms and improve their skills of reading 

English articles. The course will deal with 6 legal topics and two classes will be spent for each topic. 

The topics will cover a wide range of legal issues so that students can become familiar with various legal terms. The topic will 

include Constitutional Law issues (e.g. restriction of freedom, dual surnames), Private Law issues (e.g. termination of contract, 

family law issues), Criminal Procedure Law (e.g. problems of Japanese criminal procedures), and Contemporary issues (e.g. AI). 

Topics and reading materials will be designated at the Introduction class.     

Students will be expected to read 2 or 3 English materials (mainly, news reports) for each topic. At the first class for each topic, 

an interactive lecture will be provided to understand the topic and relevant legal terms by closely reading the materials. Based 

on that, students will discuss the topic at the Second class as an exercise of using the legal terms and expressing their views in 

English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Constitutional Law issues (1)  

3. Constitutional Law issues (2)  

4. Constitutional Law issues (3) 

5. Constitutional Law issues (4) 

6. Private Law issues (1) 

7. Private Law issues (2) 

8. Private Law issues (3) 

9. Private Law issues (4) 

10. Criminal Procedure Law issues (1) 

11. Criminal Procedure Law issues (2) 

12. Contemporary issues (1) 

13. Contemporary issues (2) 

14. Review 

 

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

To read assigned materials and prepare for class discussion before the class 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表及び議論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Lecturer will provide copies of reading materials. 

 

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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■EX582 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX582／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
労働法・社会保障法に関する重要最高裁判決を読む 

担当者名 

（Instructor） 
島村 暁代(SHIMAMURA AKIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習の目的は、労働法と社会保障法に関する重要最高裁判例を検討することを通じて、労働法と社会保障法の大枠につい

て理解するとともに、それらに関連する具体的な課題に対して自分なりの意見をもって議論できるようになることである。 

 

The purpose of this course is for students to be able to understand the outline of labor law and social security law and engage 

in discussion by examining important Supreme Court cases so that they can depict their own opinion for specific issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 最初の数回において判決の調べ方や労働法・社会保障法に関する基礎的な事項について理解する。その上で、グループごと

にそれぞれのテーマに関連する重要な最高裁判決について報告をし、議論を行っていく。 

 グループ作業による学生主体の報告・議論が中心となるし、内容としても１年生ではまだ履修をしていない労働法や社会保障法

といった法律科目に関するものであるため、予習に相当の時間がかかることが予想される。そのため、労働法や社会保障法とい

う分野に強い関心を持ち、積極的かつ主体的に参加できる人の参加を歓迎する。 

 

In the first few classes, students will understand how to research the cases and the basic topics on Labor Law and Social 

Security Law. And then students will report the important Supreme Court cases on each topics by group work and discuss it in 

the class. 

Students mainly manage and coordinate this course and the laws that will be dealt with are ones that the first year's students 

have not studied yet. So that this course is expected to require considerable time to prepare outside the classroom.  

Depending on such circumstances, students who are very interested in these laws, and can participate proactively and 

independently are welcome to enroll.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基礎的な知識の確認 

3. 解雇 

4. 配転 

5. 就業規則とその不利益変更 

6. 有期契約の終了 

7. 非正規社員の処遇 

8. 高齢者雇用 

9. 生活保護と憲法２５条 

10. 社会保障と憲法２５条 

11. 女性と年金 

12. 医療保険と憲法８４条 

13. 外国人と社会保障 

14. 認知症患者の徘徊と損害賠償 

 

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

 報告担当者は最高裁判決の内容だけでなく、下級審判決や判決に関する評釈等を丹念に読み込んだ上で、レジュメを作成す

る必要があります。報告担当者以外の人も、報告担当者から事前に指定される文献を読み込んだ上で参加することが求められ

るため、毎回の予習には相当の時間がかかることが予想されます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・発言内容(40%)/報告内容(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

無断欠席が３回以上の場合，成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 
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使用する裁判例等については，授業中に指示します。なお，六法は必携です。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

選考された場合は辞退しないで下さい。また，学期中の連絡は email を使用しますので，使えるようにしておいて下さい。 

 

＜選考方法＞ 

採用人数：８名程度 

選考方法：レポート 

①題目：本ゼミを志望する理由、ゼミで勉強したいこと、将来の展望について 

②字数：１２００字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX584 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX584／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Public International Law 

担当者名 

（Instructor） 
クラクストン(CLAXTON JAMES) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this seminar is to explore the nature of international law and its relevance to international relations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course provides an overview of the sources, subjects, and objects of public international law as well as a survey of 

international law in different fields.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to International Law 

2. Subjects and Objects of International Law  

3. Sources of International Law  

4. Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 

5. International Dispute Resolution 

6. International Human Rights Law I 

7. International Human Rights Law II 

8. International Humanitarian Law 

9. International Economic Law 

10. Law of the Sea 

11. International Environmental Law 

12. International Criminal Law 

13. Student Presentations 

14. Student Presentations  

 

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

Students will sometimes be given questions to consider and materials to read before classes to facilitate class discussions. 

Preparation should take no more than one hour for each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation(80%)/Presentations(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

All materials discussed in class will be made available in advance in electronic copy. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 20 名 

配当年次：１年次 

選考方法： 申し込による 

 

注意事項（Notice） 
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■EX585 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法学基礎演習 

(Introductory Seminar on Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

To examine the society from a legal point of view and train your independent research, 

logical thinking, writing and presentation skills 

担当者名 

（Instructor） 
田岡 絵理子(TAOKA ERIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 25 名 グローバルコースの学生優先 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is designed to train students' logical thinking, writing and presentation skills, while examining the society from the 

legal, sociological, cultural and political points of view.  

Through examining modern social issues from a legal point of view, students can also gain insights into the modern society in 

Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The area of law addressed in the seminar will be mainly Japanese civil law. However, since social issues are commonly related 

to not only Japanese civil law but also various kinds of laws, such related laws will also be covered.  

The seminar will be inclined more toward learning civil-law related social issues from legal, sociological, cultural, historical and 

political points of view, rather than delving into doctrinal aspects of legal studies.   

 

The first half of the semester will be dedicated to train students logical thinking and presentation skills. The topics for the 

training will be provided by the instructor.  

The second half of the semester will be for training students' independent research skills, as well. Therefore, students will be 

asked to find the topics to research on and present the research in class. Students may choose any topic involving social 

issues related to the Japanese law or other countries'. However, since the research materials may be limited depending on the 

topics, consultation with the instructor will be required before starting the research. It is recommended to decide the topic 

earlier during the first half of the semester. For those who may find it hard to select their research topics, a list of possible 

research topics will be provided at the beginning of the semester.  

Students are also required to write a short research paper on the topics that they selected.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the seminar 

Logical thinking and presentation skills (1) The topic will be provided by the instructor. 

2. Logical thinking and presentation skills (2)The topic will be provided by the instructor. 

3. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

4. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

5. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

6. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

7. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

8. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

9. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

10. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

11. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

12. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

13. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

14. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

 

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

There will be reading assignments in the first half of the semester. Students must complete the reading assignments. 
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Occasional writing assignments may be given, as well. For preparing for the presentations, independent research will be required 

as well.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation and participation in class(60%)/Research papers(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

抽選登録のため、選考なし。   

 

注意事項（Notice） 
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■EX586 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX586／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Design and Technology for Access to Justice 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 真由(WATANABE MAYU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is intended for students interested in interdisciplinary subjects of legal, design, and technology. Students will learn 

the human-centered legal design approach and current legal technologies. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The term “access to justice” is often equated with access to the courts and efforts for the less expensive, simpler, and faster 

legal process. In the pre-digital era, access to justice had a court-centric view, focused efforts on lowering litigation costs for 

low-income disputants and leveling the playing field for those who could not previously reach court. However, people’s legal 

needs remain unmet, with only a few legal problems resolved in courts. People often cannot afford to resolve their legal issues 

through formal processes---what are the insights for improving access to justice in today’s society? Students will pick a 

theme in a group and discuss how to design a legal system related to that chosen topic throughout the semester. Students will 

present their findings at the finale. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Why access to Justice?  

2. Technology and design for expanding access to justice 

3. Ideas for new legal services: group work exercise (1) 

4. Group work exercise (2) 

5. Group work exercise (3) 

6. Group work exercise (4) 

7. Group work exercise (5) 

8. Group work exercise (6) 

9. Group work exercise (7) 

10. Group work exercise (8) 

11. Group work exercise (9)  

12. Group work exercise (10) 

13. Group work exercise (11) 

14. Presentation  

 

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

This is an interactive seminar that will require group discussion and research. Participation in the class discussion is valued; 

attendance, class participation, and written assignments are the core evaluation components. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and Class Participation(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Ethan Katsh, Orna Rabinovich-Einy. 2017. Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes. Oxford University Press 

(ISBN:978-0190464585) 

2. Lisa Blomgren Amsler, Janet K. Martinez, Stephanie E. Smith. 2020. Dispute System Design: Preventing, Managing, and 

Resolving Conflict. Stanford Univ Press (ISBN:978-0804771764) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 
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採用人数：10-20 

配当年次：１年次 

選考方法：Short essay 

①題目：What do you hope to learn from this class? 

②字数：400 words (approx.) 

 

注意事項（Notice） 
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■EX587 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／法学基礎演習 

(Introductory Seminar on Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Law in Everyday Life 1 

担当者名 

（Instructor） 
マシャド Ｙ．(MACHADO Y. DANIEL) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
定員 25 名 グローバルコースの学生優先 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this seminar is to explore the many ways the law influence our everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We begin the course with an introduction to the meaning of the law. We then divide the course into three parts. First, we 

explore the scope of the legal person and their capacity. Next, we consider how we own and acquire property. Finally, we 

investigate the nature of promises and agreements. Students will be asked questions every class and participate in a few case 

study exercises related to each part of the course. The course is continued in Law in Everyday Life 2 (EX588), which covers 

torts, family and inheritance.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is the law? 

2. What is the law? 

3. Names 

4. Age of majority 

5. Student groups 

6. Exercise 1 (legal capacity) 

7. Owning things 

8. Finders keepers 

9. Exercise 2 (property acquisition) 

10. Keeping and breaking promises 

11. Buying and selling online 

12. Part-time jobs 

13. Exercise 3 (contract formation) 

14. Student presentations 

 

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

Students will be given book chapters and materials to read before every class. Preparation should take around one hour 

depending on your English reading skills. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Attendance and participation(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

All materials discussed in class will be made available in advance or distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

抽選登録のため、選考なし。   

 

注意事項（Notice） 
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■EX588 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX588／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Law in Everyday Life 2 

担当者名 

（Instructor） 
マシャド Ｙ．(MACHADO Y. DANIEL) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this seminar is to explore the many ways the law influence our everyday life. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course is divided into three parts. First, we consider wrongdoings and compensation. Then we survey the nature of 

marriage and parenthood. Finally, we explore the structure of inheritance laws and wills. Students will be asked questions every 

class and participate in a few case study exercises related to each part of the course. Note that this course is a sequel to Law 

in Everyday Life 1 (EX587) but students are not required to take both courses, which are introductions to distinct legal issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. What is a wrongdoing? 

2. Shoplifting 

3. Bicycle accident 

4. Defamation 

5. Exercise 1 (Bullying) 

6. Dating and living together 

7. Marriage 

8. Parent's permission 

9. Paternity 

10. Exercise 2 (Infidelity) 

11. How to make a will 

12. When there is no will 

13. Exercise 3 (will contest) 

14. Student presentations 

 

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

Students will be given book chapters and materials to read before every class. Preparation should take around one hour 

depending on your English reading skills. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Attendance and participation(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

All materials discussed in class will be made available in advance or distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Admission Policy 

Number of students: 25 

Eligibility: first-year students 

Selection method: Essay 

1. Topic: Why am I interested in this seminar? 

2. Word limit: 1000 

 

注意事項（Notice） 
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■EX589 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX589／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

To examine the society from a legal point of view and train your independent research, 

logical thinking, writing and presentation skills 

担当者名 

（Instructor） 
田岡 絵理子(TAOKA ERIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar is designed to train students' logical thinking, writing and presentation skills, while examining the society from the 

legal, sociological, cultural and political points of view.  

Through examining modern social issues from a legal point of view, students can also gain insights into the modern society in 

Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The area of law addressed in the seminar will be mainly Japanese civil law. However, since social issues are commonly related 

to not only Japanese civil law but also various kinds of laws, such related laws will also be covered.  

The seminar will be inclined more toward learning civil-law related social issues from legal, sociological, cultural, historical and 

political points of view, rather than delving into doctrinal aspects of legal studies.   

 

The first half of the semester will be dedicated to train students logical thinking and presentation skills. The topics for the 

training will be provided by the instructor.  

The second half of the semester will be for training students' independent research skills, as well. Therefore, students will be 

asked to find the topics to research on and present the research in class. Students may choose any topic involving social 

issues related to the Japanese law or other countries'. However, since the research materials may be limited depending on the 

topics, consultation with the instructor will be required before starting the research. It is recommended to decide the topic 

earlier during the first half of the semester. For those who may find it hard to select their research topics, a list of possible 

research topics will be provided at the beginning of the semester.  

Students are also required to write a short research paper on the topics that they selected.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the seminar 

Logical thinking and presentation skills (1) The topic will be provided by the instructor. 

2. Logical thinking and presentation skills (2)The topic will be provided by the instructor. 

3. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

4. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

5. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

6. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

7. Presentations and discussion: The topic will be provided by the instructor. 

8. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

9. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

10. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

11. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

12. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

13. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

14. Students presentation(s) and discussion 

Research paper(s) 

 

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

There will be reading assignments in the first half of the semester. Students must complete the reading assignments. 
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Occasional writing assignments may be given, as well. For preparing for the presentations, independent research will be required 

as well.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation and participation in class(60%)/Research papers(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：Selection based on the short essays submitted by the students  

①題目：Select a social issue that you are interested, explain the issue and why you are interested in it. (You may select any 

social issue of any country in any time period.)  

②字数：a maximum of 800 words 

 

注意事項（Notice） 
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■EX591 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX591／Law and Society in Japan A 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese Law in Comparative Perspective 

担当者名 

（Instructor） 
オルトラーニ(ORTOLANI ANDREA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

グローバルコース 1 年次自動登録 

グローバルコース 2 年次以降科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to present Japanese law in comparative perspective, as seen by Japanese and international 

scholars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will present some areas of the Japanese legal system from a historical and comparative perspective. In particular, 

the focus will be on constitutional law and on criminal law.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Historical background of the Constitution 

2. The structure of the state I: The Parliament and the government 

3. The structure of the state II: The courts 

4. Constitution I: Article 9, pacifism and refusal of war 

5. Constitution II: Freedom of expression 

6. Constitution III: Hate speech 

7. Constitution IV: Religious freedom 

8. Constitution V: Equality under the law 

9. Criminal law I: Historical background 

10. Criminal law II: The prosecutors 

11. Criminal law III: Penalties and prisons 

12. Criminal law IV: White collar crimes, sex crimes 

13. Criminal law V: Lay participation in the criminal trial 

14. Review: The Constitution and the criminal law system 

 

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

Participants will be required to read relevant materials in English, in preparation for the lesson.  

Participants will also have to submit three Micro-exams at regular intervals during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Monthly micro-exams(70%)/最終テスト(Final Test)(5%)/最終レポート(Final Report)(5%)/Self-evaluation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. C. P. A. Jones, F. S. Ravitch. 2020. The Japanese Legal System - In a Nutshell. West (ISBN:978-1-68328-110-8) 

Purchase of the textbook is not mandatory.  

The instructor will distribute additional reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

Additional reading materials (books, articles, and other resources) will be provided during the lessons. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX592 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX592／Law and Society in Japan B 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Japanese law in comparative perspective 

担当者名 

（Instructor） 
オルトラーニ(ORTOLANI ANDREA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX1901 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

グローバルコース 1 年次自動登録 

グローバルコース 2 年次以降科目コード登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to present Japanese law in comparative perspective, as seen by Japanese and international 

scholars. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will present some areas of the Japanese legal system from a historical and comparative perspective. In particular, 

the focus will be on private law, family law and other areas.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Historical background 

2. Legal education I: Before WWII 

3. Legal education II: After WWII 

4. Civil law I: Tort law, medical malpractice 

5. Civil law II: Privacy 

6. Labour law: Equality and irregular work 

7. Environmental law I: Kogai and mass torts 

8. Environmental law II: Nuclear power, accidents and compensation 

9. Family law I: The koseki 

10. Family law II: Marriage and divorce 

11. Family law III: Filiation, adoption, rights of the children 

12. Japanese legal consciousness I: Law and apologies 

13. Japanese legal consciousness II: The "reluctant litigant" 

14. Review: Private law, culture and society in Japan 

 

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

Participants will be required to read relevant materials in English in preparation for the lesson.  

Participants will also have to submit three Micro-exams at regular intervals during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(5%)/最終レポート(Final Report)(5%)/Self-evaluation(20%)/Monthly micro-exams(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. C. P. A. Jones, F. S. Ravitch. 2020. The Japanese Legal System - In a Nutshell. West (ISBN:978-1-68328-110-8) 

Purchase of the textbook is not mandatory.  

The instructor will distribute additional reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

Additional reading materials (books, articles, and other resources) will be provided during the lessons. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX593 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX593／政治学基礎演習 

(Introductory Seminaron Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪者の更生について考える 

担当者名 

（Instructor） 
長 史隆(CHO FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

回想録とノンフィクションを通して犯罪者の更生について考える。同時に、人種・格差・ジェンダーといった現代社会の幅広い問題

についても理解を深める。 

 

This class requires students to read memoirs and nonfiction books on rehabilitation of criminals. It aims to help participants 

understand various issues of modern society such as ones swirling race, equality, and gender. 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の４冊の著作の講読を予定している。それぞれのウェブサイトから内容を把握してほしい。ただしテキストは変更の可能性が

あるため、教員からの指示があるまで購入する必要はない。 

 

①結生・小坂綾子『あっち側の彼女、こっち側の私——性的虐待、非行、薬物、そして少年院をへて』（朝日新聞出版、2020 年）  

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784022517203 

 

②アン・ウォームズリー（向井和美訳）『プリズン・ブック・クラブ——コリンズ・ベイ刑務所読書会の１年』（紀伊國屋書店、2016 年）  

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784314011426 

 

③アンソニー・レイ・ヒントン（栗木さつき訳）『奇妙な死刑囚』（海と月社、2019 年）  

 https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784903212678 

 

④アヴィ・スタインバーグ（金原瑞人・野沢佳織訳）『刑務所図書館の人びと——ハーバードを出て司書になった男の日記』（柏書

房、2011）  https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784760139804 

 

For the information of the assigned books, please see the websites above. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキストの輪読 

2. テキストの輪読 

3. テキストの輪読 

4. テキストの輪読 

5. テキストの輪読 

6. テキストの輪読 

7. テキストの輪読 

8. テキストの輪読 

9. テキストの輪読 

10. テキストの輪読 

11. テキストの輪読 

12. テキストの輪読 

13. テキストの輪読 

14. テキストの輪読 

 

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

◆毎回全員がやること ： テキストの該当範囲を熟読したうえで、A４一枚程度の考察を指定の時間までにブラックボードの掲示

板に提出する。（それぞれの考察には教員が目を通し、コメントを添えて返却する） 

 

◆司会担当者（各回 2 名）がやること ： テキストの該当範囲を要約したレジュメを作成し、授業で発表する。また全員の考察に
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事前に目を通し、司会メモを作成したうえで、それに基づいて授業でのディスカッションをリードする。 

 

※考察課題をブラックボードの掲示板に提出することで、履修者同士が互いの考察を事前に読み合い学びを深めることを重視す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回事前に提出する考察(40%)/ディスカッションへの積極的参加(30%)/進行役学生による要約発表と授業の進行(10%)/最終レポ

ート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 結生・小坂綾子、2020 年、『あっち側の彼女、こっち側の私——性的虐待、非行、薬物、そして少年院をへて』、朝日新聞出版 

2. アン・ウォームズリー（向井和美訳）、2016 年、『プリズン・ブック・クラブ——コリンズ・ベイ刑務所読書会の１年』、紀伊國屋書

店 

3. アンソニー・レイ・ヒントン（栗木さつき訳）、2019 年、『奇妙な死刑囚』、海と月社 

4. アヴィ・スタインバーグ（金原瑞人・野沢佳織訳）、2011 年、『刑務所図書館の人びと——ハーバードを出て司書になった男の

日記』、柏書房 

テキストは変更の可能性があるため、教員からの指示があるまで購入する必要はない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習を志望する理由、入学以降に感じた大学教育への満足や幻滅、今後の大学生活をどう過ごすか、などについて

自由に論ぜよ。ありきたりなものではなく、率直に自分の本音をさらけ出してほしい。 

②字数：2000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX594 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX594／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Language of International Business Law 

担当者名 

（Instructor） 
ウィタカ，Ｂ．(WHITTAKER BRANDON M.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objective of this course is to provide students with an opportunity to improve their English reading, writing, speaking 

and listening skills by reading and discussing, in oral and written form, various legal materials.  An ancillary objective of the 

course is for students to get a glimpse of what legal education and practice in the United States look like, and to become 

familiar with various types of legal texts. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will take students on a journey from life as a U.S. law school student through to that of a junior associate at a U.S. 

law firm.  We will begin by examining legal texts that U.S. law school students might encounter, and as we progress through the 

semester, we will examine legal documents that junior associates might draft or review.  Each week, I will provide an overview 

of the reading for that day’s seminar and then ask for students’ thoughts on the readings. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview and discussion 

2. Contracts hornbook reading 

3. Contracts hornbook reading 

4. Contracts legal case reading 

5. Reading regarding fiduciary duties 

6. Reading regarding fiduciary duties 

7. Law review article regarding fiduciary duties 

8. Legal memo reading 

9. Reading about the practice of corporate law 

10. Officer’s certificates Resolutions 

11. SEC registered offering document excerpts 

12. Credit agreement excerpts 

13. Purchase agreement excerpts 

14. Recap and Q&A 

 

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

Reflections, preparation for quizzes: See “Evaluation” for further information. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Reflections(30%)/Quizzes(10%)/Participation(30%)/Final Test(30%) 

Reflections: From the third week, students will write a short reflection (100 words or more) in response to questions regarding 

the reading.  Reflections are due at least 24 hours prior to the seminar.  As long as a student has completed the assignment 

on time, full credit will be given.  If the reflection is received less than 24 hours before the seminar but by the time the seminar 

begins, 75% credit will be given.  Reflections received after the seminar but within the day of the seminar will receive 50% 

credit.  Reflections received later than the day of the seminar but prior to the end of the semester will receive 25% credit. All 

reflections must be received in order to receive credit for this seminar.  <BR><BR>Quizzes: From the third week, at the 

beginning of each seminar, students will take a simple quiz of 10 questions that will cover the basic information we discussed in 

the prior seminar.  The two lowest quiz scores will be dropped, and the remaining scores will be averaged.  

<BR><BR>Participation: It is expected that this will be a small seminar.  As such, students’ active participation will be required.  

Each student should speak multiple times during each seminar, but at a minimum four times.  <BR><BR>The final test will be a 

10-minute oral test, which will be scheduled at a later date.  The final test will cover information we have discussed during the 

semester, and students will be given a topic ahead of time so that they can prepare.  The grade for the final test will be based 

on how well students know, and are able to communicate, the material. 
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テキスト（Textbooks） 

None. 

 

参考文献（Readings） 

Reading pack to be provided. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

採用人数： 10 名 

配当年次：１年次 

選考方法： 申し込による 

 

注意事項（Notice） 

Not applicable. 
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■EX595 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX595／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading and Vocabulary of Legal English 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 康次(KAMEDA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
※法学部国際ビジネス法学科グローバルコース生は履修不可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objectives of this course are (1) to become familiar with legal terms in English and (2) to improve skills of reading 

English articles. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This is a seminar-type course provided to build up students' vocabulary of English legal terms and improve their skills of reading 

English articles. The course will deal with 6 legal topics and two classes will be spent for each topic. 

The topics will cover a wide range of legal issues so that students can become familiar with various legal terms. The topic will 

include Constitutional Law issues (e.g. restriction of freedom, dual surnames), Private Law issues (e.g. termination of contract, 

family law issues), Criminal Procedure Law (e.g. problems of Japanese criminal procedures), and Contemporary issues (e.g. AI). 

Topics and reading materials will be designated at the Introduction class.     

Students will be expected to read 2 or 3 English materials (mainly, news reports) for each topic. At the first class for each topic, 

an interactive lecture will be provided to understand the topic and relevant legal terms by closely reading the materials. Based 

on that, students will discuss the topic at the Second class as an exercise of using the legal terms and expressing their views in 

English.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Constitutional Law issues (1)  

3. Constitutional Law issues (2)  

4. Constitutional Law issues (3) 

5. Constitutional Law issues (4) 

6. Private Law issues (1) 

7. Private Law issues (2) 

8. Private Law issues (3) 

9. Private Law issues (4) 

10. Criminal Procedure Law issues (1) 

11. Criminal Procedure Law issues (2) 

12. Contemporary issues (1) 

13. Contemporary issues (2) 

14. Review 

 

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

To read assigned materials and prepare for class discussion before the class 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表及び議論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Lecturer will provide copies of reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：12 名程度 

配当年次：１年次（グローバルコース生は履修不可） 
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選考方法 ： 応募理由書の提出（日本語でも英語でも可） 

  ①題目：応募理由 

  ②字数：日本語の場合は 800 字以内、英語の場合は 400 words 以内 

 

＜Method of student selection＞ 

Number of students： Approximately, 12 students 

Grade ：First grade (excluding students of the Global course) 

Method： Submission of essay (either in Japanese or English) 

  ①Subject： Reason for application 

  ②Letters/Words: Within 800 letters in Japanese/Within 400 words in English 

 

注意事項（Notice） 
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■EX596 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX596／法学基礎演習 

(Introductory Seminar on Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Reading of Court Decisions 

担当者名 

（Instructor） 
亀田 康次(KAMEDA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of this course are for students (1) to learn how to read court decisions (not a summary of them, but original 

texts), (2) to critically examine the decisions, and (3) to express their own opinions. 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

For students in the law department, understanding court precedents is an essential part of their studying. Most of them study 

court precedents with case summary books (such as Hanrei Hyakusen), which is of course a good way for quick understanding. 

However, reading original texts will lead us to a deeper understanding of facts and reasoning of the decisions. This course will 

provide students with an experience of reading original texts of court decisions, which may enrich their future studying. 

 

Reading materials will be English translations of 5 famous decisions rendered by the Japanese Supreme Court regarding cases 

which involve constitutional issues. The cases will be designated at the Introduction class, and their translations are published 

at the Court's webpage.  Two classes will be spent for each decision so that students can digest the contents sufficiently.  

At the first class for each case, based on advance reading of full texts of the decisions, students will do exercise of 

summarizing the facts and reasoning of the decisions. At the second class, based on the precise understanding of the facts and 

reasoning, students will discuss whether or not the decisions should be supported.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. How to read court decisions 

3. How to discuss court decisions 

4. Case 1: Reading 

5. Case 1: Discussion 

6. Case 2: Reading 

7. Case 2: Discussion 

8. Case 3: Reading 

9. Case 3: Discussion 

10. Case 4: Reading 

11. Case 4: Discussion 

12. Case 5: Reading 

13. Case 5: Discussion 

14. Review 

 

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

To read assigned materials and prepare for class discussion before the class. 

Students will be requested to give short presentation regarding the cases at least once (depending on the number of students). 

 

. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表及び議論への参加（Presentation and Participation in Class Discussion)(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Lecturer will provide copies of reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 350 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法 ： 応募理由書の提出（日本語でも英語でも可） 

  ①題目：応募理由 

  ②字数：日本語の場合は 800 字以内、英語の場合は 400 words 以内 

 

＜Method of student selection＞ 

Number of students： Approximately, 10 students 

Grade ：First grade 

Method： Submission of essay (either in Japanese or English) 

  ①Subject： Reason for application 

  ②Letters/Words: Within 800 letters in Japanese/Within 400 words in English 

 

注意事項（Notice） 
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■EX597 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX597／法学基礎演習 

(Introductory Seminaron Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法の視点から国際問題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 孟(SUZUKI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日々生起する様々な国際問題について、国際法の視点から考え、分析できるようになる。 

 

This course aims to acquire the ability to consider and examine various international problems from the perspective of 

international law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 今日の国際社会では日々様々な国際問題（＊）が生じており、それらのうちのほとんどは国際法上の論点を孕んでいる。この演

習では、そのような種々の国際問題について、事実関係を踏まえた上で、そこに含まれる国際法上の論点を抽出し、国際法の観

点から検討する素地を養う。 

 各回の具体的な内容は次の通りである。はじめに報告者が、予め自身の関心に基づいて選んだ国際問題につき報告を行う。こ

の報告の後で、司会者の学生による進行のもと、受講者全員で討論を行う。この討論は、受講者全員が前日までに提出するコメ

ントを土台として行われる。 

 各受講者は、報告者と司会者をそれぞれ一回ずつ担当する。報告する国際問題については、指定テキスト（森川幸一他（編）

『国際法で世界がわかる』）の各章から選んでもらう予定である。ただし、この本が扱っていない国際問題に関心がある場合は、

独自のテーマを設定しても差し支えない。 

 

＊ここでの「国際問題」とは、典型的には複数国家間の紛争（領土問題、国家間武力紛争など）や、国際社会で協働して対処する

必要のある各国共通の問題（地球環境問題など）を指すものの、それ以外にも、例えばある国の国内措置や国内問題のうち、他

国や国際機関による、抗議以外の何らかの反応（非難、承認、支援など）を呼び起こすような国際的影響を持つもの（一部地域の

独立による新国家の創設、人権問題など）も含める。さらに、「問題」という語感とは馴染まないものの、各国が協働して一定の共

通利益を促進する措置も含める（自由貿易の促進など）。 

 

 There arise various international problems (*) on a daily basis in the current international society, most of which hold some 

aspects of international law. This seminar aims to enhance the ability to find such legal aspects and examine, based on the 

relevant facts, various international problems from the perspective of international law. 

 More specifically, in each class, one presenter will make a presentation on the international problem which he/she will have 

chosen according to his/her interest, followed by a discussion among all the participants under the direction of a facilitator 

student. This debate will be based on the comments submitted by all the participants by the day before.  

 Every student will be a presenter and a facilitator at least once for each. They are suggested to choose from the chapters in 

the designated text an international problem on which they will make a presentation, but they are not prevented from choosing 

other topics not dealt with in the text if they would like. 

 

*“An international problem” in this context typically refers to a dispute between States (e.g. territorial disputes or international 

armed conflicts) or a global issue to be addressed in collaboration by the whole international society (e.g. environmental 

problems), but also includes a domestic measure or problem that has such an international influence as to provoke some 

responses other than protest, namely, condemnation, recognition or support etc., from other states or international 

organizations (e.g. creation of a new State as a result of independence of an area from the original State or human rights 

problems). In addition, notwithstanding some deviation from the original meaning of the word “problem”, it also includes some 

collaborative measures to enhance common interests among States (e.g. promotion of free trade).  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、各回のテーマと報告者・司会者の決定 

2. 調査方法、発表方法などの解説 

3. 報告者による報告と討論① 

4. 報告者による報告と討論② 

5. 報告者による報告と討論③ 
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6. 報告者による報告と討論④ 

7. 報告者による報告と討論⑤ 

8. 報告者による報告と討論⑥ 

9. 報告者による報告と討論⑦ 

10. 報告者による報告と討論⑧ 

11. 報告者による報告と討論⑨ 

12. 報告者による報告と討論⑩ 

13. 報告者による報告と討論⑪ 

14. 報告者による報告と討論⑫・総括 

 

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

【各回の報告者がやること】 

自らの選んだ国際問題について、①事実関係、②関連する法規範、③関係当事国（または国際機関）の主張、④自身の見解を

含んだレジュメを作成し、報告日の 4 日前までに Blackboardなどを通じて配布する。 

【各回の司会者がやること】 

関連するテキストの章、報告者のレジュメ、（できれば）全員のコメントに目を通した上で、当日の議論をリードする。 

【毎回参加者全員がやること】 

関連するテキストの章と報告者のレジュメを読んだ上で、疑問点や報告者に対する賛同・異論などを書いたコメント（A4で半頁か

ら 1 頁くらい）を、授業日前日の正午までに Blackboardなどを通じて提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/毎回のコメントと議論への参加(30%)/司会進行(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森川幸一・森肇志・岩月直樹・藤澤巌・北村朋史（編）、2016年、『国際法で世界がわかる ニュースを読み解く 32 講』、岩波書

店 (ISBN:9784000229555) 

※さしあたり購入の必要はない。場合によっては該当する章だけ配布する可能性もある。 

※なお、条約集を持参することが望ましい（必ずしも最新版でなくともよい）。例えば、 

 植木俊哉・中谷和弘（編）『国際条約集（2022 年版）』（有斐閣、2022 年） 

 などがある。 

 

参考文献（Readings） 

 国際法学の各種教科書。 

 例えば入門書として、 

 ・松井芳郎『国際法から世界を見る：市民のための国際法入門〔第 3 版〕』（東信堂、2011 年） 

  

 比較的詳しい教科書として、 

 ・杉原高嶺『国際法学講義〔第 2 版〕』（2013 年、有斐閣） 

 ・酒井啓亘・寺谷広司・西村弓・濵本正太郎『国際法』（2011 年、有斐閣） 

 ・小寺彰・岩沢雄司・森田章夫（編）『講義国際法〔第 2 版〕』（2010 年、有斐閣） 

 など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ＜選考方法＞ 

採用人数： 12 名前後 

配当年次： １年次 

選考方法： レポート 

① 題目： (1)本ゼミを選ぶ理由、(2)現時点で自らの報告したい国際問題を 1 つ選び、その国際問題を選ぶ理由を述べて

下さい（授業時には選択する問題を変更しても構いません）。上記のテキストの目次（下記 URLを参照）を見て、同書で扱われて

いる国際問題から選択してもよいですし、自身で別のテーマを設定しても構いません。なお「国際問題」の定義は「授業の内容」を

参照。 

https://www.u-tokyo.ac.jp/biblioplaza/ja/C_00002.html 

②  字数： (1)(2)を合わせて、A4 で 1 枚程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX600 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX600／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業法務実感－ビジネス法務を中心に企業法務の機能・面白さを知る。 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 格(KATO KAKU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文の合弁契約書、プロジェクト・ファイナンス、及び M&Aに関して、関連法規、考え方、仕組み、法的論点等を学び、またそれら

を参加者間で議論することを通じ、国際的な企業法務の面白さや企業法務パーソンの機能を知って貰う。更に、本邦の企業法務

が取り扱う米国民事訴訟、日本版司法取引、コンプライアンス問題、及びコーポレートガバナンスの夫々概略も講義を基に参加

者の間の議論を通して学んで貰う。 

 

To learn basis of relevant laws, basic concepts, various structures, and key challenges on various legal issues through the 

discussion regarding “SHAREHOLDERS AGREEMENT”, “PROJECT FINANCE” and “M&A”, and to find how interesting the 

international business laws are and how legal persons are functioning in the real world. In addition, we will learn and discuss 

various issues on "Civil Procedure in the USA", "Plea Bargaining in Japanese Style", "Compliance", and "Corporate 

Governance", which legal divisions in Japanese companies should be in charge.   

 

授業の内容（Course Contents） 

企業法務を学ぶ前提となる基礎的な知識、及び契約法入門、更に合弁契約書締結に至る迄の過程や論点を学んで貰う。それを

踏まえ、実際の英文合弁契約書（SHAREHOLDERS AGREEMENT）の冒頭から最後までを、参加学生者は自分に割り当てられた

箇所につき、そこに関係する法律、必要な考え方、契約交渉上の勘所、論点等を発表する。更に、契約書の文面からは想像しに

くい、独占禁止法、外資法・外為法、カントリーリスクとその軽減策、合弁に係る税務問題等に関し、これも割り当てられた参加学

生が発表する。同様に、プロジェクト・ファイナンス、及び M&Aの仕組み、考え方、様々な法的論点等を学んで貰う。これも参加学

生が自分に割り当てられた箇所につき、関係する法律（競争法、外資法・外為法等）、必要な考え方、契約交渉上の勘所、論点等

を発表することで進める。なお、発表者は、予め担当教官より提供された「検討のヒント集」や示された参考文献等を参考にして準

備を行うものとする。他の参加学生諸君は、夫々の発表内容に関して意見を述べ、互いに議論をすることを通じて、全参加者の

企業法務に纏わる知識や理解を高め合う。 

更に、本邦企業が直面する米国民事訴訟、日本独特の形となった司法取引、コンプライアンス問題、及びコーポレートガバナンス

といった企業法務が取り扱う他の重要な業務に関して、担当教官による講義を基に、参加学生が関係する法律、必要な考え方・

対策、論点等を議論することで学習を進める。 

このような議論を経て、参加学生は国際・国内双方のビジネスとそこにおける法的論点に関する理解が進むことを期待する。 

２年次の学生も確り予習・復習することで、理解できる内容のものにする。また、就職活動があっても演習と両立できるよう配慮し

たい。 

 

As the first step, we acquire fundamental knowledge and basic legal issues on contract through lectures. 

Then we will study the process and various important issues toward the conclusion of the SHAREHOLDERS AGREEMENT. We 

will also study various issues, including structure, and key challenges on various legal issues regarding the PROJECT FINANCE 

and M&A.  

There, each participant is required to make a presentation on the relevant laws, basic concepts, important points in the 

negotiation, and key challenges which are discovered through the reading of the clauses in the SHAREHOLDERS AGREEMENT 

allocated to each participant, and various important issues including the competition laws, foreign exchange law/foreign 

investment law, county risk and its countermeasures, tax matters in the international joint ventures which are not easily found 

from the terms and conditions of the AGREEMENT. Each participant is also required to make a presentation on the basic 

structures and concepts, relevant laws (including the competition laws, foreign exchange law/foreign investment law), county 

risk and its countermeasures, tax matters, important points in the negotiation, and various key challenges regarding the 

PROJECT FINANCE and M&A allocated to each participant.  

Participants who make presentation can refer to the “Clues for Study” and books in the bibliography provided by the lecturer in 

advance. Other participants are required to make comments on the presentations and to join the discussions on various 

important or interesting points with all the participants. 

We will also study and discuss, based upon the lectures, various important issues on "Civil Procedure in the USA", "Plea 

Bargaining in Japanese Style", "Compliance",  and "Corporate Governance", which legal divisions in Japanese companies 

should face and be in charge of.  
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Through those discussions we will improve the understanding of and learn various challenges in the not only international but 

also domestic business and relevant legal issues there.  

The contents of the Seminar shall be comprehensible even for the 2nd year students if they do proper preparation and review. 

The balance between necessary  “SHUKATSU (Job Hunting)” of the participants and their best endeavor to attend this 

Seminar will be properly considered.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序、演習の進め方、基礎知識、及び契約法入門（講話、及び講義） 

2. 契約法入門（続き）（講義中心） 

3. 【合弁契約書入門】合弁への導入（なぜ提携か？形態は？）、合弁契約書締結に至る迄の過程と論点 （講義中心） 

4. 【同】英文合弁契約書の解釈と論点（その１） （参加学生による発表と討論） 

5. 【同】同上（その２） （同上） 

6. 【同】同上（その３） （同上） 

7. 【同】同上（その４） （同上） 

8. 【同】同上（その５） （同上） 

9. 【同】同上（その６） （同上） 

10. 【同】独占禁止法概観と企業結合規制 （同上） 

11. 【同】外資法・外為法、及びカントリーリスクとその軽減法 （同上） 

12. 【同】合弁と税務、及び準拠法（同上） 

13. 【同】紛争解決方法、合弁に関し考慮すべきその他法規制、及び総括 （同上） 

14. 米国民事訴訟の特徴、及び日本版司法取引 （講義、及び参加学生の討論） 

15. 【プロジェクト・ファイナンス入門】プロジェクト・ファイナンスとは何か （参加学生による発表と討論） 

16. 【同】主な登場人物と関係者 （同上） 

17. 【同】ストラクチャーと必要な契約群 （同上） 

18. 【同】融資契約・担保契約の重要論点 （同上） 

19. 【同】金の流れ、リスクの対応、及び Bankability （同上） 

20. 企業活動におけるコンプライアンス （講義、及び参加学生の討論） 

21. 【M&A入門】M&Aの本質と目的、主なストラクチャー・手法、及び主な手順 （参加学生による発表と討論） 

22. 【同】主な登場人物、VAluation手法、及び M&A と税務 （同上） 

23. 【同】Due Diligence （同上） 

24. 【同】株式譲渡契約における重要条項 （同上） 

25. 【同】M&A と許認可・届出、労務、競争法、及び外資法・外為法 （同上） 

26. 【同】その他注意すべき法的論点、PMI、及び M&A応用問題 （同上） 

27. コーポレートガバナンス （講義、及び参加学生の討論） 

28. 全体総括 （参加学生による発表と討論） 

 

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

「参加学生による発表と討論」の回では、各参加者（基本的に２名一組を、第 28 回は全員を夫々想定）は自分に割り当てられた

箇所に関して事前に関係する法律や法的な論点を勉強し、演習の際にそれらについてのプレゼンテーションをやって貰う。他の

参加者も演習における議論に積極的に参加できるように予習・復習が必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 森下哲朗他、2018、『ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス』、有斐閣 (978464104795) 

2. 河村寛治他、2018、『国際ビジネス法』、第一法規 (ISBN:9784474063976) 

3. 植田淳、2017、『国際ビジネスのための英米法入門（第 3 版）』、法律文化社 (ISBN:9784589038289) 

4. 柴田義人他、2018、『M&A実務の基礎（第 2 版）』、商事法務 (ISBN:9784785722461) 

5. 岩田太他、2020、『基礎から学べるアメリカ法』、弘文堂 (ISBN:9784335358104) 

6. 平尾覚、2016、『日本版司法取引と企業対応』、清文堂 (ISBN:9784433654754) 

7. 中村直人他、2017、『コンプライアンス・内部統制ハンドブック』、商事法務 (ISBN:9784785725181) 

その他演習中に適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名程度 

配当年次：2 年次～4 年次 

選考方法：下記レポート 
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  ①題目：自己紹介及び本演習の志望理由 

   ②字数：800 字以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 356 - 

■EX601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX601／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法判例を多角的に読む 

担当者名 

（Instructor） 
岡野 誠樹(OKANO NOBUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学の学習上、判例を的確に理解していることは否が応でも求められる。教科書類でも判例に全然触れないというものは見当

たらず、憲法学についても事情は変わらない。ただ、そこで判例についてまとめられた内容だけでは、判例の十分な理解に至るこ

とは、往々にして難しい。時には判例集で原典に直接当たることが、望ましい所以である。 

さらに付け加えれば、判例集に当たった方が、判例の学習を（私見で言えば少なくとも 10 倍は）楽しめる。判例集のテクストは、

多様なアプローチを許すものであるから、楽しみ方は色々である。その色々な楽しみ方を試してみようというのが、目標だというこ

とになる。 

 

An accurate understanding of judicial precedents is essential for studying law. Every textbook addresses judicial precedents in 

some way, and the same holds true for constitutional law. However, it is sometimes difficult to reach a sufficient understanding 

of judicial precedents with just the summarized contents. In some cases, it is desirable to directly refer to the original text in 

the official reports. Furthermore, referencing the original text makes the study of judicial precedents enjoyable (according to the 

instructor’s viewpoint at least ten times more). Because the original text allows for various approaches, there are many ways to 

enjoy reading judicial precedents. The objective of this seminar is to try out various ways of enjoying the study of judicial 

precedents. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は個々のケース、秋学期は複数の判例のまとまり（例えば、平等判例）を、それぞれ単位として授業を進める。対象の単位

のとり方が違うことに応じて、春は個別報告、秋はグループ報告を、授業の中心とすることを想定している。そこで扱う判例は、参

加者の関心に沿って選ぶことになる。ただ、それに先立って、判例の多角的検討がコンセプトであるから、検討の焦点となり得る

複数の候補を、教員が指定する判例を素材に確認する回がある。（ただし、この間も参加者に担当を割り当てる。） 

全体を通じて、担当者、担当者以外の参加者ともに、相応に準備した上で主体的に議論に参加する姿勢が求められる。準備のた

めに予備ゼミを行うことも、奨励される。 

 

The classes will be conducted in separate units with the spring semester covering individual cases and the fall semester 

focusing on summaries of multiple judicial precedents (for example, judicial precedents about equality). Due to the different way 

in which the units are taken, it is expected that classes will focus on individual reports in the spring and group reports in the fall. 

The judicial precedents which are covered will be selected according to the interests of the participants. Nonetheless, because 

the seminar concept is the multilateral examination of judicial precedents, for some sessions multiple possible options which can 

be a focus of discussion will be confirmed using the judicial precedent designated by the instructor as material. (However, 

participants will still be assigned judicial precedents to cover at this time as well.) Throughout the entire seminar, students in 

charge of a particular topic as well as the other participants are required to sufficiently prepare and actively participate in the 

discussions. Students are also encouraged to hold a preliminary seminar to prepare. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 個別意見を読む 

3. 下級審判決を読む 

4. 事案を読む 

5. 法廷意見を読む 

6. 個別報告（1） 

7. 個別報告（2） 

8. 個別報告（3） 

9. 個別報告（4） 

10. 個別報告（5） 

11. 個別報告（6） 

12. 個別報告（7） 

13. 個別報告（8） 
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14. 個別報告（9） 

15. 判例の展開を辿る（1） 

16. 判例の展開を辿る（2） 

17. グループ報告（1） 

18. グループ報告（2） 

19. グループ報告（3） 

20. グループ報告（4） 

21. グループ報告（5） 

22. グループ報告（6） 

23. グループ報告（7） 

24. グループ報告（8） 

25. グループ報告（9） 

26. グループ報告（10） 

27. グループ報告（11） 

28. グループ報告（12） 

 

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

・各回の担当者は、周到に自身の担当箇所について準備する。 

・個別報告、グループ報告については、報告 1 週間前までに報告者がプレレジュメを作成して、問題の所在と報告の方向性を、

参加者・教員と共有する。 

・報告などの担当に当たらない参加者も、プレレジュメも参考に、質問・議論の準備として十分な予習をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の学習度(50%)/平常の出席状況及び議論への貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷部恭男＝石川健治＝宍戸常寿編、2019、『憲法判例百選Ⅰ〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641115453) 

2. 長谷部恭男＝石川健治＝宍戸常寿編、2019、『憲法判例百選Ⅱ〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641115460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：最大 20 名程度 

配当年次：2-4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：あなたがこれまで最も興味関心をそそられた判例について、そのポイントをまとめ、どこがあなたにとって面白いと感じ

られたか、説明しなさい。（憲法判例に限る必要はなく、また、端緒が報道などで触れたことであっても構わない。） 

   ②字数：A4で 1~2 枚 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX602／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法判例の多角的な検討 

担当者名 

（Instructor） 
原田 一明(HARADA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人権や統治機構に関する新しい憲法判例と基本的な憲法判例を素材として、近年の憲法問題について深く議論することを目標と

する。 

 

The fall semester will primarily use new constitutional precedents concerning human rights and government organizations and 

fundamental constitutional precedents as source material with the objective of engaging in a deep discussion about 

constitutional problems in recent years.  

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者に、それぞれ担当する判例を１つ以上割り当てる。担当者は、自分の担当判例について、事実の概要、判決内容、判決の

研究を記したペーパーを予め作成する。授業では、そのペーパーに基づいて報告し、質疑応答するという形式で討論を行う。 

 

During the fall semester, each participant will be put in charge of one or more judicial precedents. Students will write a paper in 

advance which states an overview of the facts, the details of the decision, and research about the decision for the judicial 

precedent that they are in charge of. Students will present a report based on that paper in class and debate the issues in a 

question and answer format.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション；担当判例の割り当てなど 

2. 基本的な憲法判例の検討（1） 

3. 基本的な憲法判例の検討（2） 

4. 基本的な憲法判例の検討（3） 

5. 基本的な憲法判例の検討（4） 

6. 基本的な憲法判例の検討（5） 

7. 基本的な憲法判例の検討（6） 

8. 基本的な憲法判例の検討（7） 

9. 基本的な憲法判例の検討（8） 

10. 基本的な憲法判例の検討（9） 

11. 基本的な憲法判例の検討（10） 

12. 基本的な憲法判例の検討（11） 

13. 基本的な憲法判例の検討（12） 

14. 基本的な憲法判例の検討（13） 

15. 最新憲法判例の検討（1） 

16. 最新憲法判例の検討（2） 

17. 最新憲法判例の検討（3） 

18. 最新憲法判例の検討（4） 

19. 最新憲法判例の検討（5） 

20. 最新憲法判例の検討（6） 

21. 最新憲法判例の検討（7） 

22. 最新憲法判例の検討（8） 

23. 最新憲法判例の検討（9） 

24. 最新憲法判例の検討（10） 

25. 最新憲法判例の検討（11） 

26. 最新憲法判例の検討（12） 

27. 最新憲法判例の検討（13） 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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憲法の講義内容の復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての報告内容(50%)/平常の出席状況及び学習態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ（第 7 版）』、法学教室判例セレクト Monthly、令和 2 年度・令和 3 年度等の重要判例解説など。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：3，4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習に参加する理由 

②字数：1000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX603 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX603／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業がグローバルなビジネスを遂行する上での法的課題と取組みについて～具体的な

事例を使用しながら意見交換・検討・考察を行う～ 

担当者名 

（Instructor） 
石川 文夫(ISHIKAWA FUMIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業が実施している種々のビジネスのしくみを考えて理解しながら、ビジネス取引に伴う法的課題や具体的な契約についてメン

バーで意見交換しながら課題解決をして行きます。 

メンバーが企業社会等に入った時に求められると考えられる課題の抽出力、課題を解決する力を醸成したいと考えます。 

 

 In this course, the students will review various business schemes carried out by companies and discuss legal issues and 

specific contracts associated with business transactions, with a view to finding solutions to the issues. The lecturer aims to 

enhance the abilities to identify issues and skills to solve issues that students will need when they enter the business 

community. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師が執筆したテキストやオリジナル作成資料、日々のビジネス関連の報道事案（業界、海外・国内を問わない）を抽出して適宜

使用しながら進めて行きます。 

また、講師が企業社会で経験した契約交渉などの実務経験、保有する人脈、その他保有する有用な資料などを最大限活用、提

供しながらメンバーのナレッジを拡大して行きます。 

また、上記に加えて、演習で取り上げたテーマに関して有識者を必要に応じてゲストで参加いただきアドバイスを受ける機会も設

けたいと思います。 

法律が実社会でどのように活用されているか、どこに問題があるか等に関してメンバーの知見（ナレッジ）をさらに広げてくださ

い。 

 

In this course, textbooks and materials written by the lecturer and news reports on day-to-day business topics (at home and 

abroad, regardless of business sector) will be used. 

The lecturer's practical experience in the business community (e.g., experience in contract negotiations), personal connections, 

and other valuable resources will be utilized to the maximum extent possible to enhance the students' knowledge on business. 

In addition, the lecturer plans to invite specialists associated with respective seminar topics as guest speakers so that the 

students will be able to hear advice from them. 

The lecturer hopes that the students will further enhance their knowledge regarding how law is being used in the practical world 

and where legal issues exist. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講師紹介、本演習の習い、全体説明等を行う。 

2. 契約の位置付け、企業における契約交渉の実状、組織について。社会全体の動きなどの説明、理解、意見交換等を実施。 

3. 企業間コラボレーションについて。その実状と役割を理解する。ライセンス、共同開発、外部委託、合弁会社、M&A等の説

明 

4. 企業ビジネス展開の最初に必要な秘密保持契約と秘密情報の重要性について具体的な契約書を使用しその役割と内容

の理解をする。 

5. 知的財産（権）の理解とライセンス契約にういて、その意義と位置付けを具体的な契約書を使用して理解する。 

6. 企業間の共同開発契約について、その意義と位置付けを具体的な契約を使用して理解する。 

7. 企業間の委託・受託契約について、その意義と位置付けを具体的な契約を使用して理解する。 

8. 企業間の販売店契約について、その意義と位置付けを具体的な契約を使用して理解する。 

9. 製造物責任法について具体的な例を使用し、問題点、対処方法について考える。 

10. 技術標準について具体的な例を使用し、問題点及びその役割と重要性を理解する。 

11. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

12. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

13. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 
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14. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

15. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

16. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

17. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

18. 国内外の有識者をゲストに招いて、テーマを設定した上で話しを聴いて理解をする、（ON LINE も活用） 

19. 企業におけるコンプライアンスの取組みについて（SDGs を含む）専門家をゲストに招いて話しを聴き理解をする。 

20. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

21. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

22. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

23. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

24. 弁護士さんをゲストに招いて、国内・海外を問わず現状の訴訟など公開可能な範囲で最新の問題事案についての話しを聴

いて知見を拡大する、 

25. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

26. 具体的なビジネス事例（ケース）を使用して、ビジネススキームの理解と法的な課題、ビジネスリスク、契約条件などを参加

メンバーで討議を行い各々発表し理解を深める。 

27. 可能であれば企業訪問や企業見学を行い、現実のビジネスや技術の進化などを見ることにより、そこから見いだせる法的

課題などにつき理解をして知見を深める。、 

28.  これまでの振り返りと総まとめ 

 

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

演習の中で随時話しをします。事前に現実のビジネスケースを読んで理解をしておく必要がある場合もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/最終レポート(Final Report)(40%)/意見交換での姿勢(20%)/出席態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石川文夫、2018、『企業間コラボレーションを成功させる契約交渉の進め方』、中央経済社 (ISBN:ISBN978-4-502-25901-2) 

演習内で適宜紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

資料、書籍は演習内で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 人 

配当年次：２年、３年、４年 

選考方法： 

  ①題目：本演習に期待すること及び本演習を希望した理由について簡略に記載をお願いします。 

   ②字数：原則 A4 1 枚以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX604／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命倫理と法－いのちの問いに真っ向から挑む法律学 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 裕子(TSUCHIYA YUKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人の命をめぐる問題について多角的な視点から考察し、答えのない問題に自分なりの答えを導き出す能力を養います。 

 

The objective of this seminar is to examine problems concerning human life from various perspectives to cultivate the ability to 

derive your own answer to problems that have no answer. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 あなたの命は誰のものですか？もしあなた自身のものだとすると、あなたはあなたの命を自由に処分することができるでしょう

か？たとえば、死にたいと思ったら死んだり、臓器を売ってお金に換えたり。もしそのようなことが制限されるとしたら、それは何に

よってどのような理由で制限されるのでしょうか？ 

 いわゆる、「生命倫理」に関する問題が提起されるたびに、それに関する法整備を求める声が上がります。しかし生命倫理の分

野には、法律論だけでは解決のできない倫理的に困難な問題が多数存在します。 

 この演習では、例えば生殖補助医療、出生前診断、安楽死・尊厳死、脳死・臓器移植など、生命倫理に関する具体的な事例を

法的・倫理的側面から検討するとともに、医療における法の目的・役割、そして限界について考えてみたいと思います。  

 毎回生命倫理に関する具体的な事例を取り上げ、全員で議論を行います。そのため、参加者には議論への積極的な参加と発

言が求められます。なお、この授業は「正しい答え」を提供するものではありません。答えのない問題に自分なりの答えを導き、

様々な価値観を持つ仲間との議論を通じて、自分の価値観や既存の倫理観を再考してみましょう。もしかしたら、あなたにとって

の常識が、誰かにとっての非常識であることに気付くかもしれません。 

 なお、具体的な授業計画は、参加者の関心によって決定します。 

 

 Who does your life belong to? If it belongs to you, can you freely take your own life? For example, if you wish to die, can you 

do so and sell your organs for money? If such an action is to be restricted, on what basis and for what reasons is it restricted? 

 When problems concerning what is called "bioethics" are presented, there are calls for corresponding legislation. However, in 

the field of bioethics there are many ethically challenging problems which cannot be resolved using only legal theory. 

 In this seminar, the instructor would like to consider specific cases concerning bioethics, for example assisted reproductive 

technology, prenatal diagnosis, euthanasia, death with dignity, brain death and organ transplantation, from legal and ethical 

perspectives while thinking about the purpose, role, and limitations of law within medicine.  

 Each class session will raise a specific case concerning bioethics followed by a discussion among all of the students. 

Therefore, participants are required to actively participate and speak out during the discussion. Furthermore, this class is not 

intended to provide a "correct answer." Let us all reconsider our own sense of values and existing ethical perspectives by 

deriving our own answer to problems that have no answer and discussing these problems with others who have a different 

sense of values. You might realize that what you consider to be common sense is regarded as absurd by someone else. 

 Furthermore, the specific class plan will be determined according to the interests of the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. イントロダクトリー・ディスカッション～生命倫理について論じてみよう～ 

3. テーマの発見・抽出・選択～自分で問題を見つけてみよう～ 

4. 報告と議論 

5. 報告と議論 

6. 報告と議論 

7. 報告と議論 

8. 報告と議論 

9. 報告と議論 

10. 報告と議論 

11. 報告と議論 

12. 報告と議論 

13. 報告と議論 
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14. 報告と議論 

15. 報告と議論 

16. 報告と議論 

17. 報告と議論 

18. 報告と議論 

19. 報告と議論 

20. 報告と議論 

21. 報告と議論 

22. 報告と議論 

23. 報告と議論 

24. 報告と議論 

25. 報告と議論 

26. 報告と議論 

27. 報告と議論 

28. 全体の統括 

 

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

報告者はレジュメの作成等、周到な準備が求められます。また、日々進歩する医療技術について扱うため、日頃から新聞やニュ

ース等で関連する情報を収集しておいてください。 

なお、この授業では生命倫理の予備知識は必要としません。しかし、正解のない問題について根気強く考える忍耐力と探求心は

必要となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(70%)/担当報告の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

テキスト・参考文献は指定しませんが、必要に応じて関連資料や新聞記事の配布、視聴覚教材などを使用します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次： 3,4 年次 

選考方法：レポート 

①題目： 

(i) 自己 PR と志望動機 

(ii) あなたの目の前で 3 人の人が溺れています。1 人しか助けられない場合、あなたなら誰を助けますか？下記の選択肢の中

から選び、その理由を論じてください（なお、救出に伴いあなたに命の危険が及ぶ可能性はないものとします）。 

a.重度の心臓病をかかえた余命 3 ヶ月の 1 歳児 

b.3 人の子どもを持つ 35 歳シングルファーザーの殺人犯 

c.64 歳の総理大臣 

d.誰も助けない 

②字数：2,000 字程度 

 

演習論文：実施しない 

 

※ゼミ運営の都合上、合格後は必ずゼミに参加する意思のある方のご応募をお待ちしております。一人でも多くの方にご参加い

ただけるよう、ご協力をお願いいたします。 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX605／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法の論文を読む 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 孟(SUZUKI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際法、特に国際法総論に関する学術論文を正確に読む力をつける。 

 

This course aims to acquire the ability to read correctly and precisely academic articles on international law, especially its 

General Part. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 国際法は国際社会で生起する様々な問題を対象とするため、その規律対象は必然的に多岐にわたる。しかし、いずれの個別

分野を検討する際にも、国際法の総論部分の理解が必要不可欠である。 

 本演習では、国際法の総論に関する基礎的で重要な邦語論文を毎回 1 本ずつ読んでいく。毎回 1 人の報告者が、①担当する

論文の要約と、②それに対する自身の考察を示したレジュメを作成した上で報告し、その後受講者全員による討論を行う。これに

より、国際法の基礎理論に対する理解を深めるのみならず、学術論文の読み込み方、その要約の仕方、それに対する批判的な

検討の仕方を学ぶ。 

 なお、具体的に扱う総論分野は授業計画の通りであるが、あくまでも目安であり変更の可能性がある。また、受講者の関心と要

望によっては各論に関する文献を扱うことも十分にあり得る。 

 今後 3～4 年次に国際法のゼミで特定分野の知見を深めたいと考えている方や、法曹を目指しているが国際法にも関心がある

方など、意欲のある多様な学生を歓迎する。 

 

 Since international law deals with various problems that arise on a daily basis in the international society, it necessarily 

governs various fields. It is essential, however, to understand the General Part of international law, whatever individual field in 

international law you examine.  

 We will read in this seminar fundamental and important articles written in Japanese on the General Part of international law. In 

each class, we will read one article and there one presenter will make a presentation based on his/her handout, which should 

include (1) an abstract of the assigned article and (2) his/her own opinion on it, followed by a discussion among all the 

participants. Through this process, students can not only better understand the General Part of international law but also learn 

how to read, summarize and critically analyze academic papers.  

 The concrete fields that we will deal with are shown below in the “Course Schedule”, but this is only an example and can be 

changed. Also, we may well deal with some fields from the Special Part of international law, according to participants’ interest.  

 This seminar is suitable for highly motivated students, such as those who have a willingness to learn a special field of 

international law in the third or fourth year, or those who intend to take a bar examination and are also interested in 

international law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、各回のテーマと報告者の決定 

2. 報告者による報告と討論①（国際社会や国際法の特徴） 

3. 報告者による報告と討論②（法源） 

4. 報告者による報告と討論③（法源） 

5. 報告者による報告と討論④（条約法） 

6. 報告者による報告と討論⑤（国際法と国内法の関係） 

7. 報告者による報告と討論⑥（国家と国家機関） 

8. 報告者による報告と討論⑦（国家管轄権） 

9. 報告者による報告と討論⑧（国際機構） 

10. 報告者による報告と討論⑨（個人） 

11. 報告者による報告と討論⑩(国家責任) 

12. 報告者による報告と討論⑪（国家責任） 

13. 報告者による報告と討論⑫（紛争解決） 

14. 報告者による報告と討論⑬（武力の行使） 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【各回の報告者がやること】 

①担当する論文の要約と、②それに対する自身の考察を示したレジュメを作成し、報告日の 4 日前までに Blackboardなどを通じ

て配布する。 

【毎回参加者全員がやること】 

毎回の論文を熟読し、報告者のレジュメを読んだ上で、疑問点や報告者に対する賛同・異論などを書いたコメント（A4で半頁から

1 頁くらい）を、授業日前日の正午までに Blackboardなどを通じて提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(60%)/毎回のコメントと議論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教員が候補となる論文のリストを作成した上で配布し、そこから各報告者の希望に応じて使用する論文を決定する。 

※なお、条約集を持参することが望ましい（必ずしも最新版でなくともよい）。例えば、 

 植木俊哉・中谷和弘（編）『国際条約集（2022 年版）』（有斐閣、2022 年） 

 などがある。 

 

参考文献（Readings） 

国際法学の各種教科書。例えば 

 ・杉原高嶺『国際法学講義〔第 2 版〕』（2013 年、有斐閣） 

 ・酒井啓亘・寺谷広司・西村弓・濵本正太郎『国際法』（2011 年、有斐閣） 

 ・小寺彰・岩沢雄司・森田章夫（編）『講義国際法〔第 2 版〕』（2010 年、有斐閣） 

 など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ＜選考方法＞ 

採用人数： 13 名前後 

配当年次： ２年次 

選考方法： レポート 

① 題目： (1)本ゼミを選ぶ理由、(2)現時点で関心のある国際法の分野について理由と共に述べて下さい（各論分野でも

構いません）。 

②  字数： A4で 1 枚程度 

 

注）具体的に扱う分野はあくまでも目安であり、変更の可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX606 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX606／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族法判例演習 

担当者名 

（Instructor） 
幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法に関するさまざまな問題点を検討しながら，問題の正確な位置づけを把握し，法的な思考に基づいて自分の考えを導くこと

ができるようになることを目指します。それとともに，文献を調べる，グループで発表の準備をし報告をする，報告に基づき討論す

るといった，学問をする上でも社会に出る上でも必要な技術を習得することを目指します。  

 

The objectives of this seminar are to examine the various problems in Civil Law while accurately understanding the positioning 

of those problems and to become able to derive your own ideas based on legal thinking. At the same time, this seminar aims to 

enable students to master the techniques which are required for learning and to become a member of society which include 

researching the literature, preparing as a group for a presentation and giving a report, and engaging in a debate based on a 

report.  

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミでは，家族法（親族・相続法）の分野の裁判例を検討します。 

 

近時，家族法分野では法改正が相次いでおりますが，それらの法改正で対処されていない問題もあります。このゼミでは，この分

野でより良い解決法があるのではないかと思われる課題について，裁判例という具体的な素材を通して検討してもらおうと考えて

います。何が問題なのか，どこに問題があるのか，そのようなことを考えながら毎回のゼミで議論をしてもらおうと思っています。 

 

このゼミでは, 毎回 2－3 名の報告者が該当テーマに関する報告を行い, それに基づいて討論をします (各参加者は, 学期中に

1 回報告することになります) ｡ また, 報告後の討論の司会をする, つまり論点を提示するのも報告者です (教員が必要に応じ

て手助けをします) ｡皆さんの自主性を重んじたいと思っています｡ 十分な予習, 積極的な発言が求められます｡ 

 

また，このゼミでは，法政大学・大澤彩先生のゼミとの合同ゼミを予定しています。裁判例についての報告の準備に加えて，合同

ゼミの作問か解答，いずれかに参加してもらいます。 

 

配当年次は 2‐4 年となっています｡とりわけ 2 年生は，十分な予習が求められます。また，報告者は，前提知識がない 2 年生に

も理解ができるように発表の準備をしてもらう必要があります｡ 就職活動についても，できる限り配慮します。4 年生も積極的にご

参加ください。 

 

This seminar will examine various cases in the field of family law and inheritance law. 

 

Recently, there have been a series of law revisions in the field of family law, but there are some problems that have not been 

addressed by those law revisions. In this seminar, we would like to ask you to consider issues that may have better solutions in 

this field through concrete cases. I would like to have each seminar discuss what is the problem and where the problem is. 

 

In this seminar, during each session two or three students will present a report on the relevant topic which will form the basis 

of discussion (each participant will give one reports during the semester). Moreover, the students giving the report will also 

present the arguments after the report to lead the discussion (the instructor may assist as needed). The instructor wishes to 

respect the autonomy of all students. Students are required to sufficiently prepare and actively speak up in discussion. 

 

In addition, this seminar is scheduled to be a joint seminar with Professor Aya Osawa (Hosei University). In addition to 

preparing a report on the case law, you are invited to participate in either the question or the answer of the joint seminar. 

 

The assigned years for this seminar are the second through the fourth year. Sufficient preparation is particularly required for 

second-year students. In addition, students presenting reports will need to prepare their presentations such that they can be 

understood by second-year students without the prerequisite level of knowledge. Consideration will be given to students 

involved in job searching activities. Fourth-year students are also welcome to actively participate in this seminar. 
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授業計画（Course Schedule） 

1. ――以下の予定は，皆さんのレポートの内容などを反映させるため，変更の可能性があります―― 

概要説明・報告割り当て 

2. 臨終婚――亡くなる直前で意識不明の間に受理された婚姻届（2 人は結婚を望んでいた）は有効か 

最判昭和 45・4・21 判時 596 号 43 頁百選 III2 事件 

3. 夫婦別産制――婚姻中に購入した不動産の所有者は登記名義人か資金提供者か 

最判昭和 34・7・14 民集 13巻 7号 1023 頁 

4. 有責配偶者からの離婚請求――不貞行為をした側の配偶者から離婚を求めることは認められるのか 

最大判昭和 62・9・2 民集 41 巻 6 号 1423 頁百選ＩＩＩ14 事件 

5. 婚約の法的性質――婚約をしたら婚姻を直前でやめる自由はなくなるのか 

最判昭和 38・9・5 民集 17 巻 8号 942 頁百選ＩＩＩ21 事件 

6. 合同ゼミ・作問班の検討 

7. 推定される嫡出子の監護費用の分担請求と権利濫用――嫡出推定が及んでいる以上 DNA鑑定で自分の子でないと分か

っていても離婚後の監護費用を払わなければならないのか 

最判平成 23・3・18 家月 63巻 9号 58 頁百選ＩＩＩ15 事件 

8. 親権者の代理権濫用――親権者による子の財産の濫用的処分をどう防ぐのか 

最判平成 4・12・10 民集 46巻 9号 2727 頁百選ＩＩＩ48 事件 

9. 性同一障がい者による性別変更と嫡出推定――女性から男性に性別変更をし，女性と婚姻をしたのちにその女性がもうけ

た子の父は誰か 

最判平成 25・12・10 民集 67 巻 9 号 1847 頁百選ＩＩＩ35 事件 

10. 合同ゼミ・解答班の検討 

11. 相続の承認・放棄についての熟慮期間の起算点――915 条 1項の 3 か月の期間が過ぎた後に思わぬ債務が見つかった

場合にも 921 条 2 号により単純承認となってしまうのか 

最判昭和 59・4・27 民集 38巻 6号 698 頁百選ＩＩＩ75 事件 

12. 認知症に罹患した高齢者による遺言の有効性――公正証書により遺言書を作成しても遺言が無効となることがあるのか 

東京高判平成 29・8・31 家庭の法 19号 67 頁 

13. 夫婦共同遺言（975 条）はなぜ無効とされるのか 

最判昭和 56・9・11 民集 35巻 6号 1013 頁百選 III82 事件 

14. 遺骨の所有権の帰属――死亡した者の母と妻が争った場合，どちらのもとに行くのか 

東京高裁昭和 62・10・8 家月 40巻 3 号 45 頁百選 54 事件 

 

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

報告者は周到な準備が求められます｡ 報告者でない参加者も, 十分な予習が求められます。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(40%)/出席態度(30%)/発言の内容・積極性(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に教材を配布します。立教時間あるいは Blackboardなども使用します（開講時に指示します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 棚村政行ほか編、2015、『Law Practice 民法 III親族相続編』、商事法務 (ISBN:978-4-7857-2335-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 人 

配当年次：2-4 年 

選考方法：レポート 

  ①題目：自己紹介およびシラバスを見て関心を持ったテーマについて 

  ②字数：1000 字程度 

演習論文：実施しません。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX607 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX607／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業法務演習 

担当者名 

（Instructor） 
松本 真輔(MATSUMOTO SHINSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会社法をはじめとする企業法について実務的な理解（企業法の条文・ルールが実務においてどのように適用・使用されているの

か等の理解）を得るとともに、実務に必要な質問能力、法律調査能力、文書作成能力、プレゼンテーション能力等を習得してもら

うことを目標とする。 

 

The objectives of this seminar are to acquire a practical understanding of business law, including, but not limited to the 

Companies Act, (an understanding of how the provisions and rules of business law are applied and used, etc. in practice) while 

mastering the abilities to inquire, conduct legal research, draft documents, give presentations, etc. required for practice. 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業法務の弁護士が行う M&Aの具体的な作業内容について、まず講師からそれらについて実務的な観点から概説する講義を

行った上で、具体的な事例に基づき、受講者にその基本的な作業を実際に体験してもらい、それに対して適宜講師からコメント・

指導等を行う。チームでの共同作業や、会社法に加え、金融商品取引法、独占禁止法、労働法、証券取引所規則等の複数の法

令等が問題になる作業も体験してもらう予定である。 

 

First, the lecturer will give lectures from practical perspectives outlining the specific types of work for M&A performed by 

corporate lawyers. Thereafter, the students will actually experience those basic tasks based on specific cases with the lecturer 

providing comments and guidance as necessary. The students are planned to experience team-based group work and the work 

in which multiple laws and ordinances, including the Financial Instruments and Exchange Act, Anti-monopoly Act, Labor Law, 

and stock exchange regulations, in addition to the Companies Act, become a problem. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. M&Aのプランニングに関する講義 

3. M&Aのプランニングに関する演習（ストラクチャーの検討等）(1) 

4. M&Aのプランニングに関する演習（スケジュールの作成等）(2) 

5. M&Aの法務デュー・ディリジェンスに関する講義 

6. M&Aの法務デュー・ディリジェンスに関する演習 

7. M&A契約の講義（株式譲渡契約～前提条件、表明保証、誓約、補償等）(1) 

8. M&A契約の講義（組織再編契約・計画）(2) 

9. M&A契約の作成(1) 

10. M&A契約の作成(2) 

11. MBO・敵対的買収と防衛策に関する講義 

12. M&Aの判例研究（キャッシュアウトに関する判例）(1) 

13. M&Aの判例研究（買収防衛策に関する判例）(2) 

14. まとめ 

 

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

演習の回については、事前に課題を出すので、授業までにそれを行ってきてもらう必要がある。また、M&A契約の作成や M&A

の判例研究はチーム単位で行ってもらうことがあり、チームのメンバー間で連絡を取り合い、共同での作業を行ってもらうことが必

要になる場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内外で行った作業結果(60%)/授業への参加態度等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 藤田友敬、2018 年、『M&A契約研究 理論・実証研究とモデル契約条項』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13800-1) 

2. 中東正文＝大杉謙一＝石綿学、2010 年、『M&A判例の分析と展開Ⅱ』、経済法令研究会 (ISBN:978-4-7668-2199-4) 

上記のほか、必要に応じて授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：14 名程度 

配当年次：3・4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：自己紹介及び本演習の志望理由 

   ②字数：400 字以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX608 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX608／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「家族と刑法」の理論と現実 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この演習は，我々の社会における最小の人的結合体である「家族」と刑法を巡る様々な問題を，刑法を始めとする様々な法分

野，及びそれ以外の社会科学等の知見をもとに考えるものである。家族の持つ自律的な秩序を刑法がどこまで尊重し，また，ど

のように刑法が家族に介入していくべきかという問題は，今後の家族のあり方を考える上でも，また，今後の刑法のあり方を考え

る上でも，極めて重要なものである。 

 この演習では，こうした問題について，様々な角度からアプローチを行い，その解決（の糸口）を探っていくこととする。 

 

  In this seminar, we will consider various issues related to criminal law and the family, which is the smallest human unit in our 

society, based on the findings of various legal fields including criminal law and other social sciences. The question of to what 

extent criminal law respects the autonomous order of the family, and how criminal law should intervene in the family is 

extremely important in considering the nature of the family in the future, as well as in considering the nature of criminal law in 

the future. 

 In this seminar, we will approach these issues from various angles and look for solutions (or clues) to them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 従来，「法は家庭に入らず」という法格言が示すように，家庭内におけるトラブルや揉め事に対しては法は関与しないという考え

方が広く受け入れられ，そうした考え方を元にした法制度が制定されてきた。例えば，配偶者や直系血族などによる窃盗などの

財産犯罪については処罰を行わないとする「親族相盗例」（刑法 244 条 1 項）は，正にこうした考え方を端的に示したものと言え

る。 

 

 しかし，近年，こうした法格言の限界が意識される問題領域が，数多く見られるようになっている。その代表が，家庭内暴力

（DV）や児童虐待といった，家庭内で行われる暴力であるが，それ以外にも，親権者間での子の奪い合い，家庭内での性犯罪や

財産犯罪，子どもや高齢者の遺棄，家族が死亡した後の扱いなど，むしろ法が適切な時点で積極的に介入すべきではないかと

考えられる事象は枚挙に暇がない。 

 

 このような状況の下で，刑法もまた，家庭内で起こる数々の問題に直面せざるを得ないし，どのような解決策を提示すべきかに

ついて，他の法分野や学問領域の成果も援用しつつ，真摯に取り組む必要がある。 

 

 この演習では，こうした現代的な問題について，様々な角度からアプローチを行う予定である。論文や判例，立法資料といった

文献に学ぶのはもちろんであるが，時にはゲストスピーカーを招待して，家族と刑法を巡る様々な問題に関する意見を聞くといっ

たことも予定している。 

 

 刑法に関心のある学生はもちろんであるが，他の法分野や法律学以外についても関心を有する，好奇心の強い学生の参加を

期待している。 

 

 In the past, as the legal maxim "the law does not enter the home" indicates, the idea that the law does not get involved in 

troubles and disputes within the home has been widely accepted, and legal systems have been enacted based on this idea. For 

example, the larceny committed against relatives, which states that property crimes such as theft by a spouse or lineal blood 

relative will not be punished, is a clear example of this way of thinking. 

 

 In recent years, however, there have been a number of problematic areas where the limitations of this legal maxim have been 

recognized. In addition to domestic violence and child abuse, there are many other issues in which the law should actively 

intervene at the appropriate time, such as child abduction by a parent, sexual and property crimes in the home, abandonment of 

children and the elderly, and funeral ceremony after the death of a family member.  

 

 Under such circumstances, criminal law also has to confront a number of problems that occur in the family, and it is necessary 

to tackle them seriously, drawing on the results of other legal fields and disciplines, to determine what solutions should be 

proposed. 
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 In this seminar, we will approach these contemporary issues from various angles. In addition to studying literature such as 

articles, precedents, and legislative materials, we will occasionally invite guest speakers to share their opinions on various issues 

related to the family and criminal law. 

 

 It is of course hoped that students with an interest in criminal law will participate, but students from other legal fields as well 

as those with a strong sense of curiosity and an interest in non-legal areas are also welcome. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初回打ち合わせ 

2. DVの被害者が加害者に反撃するとき（その１） 

3. DVの被害者が加害者に反撃するとき（その２） 

4. 児童が家庭の中で性的虐待に遭うとき（１） 

5. 児童が家庭の中で性的虐待に遭うとき（２） 

6. 家庭において児童ポルノが作り出されるとき 

7. 児童が家庭でタバコの煙に苛まれるとき 

8. 家族によって自分の大切なものが奪われるとき 

9. 両親が子どもを巡って互いに争うとき（その１） 

10. 両親が子どもを巡って互いに争うとき（その２） 

11. 死者がその家族によって弔われないとき 

12. 子どもが親による保護を受けられないとき 

13. 子が親から「しつけ」を受けるとき 

14. ゲストスピーカー回 

15. 「家族と刑法」の更なる事案：家庭内での無理心中と同意殺人 

16. 「家族と刑法」の更なる事案：安楽死と家族の意思（その１） 

17. 「家族と刑法」の更なる事案：安楽死と家族の意思（その２） 

18. 「家族と刑法」の更なる事案：安楽死と家族の意思（その３） 

19. 「家族と刑法」の更なる事案：家庭内での死体遺棄 

20. 「家族と刑法」の更なる事案：住居権者の意思が対立する場合 

21. 「家族と刑法」の更なる事案：家族による犯人隠避・家族による盗品関与 

22. 「家族と刑法」の更なる展開 

23. 「家族と刑法」の更なる展開 

24. 「家族と刑法」の更なる展開 

25. 「家族と刑法」の更なる展開 

26. 「家族と刑法」の更なる展開 

27. ゲストスピーカー回 

28. 最終まとめ・予備日 

 

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

 演習参加者は，半期に 1 回あるいは 2 回程度，演習時間内での報告を行ってもらうが，そのための予習などが欠かせない。 

 

 また，自分の担当以外の回についても，随時，指定された文献を読み，積極的に議論に参加することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習中の報告(40%)/演習における発言など(40%)/演習への参加意欲(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 深町晋也、2021 年、『家族と刑法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13951-0) 

春学期は指定テキストの各回を扱うため，受講生は必ずテキストを用意すること。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は適宜指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：2・3・4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：「家族と刑法」というテーマについてあなたが関心のあるところを，自由に記述して下さい。 

  ②字数：1000 字～1500 字程度 

演習論文：実施しない 
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注意事項（Notice） 
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■EX609 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX609／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーチェの政治哲学：『善悪の彼岸』における近代批判を通して 

担当者名 

（Instructor） 
面 一也(OMOTE KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. ニーチェによる「近代性の批判」を正確に理解する。 

2. ニーチェの時代から私たち自身の時代までの近代の諸問題を理解する。 

3. ニーチェの政治哲学や現代政治に関する批判的な考察力を養う。 

 

1. To understand accurately the “critique of modernity” by Nietzsche. 

2. To understand the modern problems from Nietzche’s to our own age. 

3. To acquire the ability to think critically on Nietzche’s political philosophy and the contemporary politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ニーチェは「最高の肯定の書」である『ツァラトゥストラはこう言った』（1883-1885 年）に続いて、「否定の書」である『善悪の彼岸』

（1886 年）を出版し、「近代性の批判」をラディカルに展開した。かれによると、近代は政治や国家の頽廃を招くのみならず、人間

を凡庸なものに、画一的なものに、「畜群」ないし「末人」にする。この傾向は、20 世紀における大衆民主主義から、今日における

ポスト・デモクラシーに至るまで、如実に見て取れる。よってニーチェの問いは、私たち自身の問いでもある。 

 他方、「未来の哲学の序曲」との副題から明らかなように、『善悪の彼岸』はたんなる否定の書ではない。その厳しい批判の背景

には、近代の彼岸へ向かうニーチェの肯定的な政治哲学が控えている。本演習では、『善悪の彼岸』を丁寧に読み解きながら、

私たちの時代の政治や国家はどのようなものであるべきか、私たち自身はどのように生きるべきか、といった問いをめぐって考察

を行なう。 

 なおニーチェは、かれ自身の思想を知るには、『善悪の彼岸』と『道徳の系譜』（秋学期の演習で扱う予定）から始めるとよい、と

友人に伝えている。本演習はこの点で、ニーチェ入門の好機になるだろう。 

 

Following THUS SPOKE ZARATHUSTRA (1883-1885), “the book of the highest affirmation,” Nietzsche published BEYOND 

GOOD AND EVIL (1886), “the book of negation” in which he offered radically “the criticism of modernity”. According to him, the 

modern age not only causes the decadance of politics or state, but also makes the human beings the inferior, the stereotypical 

and “the herd” or “the last men”. One can see obviously this tendency from the mass democracy in the 20th century to the 

post democracy in the present age. Nietzsche’s questIon is thus our own one, too. 

On the other hand, BEYOND GOOD AND EVIL is not simply the book of negation, as is clear from the subtitle, “Prelude to a 

Philosophy of the Future.” Behind the strict criticism underlies Nietzsche’s affirmative political philosophy beyond the modern 

age. In this seminar, we consider the questions, such as how the politics or state in our age should be, and how we should live, 

by reading carefully BEYOND GOOD AND EVIL. 

Nietzsche told a friend that one should begin with BEYOND GOOD AND EVIL and ON THE GENEALOGY OF MORALITY (the 

seminar in the autumn semester will cover it) in order to know the Nietzsche’s thought. In this sense, the seminar will be a good 

opportunity for the introduction to Nietzsche. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 序言；第一章「哲学者たちの先入見について」① §1-10 (pp. 7-26) 

3. 第一章「哲学者たちの先入見について」② §11-23 (pp. 27-50) 

4. 第二章「自由な精神」§24-44 (pp. 51-85) 

5. 第三章「宗教的なもの」§45-62 (pp. 87-115) 

6. 第四章「箴言と間奏」§63-185 (pp. 117-148) 

7. 第五章「道徳の自然誌のために」§186-203 (pp. 149-184) 

8. 第六章「われら学者たち」§204-213 (pp. 185-216) 

9. 第七章「われわれの徳」① §214-227 (pp. 217-237) 



 - 374 - 

10. 第七章「われわれの徳」② §228-239 (pp. 237-260) 

11. 第八章「民族と祖国」① §240-249 (pp. 261-281) 

12. 第八章「民族と祖国」② §250-256 (pp. 281-301) 

13. 第九章「高貴とは何か」① §257-270 (pp. 303-333) 

14. 第九章「高貴とは何か」② §271-296；「高き山々より―後歌」(pp. 334-363) 

 

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

各回予定分のテクストを事前に読み、内容の正確な理解に努めること。その際に自らの考察も簡潔に書き留めておくとよい。ま

た、前回の授業内容も復習しておくこと。テキスト自体が思考の積み重ねによって成り立っているので、復習はそのまま予習（次

の授業の土台）になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フリードリヒ・ニーチェ著、木場深定訳、2010 年版、『善悪の彼岸』、岩波文庫 (ISBN:4003363957) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：2-4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：志望理由 

         ②字数：1,000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX610 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX610／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
最新重要刑法判例の総合的研究 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最新重要判例の詳細な検討をとおした実践的な法解釈能力の涵養 

 

To cultivate a practical legal interpretation ability through a detailed examination of the latest important judicial precedents 

 

授業の内容（Course Contents） 

最新重要判例について、報告者による報告を経たうえ、全員で検討する形式をとります。 

ひとつの判例につき講義 2 回分を費やし、1 回目は事実関係や訴訟経過、各審級の判断の関係等を、2 回目は判例評釈や学術

論文を中心に判決の理論的側面を、それぞれ検討する予定です。 

ただし、判例によっては、1 回で検討を終了する場合もあります。 

法曹・研究者志望者から、刑法の講義を聞いてなんとなく面白いと感じた初学者まで、幅広く歓迎します。 

 

The seminar format will include reports about the latest important judicial precedents by student presenters followed by a 

discussion among all of the students. 

Two lectures will be spent on one judicial precedent with the first session examining the factual relationships, course of 

litigation, and the relationship between the judgments of each instance, etc., and the second session is scheduled to look at the 

logical aspects of the decision by focusing on the judicial precedent annotations and scholarly papers. 

However, in some cases the examination of a judicial precedent may end after one session. 

This seminar welcomes a broad range of students from those with aspirations to become judicial officers and researchers to 

beginners who heard a lecture on Criminal Law and felt that it was vaguely interesting. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

3. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

4. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

5. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

6. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

7. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

8. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

9. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

10. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

11. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

12. 刑法に関する最新重要判例の検討 1 回目 

13. 刑法に関する最新重要判例の検討 2 回目 

14. まとめ 

 

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

指定された判例に関する解説、評釈、関連判例、学術論文をできる限り多く渉猟して下さい。 

また、自主勉強会を開いたりするのもよいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/報告(40%)/討議への参加の積極性(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名 

配当年次：3・4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：なぜ刑法に興味をもったのか、その理由について、具体的なきっかけとなった出来事などにもふれながら自由に論述して

下さい。 

②字数：1500～2000 字 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX611／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法プレゼン＆ディスカッションゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 遼(HASEGAWA RYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 裁判例・学説等の分析を通して知的財産法に関する理解を深める。併せて、プレゼンの能力や、ディスカッションを充実したもの

にするための力を養う。 

 

 The objective of this seminar is to deepen the students’ understanding of Intellectual Property Law through an analysis of 

court precedents and theories, etc. At the same time, it will also cultivate the students’ abilities to give presentations and 

engage in thorough discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 参加者には、指定する裁判例を、関連する学説・裁判例や時事問題も含めて調査した上で、グループ発表を行ってもらいます。

知的財産法は、エンターテイメント、デザイン、技術、ブランド、営業秘密といった、様々な分野に関わる法領域ですが、今年度の

ゼミは、ブランドや営業秘密に関わる不正競争防止法と、エンターテインメントやデザインに関わる著作権法に焦点を当てます

（来年度は、商標法と特許法を扱う予定です）。報告者の人数や報告回数等は、参加人数や各自の関心を考慮して後ほど決定し

ます。 

 報告の後に、参加者全員で議論を行います。議論の形式は報告者に任されますが、最近はグループディスカッションを交えた

形を採ることが多いです。 

 演習を充実したものにするためにも、報告者・報告者以外の参加者ともに相応の準備が求められます。報告者には、本報告の

一週間前に、プレレジュメによって、報告内容の簡略な予告と最低限の参考文献の指定を行ってもらいます。報告者以外の参加

者には、指定された裁判例を事前に読み、プレレジュメを参考に当該テーマについてある程度理解を深めた上で本報告に臨んで

もらいます。 

 なお本演習は、知的財産法の講義を受講中又は受講済みの方以外でも、知識の不足を補うに足る熱意を持った方であれば、

参加可能です。議論を楽しいものにするためにも、多様なバックグラウンドや関心を持った皆さんの参加を期待しています。 

 

 Participants will give group presentations after researching the specified court precedents including related theories, 

precedents, and current topics. Intellectual Property Law is an area of law which is involved with various fields such as 

entertainment, design, technology, branding, and trade secrets, but the seminar during this academic year will focus on Unfair 

Competition Law involving brands and trade secrets, and Copyright Law involving entertainment and design (the seminar during 

the following academic year is scheduled to cover Trademark Law and the Patent Law). The number of presenters and the 

number of reports will be decided later based on the number of participants and in consideration of individual interests. 

 After the reports, all participants will engage in a discussion. The discussion format will be left up to the presenters, but 

recently many students adopt a format which mixes in group discussion. 

 In order to make it a productive seminar, presenting students as well as other participants are required to carry out a suitable 

level of preparation. One week before a report is given, the presenters will provide a brief preview of the report content and 

specify the minimum reference literature through a pre-summary. Participants who are not presenting will read the specified 

court precedent in advance and attend the report presentation after deepening their understanding of the relevant topic to a 

certain degree by referring to the pre-summary. 

 Furthermore, please note that students who are not currently taking or have not previously taken a lecture on Intellectual 

Property Law may participate in this seminar if they have the enthusiasm to make up for their lack of knowledge. To make the 

discussions more enjoyable, 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 

2. オリエンテーション 

3. 不正競争防止法１ 

4. 不正競争防止法２ 

5. 不正競争防止法３ 

6. 不正競争防止法４ 
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7. 不正競争防止法５ 

8. 不正競争防止法６ 

9. 不正競争防止法７ 

10. 不正競争防止法８ 

11. 不正競争防止法９ 

12. 不正競争防止法１０ 

13. パブリシティ権１ 

14. パブリシティ権２ 

15. オリエンテーション 

16. 著作権法１ 

17. 著作権法２ 

18. 著作権法３ 

19. 著作権法４ 

20. 著作権法５ 

21. 著作権法６ 

22. 著作権法７ 

23. 著作権法８ 

24. 著作権法９ 

25. 著作権法１０ 

26. 著作権法１１ 

27. 著作権法１２ 

28. その他 

 

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

 指定された裁判例と、次回報告者が１週間前に配布するプレレジュメを読み込むとともに、教科書等で関連分野の予習を行って

くることが要求されます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容（プレレジュメ・レジュメ・プレゼン態様を含む）(50%)/議論や運営への参加態様(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 茶園成樹編、2019、『不正競争防止法〔第 2 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-24320-0) 

2. 島並良・上野達弘・横山久芳、2021、『著作権法入門〔第 3 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-24327-9) 

3. 小泉直樹、2010、『知的財産法入門』（岩波新書）、岩波書店 (ISBN:978-4004312666) 

 ゼミ開始前に知的財産法の分野全体の概要を掴んでおきたい方には、小泉・前掲書をお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 約 20 名 

配当年次 ： 2～4 年次 

選考方法 ： レポート 

①題目 ：簡略な自己紹介（知財の創作・利用との関わりがあれば教えてください（必須ではありません））／知的財産法について

関心のあるテーマとその理由 

②字数 ：Ａ４で１～２枚 

演習論文 ：実施しません 

 

注意事項（Notice） 
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■EX612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX612／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

排除の中で仲間をつくる；排除された人々が、排除に抵抗するために仲間をつくるやり

方について考える。 

担当者名 

（Instructor） 
浪岡 新太郎(NAMIOKA SHINTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において階層の違い、エスニシティの違い、ジェンダーの違いを理由とする排除にどのように人々が抵抗していくことが

できるのかを理解する。 

 

The objective of this seminar is to understand how people in modern society can resist exclusions based on the reason of social 

class, ethnicity and gender. 

 

授業の内容（Course Contents） 

多文化主義は異なったコミュニケーションスタイルをもつ人々の終わることのない努力を前提としている。異なった特徴をもつマイ

ノリティの人々を理解するための努力の増大にマジョリティの人々は耐えられなくなっている。治安のため、人権のためを理由とし

た画一的な排除（例えばムスリムの入国禁止など）はこのような事例として考えることができる。排除に対する抵抗の仕方を学

ぶ。 

 

Multiculturalism supposes endless efforts to understand people with different communication styles. But the majority of people 

can not assume the increase in effort in order to get along with minority people of different social classes, ethnicities and 

genders. Thus we see the spread of categorical exclusions in the name of security and human rights that are actually based on 

characteristics particular to minorities (for exemple the Muslim ban). Students will learn how to struggle with these categorical 

exclusions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と議論：排外主義についての文献１ 

3. 報告と議論：排外主義についての文献２ 

4. 報告と議論：多文化主義についての文献 1 

5. 報告と議論：多文化主義についての文献 2 

6. 報告と議論：多文化主義についての文献 3 

7. 報告と議論：民主主義についての文献１ 

8. 報告と議論：民主主義についての文献２ 

9. 報告と議論：民主主義についての文献３ 

10. 報告と議論：民主主義についての文献４ 

11. 報告と議論：民主主義についての文献５ 

12. 報告と議論：ジェンダーについての文献１ 

13. 報告と議論：ポストコロニアリズムについての文献２ 

14. まとめ 

 

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

指定された文献を読んで自分なりのコメントを考えてくること。また、前回の内容を復習すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・発言(60%) 

学生の議論を中心に進むので、学生の参加が重視される。また、映像資料を使用する場合やゲストを呼ぶ場合もあり、授業が伸

びる場合が多いので次の時間に予定のない学生に向いている。 

 

テキスト（Textbooks） 

学生の希望を聞いた上で適宜指定する。 

 

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

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次： 2,3,4 年次 

選考方法： レポート提出 

①題目：自分が興味を持つ現代のマジョリティがマイノリティを排除する現象をあげ、自分が興味を持つ理由を説明する。 

②字数： 2000 字程度 

演習論文：実施しない  

 

注意事項（Notice） 
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■EX613 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX613／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法現象を解明するための社会科学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
佐伯 昌彦(SAEKI MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法的な問題を特定し，その問題を考えるために必要な社会調査を構想する能力を涵養することを目標とする。 

 

This seminar aims to acquire the ability to identify the issue about laws to be solved and imagine the scientific approach which 

could provide helpful findings while considering that issue. 

 

授業の内容（Course Contents） 

法社会学に関連する実証研究の具体例に触れるため，関連する論文を読み進めるとともに，自分の関心のあるテーマについて

問題を特定し，調査の方法について構想を練っていく。 

 

In this seminar, students are required to read articles about empirical legal studies. Simultaneously, students are also required 

to identify the issue to be solved and design a rough research plan that could contribute to the discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）授業の進め方の説明や自己紹介等 

2. ガイダンス（２）法社会学分野における実証研究の概観 

3. 文献講読（１）社会調査の基礎 

4. 文献講読（２）同上 

5. 文献講読（３）同上 

6. 文献講読（４）継続調査 

7. 文献講読（５）インターネット調査 

8. 文献講読（６）二次分析 

9. 文献講読（７）実験 

10. 文献講読（８）公式統計の利用 

11. 文献講読（９）同上 

12. 中間報告（１） 

13. 中間報告（２） 

14. 中間報告（３） 

15. 文献講読（１０）各種の資料や機関の保有するデータを用いた分析 

16. 文献講読（１１）同上 

17. 文献講読（１２）判決文／裁判記録を利用した分析 

18. 文献講読（１３）同上 

19. 文献講読（１４）言語分析 

20. 文献講読（１５）フィールドワーク 

21. 文献講読（１６）エスノメソドロジー／会話分析 

22. 文献講読（１７）参与観察 

23. 文献講読（１８）質的比較分析 

24. ディスカッション 

25. 最終報告（１） 

26. 最終報告（２） 

27. 最終報告（３） 

28. 最終報告（４） 

 

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

文献講読の回は，報告担当者を決めて，担当学生に報告をしてもらう。そのため，担当となった学生には，論文の内容をまとめ，

疑問点や論点を整理したレジュメを準備してもらう。また，担当となっていない学生も対象文献に事前に目を通す。 

また，本演習では，各自がテーマを定めて大まかな調査方法について提案をまとめてもらう。したがって，演習で扱う論文を参考

にしながら，自分の関心に即した研究論文や調査方法に関する参考書を読み進めていくことが求められる（どのような文献を読
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むべきかについては，各自の関心に即して適宜助言する）。その内容について，春学期の終わりに中間的な報告をしてもらい，さ

らに秋学期の終わりに最終報告をしてもらう。 

なお，文献講読や中間／最終報告の回数は，履修学生の人数に応じて調整をすることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の貢献度(40%)/中間報告の内容(20%)/最終報告の内容(40%) 

無断欠席又は正当な理由のない欠席が 3 回以上の場合，成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 和田仁孝・阿部昌樹・太田勝造編、2004、『法と社会へのアプローチ』、日本評論社 (ISBN:978-4535511422) 

2. 太田勝造・ダニエル・H・フット・濱野亮・村山眞維編、2009、『法社会学の新世代』、有斐閣 (ISBN:978-4641125339) 

3. 日本法社会学会編、2017、『法社会学 83 号 <<法>>を見る』、有斐閣 (ISBN:978-4641125940) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：最大 18 名程度 

配当年次：２～４年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：この演習を志望する理由・現時点で関心のある法的問題 

   ②字数：1,200 字程度（字数を超過する分には差し支えない） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX614／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社法演習－スタートアップ入門 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①会社法の基本的事項を学ぶこと 

②情報検索や文献調査のスキルの向上 

③プレゼンテーション・スキルの向上 

 

(1) To study fundamental matters of corporate law  

(2) To improve information search and literature research skills 

(3) To improve presentation skills 

 

授業の内容（Course Contents） 

新たに会社を立ち上げてビジネスを始めようとする場合の法律問題を具体的なイメージを持って検討する。所定の文献（長谷川

克也「スタートアップ入門」（東京大学出版会))を講読するほか、グループ又は個人で、様々なスタートアップ企業の具体的なビジ

ネスプランを調査し、それがどのような形で「会社」として起業されたか、主に「出資」と「形態選択」の観点から分析する。 

参加者は、グループまたは個人で学期中、2～3 回報告する機会がある。 

 

This seminar will cover the topic on launching a new company and trying to start a business. The participants will read "the 

startups" by Katsuya Hasegawa, will work in groups or individually to investigate the specific business plans of various start-ups 

and analyze how they have been set up as "companies", mainly in terms of "investment" and "choice of form". 

Participants will have the opportunity to present a report individually or as a group two to three times during the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 情報検索講習 

3. 株式売買シミュレーション／企業研究の手法 

4. 文献講読①スタートアップとは何か 

5. 文献講読②ビジネスモデルとビジネスプラン（前半） 

6. 文献講読③ビジネスモデルとビジネスプラン（後半） 

7. 文献講読④起業と会社法（組織選択） 

8. グループワーク・中間発表会 

9. 文献講読⑤起業と会社法（資金調達プラン） 

10. 文献講読⑥起業と会社法（資本政策） 

11. 文献講読会⑦起業と会社法（設立手続入門） 

12. 文献講読会⑧起業と会社法（財務諸表入門） 

13. グループワーク・最終発表会 

14. まとめ 

 

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

プレゼンテーションの準備にはグループによるサブゼミ等、ある程度の時間外学習が必要になる。また、商法(１)の授業を聴講済

みであるか、並行して受講していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当する報告(60%)/ゼミ内での発言・議論などの貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷川克也、2019、『スタートアップ入門』、東京大学出版会 (ISBN:9784130421515) 

その他の資料は開講時に指示する 
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参考文献（Readings） 

1. 伊藤靖史＝大杉謙一＝田中亘＝松井秀征、2021、『リーガルクエスト会社法（第 4 版）』、有斐閣 

2. 高橋美加＝笠原武朗＝久保大作＝久保田安彦、2020、『会社法（第 3 版）』、弘文堂 (ISBN:9784335358395) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名～15 名 

配当年次：2 年～4 年 

選考方法：レポート 

①題目：商法・会社法に関連する裁判例や新聞報道であなたの興味のあるものを取り上げて、なぜそれに興味があるか解説しな

さい。 

②字数：1000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 385 - 

■EX615 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX615／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ディスカッションを通じて学ぶ法、金融＆ビジネス 

担当者名 

（Instructor） 
久保 淳一(KUBO JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）経済の基盤である金融についての基本的な知識とともに、法、金融及び経済（ビジネス）との深いつながりを学ぶこと、および

（２）ディスカッションを通じて自分の考えを深めて発信する力を養うことを目標とします。 

 

The objectives of this course are to (1) acquire fundamental knowledge about finance which forms the foundation of the 

economy while learning about the deep connections between law, finance, and the economy (business) and (2) to deepen the 

students’ ideas and cultivate their ability to communicate through discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

法、金融、経済の分野から選んだテーマについて、基礎的な部分の説明を適宜補いながら、実例や設例についてワークショップ

形式でディスカッションを行います。 

授業は、原則、(1) 事前課題について各自で検討する、(2) 少人数のグループで(1)の検討結果を踏まえて議論しグループ毎の

意見を発表する、(3) グループの意見について全体で議論する、という形で進めます。進行は、講師と各回毎に決める司会が行

います。 

また、法曹界やビジネス界からのゲストスピーカーを迎えてのワークショップ（年３回程度）のほか、任意参加の課外活動、東証見

学や裁判傍聴、授業後のサブゼミ、ゼミ OBOG との交流会なども行う予定です。 

なお、授業のテーマは基本的なものから発展的なものの順番で取り上げていきますし、毎回の授業もそれまでの授業の内容を踏

まえて行います。したがって、継続的に出席することが前提となっています。また、授業時間外での活動になることもあります。 

 

The seminar will cover the fundamental aspects of topics selected from the fields of law, finance, and the economy with 

supplemental explanations provided as needed while engaging in discussions about case studies and created examples in a 

workshop format. 

As a general rule, the classes will be carried out by (1) having each student think individually about the advance assignment, (2) 

discussing the results of the work in part (1) in a small group of people and announcing the opinions of each group, and (3) 

discussing the group opinions as an entire class. The seminar will be led by the instructor and the moderators appointed for 

each session. 

In addition, the schedule will also include inviting guest speakers working as judicial officers or from the business world for 

workshops (roughly three times a year), optional extracurricular activities (field trips to the Tokyo Stock Exchange and trial 

hearings, sub-seminars and 

meetings with seminar alumni). 

Furthermore, the class will progress from fundamental to more advanced topics, and each class will be based on the contents of 

previous classes. Therefore, the class material will be based on the assumption that students are continuously attending. 

Moreover, there may in some cases be activities outside of the normal class time. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 金融とは何か －金融の役割－ 

3. 金融の種類 －直接金融と間接金融、他人資本と自己資本－ その１ 

4. 金融の種類 －直接金融と間接金融、他人資本と自己資本－ その２ 

5. 銀行・銀行業とは何か 

6. 預金とは何か 

7. 資金決済 －振込とは何か－ 

8. 資金決済 －手形とは何か－ 

9. 貸付とは何か 

10. 貸金と預金との相殺とは何か 

11. 債権譲渡とは何か 

12. 手形割引とは何か 

13. 将来債権の譲渡とは何か 
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14. 証券化取引とは何か －証券化取引が行われる理由－ その１ 

15. 証券化取引とは何か －証券化取引が行われる理由－ その２ 

16. 証券化取引とは何か －証券化取引が行われる理由－ その３ 

17. 信託とは何か －歴史－ 

18. 信託とは何か －受託者の義務－ 

19. 信託とは何か －信託財産の独立－ 

20. お金とは何か ―法定通貨と仮想通貨、預金－ その１ 

21. お金とは何か ―法定通貨と仮想通貨、預金－ その２ 

22. お金とは何か ―法定通貨と仮想通貨、預金－ その３ 

23. インサイダー取引とは何か －インサイダー取引が禁止される理由－ その１ 

24. インサイダー取引とは何か －インサイダー取引が禁止される理由－ その２ 

25. ゲストスピーカー（時期は未定ですが、２～３か月に 1 回のペースで招聘予定） 

26. ゲストスピーカー（時期は未定ですが、２～３か月に 1 回のペースで招聘予定） 

27. ゲストスピーカー（時期は未定ですが、２～３か月に 1 回のペースで招聘予定） 

28. 総括 

 

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

事前課題は、次回の授業内容の理解やディスカッションの深まりに資するためものです。“ググって終わり”でなく、十分に検討し

て自分の考えをまとめるようにしてください。 

また、日頃から、新聞などのメディアで取り上げられるニュースに目を通し、金融や企業法務、ビジネス全般などについての関心

を高めておくようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ活動への参加態度（授業中の発言、事前準備など）(70%)/ゼミ活動への寄与度（ゼミ運営、ゲストスピーカー招聘など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講師の作成するパワーポイントのプレゼンテーションをベースに授業を進め、必要に応じて資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中、または課題を出す時に、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

【採用人数】 30 名前後 

【配当年次】 ３、４年次。金融についての知識や金融関係への就職の志望は問いません。また、今はディスカッションが苦手でも

構いません。授業や課外活動に積極的に参加して将来に備えたいという方を歓迎します。 

なお、継続的に出席していないと授業についていくのが困難となりますので、毎回出席が前提です（就職活動や部活動等、体調

不良などの事情は考慮しますが、実際の出席日数が各学期で 3分の 2 以上となることを一つの目安とします。）。 

【選考方法】レポート及び任意面接 

①レポート 

題目は「自己紹介（今まで打ち込んできたことなど）及び本演習を志望する理由」、字数は 2,000字以内（長さではなく内容を重視

します）。 

②任意面談 

本ゼミの内容や雰囲気を理解してもらうために、2022 年 3 月の第１週から第 3 週に、継続生も参加しての面談（オンラインを予

定）を行います。希望者は、講師宛にメール（j_kubo@rikkyo.ac.jp）で申し込んでください。具体的なスケジュールは追って連絡しま

す。 

【演習論文】 実施しません。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX616 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX616／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法と民法の架橋 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟における利用のされ方に即した形で民法を（再）学習し、民法の適用による具体的な紛争解決を行う場としての民事訴

訟（法）のあり方を（再）学習すること。 

 

to (re-) learn Civil Code focusing on its use in litigation cases; to (re-)learn how Civil Procedure works as where specific 

disputes resolved in accordance with Civil Code.  

 

授業の内容（Course Contents） 

私人間の紛争は、民事訴訟法により規律される民事訴訟を通じて、民法の定めに従って解決される。したがって、民法と民事訴

訟法はセットで理解されて然るべきものであるが、学部のカリキュラム上、両者は別々の科目となっており、また、それぞれの科

目を受講したとしても、両者がどのように協働ないし交錯しているのかを体感することは難しい。本演習では、法曹となる過程で

触れることになるいわゆる「要件事実論」における議論を素材として、学部生のうちに、現実の紛争解決過程で民法と民事訴訟法

がどのように交わるのかについてのイメージをつかむ機会を提供するとともに、民法・民事訴訟法のより深くかつ実用的な理解に

つなげたい。 

 演習の具体的な進め方は、参加人数・レベル・希望に応じて柔軟に調整したい。ただし現時点では、春学期は、教材の講読を

通じて「要件事実論」としてどのようなことが議論されているのかについて、民法・民事訴訟法の知識を確認しながら学習してい

き、その後、具体的な事例の分析に挑戦する。秋学期は、参加者ごとに担当する問題を決め、春学期の学習成果に基づいてそ

れぞれ分析し、その成果をプレゼンテーションし、最終的にはレポートとしてまとめる、というイメージをしている。 

 

Civil disputes are resolved through litigations regulated by Code of Civil Procedure, in accordance with Civil Code. It likely 

suggests students should study these two as an unified package, though, the fact in most undergraduate programs is they are 

taught as independent subjects or classes, none of which tells you how their interplay in real litigations be like. This seminar, 

picking up so-called ''YOKEN-JIJITSU-RON'' as materials, which you must learn before becoming a Japanese professional 

lawyer, offers you an opportunity to have a rough picture of the mutual relationship of the two areas of law in a real dispute 

resolution process, as well as to learn each area of law more deeply and in more practical sense.    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献講読：要件事実論の基礎１ 

3. 文献講読：要件事実論の基礎２ 

4. 文献講読：要件事実論の基礎３ 

5. 文献講読：要件事実論の基礎４ 

6. 文献講読：要件事実論の基礎５ 

7. 文献講読：要件事実論の基礎６ 

8. 文献講読：要件事実論の基礎７ 

9. 文献講読：要件事実論の基礎８ 

10. 文献講読：要件事実論の基礎９ 

11. みんなで実践：問題の分析１ 

12. みんなで実践：問題の分析２ 

13. みんなで実践：問題の分析３ 

14. 中間総括 

15. 後期オリエンテーション 

16. 個別プレゼン：問題の分析４ 

17. 個別プレゼン：問題の分析５ 

18. 個別プレゼン：問題の分析６ 

19. 個別プレゼン：問題の分析７ 

20. 個別プレゼン：問題の分析８ 

21. 個別プレゼン：問題の分析９ 
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22. 個別プレゼン：問題の分析１０ 

23. 個別プレゼン：問題の分析１１ 

24. 個別プレゼン：問題の分析１２ 

25. 個別プレゼン：問題の分析１３ 

26. レポートにまとめよう１ 

27. レポートにまとめよう２ 

28. 総括・総評 

 

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

本演習で扱う「要件事実論」をこなすには、民法と民事訴訟法の知識（少なくとも学習意欲）が欠かせない。演習開始前の学習経

験について必須の要求をするものではないが、教材等に登場する民法・民事訴訟法上の諸制度・概念について授業内で逐一解

説する余裕はないので、学習経験が不足している者が参加する場合は、自習によってキャッチ・アップをしてもらう必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/報告（準備を含む）への貢献の評価(50%)/報告回以外における議論への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習開講時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名 

配当年次：２・３・４年 

選考方法：下記の課題と成績を総合して評価する。 

 ①題目：ゼミの志望理由（法曹志望者であるかどうかを含む）と自己紹介（民法・民事訴訟法をどこでどれだけ勉強しているかを

含む）。 

   ②字数：特に指定しない。 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX617 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX617／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
保守主義の聖典？ エドマンド・バーク『フランス革命についての省察』の前半を読む 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 和則(TAKAHASHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①政治思想史上の「文明社会論」と政治経済学を理解する 

②18 世紀政治思想に最大のインパクトを与えたエドマンド・バークの政治思想を検討する 

 

①understand the theory of civilized society and the political economy  

②articulate the political thought of Edmund Burke 

  

 

授業の内容（Course Contents） 

現在では日本の政治を考察するときにも、保守とリベラルという概念が対立的に使われて（しまって）います。そして保守ないし保

守主義を創始したとされるのが、エドマンド・バーク『フランス革命についての省察』です。でもそれは本当なのか。当人は自分の

ことを文明社会論者であり政治経済学者だと思っていたようです。その答えが出せるかどうかはわかりませんが、本演習ではバ

ークの政治思想を『フランス革命についての省察』の前半部分を読むことで検討してみたいと思います。ただ読解のためには多少

道具が必要です。途中で調達しながら読んでいくことにします。 

 

This seminer tries to understand the political thought of Edmund Burke by reading his main work `Reflections on the revolution 

in France' 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの構成と進行について 

2. エドマンド・バークとその時代 リチャード・プライスについても 

3. リチャード・プライス『祖国愛について』 

4. バーク『フランス革命についての省察』1 節 

5. マグナ・カルタ、権利章典、名誉革命、イギリス混合政体そしてエドワード・クックについて 

6. バーク『フランス革命についての省察』2 節 

7. フランス三部会、アベ・シエスと憲法制定権力そしてフランス革命の経緯について 

8. バーク『フランス革命についての省察』3 節前半（124ページまで） 

9. バーク『フランス革命についての省察』3 節（124ページから最後まで） 

10. イギリス道徳感情学派とフランス啓蒙哲学＋バーク『フランス革命についての省察』4 節前半（197ページまで） 

11. バーク『フランス革命についての省察』4 節（197ページから最後まで） 

12. 土地利害と貨幣利害、公債、ネッケルそしてアシニア紙幣について 

13. バーク『フランス革命についての省察』5 節（264ページまで） 

14. バーク『フランス革命についての省察』5 節（264ページから最後まで） 

 

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

テクストの精読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/ゼミへの貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エドマンド・バーク、2020、『フランス革命についての省察』、光文社（古典新訳文庫） (ISBN:978-4-334-75430-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣松渉ほか編、1998、『岩波哲学・思想事典』、岩波書店 (ISBN:4000800892) 

2. 今村仁司・三島憲一・川崎修 編集、2008、『岩波社会思想事典』、岩波書店 (ISBN:9784000803120) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１５名前後 

配当年次：２－４年 

選考方法：レポート 

  ①題目：志望動機と自己紹介 

   ②字数：合わせて１２００字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX618 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX618／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
保守主義の聖典？ エドマンド・バーク『フランス革命についての省察』の後半を読む 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 和則(TAKAHASHI KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①政治思想史上の「文明社会論」と政治経済学を理解する 

②18 世紀政治思想に最大のインパクトを与えたエドマンド・バークの政治思想を検討する 

 

①understand the theory of civilized society and the political economy  

②articulate the political thought of Edmund Burke 

  

 

授業の内容（Course Contents） 

現在では日本の政治を考察するときにも、保守とリベラルという概念が対立的に使われて（しまって）います。そして保守ないし保

守主義を創始したとされるのが、エドマンド・バーク『フランス革命についての省察』です。でもそれは本当なのか。当人は自分の

ことを文明社会論者であり政治経済学者だと思っていたようです。その答えを出せるかどうかはわかりませんが、本演習ではバ

ークの政治思想を『フランス革命についての省察』の後半部分を読むことで検討してみたいと思います。ただ読解のためには多少

道具が必要です。途中で調達しながら読んでいくことにします。後半部分からの参加でも理解できるようになっています。 

 

This seminer tries to understand the political thought of Edmund Burke by reading his main work `Reflections on the revolution 

in France' 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの構成と進行について 

2. エドマンド・バークとその時代 フランス人権宣言も 

3. 商業社会と公債・投機について 

4. バーク『フランス革命についての省察』6 節 

5. フランス啓蒙思想とルソーについて 

6. バーク『フランス革命についての省察』7 節 

7. モンテスキューと中間団体論について 

8. バーク『フランス革命についての省察』8 節 

9. イギリス混合政体とアシニア紙幣について 

10. バーク『フランス革命についての省察』9 節 

11. フランス高等法院、ジャック・ネッケルそしてジョン・ローについて 

12. バーク『フランス革命についての省察』10＋11 節 

13. バーク『フランス革命についての省察』12 節 

14. バーク『フランス革命についての省察』13 節 

 

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

テクストの精読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/ゼミへの貢献(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エドマンド・バーク、2020、『フランス革命についての省察』、光文社（古典新訳文庫） (ISBN:978-4-334-75430-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣松渉ほか編、1998、『岩波哲学・思想事典』、岩波書店 (ISBN:4000800892) 

2. 今村仁司・三島憲一・川崎修 編集、2008、『岩波社会思想事典』、岩波書店 (ISBN:9784000803120) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１５名前後 

配当年次：２－４年 

選考方法：レポート 

  ①題目：志望動機と自己紹介 

   ②字数：合わせて１２００字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX619 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX619／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ニーチェの政治哲学：『道徳の系譜』における近代的規範への批判を通して 

担当者名 

（Instructor） 
面 一也(OMOTE KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. ニーチェによる近代的規範への批判を正確に理解する。 

2. ニーチェの時代から私たち自身の時代までの近代の諸問題を理解する。 

3. ニーチェの政治哲学や現代政治に関する批判的な考察力を養う。 

 

1. To understand accurately the criticism of the modern norm by Nietzsche. 

2. To understand the modern problems from Nietzche’s to our own age. 

3. To acquire the ability to think critically on Nietzche’s political philosophy and the contemporary politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ニーチェは『善悪の彼岸』（1886 年）に続いて、『道徳の系譜』（1887 年）を出版する。かれはこの著作で、近代を成り立たせる規

範――善悪の基準――を系譜的に解明しながら、その規範を「奴隷道徳」と批判する。人間を「畜群」ないし「末人」にする近代の

政治や国家の根本要因が暴露され、否定される。ニーチェが警鐘を鳴らす「奴隷道徳」は、20 世紀の大衆民主主義や今日のポ

スト・デモクラシーにも、如実に見て取れる。私たちは「畜群」や「末人」として生きていないか？ 

 ニーチェは「奴隷道徳」に「主人道徳」を対置させて、善悪の彼岸――近代の彼岸――への道を後者に見出す。『道徳の系譜』

はこの意味で、「すべての価値の価値転換」への、近代的価値の転換への「決定的な準備作業」である。本演習では、『道徳の系

譜』を丁寧に読み解きながら、私たちの時代の政治や国家はどのようなものであるべきか、私たち自身はどのように生きるべき

か、といった問いをめぐって考察を行なう。 

 ニーチェは、かれ自身の思想を知るには、『善悪の彼岸』（春学期の演習で扱う予定）と『道徳の系譜』から始めるとよい、と友人

に伝えている。本演習はこの点で、ニーチェ入門の好機になるだろう。――ただし、『善悪の彼岸』をあらかじめ読んでおく必要は

ない。かれの著作はそれぞれに独立した性格をもつため、『道徳の系譜』をまずしっかりと読めば十分である。 

 

Following BEYOND GOOD AND EVIL (1886), Nietzsche published ON THE GENEALOGY OF MORALITY (1887). In this book, by 

explicating the modern norm -the criterion of good and evil- genealogically, he criticizes it as “the slave morality.” The 

fundamentl cause, by which  the modern politics or state makes the human beings “the herd” or “the last men”, is exposed and 

denied. One can see obviously “the slave morality,” which Nietzsche warned, also in the the mass democracy in the 20th 

century and the post democracy in the present age. Do we not live as “the herd” or “the last men”? 

Nietzsche contrasts “the slave morality” with “the master slave,” in which he find the way to the beyond of good and evil -the 

beyond of modern age-.  In this sense, ON THE GENEALOGY OF MORALITY is “the decisive preparation” toward “the 

transvaluation of all values,” of the modern values. In this seminar, we consider the questions, such as how the politics or state 

in our age should be, and how we should live, by reading carefully BEYOND GOOD AND EVIL. 

Nietzsche told a friend that one should begin with BEYOND GOOD AND EVIL and ON THE GENEALOGY OF MORALITY (the 

seminar in the autumn semester will cover it) in order to know the Nietzsche’s thought. In this sense, the seminar will be a good 

opportunity for the introduction to Nietzsche. - However, it is not required to read BEYOND GOOD AND EVIL in advance. 

Since his each book has the independent nature, it is adequate to begin with reading thoroughly ON THE GENEALOGY OF 

MORALITY. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 序言 (pp. 7-22) 

3. 第一論文「善と悪」・「よいとわるい」① §1-7 (pp. 24-41) 

4. 第一論文「善と悪」・「よいとわるい」② §8-12 (pp. 42-59) 

5. 第一論文「善と悪」・「よいとわるい」③ §13-17 (pp. 59-98) 
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6. 第二論文「負い目」・「良心の疚しさ」・その他 ① §1-6 (pp. 80-99) 

7. 第二論文「負い目」・「良心の疚しさ」・その他 ② §7-11 (pp. 97-114) 

8. 第二論文「負い目」・「良心の疚しさ」・その他 ③ §12-17 (pp. 114-132) 

9. 第二論文「負い目」・「良心の疚しさ」・その他 ④ §18-25 (pp. 133-150) 

10. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ① §1-7 (pp. 152-173) 

11. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ② §8-13 (pp. 173-198) 

12. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ③ §14-18 (pp. 198-225) 

13. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ④ §19-23 (pp. 225-247) 

14. 第三論文  禁欲主義的理想は何を意味するか ⑤ §24-28 (pp. 247-271) 

 

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

各回予定分のテクストを事前に読み、内容の正確な理解に努めること。その際に自らの考察も簡潔に書き留めておくとよい。ま

た、前回の授業内容も復習しておくこと。テキスト自体が思考の積み重ねによって成り立っているので、復習はそのまま予習（次

の授業の土台）になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フリードリヒ・ニーチェ著、木場深定訳、2010 年改版、『道徳の系譜』、岩波文庫 (ISBN:4003363949) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：2-4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：志望理由 

   ②字数：1,000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX620 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX620／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
事例・判例を通じて憲法・行政法の「基礎」を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
神橋 一彦(KANBASHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 憲法と行政法は、ともに国家（国や地方公共団体など）の作用・活動に関する法という点で共通している。したがって、憲法や行

政法をめぐる諸問題の中には、妥当な結論を得るために、この両方の法分野からの検討を要するもの数多く存在する。すなわ

ち、憲法の抽象的な原理や法理のみで妥当な解決に至るかどうかは疑わしく、他方で、憲法の基本原理を考慮に入れず、個別

の行政法規のみで説得的な議論をすることは難しい、そのような問題が生じることがあるのである。 

 この演習は、 (1）憲法に次いで、行政法を（本格的に、あるいはもう一度心を入れ替えて）学ぼうとする２年次・３年次生・4 年次

生をまず想定するが、さらには（２）行政の制度のあり方や運用について、憲法や行政法の観点からもう少し掘り下げて考えてみ

たいと希望する３年次・４年次生の参加も歓迎する。（報告の分担などにおいて、学年次のバランスなどは配慮するとともに、4年

次生については就職活動など合理的な理由も考慮する。） 

 この演習のテーマである「憲法・行政法の『基礎』」の「基礎」には、憲法や行政法の初歩的な知識の習得だけではなく、そのさら

にベースにある「本質」についても考えてみようというメッセージが込められている（「基礎」とは、必ずしも「初歩」とは同義ではな

い）。１つのテーマについても、さまざまな問題点や考察の視点があることを具体的に理解できれば、この演習のさしあたりの目

標は達せられたことになるが。このような学習は、特に法曹や公務員、さらには民間企業（企業法務など）を目指す学生にとっても

有益である。 

 

 Administrative Law in order to reach a valid conclusion for problems concerning both of these areas. In other words, while it is 

doubtful that a valid solution can be reached with just the abstract principles and legal principles of the Constitution, on the 

other hand there are also problems where it is difficult to derive a persuasive argument with only the individual administrative 

laws and regulations without considering the fundamental principles of the Constitution. 

 In this seminar (1) Participants are expected to be second,third and forth-year students who wish to study Administrative Law 

(formally or to review one more time) following Constitutional Law. (2) Third and fourth-year students who wish to dig into the 

state and operation of the administrative system from the perspectives of Constitutional and Administrative Law are also 

welcome to participate. (Consideration will be given to the balance between different class years in regard to the reporting 

assignments.) 

 The “fundamental” aspect of the “Fundamentals of Constitutional and Administrative Law”, which is the topic of this seminar, 

includes not only mastering a rudimentary knowledge of Constitutional and Administrative Law but also contains the message of 

thinking about the “essence” which forms the foundation of those areas ("fundamentals" does not necessarily mean the same 

thing as "rudiments"). If the students are able to concretely understand that even one topic has various problems and 

perspectives to examine, then the objective of this seminar has been achieved for the time being. This type of study is 

particularly beneficial for those students who aim to become legal professionals and civil servants or work at private companies 

(corporate law and other departments). 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

 憲法や行政法双方にかかわる具体的なテーマを取り上げ、(1)基本事項の確認、（2）関連する判例の検討、さらに（3）具体的な

制度の運用などについて検討する。 

 具体的なテーマとしては、基本的人権が関連する事例・判例、地方自治に関する事例や時事的な問題などで憲法と行政法にか

かわるものを取り上げるが、受講生の希望もきいて最終的に決めることにする。秋学期は少しずつ行政法固有の問題を検討する

ことを予定している。 

 さらに通年開講であるため、このような取り上げたテーマに関連して、ゲストスピーカーからお話を聞いて理解を深める機会や、

受講生と相談の上、文章の書き方などについても検討する機会を持つことを考えたい。 

 

 The classes will raise specific themes concerning both Constitutional Law and Administrative Law to (1) confirm basic matters, 

(2) examine related judicial precedents, and (3) examine the specific operation and other aspects of systems. 

 Specific topics will cover the cases about the  fundamental human rights, the local self- government and the current topics , 

which concern the theory of Constitutional Law and Administrative Law .The instructor would like to raise these topics at the 

beginning to examine several arguments, but these topics will ultimately be decided according to the wishes of the students. 
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 In addition, the instructor would also like to provide an opportunity for the students to deepen their understanding by listening 

to a guest speaker talk in reference to these topics, and the training for the art of writing on the legal topics. 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・春学期の打合せ 

2. レポートの仕方・必要事項の確認 

3. 憲法と行政法の全体像の概観 

4. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

5. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

6. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

7. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

8. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

9. 行政実務の実際的な事例（ゲストスピーカー） 

10. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

11. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

12. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

13. 基本的人権と行政法が関連する事例・判例 

14. まとめ 

15. 統治機構・地方自治に関する事例・判例 

16. 統治機構・地方自治に関する事例・判例 

17. 統治機構・地方自治に関する事例・判例 

18. 統治機構・地方自治に関する事例・判例 

19. 時事問題に関する事例・判例 

20. 時事問題に関する事例・判例 

21. 時事問題に関する事例・判例 

22. 裁判実務の実際的な事例（ゲスト・スピーカー） 

23. 行政上の権利救済に関する事例・判例 

24. 行政上の権利救済に関する事例・判例 

25. 行政上の権利救済に関する事例・判例 

26. 行政上の権利救済に関する事例・判例 

27. 行政上の権利救済に関する事例・判例 

28. まとめ 

 

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

割り当てられた報告の準備のほか、毎回、指定された文献や判例を読んでおくこと。レポーター以外の参加者も、事前にコメント

を提出することが望ましい（判例などを読むときのポイントは予め知らせる）。また、所属学年に応じて、憲法・行政法の講義系科

目を履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(30%)/授業中の発言・取組み(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で取り上げる判例・文献は配布する。 

憲法・行政法の標準的な教科書は、各自で必ず用意すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 棟居 快行 (著), 松井 茂記 (著), 赤坂 正浩 (著), 笹田 栄司 (著), 常本 照樹 (著), 市川 正人 (著)、2019、『基本的人権

の事件簿 第６版-- 憲法の世界へ (有斐閣選書)』、有斐閣 (ISBN:978-4641281479) 

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

3. 大橋洋一、2021、『社会とつながる行政法入門  第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641228207) 

4. 原田大樹、2020、『判例で学ぶ法学 行政法』、新世社 (ISBN:978-4-88384-321-3) 

5. 笹田栄司 (著), 原田一明 (著), 山崎友也 (著), 遠藤美奈 (著)、2019、『トピックからはじめる統治制度 -- 憲法を考える 第

2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641227804) 

6. 新井 誠 (著, 編集), 寺井昭仁 (著), 山本龍彦 (著), 大林啓吾 (著), 栗田佳泰 (著), 西土彰一郎 (著), 徳永貴志 (著), 黒

澤修一郎 (著)、2014、『ディベート憲法』、信山社 (ISBN:978-4797286212) 

7. 辻陽、2019、『日本の地方議会-都市のジレンマ、消滅危機の町村 (中公新書)』、中央公論社 (ISBN:978-4121025586) 

詳細は開講時に説明する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名 
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配当年次：２・３・４年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：演習に期待すること、憲法・行政法で興味のあるテーマ（ある程度自由） 

   ②字数：1000 字程度（字数が多くなるのは構わない。） 

演習論文：実施しない 

 

 

演習の内容などについて質問がある場合は、個別に相談に応ずるので、遠慮なく申し出て欲しい（メールで事前連絡してくださ

い）。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX621／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本政治文献購読 

担当者名 

（Instructor） 
大森 翔子(OMORI SHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本政治に関する書籍・論文を購読し，その動態について把握・考察する力を養う。 

 

In this course, students will read books and articles on contemporary Japanese politics, and develop the ability to grasp and 

consider these dynamics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較的最近の，日本政治に関する書籍・政治学ジャーナルに掲載された論文を購読する。書籍の場合は毎回 2～3 章ずつ，論

文の場合は毎回 2 本ずつ購読する。受講者の関心分野に合わせて対象となる文献を適宜調整する予定である。 

授業では，毎回報告担当者に文献の要点についてレジュメを作成してもらう。ほかの参加者は，コメントを事前に提出する。それ

らをもとにディスカッションを行う。 

 

Students will read recent books on Japanese politics and articles published in political science journals. We will read two or 

three book chapters or two articles in each week. Reading materials in this class may be changed based on the interests of the 

students. In the class, each presenter will prepare an outline of the main points of books or papers. Other participants will 

submit their comments in advance. Discussions will be based on these comments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と議論/選挙制度 

3. 報告と議論/政治家と政党(1) 

4. 報告と議論/政治家と政党(2) 

5. 報告と議論/首相・内閣 

6. 報告と議論/利益団体 

7. 報告と議論/地方政治 

8. 報告と議論/世論 

9. 報告と議論/政治参加 

10. 報告と議論/投票行動(1) 

11. 報告と議論/投票行動(2) 

12. 報告と議論/マスメディア 

13. 報告と議論/ジェンダー 

14. 報告と議論/総括  

 

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

履修者は事前に課題文献を読み，要点・コメントをまとめる。 

授業時間外の学習に関する指示は，履修登録後に Blackboard上で履修者に対して行う。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(50%)/授業・討論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。授業の課題文献は，事前に印刷し配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野浩,・河野勝（編）、2011、『新版 アクセス日本政治論』、日本経済評論社 (ISBN:978-4-8188-2181-1) 

2. 飯田健・松林哲也・大村華子、2015、『政治行動論 有権者は政治を変えられるのか』、有斐閣ストゥディア (ISBN:978-4-641-

15029-4) 
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3. 中北浩爾、2017、『自民党―「一強」の実像』、中公新書 (ISBN:978-4121024282) 

4. 蒲島郁夫・境家史郎、2020、『政治参加論』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-032231-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名程度 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポート 

 ①題目：本演習の志望理由と日本政治について関心のあるテーマ 

  ②字数：A4 用紙 1 枚以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX622 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX622／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟の実際と民事訴訟法の争点 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟の実際を学びながら、民事訴訟法の基礎知識を確認する。 

 

To know the actual situation of civil proceedings and to understand the basics of civil litigation law 

 

授業の内容（Course Contents） 

民事訴訟実務の入門的教材を用いて､民事裁判の実際を学ぶ。民事訴訟の各所で登場する民事訴訟法の基本的論点を確認す

る。司法試験・予備試験の過去問に挑戦する。これらについて、演習形式ですすめる。 

 

Learn the reality of civil trials using introductory materials. Review past issues of the National Examination to better understand 

the basic issues of the Code of Civil Procedure. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 民事裁判の実際 1 

3. 民事裁判の実際 2 

4. 民事裁判の実際 3 

5. 民事裁判の実施 4 

6. 民事裁判の実施 5 

7. 民事裁判の実施 6 

8. 民事裁判の実施 7 

9. 民事訴訟の基礎知識 １ 

10. 民事訴訟の基礎知識 ２ 

11. 民事訴訟の基礎知識 ３ 

12. 民事訴訟の基礎知識 ４ 

13. 民事訴訟の基礎知識 ５ 

14. 民事訴訟の基礎知識 ６ 

15. 民事訴訟法の論点 １ 

16. 民事訴訟法の論点 ２ 

17. 民事訴訟法の論点 ３ 

18. 民事訴訟法の論点 ４ 

19. 民事訴訟法の論点 ５ 

20. 民事訴訟法の判例 １ 

21. 民事訴訟法の判例 ２ 

22. 民事訴訟法の判例 ３ 

23. 民事訴訟法の判例 ４ 

24. 民事訴訟法の判例 ５ 

25. 民事訴訟法の判例 ６ 

26. 民事訴訟法の判例 ７ 

27. 民事訴訟法の判例 ８ 

28. 民事訴訟法の判例 ９ 

 

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

民事訴訟法の講義、民事執行・保全法の講義を熱心に受講してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/小テスト(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 安西明子ほか、2018、『ステュディア民事訴訟法（第２版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15060-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１５人程度 

配当年次：３年生以上 

選考方法：リポート 

  ①題目：どのような法律に興味があるか。その理由は何か。 

    ②字数：１０００字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX623 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX623／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際租税法 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 国際租税法について、英文雑誌掲載の論文・判決等を素材としてプレゼン・討論をし、演習論文を書くことが目標です。 

 しばしば「大学で教わることは社会で役に立たない」と言われますが、租税法は確実に役に立ちます。更に、英文論文・判決を

読み切ったという自信を持って卒業することが就職後に活きると考えています。  

 

The objectives of this seminar are to give presentations, debate, and write seminar papers about international tax law using 

materials of English-language articles and decisions. 

It is often said that, "what is taught at university is not useful in society," but tax law is certainly useful. In addition, it is also 

believed that building confidence by thoroughly reading English-language articles and decisions before graduating will prove 

useful after students find employment.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 最初の２回で国際租税法概説講義をします。 

 参加人数次第で方法が変わる可能性もありますが以下の内容を予定しています。 

 前半は、ゼミ参加者を班分けし、報告担当の班に英文資料に関する報告をしてもらい、プレゼン・議論の技術を磨くことを目指し

ます。 

 後半は英文資料を参照しながら各自演習論文の作成を目指します。中間報告、最終報告で他のゼミ生からアドバイスを受けま

す。演習論文のテーマは各自が決めます。判決を題材とすることをお勧めしますが、判決でないものを題材とした例も過去にはあ

ります。 

 

The first two lectures will introduce international tax law. 

The approach may change depending on the number of participating students, but the seminar is scheduled to cover the 

following content. 

During the first half, seminar participants will be separated into groups with each group in charge of presenting a report on the 

English-language materials with the goal of improving techniques of presentation and discussion. 

The goal of the second half is to have the students write a seminar paper while referring to the English-language materials. For 

the interim and final presentations, students will receive advice from other seminar participants. The topic of the seminar paper 

will be decided by each student. It is recommended that students select a decision as the subject of their paper, but there have 

been examples in the past of papers which were not based on a decision. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. うちあわせ＆国際租税法概説講義  

2. 国際租税法概説講義  

3. 班報告＆議論  

4. 班報告＆議論  

5. 班報告＆議論  

6. 班報告＆議論  

7. 班報告＆議論  

8. 班報告＆議論  

9. 班報告＆議論  

10. 班報告＆議論  

11. 班報告＆議論  

12. 班報告＆議論  

13. 班報告＆議論  

14. 班報告＆議論  

15. 演習論文素材決定報告  

16. 演習論文素材決定報告  

17. 演習論文素材決定報告  
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18. 演習論文中間報告 

19. 演習論文中間報告 

20. 演習論文中間報告 

21. 演習論文中間報告 

22. 演習論文中間報告 

23. 演習論文最終報告  

24. 演習論文最終報告  

25. 演習論文最終報告  

26. 演習論文最終報告  

27. 演習論文最終報告  

28. 国際租税法クイズ 

 

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

 PC メールアドレスを準備して下さい。Lexis advance の使い方（図書館でパスワードを尋ねて下さい）を各自事前に覚えて下さ

い。 

 租税法 1・租税法 2 の受講は必須ではありませんが、受講している方がゼミでの理解も深まると思います。 

 英文に気後れする人がいるかもしれませんが、過去の受講生を見ると、英語が苦手でも法学をきちんと勉強してきた人はつい

てこられます（逆に英語が得意でも法学の勉強が疎かだった人には難しいです）。 

 ゼミ合宿は受講生がやりたいと思えばやります。思わなかったらやらないです。受講生の希望次第です。過去、有った年も無か

った年もあります。 

 喫煙者は煙草臭さを持ち込まないようにしてください。煙草臭さが消えるまで 45 分かかると言われています。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンの内容(50%)/議論における発言の頻度とその内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中里実他、2021、『租税法概説 4 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641228191) 

演習で使う英文素材は教員の方で準備します。Lexis advance で読むことのできる資料の citation だけ示すこともありますので、

前述の通り Lexis advance を使えるように準備して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 増井良啓・宮崎裕子、2019、『国際租税法 4 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130323932) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10～20 名 

配当年次： ２～4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：租税法または国際取引について（両方でもＯＫ）興味がある事 

②字数：1,000～2,000 字程度(ワープロが望ましい) 

演習論文：実施する  

 

注意事項（Notice） 
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■EX624 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX624／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法学部の学修と社会を繋ぐ ～まちづくりを題材に～ 

担当者名 

（Instructor） 
藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法は社会規範の一つであり，「人」に対して働きかけるものである。従って，「法学部で学ぶ」ということは，人一倍，社会や人に関

心を持ち，学び続けることが必要である。授業では「地域が抱える現実の問題」を素材に法学部の学修を通じて獲得する論理的

な思考力，対立する利害関係を調整する力等を学び，社会や人への関心を高める。さらに，地域の抱える課題を「発見」し，観光

政策を含む様々な観点から地域振興の在り方について考え，課題「解決」に導く力も養うことを目標とする。 

 

Law is one type of social norm, and it has an effect on "people." Therefore, "studying in the College of Law and Politics" 

requires students to have an uncommon level of interest in society and people as well as to continue learning. In this class, 

students will use "real problems faced by local communities" as subject material to cultivate the ability to think logically, learn 

how to align opposing interests, and increase their interest in society and people through their studies in the College of Law and 

Politics. In addition, the objectives for this academic year are to have students "discover" issues faced by local communities, 

think about the state of regional development from various perspectives including tourism policy, and cultivate the ability to 

derive "solutions" to the issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

１ 「法学部で学ぶことが社会とどのような形で繋がっているのか」について様々な角度から考える。法学部の学修を通して，論理

的思考力，情報収集能力等，利害関係調整力等，社会で必要な様々な能力を獲得できる。法学部で学び身に付けることのでき

るこれらの能力を実戦で使いこなせるようにすることを目的とする。これまで法学部の学修を通して獲得してきた様々な能力を高

める。 

２ 演習で取り扱う素材は，現実社会で発生する問題の中でも最も複雑で，解決が困難とされている「地域が抱える現実の課題」

を素材にする。「地域が抱える現実の課題」を素材とする理由は，「利害関係者（ステークホルダー）」が複数存在し，それぞれの

利害は複雑に絡み合っているため，もっとも利害を調整し，解決に導くことが容易でないからである。このように「地域が抱える現

実の課題」を素材に利害関係者それぞれの主張及び取り巻く状況について分析・検討することにより，通常の講義では学ぶこと

ができない課題発見力，分析力，課題解決力，実行力，コミュニケーション力など様々な能力を学び，身に付けていく。 

３ 授業では，まちづくりに関する基礎知識や分析に必要な視点を獲得するために，外部環境に関する知識（少子・高齢化等の社

会問題，第四次産業革命の技術革新など）のほか，法制度（まちづくり三法等），中心市街地活性化，観光政策，地域コミュニティ

の形成・活性化に関する文献を検討する。 

４ 地域の抱える問題や課題を発見し，解決案を探す上で必要な視点を得るために地方創生・地域活性化における先例として紹

介されている地域を対象にヒアリング調査を行う。ヒアリングは，利害関係者（行政，民間企業，観光協会，商工会議所＆銀行，

商店街，NPO法人，住民（第一次産業を含む））ごとに７つのグループを作り，実施する。 

５ 本年度は，昨年度（昨年度は，志木市、川越市、小鹿野町（埼玉県），横須賀市（神奈川県））, 葛飾区（東京都）に引き続き，

中心市街地活性化の現状及び活性化の構造を調査，分析すると共に，具体的に地域の人々と共に，地域活性化に関する具体

的な提言及び提言の実行を行う予定である(協力企業，対象地域等，詳細については随時ゼミの広報 Facebook 等を通じて掲載

する)。 

６ 具体的な提案に向けて必要となる能力を養うために，演習時間外においてもサブゼミ，勉強会を別途開催する予定である。 

 

1. Students will think from various angles about "how studying in the College of Law and Politics is connected to society." 

Through studying in the College of Law and Politics, students will cultivate various abilities which are required in society such 

as the ability to think logically, gather information, and align different interests. The objective is to become able to effectively 

apply these skills which can be learned in the College of Law and Politics under real-world conditions. This will enhance various 

abilities which were cultivated through previous studies in the College of Law and Politics. 

2. The materials covered in the seminar are based on "real issues faced by local communities" which are among the most 

complex problems occurring in the real world and are believed to be difficult to solve. The reason why "real issues faced by 

local communities" are being used as material is because there are multiple "interested parties (stakeholders)," and the 

interests are entangled in complex ways, which naturally makes it difficult to align interests and derive a solution. Using "real 

issues faced by local communities" as material to analyze and examine the statements and situations surrounding each 

stakeholder will enable the students to learn and master various abilities which cannot be learned in the typical seminar such as 

the abilities to discover issues, analyze, resolve issues, take action, and communicate. 
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3. In order to cultivate fundamental knowledge and the perspectives required to analyze community planning, students in this 

class will examine the literature about legal systems (the three community planning laws, etc.), city center revitalization, tourism 

policy, and the formation and revitalization of regional communities in addition to acquiring knowledge about the external 

environment (social problems such as the low birthrate and aging society and technology innovations of the Fourth Industrial 

Revolution). 

4. In order to develop the perspectives required to discover the problems and issues faced by local communities and search for 

solutions, students will conduct interview surveys of regions introduced as precedents for regional revitalization and regional 

development. The interviews will be conducted by breaking into six groups for each interested party (government, private 

companies & tourism association, Chamber of Commerce and Industry & banks, shopping district, incorporated NPOs, and 

residents (including primary industries)). 

5. Continuing from the previous academic year, this year’s seminar（the previous academic year conducted in Shiki city, 

Kawagoe City,Ogano town(Saitama Prefecture) and Yokosuka City (Kanagawa Prefecture)) ，Katsushika city（Tokyo 

Prefecture）） is scheduled to survey and analyze the present state of city center revitalization and the structure of 

revitalization as well as making and implementing specific suggestions for regional revitalization together with people from the 

regions (details about the cooperating companies and target regions will be posted as needed on the official seminar Facebook 

page). 

6. In order to cultivate the abilities required to make concrete proposals, sub-seminars and study sessions will be separately 

convened outside of the seminar class hours. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. コミュニケーションについて考える 

3. 課題解決のための新規事業創出方法を学ぶ ① 

4. 課題解決のための新規事業創出方法を学ぶ ② 

5. まちづくりに関連する法的基礎知識を学ぶ（１） 

6. まちづくりに関連する法的基礎知識を学ぶ（２） 

7. まちづくりに関連する法的基礎知識を学ぶ（３） 

8. まちづくりに関する先行事例研究・報告（１） 

9. まちづくりに関する先行事例研究・報告（２） 

課題調査地域の確定 

10. 現地調査に関する報告及び検討（１） 

11. 現地調査に関する報告及び検討（２） 

12. 現地調査に関する報告及び検討（３） 

13. 中間報告会 

14. 前期のまとめ 

15. 現地調査に関する報告（５）  

16. 現地調査に関する報告（６）  

17. 外部環境について学ぶ 

18. 外部環境について学ぶ 

19. 社会のニーズ、世の中の動向を知る 

20. 日本の現状を知る（少子高齢化問題等） 

21. 地域が抱える課題の検討＆提案（１）  

22. 地域が抱える課題の検討＆提案（２）  

23. 地域が抱える課題の検討＆提案（３）  

24. 地域が抱える課題の検討＆提案（４）  

25. グループによる報告会（１）  

26. グループによる報告会（２）  

27. 最終報告会 

28. まとめ 

 

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

【授業時間外の学習】  

・報告，調査はグループ毎に行うため，サブゼミ，ヒアリング等，相当の準備を要する。 

  また，毎回，授業の延長が予想されるため（18:30 終了予定），時間的に余裕のない人の受講は勧めない。 

 

・グループ毎の調査とは別にゼミ単位での現地調査及びゼミ合宿も予定している（コロナ感染状況を踏まえて判断する）。 

 日程は，第一次調査（5 月又は 6 月）と第二次調査（夏期休暇中），第三次調査（秋休み期間中）に合宿を予定。 

   

・本ゼミでは事前の文献調査，報告のみならず，現地調査も実施する予定である。演習外でも相当な準備を必要とするため，受

け身ではなく，積極的，能動的な態度を持って臨むことを要する。 

 

・個人の理解度を知り、グループへの貢献度を測るため、各自の学修進度、理解の程度を知るためにコメントペーパーの提出を
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毎回義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席点・コメントペーパー(30%)/平常の授業態度(30%)/グループによる報告内容，グループへの貢献度(20%)/ヒアリング調査への

参加，調査報告内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中村善貞、2018、『図解 新規事業を創出する方法』、言視社 (ISBN:9784865651164) 

今年度は、各自が企画書、提案書を作成できるようにするためテキストを指定する。 

その他、自身のキャリアを形成し、ステークホルダーとのコミュニケーション力を養うために、適宜、資料を配布し、スキルトレーニ

ングも取り入れる予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. バーバラ ミント、1999、『考える技術・書く技術 新版―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-

4478490273) 

2. 竹本昌史、2016、『地方創生まちづくり大事典』、国書刊行会 (ISBN:978-4-336-05975-8) 

3. クラウス・シュワブ、2016、『第四次産業革命』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-32111-6) 

4. 上野 千鶴子、2018、『情報生産者になる』、筑摩書房 (ISBN:978-4480071675) 

5. 渡辺政之 (監修)、2017、『カラー版 マンガでわかる 事業計画書のつくり方』、西東社 (ISBN:978-4791625109) 

6. ビル バーネット, デイヴ エヴァンス、2019、『スタンフォード式 人生デザイン講座』、ハヤカワ文庫 NF (ISBN:978-4-

15\050546-2) 

7. 山内雅恵 監修、2019、『人間関係づくりとコミュニケーション』、金子書房 (ISBN:978-4-7608-3039-8) 

・内閣府「RESAS 地域経済分析システム」〈https://resas.go.jp/#/11/11365〉 

・地方創生カレッジ e ラーニング講座〈https://chihousousei-college.jp〉 

・まちづくりの推進（METI/経済産業省）  〈http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/town_planning/〉  

・中心市街地活性化資料集･事例集－国土交通省  〈http://www.mlit.go.jp/crd/index/case/〉 

・「観光地域づくり」（国土交通省 観光庁 HP） 〈http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/index.html〉   

・観光地域づくり事例集 

〈http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/ikiiki.html〉 

・地域づくり活動のリーダー育成のためのカリキュラム（成 23 年）-総務省- 

 〈http://www.soumu.go.jp/main_content/000115383.pdf〉 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

◇ 採用人数： 36 名 

◇ 配当年次： 2～4 年次 

◇ 選考方法： レポート及び任意面談 

 １）レポート 

  題目：①自己ＰＲ，②本演習の志望理由，③10 年後の社会（2032 年）を想像し、そのときに生活していくため、あるいは社会人

として働いていくために必要と考える知識、資質、あるいは能力は何であるかについて述べよ。その上でこれらの知識、資質、あ

るいは能力をどのように身につけようと考えるか述べよ（③については正解はありません。知識の有無を確認する訳ではないの

で，様々な資料を基にして，創造力を膨らませながら，自分の意見を書いてください）。 

  字数：1200 字以上（①②③合計で 1200 字以上あれば構わない）。 

 

２）任意面談 

  本ゼミは，様々な社会人（行政，民間企業を問わず）の方々と交流します。 

   このため，本ゼミの活動や演習内容を理解してもらうために，初めて履修を希望する学生を対象として，「任意」面談を行いま

す。面談の期間は、2022 年 2月 1 日～3 月 21 日までの間で，随時，実施する予定です（対面、ZOOM いずれも可）。 

    ゼミの活動内容，合宿，雰囲気などについて 話を聞きたい方は，メールにて申し込みを行って下さい

（yakushimaru0625@rikkyo.ac.jp）。面談の日時は，相談の上，随時実施します。 

 

＜演習論文＞ 

  実施しない 

 

＜その他＞ 

① このゼミの目的の一つに，「自らの臨む人生及びキャリアを，自らが選択して，切り拓いていける力を養い，実行できる人物を

育てること。」があります。社会の変化が目まぐるしいこれからの時代において，「どのような能力や資質が必要か」について自分

で考えることができるようになることを目指していますので，好奇心，冒険心の旺盛な方は，遺憾なくこれらの能力を発揮してくだ

さい！ 
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② 皆さんの生きていく社会は「正解のない社会」であり、すべてを自分で考えながら、行動していかなければらないため、フィー

ルドワークで気づいたことを基に、主体的に行動し、各自で書籍を調べ、試行錯誤しながら行動することを前提にしていました（助

言はこれらに対するコメントが中心）。 

 しかし、コロナ禍でフィールドワークがうまく進まなかったグループも多かったため、問題意識を醸成する機会が減少してしまい

ました。そこで、今年度は、テキストを指定し、新規事業の立て方を伝え、コミュニケーション論についてもゼミ内で実施することと

します。 

 

③ 今年度は、前半の時間では、指定テキストについてグループ報告を行うとともに、テーマへの理解を深めるための議論を行い

ます。 

 後半の時間は、ディベート、グループ活動報告、その他、 「事業計画」「企画」の立て方、キャリアデザインに関するテキストを選

び、読み進める予定です。 

 

④ 現時点で，ゼミで調査する地域は東京都葛飾区、埼玉県志木市、小鹿野町、川越市、神奈川県横須賀市などを予定。そのほ

か希望があれば，ゼミ生の意見を取り入れながら考えていきます。これまでのゼミ活動の一部が Facebookに紹介されています

ので，ご参照下さい<https://www.facebook.com/rikkyolawyakushimaru/〉。 

 

⑤ 本ゼミの内容は，複数の行政機関及び民間企業，そして様々な方々の協力を頂きながら実施しています。大学生であって

も，社会人としてのマナーを大切に守るように意識して臨んで下さい。 

 

⑥ ゼミを通して，キャリア教育支援も行います。具体的には，各種社会人との交流会，イベント，学術会議等の企画・運営への

参加をはじめ，社会人基礎力等の基本的資質・能力やコンピテンシーを分析し，演習や大学生活を通して，どのような力や能力

が身に付いたかについて振り返り等も行います。   

 

注意事項（Notice） 
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■EX625 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX625／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
労働法・社会保障法 

担当者名 

（Instructor） 
島村 暁代(SHIMAMURA AKIYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 労働法と社会保障法に関する政策や裁判例を検討することを通じて，正確な知識と深い理解にもとづく議論ができるようにな

り，具体的な課題に対して自分なりの展望が描けるようになること。  

 

The purpose of this course is for students to be able to engage in discussion based on accurate knowledge and deep 

understanding gained by examining court precedents that cover the major arguments of Labor Law and Social Security Law and 

their systems so that they can depict their own vision for specific issues. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 労働法と社会保障法に関する政策や裁判例の検討を通じて、労働法や社会保障法に関する理論的な枠組みを理解してもらい

ます。 

 受講生の中からゼミ長を選び、受講生中心にゼミの運営が進むことを期待します。グループ作業による学生主体の報告・討論

が中心となるため，授業外の準備を含めた，相当の時間を要する見込みです。場合によっては，週末や夕刻の時間帯にかかる

作業もあります。受講生の希望等に応じて，ゲストスピーカーの招へいや，合宿，施設見学等も予定しています。また，1 年を通じ

て自分の関心のあるテーマをマイテーマとして模索・設定し，研究していただきます。最後にマイテーマレポートとして総括してもら

います。 

 これらのことを理解して，積極的かつ主体的に参加できる人の参加を歓迎します。 

なお，以下の授業計画は一例であり，受講生の関心や希望により，随時変更します。  

 

To handle workplace issues, students must first pin down the fundamental knowledge and understand the theoretical framework 

of the dispute resolution system by studying politics and court precedents on Labor Law and Social Security Law. 

Students elect a Seminar Organizer and Vice Organizer from among them, and they mainly manage and coordinate the course. 

Because the focus is on student-led reports and debates based on group work, this course is expected to require considerable 

time to prepare outside the classroom. In addition, the final report requires an overall summary. 

Depending on circumstances, work may be required on  weekends or in the evening. Students who understand these 

requirements and can participate proactively and independently are welcome to enroll. Note: The following plan is an example 

and changes as necessary according to student requests and the state of progress.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ブレインストーミング 

3. 基本的な知識の確認 

4. 裁判例の検討 

5. 裁判例の検討 

6. 裁判例の検討 

7. 裁判例の検討 

8. 裁判例の検討 

9. 裁判例の検討 

10. 裁判例の検討 

11. 裁判例の検討 

12. 施設見学 

13. 中間小括 

14. 政策の検討 

15. 政策の検討 

16. 政策の検討 

17. 政策の検討 

18. 政策の検討 

19. 政策の検討 
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20. 政策の検討 

21. 政策の検討 

22. 政策の検討 

23. 報告と討論 

24. 報告と討論 

25. 報告と討論 

26. 報告と討論 

27. 報告と討論 

28. 総括 

 

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

 憲法、行政法、民法、労働法、社会保障法を履修済みか、並行して履修予定であることが望ましいです。インターンシップなど、

労働現場の体験を強く推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・発言内容(40%)/報告内容(40%)/マイテーマレポート(20%) 

無断欠席が３回以上の場合，成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用する裁判例等については，授業中に指示します。なお，六法は必携です。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

選考された場合は辞退しないで下さい。また，学期中の連絡は email を使用しますので，使えるようにしておいて下さい。 

 

＜選考方法＞ 

採用人数：１０名程度 

配当年次：２～４年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：ゼミで勉強したいことと将来の展望について 

   ②字数：１２００字程度 

演習論文：実施しない もっとも、マイテーマを設定し、最後にレポートを書いていただきます 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 410 - 

■EX626 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX626／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知的財産法ディベートゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
上野 達弘(UENO TATSUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知的財産法をテーマにディベートを行うことにより法的思考力とプレゼンテーション能力を養う。 

 

The purpuse of this seminar is to develop the students' legal thinking and skills for presentation and discussion through debates 

on intellectual property law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

著作権法に関する現実の事件をテーマとして，原告 3 人×被告 3 人のディベートを行います。残りの参加者は全員ジャッジとして

コメント付き判定を下します。こうして１年間同じチームでリーグ戦を行い，優勝チームを決定するというプログラムです。 

 

ディベーターは準備と理論武装が求められ，他のジャッジも公平な判断が求められます。こうしてディベーターは，柔軟な思考力

と説得的な論理性を鍛え，あわせてプレゼン技術を磨きます。ジャッジは，主張の正当性を適切に見極める判断力を養います。 

 

毎回 20 分程度延長あり。他大学（昨年度は北大と早稲田）との親善試合も開催。 

 

［お問い合わせ］  

 

教員： uenot@waseda.jp 

ゼミ生： twitterアカウント（@rikkyo_uenozemi） 

 

This seminar holds debates between the plaintiff (3 persons) and the defendant (3 persons) on the topic of real case law 

concerning copyright law, for one year. The rest of the students give their judgements with comments. 

 

The debaters have to prepare for the debates, while the judges are expected to be impartial. In the course of this seminar, the 

students can develop flexible legal thinking and skills for presentation and discussioin. 

 

There is an extension of about 20 minutes each time. It is planned to hold the friendly matches with other universities (e.g. 

Hokkaido University, Waseda University). 

 

For further information, please contact: 

 

uenot@waseda.jp 

Twitter: @rikkyo_uenozemi 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Team organization 

2. 京地判平成２０年７月４日〔博士イラスト事件〕 

3. 東京地判平成２０年１月３１日〔右脳を鍛える大人のパズル事件〕 

4. 東京高判平成１３年６月２１日〔みずみずしいすいか事件〕 

5. 東京地判平成２４年２月２３日〔釣りゲータウン２事件〕 

6. 東京高判平成１２年９月１９日〔劇団 SCOT事件〕 

7. 東京高判平成１１年９月３０日〔古文単語記憶術事件〕 

8. 東京高判平成１４年９月６日〔記念樹事件〕 

9. 東京地判平成４年１１月２５日〔民家の暖簾事件〕 

10. 東京地判平成２６年７月３０日〔修理規約事件〕 

11. 東京地判平成２２年７月８日〔入門漢方医学事件〕 

12. 東京地判平成２８年１月２９日〔風水ブログ事件〕 

13. Test Match 
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14. Friendly Match vs. 早稲田大学上野ゼミ 

15. 東京高判平成１２年４月２５日〔脱ゴーマニズム宣言事件〕 

16. 東京地判平成１３年１月２３日〔ふぃーるどわーく多摩事件〕 

17. 東京地判平成１０年１０月３０日〔血液型と性格事件〕 

18. 最判平成１３年１０月２５日〔キャンディ・キャンディ事件〕 

19. 大阪高判令和３年１月１４日〔金魚ボックス事件〕 

20. 東京地判令和３年２月１８日〔放置少女事件〕 

21. 最判平成１３年２月１３日〔ときめきメモリアル事件〕 

22. 知財高判平成１８年９月２６日〔江戸考古学研究事典事件〕 

23. Test Match 

24. Friendly Match vs. 北海道大学吉田ゼミ 

25. Special 1 

26. Special 2 

27. Retirement Match 1 

28. Retirement Match 2 

 

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

ケースの予習のほか、チームメンバーは授業外でディベートの打合せを行う必要がありますので、授業外もゼミに一定の時間を

かけられるような学生を特に歓迎しています。 

 

ご質問・ご相談は気楽にお寄せ下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミへの参加姿勢(50%)/議論内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島並良･上野達弘･横山久芳、2021、『著作権法入門（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-24327-9) 

2. 上野達弘・前田哲男、2021、『〈ケース研究〉著作物の類似性判断――ビジュアルアート編』、勁草書房 (ISBN: 978-4-326-

40392-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小泉直樹･田村善之･駒田泰土･上野達弘編、2019、『著作権判例百選（第 6 版）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 30 名 

配当年次： ２～４年次 

選考方法：レポート 

 ①題目：自己ＰＲおよび志望理由 

 ②字数：自由 

演習論文：実施しない 

 

［注意］ もし採用後に辞退される場合は、発表後、直ちに下記まで連絡してください。 

 

＜連絡先＞ 

上野達弘 

uenot@waseda.jp 

 

※参考※ 

［Twitter］ 

https://twitter.com/rikkyo_uenozemi 

［ゼミに関するエッセイ］ 

http://www.f.waseda.jp/uenot/debateseminar.pdf 

 

注意事項（Notice） 
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■EX627 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX627／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化時代のビジネス社会と法 

担当者名 

（Instructor） 
早川 吉尚(HAYAKAWA YOSHIHISA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化時代の様々な新しいビジネスの展開とこれに対する法規制を考察する。 

 

The objective of this course is to examine the development of various new businesses and the corresponding legal regulations 

in an era of globalization. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この 10 年ほど世界のビジネスシーンにおいてはますますグローバル化が進んでいます。 

本演習においては，その関心領域に応じて参加学生を幾つかのグループに分けた上で，そのグループごとに，文献の渉猟，企

業・業界団体・官庁に対する直接の取材等を通じて，そのような新しいビジネスの詳細や新たな法規制に関して調査・研究しても

らいます。その上で，全員参加の演習の場においてパワーポイントを用いた報告をしてもらい，さらに，全員による討議・検討を経

るという形をとることになります。 

なお，各グループの報告の内容は，ウェブサイトを通じて内外に発信される予定です。 

 

During the past ten years or so, globalization has made further advances in the global business scene. 

In this seminar, participating students will be separated into several groups according to their areas of interest to investigate 

and research the details of such new businesses and the new legal regulations by extensively reading the literature and directly 

interviewing companies, business groups, and government agencies by group. In addition, students will use PowerPoint to 

present reports during seminar sessions attended by all students which will be followed by further debate and discussion among 

all of the students. 

Furthermore, please not that the content of each group's report is scheduled to be published internally and externally through a 

website. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テーマ設定、グループ分け 

3. 中間報告 

4. 第 1 回報告① 

5. 第 1 回報告② 

6. 第 1 回報告③ 

7. 第 2 回報告① 

8. 第 2 回報告② 

9. 第 2 回報告③ 

10. 第 3 回報告① 

11. 第 3 回報告② 

12. 第 3 回報告③ 

13. 総 括① 

14. 総 括② 

15. テーマ設定 

16. テーマ設定、グループ分け 

17. 中間報告 

18. 第 1 回報告① 

19. 第 1 回報告② 

20. 第 1 回報告③ 



 - 413 - 

21. 第 2 回報告① 

22. 第 2 回報告② 

23. 第 2 回報告③ 

24. 第 3 回報告① 

25. 第 3 回報告② 

26. 第 3 回報告③ 

27. 総 括① 

28. 総 括② 

 

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

グループでの報告が主となるため、授業時間以外にグループで集まり、報告内容の検討を行うことが多くなります。 

なお、本演習は延長するのが通常です。正規授業時間の後の時間についても、19:00 までは予定を入れないようにお願いしま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループでの報告の報告内容(100%) 

理由の如何を問わず３割を超えて欠席・遅刻・早退をした学生には基本的には単位を与えることができませんので、インターンや

就職活動等で欠席・遅刻・早退が多く見込まれる学生はこの点に注意して応募してください。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習の中で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

採用人数 ： 30 名程度 

配当年次 ： 3・4 年次（内容につき継続性が重視されるため、4 年次生については前年度に受講していた学生が選考において

優先されることがあります） 

 

選考方法 ： 選考レポート 

①題目 ： 自己紹介、及び、グローバル化が社会に与える影響につき、自分の経験を踏まえながら、自由に記述してください。 

②字数 ： 自 由 

 

演習論文 ： な し 

 

理由の如何を問わず３割を超えて欠席・遅刻・早退をした学生には基本的には単位を与えることができませんので、インターンや

就職活動等で欠席・遅刻・早退が多く見込まれる学生はこの点に注意して応募してください。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 414 - 

■EX628 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX628／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法の現代的課題 

担当者名 

（Instructor） 
許 淑娟(HUH SOOKYEON) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の国際問題に対して適切に分析できるために、国際法に関する知識と適切な理解の習得および国内外の情報収集（主に英

語を用いて）のスキルを身に着ける。 

 

This course aims at enabling students to acquire basic knowledge of public international law and the skill for access of 

information provided mainly by English language.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本コースは、国際法に関する古典的な論文（日本語文献）を読むことと時事的な国際問題を調べることから成り立つ。時事的な国

際問題を扱うに際しては、国連のプレスリリースや、アメリカ国際法学会ニュースレター、ヨーロッパ国際法学会ブログ、The 

Economistの記事など（いずれも英文）を用いて、全員による議論を行う。 

 

なお、お昼休みに大幅の延長も想定される（昼食持参すること）。 

 

This course consists of two elements: reading critically classic interntaional law articles wrttien in Japanese  and analyzing 

current issues concerinig public interntaional law by using global news matrials. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方 

2. 参加者による報告と討論 

3. 参加者による報告と討論 

4. 参加者による報告と討論 

5. 参加者による報告と討論 

6. 参加者による報告と討論 

7. 参加者による報告と討論 

8. 参加者による報告と討論 

9. 参加者による報告と討論 

10. 参加者による報告と討論 

11. 参加者による報告と討論 

12. 参加者による報告と討論 

13. 参加者による報告と討論 

14. 参加者による報告と討論 

15. 中間のまとめ 

16. 参加者による報告と討論 

17. 参加者による報告と討論 

18. 参加者による報告と討論 

19. 参加者による報告と討論 

20. 参加者による報告と討論 

21. 参加者による報告と討論 

22. 参加者による報告と討論 

23. 参加者による報告と討論 

24. 参加者による報告と討論 

25. 参加者による報告と討論 

26. 参加者による報告と討論 

27. 参加者による報告と討論 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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各回の検討テーマについて、テキストの読解、教科書と基本関連する基本文献を調べ、準備する必要がある。論文講読の場合、

報告者に当たったものは、要約および考察レジュメを用意する。時事ニュースを扱う場合は全員がその場で日本語訳できる程度

の準備をしておく必要がある。 

 

英語が堪能であることは求めないが、自らの英語の実力に応じた相応の努力と時間の投資が求められる。 

 

国際法 1 を履修済みあるいは履修中であることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テキストの読解およびそのための関連文献調査(50%)/わかりやすい報告(30%)/議論への建設的な参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

＊各論題に関連する基本資料は、適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：3〜4 年 

選考方法：レポート 

 ①題目：関心のある国際問題について。 

   ②字数：1000 字程度。 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX629 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX629／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法専門文献講読 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際法に関する専門文献の講読を通じて、法的思考力を養う。 

 

The aim of this course is to develop participants' legal thinking skills through analyzing specialized literatures on international 

law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回のテーマに応じた対象文献について、参加者が作成した報告書を検討する。 

対象文献は、国際法の基本事項に関わるものから、先端的な問題を扱ったものまで、参加者の関心に応じて決定する。 

 

Designated participants prepare and submit a report on assigned literatures in advance.  

The literatures to be picked up will be assigned according to the interests of the participants, ranging from those related to the 

basic issues of international law to those dealing with cutting-edge issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方 

2. 国際法の法源１ 

3. 国際法の法源２ 

4. 国際法の法源３ 

5. 国家領域１ 

6. 国家領域２ 

7. 国家領域３ 

8. 国家免除１ 

9. 国家免除２ 

10. 国家免除３ 

11. 海洋法１ 

12. 海洋法２ 

13. 海洋法３ 

14. 海洋法４ 

15. 中間のまとめ 

16. 国家責任１ 

17. 国家責任２ 

18. 国家責任３ 

19. 国際人権法１ 

20. 国際人権法２ 

21. 国際人権法３ 

22. 国際安全保障１ 

23. 国際安全保障２ 

24. 国際安全保障３ 

25. 国際刑事法１ 

26. 国際刑事法２ 

27. 国際刑事法３ 

28. 総括 

 

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

各回の対象文献について、全員が熟読の上、報告者はレジュメを作成し事前に配布することが求められる。 

演習では、報告書について、質疑応答を通して内容の正確な理解を深めると同時に、批判的な検討を加える。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

検討事項の積極的な提起(20%)/調査に基づく情報の提供(30%)/建設的な批判・意見の提示(30%)/読み手を意識した適切な資料

作成(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩沢雄司、2020、『国際法』、東京大学出版会 (ISBN:9784130323918) 

＊各論題に関連する基本資料は、適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川幸一（他）、2016、『国際法で世界がわかる』、岩波書店 (ISBN:9784000229555) 

2. 森肇志・岩月直樹（編）、2020、『サブテクスト国際法』、日本評論社 (ISBN:9784535524729) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：2〜4 年 

選考方法：レポート 

 ①題目：本演習への参加を希望する理由。どのような問題について関心を持ち、調べたいと考えているか。 

   ②字数：1200 字以内。 

演習論文：実施する（希望者のみ）。 

 

 

 

この演習は参加者が調査をふまえた報告書を提出し、それについてお互いに建設的な意見の交換を行うことで成立します。国際

法を学びつつ、法的議論の組み立て方、法的視点に基づく文章の書き方を身につけたい学生、議論を通じて自らの理解・知識を

確かなものにしたいと考える学生の参加を期待します。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX630 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX630／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際貿易・投資に関する規制と国際紛争－グローバル経済と国際協力 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 太郎(HAMADA TARO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期では、主要な WTO判例の意義や問題点を理解する。秋学期では、国際経済法上の問題について法解釈だけでなく立法

論ないし政策論的な検討も行う。 

 

In the spring semester, you will understand the significance and problems of major WTO panel and Appellate body reports. In the 

fall semester, we will try to combine cutting-edge, legal and political research of some relevant legal issues of international 

economy ｔhrough discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  経済がグローバル化し、人、物品・サービス、資本は日常的に国境を越えて移動している。環境保護、感染症、移民・難民問

題、強制労働・児童労働等に対処するため各国は国際協力を推進していく必要がある。しかし、米国・中国の経済覇権の争い、

通商摩擦の深刻化、イギリスの欧州連合からの脱退等を見ても、国際社会は順調に統合の方向に向かっているわけではない。

国際法・国際経済法は、地球規模の課題の解決に向けて、どのような役割を果たすことができるのかを考えたい。 

  春学期は、WTOの主要判例の日本語解説（要すれば判例原文）を分析し WTO協定の意義や問題点を考える。秋学期は、各

自が関心を有する国際経済法上の問題を分析・報告し、解釈論だけでなく立法論・法政策論も考察したい。 

 履修者数や希望に応じて、判例分析報告あるいは個別報告の回数を増減する。 

 

  People, goods and services, and capital are moving across borders in the global economy. 

Sovereign states should promote international cooperation to deal with global issues: environmental protection, infectious 

diseases, immigration and refugee, forced labor, child labor etc. However, the international community is not always moving 

toward integration, as we see it in our daily news: hegemonistic struggle and trade war between the United States and China, 

the withdrawal of the United Kingdom from the European Union etc. This seminar will examine any positive role of the 

international law and international economic law in resolving these global issues. In the spring semester, we will analyze major 

WTO panel and Appellate body reports. In the fall semester, we will combine cutting-edge, legal and political research of some 

relevant legal issues of international economy through discussion. 

  We may focus either WTO case analysis or cross cutting individual research, depending on the number of students and their 

requests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション WTO 協定の概要、演習の進め方 

2. WTO判例分析報告・討議：事例① 

3. WTO判例分析報告・討議：事例① 

4. WTO判例分析報告・討議：事例② 

5. WTO判例分析報告・討議：事例③ 

6. WTO判例分析報告・討議：事例④ 

7. WTO判例分析報告・討議：事例⑤ 

8. WTO判例分析報告・討議：事例⑥ 

9. WTO判例分析報告・討議：事例⑦ 

10. WTO判例分析報告・討議：事例⑧ 

11. WTO判例分析報告・討議：事例⑨ 

12. WTO判例分析報告・討議：事例⑩ 

13. WTO判例分析報告・討議：事例⑩ 

14. 春学期のまとめ、後期の担当割り当て 

15. 秋学期のイントロダクション 専門文献の調査方法、演習の進め方 

16. 個別報告①（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 
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17. 個別報告①(国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

18. 個別報告②（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

19. 個別報告③（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

20. 個別報告④（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

21. 個別報告⑤（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

22. 個別報告⑥（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

23. 個別報告⑦（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

24. 個別報告⑧（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

25. 個別報告⑨（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

26. 個別報告⑩（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

27. 個別報告⑩（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

28. 全体総括 

 

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

・報告者は、事前に報告課題を周到に調査し、適切にその内容をまとめた報告レジュメを提出すること。 

・国際経済法を履修することが望ましい。 

・米国第 1 主義による WTO上級委員会の麻痺、米中貿易摩擦等、近年の国際経済法は激動の時代を迎えている。WTO、TPP、

FTAなどに関するニュースにぜひ注目してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容及び課題の提出(60%)/質疑応答などの授業への貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。春学期では、『ケースブック WTO法』に掲載された重要判例の他、近年の判例は経済産業省ホームページ

の「不公正貿易報告書」及び「WTO パネル・上級委員会報告書に関する調査研究報告書」を参照すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松下 満雄他、2009、『ケースブック WTO法』、有斐閣 (ISBN:4641046433) 

2. 関根 豪政、2021、『国際貿易法入門 ―WTO と FTAの共存へ』、筑摩書房 (ISBN:4480074147) 

その他の参考文献は、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： ２０名 

配当年次： ３・４年次 

選考方法： レポート 

  ①題目： 本演習の志望理由 

  ②字数： 1200 字程度 

演習論文：実施しない 

 

〇担当教員への問い合わせ 

メールアドレス thamada at isc.senshu-u.ac.jp 

※at を @ に置き換えてください 

 

注意事項（Notice） 
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■EX631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX631／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アダム・スミスの『道徳感情論』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 裕介(ANDO YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アダム・スミスの『道徳感情論』を輪読し、人間がもつ感情の相互作用と社会秩序の関係、道徳や正義といった観念の形成過程

について議論する。また、個人研究を通じて自分なりの問題意識と見解をもち、読解力・調査力・分析力を鍛える。 

 

The objective of this seminar is to read Adam Smith's The Theory of Moral Sentiments, and to discuss the relationship between 

human sentiments and social order as well as the process in which morality and justice are formed. In addition, students develop 

their awareness of issues and opinions through individual research in order to improve their investigative and analytical abilities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

スミスは 18 世紀のスコットランド啓蒙を代表する思想家であり、新たな時代を切り開く重要な著作を残した人物である。一般には

「経済学の父」として知られるスミスであるが、実際にはグラスゴー大学の「道徳哲学」教授であった。本演習では、道徳哲学者ス

ミスが人間のもつ感情の相互作用と社会秩序の関係をどのように捉えていたか、さらには道徳や正義といった観念の形成をどの

ように考えていたかを読み解く。 

単に文献を輪読するだけでなく、個人研究に基づくプレゼンテーションもおこなってもらう。また、他大学との合同ゼミやインカレの

プレゼン大会（12 月中旬）への出場も予定している。 

 

Adam Smith is one of Sottish Enlightenment philosophers in the 18th century, and a prominent figure writing important literary 

works leading to a new age. Today, Smith is known as mainly 'Father of Economics', but in fact he was professor of 'Moral 

Philosophy' in the University of Glasgow. In this class, students deepen their understanding on how Adam Smith conceived the 

relationship between human sentiments and social order as well as the process in which morality and justice are formed. 

Besides reading the literature, students  also give presentations based on individual research. In addition, students are 

scheduled to participate in a joint seminar with other universities and compete in an intercollegiate presentation contest (middle 

of December). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト輪読（１） 

3. テキスト輪読（２） 

4. テキスト輪読（３） 

5. テキスト輪読（４） 

6. テキスト輪読（５） 

7. テキスト輪読（６） 

8. テキスト輪読（７） 

9. テキスト輪読（８） 

10. テキスト輪読（９） 

11. テキスト輪読（10） 

12. テキスト輪読（11） 

13. テキスト輪読（12） 

14. テキスト輪読（13） 

15. テキスト輪読（14） 

16. テキスト輪読（15） 

17. 他大学との合同ゼミ 

18. テキスト輪読（16） 

19. テキスト輪読（17） 

20. テキスト輪読（18） 

21. 個人研究の構想発表（１） 

22. 個人研究の構想発表（２） 

23. テキスト輪読（19） 
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24. テキスト輪読（20） 

25. テキスト輪読（21） 

26. テキスト輪読（22） 

27. 個人研究プレゼンテーション（１） 

28. 個人研究プレゼンテーション（２） 

 

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

１）課題テキストに対する感想や疑問点をコメントペーパーの形で毎回提出してもらう。 

２）個人研究については各自で設定したテーマを掘り下げるための文献収集や論点整理をおこなってもらう。 

３）個人研究発表にあたってパワーポイントスライドを作成してもらう（分からない場合は個別指導する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度・議論への参加および貢献度(40%)/コメントペーパー(30%)/個人研究発表(30%) 

自分から積極的に発言し、熱意をもって毎回の演習に取り組む学生を歓迎する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アダム・スミス（水田洋訳）、2003 年、『道徳感情論』（上）、岩波文庫 (ISBN:4003410564) 

2. アダム・スミス（水田洋訳）、2003 年、『道徳感情論』（下）、岩波文庫 (ISBN:4003410572) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水田洋、1997 年、『アダム・スミス』、講談社学術文庫 

2. 堂目卓生、2008 年、『アダム・スミス』、中公新書 

3. ニコラス・フィリップソン（永井大輔訳）、2014 年、『アダム・スミスとその時代』、白水社 

4. Christopher J. Berry. 2019 年. Adam Smith: Very Short Introduction. Oxford University Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： １５名程度 

配当年次： ２～４年次 

選考方法： レポート 

①題目： この演習を志望する理由（アダム・スミスについて知っていること・調べたことを含む） 

②字数： 1,500 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 422 - 

■EX632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX632／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
交渉学入門（Introduction to Negotiating Skills） 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アルバイトのシフトの変更、就活、会社での営業、企業買収、交通事故・相続・離婚などの紛争解決、どれをとっても、複数の人

間が関わる全てのことは「交渉 negotiation」です。交渉の基本的知識とスキルを知っておくことは、これから社会に出ていく皆さ

んにとって役に立ちます。この演習は、交渉学の代表的な教科書と代表的な古典を読み、ロール・プレーを行うことで、社会に出

て交渉経験を積み重ねるための基礎を築いてもらうことをめざしています。 

 

The Objective of this course is to provide students with basic knowledge and skills of negotiation., and skills for writing a short 

essay, presentation and discussion.  

 

授業の内容（Course Contents） 

 文献を読む回は、私が提示した論点に対して、テキストを正確に読んで自分の考えを文章にする作業を通じて、文章力をつけま

す。また、班内で発表・議論し、班の見解をまとめるグループワークをします。グループワークは社会生活の基本です。 

 春学期は、法科大学院の交渉学教科書（『ロースクール交渉学』）の前半と、経営学分野の交渉学の古典（『交渉の認知心理

学』）の前半を扱い、秋学期は、それぞれの後半を扱い、テキストの勉強が単調にならないようにしつつ、交渉学の基本を理解し

ながら、専門書の読解にも慣れるようにします。『交渉の認知心理学』はビジネススクール（MBA）の教材で、マネジメント（管理

職）に必要な知識を提供するものです。また、交渉や調停のロール・プレーをグループに分かれて行う回を春、秋それぞれ数回設

け、文献で学んだことを実際に確認してもらい、交渉に関する理解を深める手助けにします。 

 夏休みにはゼミ合宿を実施し、ロールプレーをビデオ撮影して、事後に論評しあう予定です。秋休みにはテキストの「あるジョイ

ント・ベンチャーの交渉」について分析してもらいます。 

 なお、リサーチペーパー（自分で設定したテーマで 15,000 字程度の論文。執筆の有無に関わらず、成績には含まない）の執筆

を希望する人には論文作成の指導を行います。大学時代に論文を書く経験は社会に出てから役にたちますので、積極的にチャ

レンジしてください。 

 

Students read Negotiation textbook edited by Shozo Ota and Yoshiro Kusano and Negotiation Rationally written by Max H. 

Bazerman and Margaret A. Neal. Students are required to participate in simulations of negotiation.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、自己紹介、授業計画 

2. はじめに（ロール・プレー） 

3. 交渉理論の基本的分析概念 

4. 交渉力 

5. ロール・プレー 

6. 交渉における合理的思考の導入、行動のエスカレーション 

7. 迷信：パイの大きさは決まっている 

8. 交渉者論：望ましい交渉者とは？ 

9. ロール・プレー 

10. 係留効果と調節 

11. 交渉の心理学 

12. 交渉のゲーム理論 

13. ロール・プレー 

14. 春学期の振り返り 

15. 交渉の枠づけ：フレーミング 

16. 勝者の呪縛 

17. 交渉文化論 

18. ビジネス交渉 

19. ロール・プレー（ビジネス交渉） 

20. 交渉について合理的に考える 

21. 統合的な合意内容を生みだすための合理的戦略 



 - 423 - 

22. 交渉における公平性、感情、合理性 

23. ロールプレー 

24. 合意型紛争解決交渉論 

25. ロール・プレー（家事調停） 

26. 弱者と強者の交渉 

27. 非合理的世界で合理的に交渉する 

28. 全体のふりかえり 

 

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

毎回必ず、3 つ程度の論点を教員が事前に提示し、それに対する回答を履修者は事前にブラックボードで提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前の課題に対するレポート(30%)/担当報告の内容(30%)/平常の授業態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 太田勝造・草野芳郎編著、2007、『ロースクール交渉学 第２版』、白桃書房 (ISBN:978-4-561-96112-3) 

2. ベイザーマン＆ニール（奥村哲史訳）、1997、『マネージャーのための交渉の認知心理学』、白桃書房 (ISBN:978-4-561-

23275-9) 

 

参考文献（Readings） 

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) 

2. アラン・ランプルゥ＆オウレリアン・コルソン、2014、『交渉のメソッドーリーダーのコア・スキル』、白桃書房 (ISBN:978-4-561-

23628-3) 

3. フィッシャー＆ユーリー、1989、『ハーバード流交渉術』、三笠書房 (ISBN:978-4837903604) 

4. 名古屋ロイヤリング研究会編、2009、『実務ロイヤリング講義 第２版』、民事法研究会 (ISBN:978-4896285086) 

5. レビスキーほか、2011、『交渉力─最高のバイブル』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4532605148) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：16 人〜20 人程度（継続者を優先しますが、新規の人も歓迎します） 

配当年次：2〜4 年次 

選考方法： 

  ①題目：このゼミを志望する理由（ワープロを用いて下さい） 

  ②字数：1600 字以上（横書） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX633 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX633／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジアにおける歴史認識問題 

担当者名 

（Instructor） 
庄司 潤一郎(SHOJI JUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後 70 年以上が経過した現在でも、東アジアでは歴史問題をめぐって論争が惹起しており、日本の外交に大きな影響を及ぼし

ている。そこで、本演習は、東アジアにおける歴史認識問題の背景・要因・特質、および近年の動向について、多角的に考えるこ

とを目的とする。それにより、皆さんが自身の歴史認識を身に着けると同時に、外国の方と議論し得る基盤を習得して欲しい。 

 

Today, more than 70 years after the end of the Pacific War, East Asia continues to be engaged in furious debates over 

historical perception. Such debates have influenced on the Japanese diplomacy. The purpose of this seminar is to think the 

backgrounds, elements and characteristics of historical perception issue in East Asia from a multifaceted. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は、歴史認識問題に関する基本的文献を輪読、各回報告を踏まえて議論を行う。秋学期は、各人が歴史認識問題に関す

る具体的なテーマを選定し、考察の結果を発表、相互に議論を行う。 

 

At Spring Semester each student in this seminar shall read the basic texts concerning historical perception issue in turns and 

at Autumn Semester research the selected specific topics to present and engage in discussion. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（演習の進め方） 

2. 歴史認識問題とは 

3. 歴史認識問題に関する基本的文献の輪読・議論① 

4. 同上② 

5. 同上③ 

6. 同上④ 

7. 同上⑤ 

8. 同上⑥ 

9. 同上⑦ 

10. 同上⑧ 

11. 同上⑨ 

12. 同上⑩ 

13. 同上⑪ 

14. 同上⑫ 

15. 事例研究の方法について 

16. 事例研究の報告・議論① 

17. 同上② 

18. 同上③ 

19. 同上④ 

20. 同上⑤ 

21. 同上⑥ 

22. 同上⑦ 

23. 同上⑧ 

24. 同上⑨ 

25. 同上⑩ 

26. 同上⑪ 

27. 同上⑫ 

28. 総合討議 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/出席態度(20%)/演習に対する姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 波多野澄雄、2011、『国家と歴史』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-1021373) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大沼保昭、2015、『「歴史認識」とは何か』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102332-2) 

2. 庄司潤一郎ほか、2021、『決定版 大東亜戦争 下』、新潮社 (ISBN:978-4-10-6109140) 

3. 読売新聞戦争責任検証委員会、2009、『検証 戦争責任 下』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-205177-5) 

4. 黒沢文貴、イアン・ニッシュ、2011、『歴史と和解』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-026228-6) 

5. 細谷雄一、2017、『戦後日本の歴史認識』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-023072-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名以内 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：本演習の志望理由と関心のある具体的なテーマ 

   ②字数：1000 字 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX634 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX634／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法教育実践 / 子ども・若者法の研究 

担当者名 

（Instructor） 
山口 敬介(YAMAGUCHI KEISUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

講義では実現困難な調査・分析・報告・討論・学外での発表を通じて、民法、ひいては法への理解を深めること。 

 

The aim of this course is to promote a deeper understanding not only of Civil Law but also law in general through researches, 

analysis, reporting, discussions, and presentations outside the campus. 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. 法教育実践： 実践を通じて、各自が法学部に入ってわかった法・法学の意義・魅力を、法を学んでいない人にわかりやすく伝

える能力を養います。「他人に教える」ことを通じて、日頃法学部で勉強していることの意味等を「自分たちが学び直す」ことが目

標です。具体的な実践方法としては、中学校や高校で法に関する授業を行うことを予定しています（例年、いくつかの班に分か

れ、各班 2 校程度の学校を訪問しています）。授業テーマの選択や実践場所の確保まで全て自分たちで行います。過去の活動

例については、下記 HP・SNS・参考文献を参照してください。 

 

2. 子ども・若者法の研究：2022年 4 月から成年年齢を 18 歳とする改正民法 4 条が施行されます。この改正に対しては異論もあ

り、改めて子ども・若者の「自律」と「保護」の関係について考察する必要性が生じたといえます。そこで、成年年齢の問題も含め、

子ども・若者をめぐる法律関係について検討し、我々の法・社会は子ども・若者をどのように捉えているのか考えてみたいと思い

ます。 

具体的テーマとしては、成年年齢、親子関係（養親子関係を含む）、親の離婚に伴う諸問題（養育費、連れ去り等）、虐待・DV、い

じめ・ハラスメント、子どもの預かりと事故、奨学金・子育て支援等のテーマが考えられます。もっともこれらは一例にすぎず、具体

的には受講者と相談の上で決定します。 

 

これらの授業内容.は民法全体の学習を前提とします。したがって、民法 1～5 もしくは民法（１）～（４）のうちで未習の科目がある

方は、必要に応じて、各自で自習することが不可欠です。 

参加者には、報告及び毎回の周到な予習はもちろん、ゼミ内で自分の貢献できる場所を見出し積極的な参加をすることが求めら

れます。いずれの活動も正規の授業時間外の活動が必要となります。例えば、上記 1 については、本番まで、毎週 1 回程度のミ

ーティングを行うのが通例です。これらに十分参加できる時間的余裕のある方であり、かつ、全ての活動についてやる気を持ち、

それを持続できそうな方のみ応募してください。 

※下記の授業計画は、諸般の事情により、変更することがあります。 

 

1. Law education. The aim of this project is to develop an ability to explain significance and fascination of law and jurisprudence 

to people who are unfamiliar with law. It is expected that the participants will rediscover the significance of what they are 

studying in the College of Law and Politics. Participants will give lectures on law in junior high schools or high schools.  

Participants shall take the initiative in planning the lectures, including choosing subjects of lectures and finding appropriate 

schools. 

 

2.Research of the law of children and the youth: This project deals with the legal problems related to children and the youth, 

such as the legal age of adulthood, legal relations of parent and child, problems arising from divorce of parents, child abuse, 

domestic violence, harassment and so on,  

The specific topic of the lecture will be decided during the first lecture, so students should make sure to attend the first 

lecture. 

 

Participants are urged to prepare carefully for each class, make presentations, and participate actively in the projects.  Every 

participant should find what he/she can do to make the projects successful. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 法教育：先行実践例の検討 

3. 法教育実践準備 1 
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4. 法教育実践準備 2 

5. 子ども・若者法の研究：問題の探索 1 

6. 子ども・若者法の研究：問題の探索 2 

7. 子ども・若者法の研究：問題の探索 3 

8. 法教育実践準備 3 

9. 法教育実践準備 4 

10. 法教育実践準備 5 

11. 法教育実践準備 6 

12. 子ども・若者法の研究：中間報告 1 

13. 子ども・若者法の研究：中間報告 2 

14. 子ども・若者法の研究：中間報告 3 

15. 春学期の振り返り・秋学期の計画 

16. 法教育実践準備 7 

17. 法教育実践準備 8 

18. 法教育実践リハーサル 1 

19. 法教育実践リハーサル 2 

20. 法教育実践リハーサル 3 

21. 法教育実践リハーサル 4 

22. 法教育実践リハーサル 5 

23. 法教育実践リハーサル 6 

24. 子ども・若者法の研究：最終報告 1 

25. 子ども・若者法の研究：最終報告 2 

26. 子ども・若者法の研究：最終報告 3 

27. 法教育実践報告・反省会 

28. 総括 

 

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

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/討議内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口敬介、2017、『「法学部生による法教育実践の一例－現状の紹介と展開可能性」『法と教育』8 号所収』、商事法務 

(ISBN:9784785726607) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜前年度以前のゼミ生作成の HPや SNS＞ 

HP： 

http://kyamaguchiseminar.wix.com/law-education 

Twitter： 

@yama_zemi_ 

Instagram： 

rikkyo.law_yamaguchiseminar 

 

＜選考方法＞ 

採用人数：12-15 名 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習の志望動機 

②字数：自由（但し、手書きは不可とします） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX635 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX635／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

登記等の実務から学ぶ民法・会社法 

～近時、頻繁になされる法令等の改正も網羅～ 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 龍介(SUZUKI RYUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

その他登録 

ND161 法学政治学特別リサーチと合同授業 

 

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、登記等の実務の観点から民法・会社法を学ぶこと

は、これまでの学習の確認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が想起されるとともに、将来における実践力を養うこ

とを目指す。 

※ 最新の六法必携 

 

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. 

* The latest version of The Six Codes Companion. 

 

授業の内容（Course Contents） 

各授業（第２回目～／なお、報告者の希望等によりテーマを変更する場合あり）について、受講生のうち１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（授業前に配信） 

 ②報告担当者において授業で報告 

 ③受講生間において質疑・意見交換 

 ④講師において実務資料等の提供と報告に対するフォローアップ 

なお、報告書については、該当する法令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。 

 

Starting from the second session, one student 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 laws and summarize a general outline of the system 

(no restrictions on length or format). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／民法・会社法総論 

 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） 

 自然人の能力に関する諸論点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についてフォローをする。 

3. 法人（一般社団・財団法人を含む） 

 法人制度に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは一般社団・財団法人の実務についてフォローをする。 

4. 不動産登記 

 不動産物権変動の対抗要件である不動産登記に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは不動産登記の実務についてフォローをする。 

5. 抵当権・根抵当権 

 抵当権・根抵当権に関する諸論点についてディスカッションする。 
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 講師からは抵当権・根抵当の実務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） 

 動産・債権譲渡に関する諸論点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についてフォローをする。 

7. 保証（経営者保証を含む） 

 保証に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは保証の実務についてフォローをする。 

8. 売買契約 

 売買契約に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは売買契約（書）の実務についてフォローをする。 

9. 株式 

 株式に関する諸論点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についてフォローをする。 

10. 株主総会 

 株主総会に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは株主総会の実務についてフォローをする。 

11. 役員等 

 株式会社の役員等に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは役員変更登記の実務についてフォローをする。 

12. 資金調達 

 資金調達（募集株式の発行等）に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは会社の資金調達の実務についてフォローをする。 

13. 相続①：遺産分割 

 遺産分割に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは遺産分割の実務についてフォローをする。 

14. 相続②：遺言 

 遺言に関する諸論点についてディスカッションする。 

 講師からは遺言の実務（法務局保管制度を含む）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） 

予習：報告書の作成（授業の３日前までに配信）－報告書のチェック 

復習：関連条文や判例等のチェック 

 

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）(60%)/授業での発言(40%) 

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. 鎌田薫・松岡久和・松尾弘編、2020、『別冊法学セミナー№262 新基本法コンメンタール 物権』、日本評論社 (ISBN:ISBN：

978-4-535-40262-1) 

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:ISBN：978-4-535-40226-3) 

4. 鎌田薫・潮見佳男・渡辺達徳編、2020、『別冊法学セミナー№264 新基本法コンメンタール 債権２』、日本評論社 

(ISBN:ISBN：978-4-535-40264-5) 

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:ISBN：978-4-535-40228-7) 

6. 松川正毅・窪田充見編、2019、『別冊法学セミナー№261 新基本法コンメンタール 親族（第２版）』、日本評論社 (ISBN:ISBN：

978-4-535-40278-2) 

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 

『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 
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『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 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 

⑫ 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：978-4-641-11537-8 

⑬ 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 

⑭ 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 

⑮ 池田真朗編 

『民法 Visual Materials（第３版）』 

有斐閣 2021 年 ISBN  978-4-641-13857-5 

⑯ 落合誠一編 

『会社法 Visual Materials』 

有斐閣 2011 年 ISBN：978-4-641-13606-9 

⑰ 鈴木龍介編著 

『登記法入門－実務の道しるべ』 

商事法務 2021 年  ISBN 978-4-7857-2869-4 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１０名まで 

配当年次：３・４年次生（ただし、大学院生対象であることから民法・会社法の基礎知識を有していること） 

選考方法：提出されたエッセイ「本授業に対する抱負等」（１，０００字以内／手書き不可）により選考する。   

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX636 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX636／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法の重要判例を読む 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最近の民法の重要判例を検討することにより、民法の考え方を学ぶ。将来、法曹を目指す者だけではなく、公務員や企業・会社

に勤務することを考えている者に有用な内容を考えている。 

 

Students will learn the concept of civil law by examining recent important judicial precedents.The content of the course is 

designed to be useful not only for those who aim to become legal professionals in the future, but also for those who are thinking 

of working for public officials, companies, or corporations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、最近 5 年以内の民法の重要判例を読み、その内容を検討する。具体的には、報告者が報告をし、その内容を議論する。

受講生は、自らの報告によって、プレゼンテーション能力を培うとともに、他人の報告を聴いて考え、議論することにより、コミュニ

ケーション能力を養うことが可能となる。 

 

In each session, we will read an important precedent in civil law within the last five years and discuss its contents. Specifically, 

the presenter will give a report and the contents will be discussed.Students will be able to cultivate their presentation skills 

through their own reports, as well as their communication skills by listening to, thinking about, and discussing the reports of 

others. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 民法総則の重要判例（判例の読み方の例を示す） 

3. 民法（財産法）の重要判例１ 

4. 民法（財産法）の重要判例２ 

5. 民法（財産法）の重要判例３ 

6. 民法（財産法）の重要判例４ 

7. 民法（財産法）の重要判例５ 

8. 民法（財産法）の重要判例６ 

9. 民法（財産法）の重要判例７ 

10. 民法（財産法）の重要判例８ 

11. 民法（財産法）の重要判例９ 

12. 民法（家族法）の重要判例１ 

13. 民法（家族法）の重要判例２ 

14. 民法（家族法）の重要判例３ 

 

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

判例の原本や複数の評釈を事前に検討する。 

 

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） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 
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採用人数：15 名程度 

配当年次：2 年次～4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：この演習に参加を希望する理由 

   ②字数：1600 字程度（A４用紙１枚程度） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX637 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX637／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本政治の実証分析 

担当者名 

（Instructor） 
大森 翔子(OMORI SHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本政治について，問いを立て，データを用いて実証的に分析する力を身につける。 

 

To acquire the ability to formulate questions about contemporary Japanese politics and to analyze them empirically using data. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は，基本的に 2 つのセクションで構成される。前半は，日本政治の実証分析に関する論文を 1 本購読する。後半で

は，実証分析に必要な統計手法・統計ソフトの解説を行う。 

学期の半ばに，履修者は日本政治に対して実証分析可能な「問い」を設定する。それにもとづきデータ分析を行い，学期の最後

に最終レポートを提出する。 

 

Each class will consist of two sections.In the first half, we will read articles on empirical analysis of Japanese politics. In the 

second half, I will explain the statistical methods and software necessary for empirical analysis.  In the middle of the semester, 

students will make empirically analyzable "questions" about Japanese politics.Students will analyze the data and submit a final 

report at the end of the semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献購読/仮説の立て方 

3. 文献購読/統計ソフト「R」の基礎 

4. 文献購読/記述統計 

5. 文献購読/差の検定 

6. 文献購読/クロス表・相関分析 

7. レポートテーマ報告/回帰分析の基礎 

8. レポート分析報告(1)/分析手法の復習 

9. レポート分析報告(2)/分析手法の復習 

10. レポート分析報告(3)/分析手法の復習 

11. レポート分析報告(4)/分析手法の復習 

12. レポート分析報告(5)/分析手法の復習 

13. レポート分析報告(6)/分析手法の復習 

14. 最終報告会 

 

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

履修者は事前に課題文献を読み，要点・コメントをまとめるほか，前回解説のあった統計分析の方法について必ず復習をするこ

とが求められる。統計ソフトを使用するので，PC の基本操作を可能にしておくこと。 

授業時間外の学習に関する指示は，履修登録後に Blackboard上で履修者に対して行う。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内課題の達成度・理解度(30%)/議論への参加度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。授業中に用い教材は，適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 久米郁男、2013、『原因を推論する -- 政治分析方法論のすゝめ』、有斐閣 (ISBN:4641149070) 

2. 山田剛史・村井潤一郎、2004、『よくわかる心理統計 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-

4623039999) 

3. 浅野正彦・矢内 勇生、2018、『Rによる計量政治学』、オーム社 (ISBN:978-4274223136) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名以内 

配当年次：2～4 年次 

選考方法： 

①題目：本演習の志望理由，演習で実証分析をしてみたい日本政治のテーマ 

②字数：A4 用紙 1 枚以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX638 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX638／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済法演習 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独占禁止法と景品表示法の学習を通じて、基礎的な法的思考力を身に付けるとともに、企業の行動やビジネスについての理解

を深めることを目標とする。 

独占禁止法や景品表示法では、有名企業や身近な商品の先例も多く、その検討を通じて、企業の行動やビジネス・経済について

の基礎的な理解を養うことができる。 

 

The objectives of this seminar are to cultivate the fundamental legal ability to think critically while understanding corporate 

behaviors and business through studying the Antimonopoly Act and the Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading 

Representations. 

There are many precedents concerning famous companies and familiar products under the Antimonopoly Act and the Act 

Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations, and a fundamental understanding of corporate behaviors, 

business, and economics can be achieved through examining those cases. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生の希望も踏まえて決定するが、概ね、以下の内容を予定している。必要に応じてグループディスカッションも利用する予定

である。 

１．春学期は、ケースの検討などを通じて独占禁止法の基礎的な仕組みを理解するとともに、必要な法的思考力と経済に関する

基礎的な理解を身につける。 

２．秋学期は、独占禁止法や景品表示法などに関連するいくつかのテーマを受講者の関心を踏まえて選択し、検討する。 

 

本ゼミでは、報告者の報告を踏まえて全体で議論するという方式を基本とするが、必要に応じて、教員から問題を提示して受講

者に考えてもらう方式も併用する。 

 

本ゼミでは、企業やビジネス、経済の問題を扱うので、それらに関心のある学生の参加を歓迎する。 

 

The seminar content will be based on student requests and the following content is planned. Group discussions are also used. 

1. During the spring semester, students understand the fundamental mechanisms of the Antimonopoly Act through debating 

cases. 

2. During the autumn semester, topics related to the Antimonopoly Act and the Act Against Unjustifiable Premiums and 

Misleading Representations are examined based on student requests. 

 

The format of this seminar is based on a class discussion of reports given by student presenters, but the lecturer may present 

students with problems to think about in a combined approach as needed. 

 

Because this seminar will cover companies, business, and economic problems, students with an interest in those areas are 

welcome to participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（１） 

2. オリエンテーション（２） 

3. 報告と受講者全体による討論 

4. 報告と受講者全体による討論 

5. 報告と受講者全体による討論 

6. 報告と受講者全体による討論 

7. 報告と受講者全体による討論 

8. 報告と受講者全体による討論 

9. 報告と受講者全体による討論 

10. 報告と受講者全体による討論 
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11. 報告と受講者全体による討論 

12. 報告と受講者全体による討論 

13. 報告と受講者全体による討論 

14. 春学期まとめ 

15. オリエンテーション 

16. 報告と受講者全体による討論 

17. 報告と受講者全体による討論 

18. 報告と受講者全体による討論 

19. 報告と受講者全体による討論 

20. 報告と受講者全体による討論 

21. 報告と受講者全体による討論 

22. 報告と受講者全体による討論 

23. 報告と受講者全体による討論 

24. 報告と受講者全体による討論 

25. 報告と受講者全体による討論 

26. 報告と受講者全体による討論 

27. 報告と受講者全体による討論 

28. 全体まとめ 

 

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

各回で取り上げる先例やテーマについて、事前に資料を読んで予習することが求められる。 

なお、後記参考文献については、初回の授業時に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/平常の授業態度・議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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

2. 土田和博ほか、2019、『条文から学ぶ独占禁止法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641243149) 

3. 金井貴嗣ほか編、2019、『ケースブック独占禁止法（第 4 版）』、弘文堂 (ISBN:9784335305191) 

4. 宮井雅明編著、2016、『経済法への誘い』、八千代出版 (ISBN:9784842916750) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１０名～１５名程度 

配当年次：３、４年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：次の（a）又は（ｂ）のうち、どちらか１つを選択。参考にした文献やウェブサイトがある場合には出典を明記すること。 

  （a）関心のある業界や企業を１つ取り上げ、その業界や企業について調べたこと（扱っている商品やサービスの内容、市場シ

ェア、現状や将来の課題、歴史など、何でもよい。）を説明しなさい。 

  （ｂ）このゼミを志望した理由。 

  ②字数：１０００字から２０００字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX639 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX639／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SDGｓ時代の消費者の権利と企業の社会的責任（ＣＳＲ）について考える 

担当者名 

（Instructor） 
細川 幸一(HOSOKAWA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

SDGｓが求めれている現代経済社会における消費者の権利と企業の社会的責任（ＣＳＲ）について考え、消費者と企業がともに潤

うＷＩＮ・ＷＩＮの関係について検討する。 

 

The objectives of this seminar are to think about Corporate Social Responsibility (CSR) and the rights of consumers in 

contemporary economic society in the era of SDGs， and examine win-win relationships in which both companies and 

consumers can gain. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 衣食住という言葉がある。人間が生きていくために最低限必要な生活領域を指す言葉である。ではどうやって現代人は衣食住

を満たしているのであろうか？  

 通常は売り手たる企業と売買契約を結び，代金を渡す代わりにモノを受領することによってそれらの需要を満たす。現代人の多

くは労働者として賃金を得て，それを使って消費者として必要なモノを購入して生きていくことになる。 

 モノの代金の原資となる賃金に限りがある以上，賢い消費をしないと豊かな生活ができないばかりか，逆に損害を蒙ったり，場

合によっては商品やサービスの欠陥により命を落とすこともある。 

 そうした現代経済社会における企業の責任と消費者の法的地位について共に考えたい。なお，秋学期演習（EX640)と同一内容

であるので，どちらか一方のみ履修できる。 

 

 There is the phrase “food, clothing, and shelter.” These words refer to the minimum required areas of life for a human being to 

survive. So how do modern-day people fulfill the requirements of food, clothing, and shelter?  

 Typically, they sign a sales agreement with a company that is the seller and receive these items in exchange for making a 

payment to fulfill the demand. Many modern-day people receive wages as laborers and use that to purchase required items as 

consumers in order to live. 

 But since there are limits to the wages which are the source of funds to pay for items, if you don't consume wisely you will 

simply be unable to lead a prosperous life, sustain a loss, or even lose your life due to a defective product or service depending 

on the situation. 

 Therefore, the instructor would like to think about corporate responsibility and the legal status of consumers in contemporary 

economic society together with the students. In addition, because the content of this seminar is identical to the fall semester 

seminar (EX640), please take only one of these seminars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現在の経済社会で生きるということ 

2. 消費者の権利とは何か 

3. 企業の社会的責任とは何か 

4. グループ別討議① 

5. 競争と消費者 

6. グループ別討議② 

7. サービスの適正化とは 

8. グループ別討議③ 

9. 食品表示の適正化 

10. 製造物の安全 

11. グループ別討議④ 

12. 消費者問題に関する調査発表準備 

13. 消費者問題に関する調査発表 

14. ゼミの総括 

 

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

生活上の身近な問題や疑問を法的に分析する習慣をつけておくとよいでしょう。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(60%)/レポートの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 細川幸一、2018、『大学生が知っておきた消費生活と法律』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2569-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

 

募集年次： 3 年次のみ 

 

選考方法：下記 2 点のレポート提出による  

①題目： 

A. 志望動機  

B．以下の二つのホテルがある。 

  １．朝食付きシングルルーム一泊８千円 

  ２．シングルルーム一泊８千円（朝食無料サービス付） 

 ホテルの都合で朝食が提供されなかったとき、消費者の権利に違いがあるか？ 

 考えを述べなさい。 

②字数：A.自由 B. 自由 

 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX640 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX640／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SDGs 時代の消費者の権利と企業の社会的責任（ＣＳＲ）について考える 

担当者名 

（Instructor） 
細川 幸一(HOSOKAWA KOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

SDＧｓが求められている現代経済社会における消費者の権利と企業の社会的責任（ＣＳＲ）について考え、企業と消費者がともに

潤うＷＩＮ・ＷＩＮの関係について検討する。 

 

The objectives of this seminar are to think about Corporate Social Responsibility (CSR) and the rights of consumers in 

contemporary economic society in the era of SDGs, and examine win-win relationships in which both companies and consumers 

can gain. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 衣食住という言葉がある。人間が生きていくために最低限必要な生活領域を指す言葉である。ではどうやって現代人は衣食住

を満たしているのであろうか？  

 通常は売り手たる企業と売買契約を結び，代金を渡す代わりにモノを受領することによってそれらの需要を満たす。現代人の多

くは労働者として賃金を得て，それを使って消費者として必要なモノを購入して生きていくことになる。 

 モノの代金の原資となる賃金に限りがある以上，賢い消費をしないと豊かな生活ができないばかりか，逆に損害を蒙ったり，場

合によっては商品やサービスの欠陥により命を落とすこともある。 

 そうした現代経済社会における企業の責任と消費者の法的地位について共に考えたい。なお，春学期演習（EX639)と同一内容

であるので，どちらか一方のみを履修できる。 

 

 There is the phrase “food, clothing, and shelter.” These words refer to the minimum required areas of life for a human being to 

survive. So how do modern-day people fulfill the requirements of food, clothing, and shelter?  

 Typically, they sign a sales agreement with a company that is the seller and receive these items in exchange for making a 

payment to fulfill the demand. Many modern-day people receive wages as laborers and use that to purchase required items as 

consumers in order to live. 

 But since there are limits to the wages which are the source of funds to pay for items, if you don't consume wisely you will 

simply be unable to lead a prosperous life, sustain a loss, or even lose your life due to a defective product or service depending 

on the situation. 

 Therefore, the instructor would like to think about corporate responsibility and the legal status of consumers in contemporary 

economic society together with the students. In addition, because the content of this seminar is identical to the spring 

semester seminar (EX639), please take only one of these seminars. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現在の経済社会で生きるということ 

2. 消費者の権利とは何か 

3. 企業の社会的責任とは何か 

4. グループ別討議① 

5. 競争と消費者 

6. グループ別討議② 

7. サービスの適正化とは 

8. グループ別討議③ 

9. 食品表示の適正化 

10. 製造物の安全 

11. グループ別討議④ 

12. 消費者問題に関する調査発表準備 

13. 消費者問題に関する調査発表 

14. ゼミの総括 

 

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

生活上の身近な問題や疑問を法的に分析する習慣をつけておくとよいでしょう。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(60%)/レポートの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 細川幸一、2018、『大学生が知っておきた消費生活と法律』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2569-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

 

募集年次： 3 年次のみ 

 

選考方法：下記 2 点のレポート提出による  

①題目： 

A. 志望動機  

B．以下の二つのホテルがある。 

  １．朝食付きシングルルーム一泊８千円 

  ２．シングルルーム一泊８千円（朝食無料サービス付） 

 ホテルの都合で朝食が提供されなかったとき、消費者の権利に違いがあるか？ 

 考えを述べなさい。 

②字数：A.自由 B. 自由 

 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX641／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ハンナ・アレント『人間の条件』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 修(KAWASAKI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀を代表する政治思想家の一人であるハンナ・アレントの著作、『人間の条件』を１年かけて精読する。 

 

Students in this seminar will spend one year carefully reading the work titled, "The Human Condition"  by Hannah Arendt, who 

was one of the most influential political thinkers of the twentieth century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ハンナ・アレント『人間の条件』（志水速雄訳、ちくま学芸文庫、1994 年）を精読する。 

 

『人間の条件』については、概ね、15～20 頁を目処に読み進めます。 

 

Students will conduct a careful reading of Hannah Arendt’s "The Human Condition" (translated by Hayao Shimizu, Chikuma 

shobou, 1994). 

 

"The Human Condition" will be read at a general pace of about 15～20 pages. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『人間の条件』 プロローグ p9～17 

3. 同・第一章「人間の条件」 p19～37 

4. 同・第二章「公的領域と私的領域」 4・5 p43～59 

5. 同・第二章「公的領域と私的領域」 6 p59～74 

6. 同・第二章「公的領域と私的領域」 7・8 p75～96 

7. 同・第二章「公的領域と私的領域」 9・10 p96～110 

8. 同・第三章「労働」 11～13 p134～156 

9. 同・第三章「労働」 14・15 p157～176 

10. 同・第三章「労働」 16・17 p176～198 

11. 同・第四章「仕事」 18・19 p223～234 

12. 同・第四章「仕事」 20・21 p234～253 

13. 同・第四章「仕事」 22・23 p253～273 

14. 同・第五章「活動」 24・25 p286～304 

15. 同・第五章「活動」 26・27 p304～321 

16. 同・第五章「活動」 28 p321～332 

17. 同・第五章「活動」 29・30 p332～348 

18. 同・第五章「活動」 31 p348～362 

19. 同・第五章「活動」 32 p362～370 

20. 同・第五章「活動」 33・34 p370～386 

21. 同・第六章「＜活動的生活＞と近代」 35 ｐ403～415 

22. 同・第六章「＜活動的生活＞と近代」 36・37 p415～436 

23. 同・第六章「＜活動的生活＞と近代」 38・39 p436～451 

24. 同・第六章「＜活動的生活＞と近代」 40・41  p451～464 

25. 同・第六章「＜活動的生活＞と近代」 42 p464～478 

26. 同・第六章「＜活動的生活＞と近代」 43 p478～488 

27. 同・第六章「＜活動的生活＞と近代」 44・45 p488～504 

28. 総括 

 

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

報告者は報告の準備をすること。 
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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。 

 

なお、授業の進行や方法は、状況に応じて、変更されることがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/平常の授業態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ハンナ・アレント、1994、『人間の条件』、筑摩書房 (ISBN:4-480-08156-9) 

 

参考文献（Readings） 

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

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

3. 矢野久美子、2014、『ハンナ・アーレント』、中公新書 (ISBN:412 1022572) 

4. 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) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10 名程度 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート 

①題目： 本演習の志望理由  

②字数： 1000～2000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX642 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX642／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社法判例演習 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 美加(TAKAHASHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会社法の重要判例を検討することにより、基本的かつ実践的な法律解釈論を身につけることを目標とする。 

 

The aim of this seminar is to cultivate a basic and practical legal interpretation ability through  examination of the latest 

important judicial precedents on corporate law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

会社法の判例は複雑な事例であることが多い。社会を騒がせた有名な事案であっても、法的な論点が何であったのかは知られ

ていない場合もある。本演習はいわゆるケーススタディとして、比較的最近の会社法の判例・裁判例をいくつか取り上げ、紛争に

至る背景を詳細に調査・解説し，何が争点となったか、解決方法として裁判所が提示した内容は妥当であったのかなどを分析す

る。扱う内容は多岐にわたるが、企業不祥事と内部統制システム、M&A と少数株主保護など、参加者の関心対象を調査した上

で題材を相談する。参加者は法律論のみならず広く経済社会に興味を持って取り組むことが望まれる。 

 

Case law in corporate law is often very complex. Even in famous cases that you might have heard the news, it is not always 

known what the legal issues were. In this seminar, we will take up some relatively recent cases, investigate and explain the 

background to the disputes in detail, and analyze what became the points of contention and whether what the court proposed 

was appropriate as a solution for the case. The topics to be covered will be diverse, but we will consult with the participants on 

the subjects they are interested in, such as corporate governance, mergers and acquisitions, and protection of minority 

shareholders. Participants are expected to be interested not only in legal theory but also in economic and social issues. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、判例・文献検索について 

2. 判例の検討＜事例編＞ 

3. 判例の検討＜判旨編＞ 

4. 判例の検討＜事例編＞ 

5. 判例の検討＜判旨編＞ 

6. 判例の検討＜事例編＞ 

7. 判例の検討＜判旨編＞ 

8. 判例の検討＜事例編＞ 

9. 判例の検討＜判旨編＞ 

10. 判例の検討＜事例編＞ 

11. 判例の検討＜判旨編＞ 

12. 判例の検討＜事例編＞ 

13. 判例の検討＜判旨編＞ 

14. まとめ 

 

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

報告はグループ単位で行うので、サブゼミを行うなど相当の準備を要する。 

報告者以外も、事前配布された判例に目を通し、基本的な法律構成について理解しておくことが望まれる。 

すでに商法（1）（2）の授業を履修済みであるか、並行して履修していることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当する報告(60%)/ゼミ内での発言・議論などの貢献(20%)/提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神作裕之他、2021、『会社法判例百選(第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115545) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 伊藤靖史ほか、2021、『リーガルクエスト会社法』、有斐閣 (ISBN:9784641179462) 

2. 髙橋美加ほか、2020、『会社法（第 3 版）』、弘文堂 (ISBN:9784335358395) 

授業までに新版が出版された場合には新版を準備することを勧めます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 15 名程度 

配当年次 ： 2～4 年次 

選考方法 ： レポート 

①題目 ： 商法・会社法に関連する裁判例や新聞報道であなたの興味のあるものを取り上げて解説しなさい（春学期演習履修

者には、別途演習中指示します）。 

②字数 ： 1000 字程度 

演習論文 ： 実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX643 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX643／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治時代の文化と社会 

担当者名 

（Instructor） 
菅原 光(SUGAWARA HIKARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋由来の社会科学を学ぶだけでは理解し得ない日本社会の実態を、明治時代の文化や社会にまで遡って検討します。この作

業を通じ、皆さんは、テキストを正確に読解し、発表し、議論する技術をも習得することになります。  

 

The objectives of this seminar are to read and discuss about the fundamental texts about culture in the Meiji  period. Through 

this works, students will learn techniques such as reporting, presenting and discussing based on a careful review of the 

textbook.   

 

授業の内容（Course Contents） 

近代化と西洋化とが同義だった日本の宿命として、法学・政治学などの社会科学は基本的に西洋(由来)の法学・政治学であり続

けていますが、法が適用され政治が営まれる現実の日本社会は、少なくとも江戸時代以来の伝統や歴史的経緯の中に位置付け

られる存在です。そのため、制度の建前と社会の現実との間には、常に齟齬が生じざるを得ません。それに由来して、〈日本人に

は社会科学が真には理解し難い〉とか、〈舶来のものに過ぎない学問などは現実の(日本)社会では役に立たない〉などと言われる

こともあります。それは時に、〈「民主主義」とか「討論を通じた合意形成」などは、西洋のものであり、日本(人)には合わないので

はないか〉といった議論につながることもあります。実際には、どうなのでしょうか？本ゼミナールでは、明治時代の文化に関連す

る研究書である渡辺浩『明治革命・性・文明――政治思想史の冒険』を講読し議論することを通じて以上の問題に接近したいと思

います。文献自体は江戸時代から明治時代にかけての文化や社会に関連するものですが、常に現代日本で発生している諸問題

をも視野に入れ比較しながら読み議論していくことを目指します。 

 

Because modernization and westernization were synonymous with Japan’s destiny, social sciences such as Law and Political 

Science fundamentally continue to be Western (origin) Law and Political Science, but the actual Japanese society where law is 

applied and politics operate is positioned within the pre-westernized traditions and historical background. Therefore, 

discrepancies between the stated reasons of the system and the realities of society are unavoidable. Because of this, it is said 

that, "it is difficult for Japanese people to truly understand the social sciences" and "academic disciplines which are merely 

imported are useless in the real society (in Japan).” This sometimes leads to arguments that "democracy" and consensus 

building through discussion are Western constructs that do not suit Japan (or Japanese people). So, what is the actual truth? 

This seminar will examine the actual state of Japanese society, which cannot be understood with just a surface level study of 

"social sciences originating in the West", by adding "Japanese history and intellectual traditions."  In this works, we also 

consider contemporary Japan. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習についてのガイダンスと履修者の自己紹介 

2. 課題テクスト講読と討論 

3. 課題テクスト講読と討論 

4. 課題テクスト講読と討論 

5. 課題テクスト講読と討論 

6. 課題テクスト講読と討論 

7. 課題テクスト講読と討論 

8. 課題テクスト講読と討論 

9. 課題テクスト講読と討論 

10. 課題テクスト講読と討論 

11. 課題テクスト講読と討論 

12. 課題テクスト講読と討論 

13. 課題テクスト講読と討論 

14. 総合討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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その週の発表担当者以外の履修者には、予習課題として、その週の課題テクストの該当範囲を読んだ上で、感想、意見、疑問点

などから構成されるコメントカード(400 字程度)を作成してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習(30%)/プレゼンテーション(30%)/授業中の討論(40%) 

明治時代に興味がある学生のみならず、日本の歴史や思想に関心があるという学生の履修も歓迎します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺浩、2021、『明治革命・性・文明――政治思想史の冒険』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-030178-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺浩、2010 年、『日本政治思想史』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130331005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 人程度 

配当年次：2 年次以上 

選考方法：レポート 

  ①題目：自己紹介をからめて本演習を志望する理由を書いてください 

  ②字数：1000～1200 字程度 

演習論文：なし 

 

注意事項（Notice） 
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■EX644 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX644／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
この国のかたち  －－歴史と現状から見る日本政治のなかの地方／中央 

担当者名 

（Instructor） 
松浦 正孝(MATSUURA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「大学に入ったら、好きな勉強を、思いっきりしたい！」。こんな志を持っていた学生に、初心を思い出して、合宿なども含むゼミ活

動を通じて仲間を作り、「勉強した」と言える充実した大学生活を送ってもらうことが、このゼミの目標である。政治学・歴史学のア

プローチにより、現代日本の地方と大都市が直面する問題を理解し相対化する視座を獲得し、議論を通じて自分なりの意見を形

成することを学ぶ。また、テキストをきちんと読み報告・プレゼンしたり、自ら企画して取材・調査してレポートを書いたり、議論した

りする技術を習得する。  

 

"When I enter university, I want to spend a lot of time studying what I like!” The objectives of this seminar are to have students 

who carried such an intention remember their original purpose and make friends through training camps and other seminar 

activities to lead a fulfilling university life where they can say that they, "really studied." Through political science and historical 

approaches, students will understand the problems faced by rural areas and major cities in contemporary Japan, acquire 

relativistic points of view, and learn to form their own opinions through discussion. Moreover, students will learn techniques 

such as reporting and presenting based on a careful review of the textbook, writing reports after conducting 

interviews/research on their own ideas and initiative, and engaging in discussion.  

 

授業の内容（Course Contents） 

人口減少問題は、地方だけの問題ではなく大都市の問題でもあり、これにどう対応するかが日本の運命を決めると言ってよい。

労働力や消費者、税金や産業、エネルギー・資源や自然、インフラや文化。これらをめぐり大都市と地方は争奪し、譲り合ってき

た。近代から現在に至る日本は、人口や国土、エネルギー、環境、食糧など国のかたちをどう造って来たのか。 

本ゼミでは、現代日本の大都市/地方の問題を政治学的視角から理解し、歴史的・比較的視座から現代を相対化するために、多

角的に選んだ重要なテキストを輪読・報告し、問題意識や分析枠組みを共有した上で、議論する。座学だけではなく、現場での研

修(合宿と遠足)、ジャーナリストや外交官、テキストの著者などを招いての研究会なども行う予定である。 

本ゼミのメイン・イベントでもある合宿では、今年度は海と山とに恵まれた歴史豊かな青森県を訪れる予定である。青森で記者と

して日々取材を続けている松浦ゼミ OGのご協力を頂きつつ、地元の成り立ち、生業、暮らしに触れ、現代日本の地方/都市問題

の凝縮された課題を実地に学ぶ。青森は、戦前は陸軍第八師団の編成地であり、戦後は陸上自衛隊第九師団及び海上自衛隊・

航空自衛隊の司令部があり、在日米軍も三沢飛行場に駐屯している。また、原子力関連施設がある。農業・水産業・観光などの

地場産業がどのような現状にあり、財政状況や生活インフラがどのような問題を抱えているのかなど、学習すべき課題は多い。な

お、新型コロナ・ウィルスの感染状況やその他の状況次第で、合宿が延期または中止になる可能性もあり、予め理解を求める。 

合宿は、楽しいだけではない、学生時代の忘れ得ぬ思い出になると共に、準備と運営とを通じて大きく成長できる機会となる。調

査・計画・手配・調整・交渉・討論などのプロセスが参加者全員にミッションとして与えられ、授業時間以外の準備と積極的な参加

が義務である。 

この他にも、参加者が企画やテキストを提案することを歓迎する。ゼミは、君たちが作るものだから。 

 

The problem of depopulation is not only a problem in rural areas as it also affects large cities, and it can be said that how this 

problem is dealt with will determine the fate of Japan. Manpower and consumers, taxes and industry, energy, resources and 

nature, as well as infrastructure and culture. Large cities and rural areas have been struggling with these issues and making 

mutual concessions. How did Japan create the country in terms of population and territory, energy, environment, and food from 

modern times until the present?  

In order to understand the problems of large cities and rural areas in contemporary Japan from a political science perspective 

and to relativize modern times from historical and comparative viewpoints, students in this seminar will read in turns and report 

on important texts selected in a diversified manner and engage in discussion after sharing their awareness of the issues and 

analytical frameworks. This seminar will incorporate not only classroom learning but also on-site training (overnight camps and 

excursions), and workshops which invite journalists, diplomats, and textbook authors. 

For the overnight camp, which is the main event of this seminar, students during this academic year will visit Aomori prefecture 

with a rich history that is blessed with mountains and the ocean. Through the cooperation of the prefectural government and 

city governments, students will be exposed to the local history, occupations, and lifestyles to learn about the condensed issues 

of rural/urban problems in contemporary Japan in a practical manner. An alumna of our seminar who has been very active as a 

journalist in Aomori for a year will help us. Aomori was the base of the 8th Division of the Japanese Army before 1945 and the 
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Division of the Japan Self-Defense Force after 1962. It also hosts Misawa Air Base of the Japan Air Self-Defense Force, the 

United States Air Force, and the United States Navy. Aomori has nuclear power plants. Aomori offers many important topics for 

study of the Japanese current problems, including agriculture, fishing industry, tourism, public finance and the living 

infrastructure. 

The applicants have to know that there is a possibility the overnight camp will be postponed or cancelled because of the 

COVID-19 pandemic or another reason.  

The overnight camp will not only be enjoyable but create unforgettable memories of your school days while also providing an 

opportunity for significant growth through the process of preparing and managing the camp. Processes including surveys, 

planning, arrangements, adjustments, negotiations, and debates will be assigned as a mission to all participants, who will be 

required to prepare and actively participate outside of class time. 

In addition, participants are also welcome to propose plans and textbooks. This is because the seminar will be created by you, 

the students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テキスト輪読 1 

3. テキスト輪読 2 

4. テキスト輪読 3 

5. テキスト輪読 4 

6. テキスト輪読 5 

7. テキスト輪読 6 

8. ゲスト研究会 

9. テキスト輪読 7 

10. テキスト輪読 8 

11. テキスト輪読 9 

12. テキスト輪読 10 

13. テキスト輪読 11 

14. 合宿準備会 

15. テキスト輪読 12 

16. テキスト輪読 13 

17. テキスト輪読 14 

18. テキスト輪読 15 

19. テキスト輪読 16 

20. テキスト輪読 17 

21. :ゲスト研究会 

22. テキスト輪読 18 

23. テキスト輪読 19 

24. テキスト輪読 20 

25. テキスト輪読 21 

26. テキスト輪読 22 

27. ゼミ論報告会 

28. ゼミ論報告会 

 

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

文献の輪読では、報告者が報告を準備する他、毎回コーディネーターが議論を整理する。報告者は他の文献を参照してテキスト

を補いつつ、テキストの要旨・論点を整理する。また、報告者とコーディネーターはゼミ当日までにサブゼミを行い、疑問を事前に

できるだけ解消すると共に、当日の議論の構成を準備する。それ以外の参加者は、毎回授業日の前々日零時まで（授業は木曜

なので、月曜日の終わる夜１２時まで）に該当する論文を読み、コメントを Blackboardの掲示板に書き込む。コーディネーターはこ

れを編集し、当日の議論のために印刷して配布し、当日の議論をコーディネートする。研究会や外交講座、ゼミ論中間報告会な

ども、事前に資料を読み、事前に提出したコメントを踏まえて、議論を行う。 

 

当日は全員が積極的に議論に参加できるよう、体調を整えて参加すること。 

原則として、合宿への参加を必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・コメントなどの内容(50%)/議論やゼミ活動に対する積極的参加(50%) 

病気・就職活動などの特別な事由を除き、欠席は認めない。欠席の場合も、できるだけ早く連絡し許可を得ること。2 回連続無断

欠席、通算 3 回欠席の場合には、原則として成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 矢部康治、2019、『日本はなぜ「基地」と「原発」を止められないのか』、講談社 (ISBN:978-4065148280) 

2. 川名晋史、2020、『基地の消長 1968-1973: 日本本土の米軍基地「撤退」政策』、勁草書房 (ISBN:978-4326302901) 
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3. 山本章子、2019、『日米地位協定ーー在日米軍と「同盟」の 70 年』、中央公論新社 (ISBN:978-4121025432) 

4. 瀧野隆浩、2015、『沈黙の自衛隊』、ポプラ社 (ISBN:978-4591147788) 

5. 林博史、2011、『米軍基地の歴史―世界ネットワークの形成と展開』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642057363) 

当初、とりあえず上記のうち上から四冊をテキストとしておくが、受講者の興味や状況の変化などにあわせて、下記の参考文献を

含む候補から読むべき本を考える。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川成一他、2012、『青森県の歴史』、山川出版社 

2. 大坪正一, 宮永崇史編著、2013、『環境・地域・エネルギーと原子力開発 : 青森県の未来を考える』、弘前大学出版会 

3. 斎藤光政・鎌田慧、2011、『ルポ 下北核半島 原発と基地と人々』、岩波書店 

4. 伊藤薫、2021、『八甲田山消された真実』、山と渓谷社 

5. 岡田康博、2021、『世界遺産になった！縄文遺跡』、同成社 

6. 斎藤光政、2008、『在日米軍最前線 軍事列島日本』、新人物往来社 

7. 鎌田慧、2011、『六ヶ所村の記録――核燃料サイクル基地の素顔』上下、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ レポート 

採用人数： 15 名前後 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート 

  ①題目： 本演習志望の理由＋私の知っている「地方」の実情と展望 

   ②字数： 1600 字以上 

演習論文：  実施する。 

一年間の総仕上げとして演習論文を完成し提出することを目標とする。また演習論文は貴重な 2単位となる。しかし、やむを得な

い事情がある場合には、相談の上、12 月の履修中止期間に演習論文の履修中止をすることもできる。また、その後であっても、

GPAで多少不利にはなるが、演習論文を提出しないという選択をすることもできる。 

 

参加者は、ゼミ合宿、懇親会などゼミ関係の行事において、未成年飲酒・アルハラ・迷惑行為は絶対に許されないことを銘記する

こと。授業や行事、論文、メールなどにおけるマナーを、次第に身につけることも必要である。  

 

注意事項（Notice） 
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■EX645 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX645／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
科学技術の発展と捜査法の展開 

担当者名 

（Instructor） 
川島 享祐(KAWASHIMA KYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑事訴訟法の理解を深めるとともに，資料を集めてその内容を正確に理解し，自分の意見を明確に伝え，建設的な議論をする能

力を身につける。 

 

The purpose of this class is to deepen students' understanding of the law of criminal procedure and to acquire the skills for 

gathering materials, understanding their contents accurately, communicating their own opinions clearly, and engaging in 

constructive discussions. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では，刑事訴訟法に関する重要な理論的問題について検討します。各回の報告者は，担当するテーマについて調査し，

調査結果をまとめたレジュメを作成します。報告後には，報告内容について，履修者全員で議論します。 

今回の演習では，「科学技術の発展と捜査法の展開」という大きなトピックからいくつかのテーマを選び，それについて議論をしま

す。科学技術の発展に伴って，一方で，現行刑訴法が成立した 1948 年には想定できなかったような捜査手法（例えば通信傍受

や GPS捜査，リモートアクセス）が用いられるようになり，他方で，プライバシー侵害の懸念も生じてきました。そして，判例や立

法，そして学説は，その都度この問題に対応してきました。そのような議論の展開を振り返り，今後のあるべき法的規律について

検討します。 

 

In this class, we will examine important theoretical issues related to the law of criminal procedure. Reporters are required to 

research their assigned theme and prepare a resume summarizing the results of their research. After the presentation, all 

students discuss the contents of the report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・テーマ設定 

2. 報告準備 

3. テーマ①の報告・議論 

4. テーマ②の報告・議論 

5. テーマ③の報告・議論 

6. テーマ④の報告・議論 

7. テーマ⑤の報告・議論 

8. 予備日（追加報告など） 

9. テーマ⑥の報告・議論 

10. テーマ⑦の報告・議論 

11. テーマ⑧の報告・議論 

12. テーマ⑨の報告・議論 

13. テーマ⑩の報告・議論 

14. 総括・追加報告など 

 

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

参加人数にもよりますが，グループあるいはペアで報告してもらうことを想定しています。報告者は，自分が担当するテーマにつ

いて，図書館で文献を収集し調査することになります。また，教員が主要検討文献（論文や判例など）を指定することもあります。

いずれにしても，報告に臨むに当たっては，授業時間外のある程度の時間を調査・検討に割かなければならなくなることをよく理

解しておいてください。 

報告者以外の履修者も，授業での議論に積極的に参加できるよう，参考文献やレジュメに事前に目を通しておくことが期待されま

す。 

「刑事訴訟法」の授業で扱う事項についての理解が必要になりますので，同授業を履修済み又は履修中であることが望ましいで

すが，履修済みであると否とを問わず，関連する事項については，自ら意欲をもって勉強を進める必要があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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報告内容(40%)/議論への積極的な参加（出席状況を含む）(60%) 

無断欠席又は正当な理由のない欠席が 3 回以上となった場合には，成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

オリエンテーションの際に報告するテーマを選んでもらいますが，その際に主要検討文献などを紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

オリエンテーションの際に，参考文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：２・３・４年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：刑事訴訟法に興味を持った理由（具体的なトピックや論点，判例など）や，本演習への参加を志望する理由を，具体的

に述べてください。その際には，「刑事訴訟法」の単位を取得しているか（あるいはそれを履修する予定か），履修していないとす

れば，本演習の内外でどのように学習を進めていきたいかにも触れてください。 

  ②字数：Ａ４で１～２枚程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX646 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX646／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
EU とグローバルガバナンス：コロナ後の世界を構想する 

担当者名 

（Instructor） 
明田 ゆかり(AKEDA YUKARI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

気候変動、パンデミック、平和構築といったグローバルな課題に対する欧州連合（EU）の取組みをテーマとして、情報収集と分

析、討論と対話、プレゼンテーション、レポート作成から成るアカデミックリサーチの技能を向上させるとともに、今日的課題に対す

る問題意識と批判的視点を育成する。 

 

The objectives of this seminar are for the participants to improve their abilities on academic research, including presentation 

and communication, and to rise their awareness with critical views on global issues through studying the EU's role in global 

governance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

EUはヨーロッパの価値に基づき、気候変動、デジタル経済、社会的公正、多国間主義といったグローバルな課題分野のガバナ

ンス形成を目指してきた。コロナ危機は、この EUのグローバル戦略に変更を迫るどころか、それを一層加速させるエンジンとなっ

ている。この演習では EUについての基本知識を習得した後、各自が関心を持つ分野において、ヨーロッパの描くポストコロナの

世界はどのようなものか、何故そのような未来像を追求するのかを解明し、その実効性と限界、日本への影響を考察する。具体

的には、関連文献講読と討論、グループ及び個人による調査とプレゼンテーション、レポートの執筆を行う。さらに、ゲストスピー

カー（EUの外交官等）や他学部・他大学の学生との交流、ヨーロッパ関連のインベントへの参加を通じて、多様な見解・価値観・

文化に触れる機会も提供していく。 

 

The EU has been actively engaging with shaping governance on global issues such as climate change, digital economy, social 

justice, and multilateralism, based on European values. The Covid-19 crisis brings both challenges and opportunities to the EU 

to pursue such strategy. The contents of the seminar are, first, sharing the basic information on EU's relevant policies, then, 

investigating particular issue areas by individual students based on their own interests, with the view to the future world the EU 

expects.  Practical parts are: literature and material reading; investigation, presentation and discussion (by groups and 

individuals); writing reports; interacting with guest speakers and students of other departments/universities for broadening 

viewpoint. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・自己紹介（含む関心テーマ）・ヴァーチャルツアー・グループ分け 

2. ヨーロッパを知ろう！ヴァーチャルツアー・グループプレゼン 

3. 文献（テキスト）講読と討論１（EUの歴史） 

4. 文献（テキスト）講読と討論２（EUの制度） 

5. 文献（テキスト）講読と討論３（EUの政策） 

6. ヨーロッパ・デイ関連イベント参加（フィルムフェス/コンサート等）（オンラインまたは対面） 

7. EUの政策文書を英語で読んでみよう：講読と討論（欧州グローバル戦略・欧州グリーンディール・デジタル単一市場等） 

8. EUの政策文書講読と討論（続き） 

9. グループ研究：各自の関心テーマのプレゼン・グループ編成 

10. グループ研究：準備 

11. グループ研究：プレゼンテーション・中間発表・講評 

12. ゲストスピーカー（EU外交官等）との意見交換 

13. グループ研究：プレゼンテーション・コンテスト（経済学部ゼミとの交流） 

14. 前期の総括・総合討論 

15. 他大学との合同 EUセミナー準備（※ 日程は流動的）または骨太の古典講読 

16. 合同 EUセミナー成果のレビュー・フォローアップ（※ 日程は流動的）または骨太の古典講読 

17. 文献講読と討論４ 

18. 文献講読と討論５ 

19. EUの政策文書を英語で読んでみよう 2 （欧州委員会委員長の所信表明演説等） 

20. EU代表部訪問（EU外交官との意見交換） 
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21. アカデミックレポート作成ガイダンス 

22. 個人研究テーマについての第 1回発表と意見交換 

23. 個人研究テーマについての第 1回発表と意見交換２ 

24. ゲストスピーカー（NGO/外務省関係）との意見交換 

25. 個人研究プレゼンテーション１ 

26. 個人研究プレゼンテーション２ 

27. レポート集編集会議 

28. 全体総括：2022 年の EU と世界 

 

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

毎回のテーマに関し、情報を収集し自らの意見や疑問点をまとめておくこと。 

EUやヨーロッパについての最新の動向についてアンテナを張っておくこと。 

EUのウェブサイトやメディア報道等を通じて、英語に触れておくこと。（リサーチは日本語の資料が中心でも構わないが、必要に

応じて英語資料も活用できればなお良い。） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(20%)/プレゼンテーション(30%)/討論への参加(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中村民雄、2019、『EU とは何かー国家ではない未来の形』、信山社 (ISBN:978-4-7972-3627-9) 

2. 井上淳、2020、『はじめて学ぶ EUー歴史・制度・政策』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-04060-2) 

3. 池本太輔 他、2020、『EU政治論ー国境を超えた統治のゆくえ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15073-7) 

駐日欧州連合代表部公式ウェブマガジン 『EUMAG』  http://eumag.jp 

受講生の関心に応じて、テキストを追加する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

1. 羽場久美子編著、2017、『EUを知るための 63 章』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-3900-9) 

2. 安江則子編著、2013、『EU とグローバル・ガバナンス』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03536-3) 

3. 臼井陽一郎編著、2020、『変わりゆく EUー永遠平和のプロジェクトの行方』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-5503-5) 

その他の主要参考文献・サイトは演習中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名 

配当年次：2〜4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：本演習の志望動機：なぜ EU（またはヨーロッパ）について学ぶのか 

    ②字数：1000 字前後 

演習論文：実施しない 

＜注意事項＞ 

 秋学期に他大学との合同合宿セミナー（時間外）を開催予定。参加は任意であるが、日程が確定すればセミナーのテーマに基

づく準備とフォローアップを行う。またヨーロッパ関係のイベントの日程も現時点で流動的である。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX647 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX647／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの政治と外交 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 卓也(SASAKI TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ政治・外交に関する基本的知識の習得、およびプレゼンテーションと討論の能力の向上 

 

The objectives of this seminar are to acquire fundamental knowledge about American politics and diplomacy and to improve the 

students’ presentation and debating skills  

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ政治・外交と国際関係について学ぶ。ゼミではアメリカの対外関係、とくに日米中関係、アジア・太平洋国際関係、日米

関係、さらにはバイデン新政権の内政・外交に関するテキストを輪読し、毎週二名程度の報告者のレジュメをもとに出席者の議論

によって進める。毎回相当の読書量を課し、ゼミへの積極的参加を求める。ゼミで取り上げる論点については、事前に MLで発表

する。また例年通り、学習院大学庄司ゼミとの合同研究会を開催する。 

 ゼミでの議論は、自己を表現し、他者と討論する能力を養い、向上させる良い機会になるであろう。なお英語文献も使用する予

定である。 

 

 In this seminar, students will study American politics, diplomacy, and international relations. The seminar will have students 

read texts about American foreign relations including  Japan-US-China relations, Asian-Pacific international relations, and 

Japan-US relations, as well as the Biden administration's policies at home and abroad. The attendees will engage in a discussion 

based on summaries provided by pre assigned students. Each session will assign a considerable amount of reading, so this 

seminar requires an active level of participation.  As in past years, a joint workshop will be held with Prof. Shoji's seminar of 

Gakushuin University. 

 The seminar discussions will likely prove to be a good opportunity for students to express themselves, cultivate and improve 

the ability to debate with others. Furthermore, please note that the seminar is also scheduled to use English language literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アメリカ外交の基本テキストの輪読１ 

3. アメリカ外交の基本テキストの輪読２ 

4. アメリカ外交の基本テキストの輪読３ 

5. アメリカ外交の基本テキストの輪読４ 

6. 日米中関係のテキストの輪読１ 

7. 日米中関係のテキストの輪読２ 

8. 日米中関係のテキストの輪読３ 

9. 日米中関係のテキストの輪読４ 

10. アジア・太平洋国際関係のテキストの輪読１ 

11. アジア・太平洋国際関係のテキストの輪読２ 

12. アジア・太平洋国際関係のテキストの輪読３ 

13. アジア・太平洋国際関係のテキストの輪読４ 

14. トランプ政権の内政・外交のテキストの輪読１ 

15. トランプ政権の内政・外交のテキストの輪読２ 

16. トランプ政権の内政・外交のテキストの輪読３ 

17. バイデン政権の内政・外交のテキストの輪読１ 

18. バイデン政権の内政・外交のテキストの輪読２ 

19. 国際政治のテキストの輪読１ 

20. 国際政治のテキストの輪読２ 

21. 国際政治のテキストの輪読３ 

22. 国際政治のテキストの輪読４ 

23. 学習院大との合同研究会に向けた報告会１ 

24. 学習院大との合同研究会に向けた報告会２ 
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25. 日米関係のテキストの輪読１ 

26. 日米関係のテキストの輪読２ 

27. 日米関係のテキストの輪読３ 

28. 総括 

 

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

毎回のアサインメント、関係文献を必ず学習して、ゼミに臨むこと。Blackboarｄや MLを利用の予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/クラスの議論への参加(40%)/レジュメ報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木卓也編、2017、『戦後アメリカ外交史』第三版、有斐閣 (ISBN:9784641220805) 

2. 簑原俊洋、2016、『アメリカの排日運動と日米関係』、朝日新聞出版 (ISBN:9784022630421) 

3. G・ケナン、2000、『アメリカ外交 50 年』、岩波現代文庫 (ISBN:4-00-600030-8) 

4. 古矢旬、2020、『グローバル時代のアメリカ』、岩波新書 (ISBN:9784004317739) 

5. 杉田弘毅、2020、『アメリカの制裁外交』、岩波新書 (ISBN:9784004318248) 

使用テキストについては、適宜出席者と相談する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 久保文明編、2017、『アメリカ政治』第三版、有斐閣 (ISBN:978-4641124035) 

2. 齋藤眞、1995、『アメリカとは何か』、平凡社 (ISBN:4-582-76089-9) 

3. 有賀貞、2012、『ヒストリカル・ガイド アメリカ』、山川出版社 (ISBN:978-4634640573) 

4. 有賀貞、2019、『現代国際関係史』、東京大学出版会 (ISBN:9784130322287) 

5. 佐々木卓也、2011、『アメリカ外交史ハンドブック』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623054800) 

6. 岡山裕、2020、『アメリカの政党政治』、中公新書 

7. 青野利彦・倉科一希・宮田伊知郎編、2020、『現代アメリカ政治外交史』、ミネルヴァ書房 

参考文献については、ゼミでも紹介の予定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：約 20 名 

配当年次：２年次以上 

選考方法：レポート 

①題目：演習志望の理由とアメリカ、国際関係に対する関心 

②字数：2000 字以上 

演習論文： 実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX648 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX648／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
同盟と冷戦 

担当者名 

（Instructor） 
玉置 敦彦(TAMAKI NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米中対立が激しさを増すなか、世界が新たな「冷戦」に突入するのではないかとの言説が広がっている。現代の世界を民主主義

と権威主義の対立と捉える論者も少なくない。また軍事や外交のみならず経済にも安全保障上の対立が波及し、政治体制や価

値の違いも影響を及ぼしはじめている。本演習は、こうした現代の国際情勢をふまえて、冷戦ということばを生み出した歴史上の

事象、すなわち米ソ冷戦を「同盟」という観点から再検討することを目的とする。日本はアメリカの同盟国として米中対立の最前線

にあり、以上の動向に深刻な影響を受けている。同盟という視点で米ソ冷戦を再検討し、歴史と理論に学ぶことで、現在の国際

情勢を理解する手掛かりを得ることができるだろう。 

 

This course surveys the history of alliances during the Cold War. The contemporary US-China rivalry is sometimes described as 

“New Cold War.” The Biden administration emphasized the unity of the Western alliances while China and Russia have rapidly 

deepened their military/diplomatic cooperation. What are the similarities and differences between the new and old cold wars? 

What can we learn from the history of the half-century US-Russo rivalry? By investigating the global alliance system in the 20th 

century, students can acquire some clues to understand current and future international relations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は、同盟という視点から冷戦を考えることで、米中・米ロ対立が激化する現在の国際情勢を理解する理論的・歴史的思考

を養うことを目的とする。春学期にはアメリカが主導する西側同盟を中心に、①冷戦史学の基礎知識、②同盟の基礎理論、③欧

州や東アジアなどの代表的な地域の歴史的展開について、日本語の書籍と論文の輪読を通じて学ぶ。ただし、春学期のおわり

には英語論文にも挑戦することを予定している。秋学期には、春学期に体得した基礎的な知識を前提として、英語論文も交えて、

より広い地域、さらに可能であればソ連率いる東側の同盟についても検討したい（以下の授業計画は履修者や文献の状況によっ

て柔軟に変更する）。以上のように、本演習は主として書籍・論文（日本語・英語）の講読・報告・討論によって構成されるが、春学

期・秋学期共に、学期末には授業中に扱った論稿を題材とした書評論文の執筆を求めることを予定している。なお、研究論文の

執筆を望む履修者には個別に対応するので、早めに申し出ること（なお、研究論文は成績評価の対象とはならないので注意する

こと）。 

 

This course reviews the US and Russian alliance system during the Cold War, aiming to provide students theoretical and 

historical perspectives to understand current great-power rivalries. The spring semester focuses on the Western alliance, led by 

the United States, with Japanese and English books and articles regarding Cold War history and alliance theories. In the autumn 

semester, in addition to Western alliances, we will try to understand the alliances the Soviet Union led. Students are required to 

write a review article by the end of each semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー書評と報告の基礎 

2. 同盟理論と国際政治学の基礎知識 

3. 冷戦史学の世界（『ヨーロッパ冷戦史』講読 1） 

4. 『ヨーロッパ冷戦史』講読 2 

5. 『ヨーロッパ冷戦史』講読 3 

6. 『ヨーロッパ冷戦史』講読 4 

7. 『ヨーロッパ冷戦史』講読 5 

8. 東アジアの冷戦と同盟 1 

9. 東アジアの冷戦と同盟 2 

10. 世界の冷戦と同盟 1 

11. 世界の冷戦と同盟 2 

12. 英語論文の読み方について 

13. 米中対立と米ソ冷戦 

14. まとめ 

15. イントロダクションとレクチャー 
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16. 同盟の理論と冷戦 1 

17. 同盟の理論と冷戦 2 

18. 同盟の理論と冷戦 3 

19. 欧州冷戦と同盟 

20. 東アジア冷戦と同盟 

21. 南アジアの冷戦と同盟 

22. 中東の冷戦と同盟 

23. ラテンアメリカにおける同盟？ 

24. ソ連の冷戦と同盟 1―ワルシャワ条約機構 

25. ソ連の冷戦と同盟 2―中ソ同盟 

26. ソ連の冷戦と同盟 3―ソ連、キューバ、「第三世界」 

27. 冷戦と同盟からみた米中対立 

28. おわりに 

 

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

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと。また関連すると思われる文献を自ら調査することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

書評論文(50%)/報告・討論（出席しなければ報告・討論は当然低評価となる）(50%) 

書評論文の提出は必須であり、提出がない場合は不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本健、2021、『ヨーロッパ冷戦史』、ちくま新書 (ISBN:978-4-480-07373-0) 

以上の文献は必ず各自入手してください。他の参考文献は別途配布します。英語文献も（かなりの分量を）使用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤原帰一、2007、『国際政治』、放送大学教育振興会 (13: 978-4-595-13504-0) 

2. 小川浩之、板橋拓己、青野利彦、2018、『国際政治史ー主権国家体系のあゆみ』、有斐閣ストゥディア (ISBN:978-4-641-

15052-2) 

3. ロバート・マクマン著、青野利彦監訳、平井和也訳、2018、『冷戦史』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-35175-6) 

4. 中西寛、石田淳、田所昌幸、2013、『国際政治学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-05378-6) 

5. 佐橋亮、2021、『米中対立—アメリカの戦略転換と分断される世界』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102650-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：5～15 名程度 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：現代の米中対立とかつての米ソ冷戦を比較し、簡単なレポートを執筆してください。なお、参照した文献を記載するこ

と。 

   ②字数：2000～3000 字程度(長くとも 6000 字程度にまとめること）。 

演習論文：実施しない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX649 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX649／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
香港の政治から見るアジアの民主主義 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 徹(KURATA TORU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

香港の事例から、アジアの民主主義のあり方について考える。 

 

Through the case of Hong Kong, we will consider the state of democracy in Asia. 

 

授業の内容（Course Contents） 

香港の政治は 2019 年以来、大きな変動を経験しました。香港の変動は、香港自身だけでなく、それを取り巻く中国・東アジア・世

界の変化を反映したものとなっています。その意味で、香港で起きている事態は日本にとって他人事ではありません。本ゼミでは

香港の事例研究を通じて、アジアの民主主義や日本の将来を考えるヒントを得ます。 

ゼミ全体で香港の政治についての理解を共有した上で、グループに分かれて事例研究を行います。希望者には演習論文を執筆

してもらい，その内容についてもゼミで議論して行きます。 

なお、本ゼミでは時間を延長して開講する場合がありますので、6 限の時間も他の授業や私用を可能な限り入れないこと、また、

他大学との合同ゼミや、ゼミ合宿などを計画するので、正規の開講時間以外の各種行事にも、労を惜しまず積極的に参加するこ

とを受講者の皆さんに強くお願いします。 

 

Hong Kong's political landscape has experienced significant change since 2019. The changes in Hong Kong are a reflection not 

only of Hong Kong itself, but also of the changes in China, East Asia and the world around it. In this sense, what is happening in 

Hong Kong is also important for Japan. In this seminar, we will use the case study of Hong Kong to provide hints for thinking 

about democracy in Asia and the future of Japan. 

We will begin with a shared understanding of Hong Kong politics, and then work in groups to conduct case studies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・グループ分け 

2. 共通文献輪読① 

3. 共通文献輪読② 

4. 共通文献輪読③ 

5. 共通文献輪読④ 

6. 共通文献輪読⑤ 

7. 事例研究とグループ発表① 

8. 事例研究とグループ発表② 

9. 事例研究とグループ発表③ 

10. 事例研究とグループ発表④ 

11. 事例研究とグループ発表⑤ 

12. 事例研究とグループ発表⑥ 

13. 事例研究とグループ発表⑦ 

14. 演習論文中間報告会 

15. 事例研究とグループ発表⑧ 

16. 事例研究とグループ発表⑨ 

17. 事例研究とグループ発表⑩ 

18. 事例研究とグループ発表⑪ 

19. 事例研究とグループ発表⑫ 

20. 事例研究とグループ発表⑬ 

21. 事例研究とグループ発表⑭ 

22. 事例研究とグループ発表⑮ 

23. 事例研究とグループ発表⑯ 

24. 事例研究とグループ発表⑰ 

25. 事例研究とグループ発表⑱ 

26. 事例研究とグループ発表⑲ 
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27. 事例研究とグループ発表⑳ 

28. 演習論文最終報告会 

 

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

常に香港に関する報道をチェックしておくこと。また、予告された教材の熟読や、それに関連する課題などの予習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当部分の報告(50%)/出席状況と議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 倉田徹・張彧暋、2015、『香港：中国と向き合う自由都市』、岩波書店 (ISBN:9784004315780) 

2. 倉田徹、2009、『中国返還後の香港』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815806248) 

3. 倉田徹、2021、『香港政治危機』、東京大学出版会 (ISBN:9784130331104) 

4. 倉田徹編、2019、『香港危機の深層』、東京外国語大学出版会 (ISBN:9784904575796) 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉川雅之・倉田徹編、2016、『香港を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:9784750342535) 

2. 遊川和郎、2017、『香港 : 返還 20 年の相克』、日本経済新聞出版社 (ISBN:9784532357337) 

3. 廣江倫子・阿古智子編著、2021、『香港 国家安全維持法のインパクト』、日本評論社 (ISBN:9784535525351) 

4. 阿古智子、2021、『香港 あなたはどこへ向かうのか』、出版舎ジグ (ISBN:9784909895042) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 20 名 

配当年次： 2-4 年次 

選考方法：レポート 

①題目：2030 年、日本の民主主義が崩壊し、独裁体制に陥ったと仮定する。そのとき、(1)あなたの生活にどのような問題が、どう

いう形で発生するか、(2)その問題が起きた時に、あなた自身がどうそれに対処するか、について、香港の事例を参考にしながら

論じなさい。 

②字数：2000 字程度 

演習論文：実施する 

 

注意事項（Notice） 
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■EX650 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX650／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～ヘーゲル『法の哲学』を読む～ 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習においては、ヘーゲルの『法哲学』について学んでいく。 

 

In this seminar, students study Hegel's book, ‘Philosophy of Right’ .  

 

授業の内容（Course Contents） 

  この演習では、ヘーゲルの『法哲学』を読み、「国家、市民社会、家族」についての理解を深めていく。 

 本授業は「演習」形式で行う。毎回、報告者が担当箇所を要約した発表を行い、コメンテーターが論点と問題点を提起する。他

の受講生にも毎回コメントペーパーを提出してもらう。 

 特定の予備知識を必要とするわけではないが、受講生には議論や発言に積極的に参加することを求める。 

 

 In this seminar, students will read Hegel's books, Philosophy of Right and deepen their understanding concerning ‘state, civil 

society, family’. 

  This lecture have a style of “seminar”.  Students will have some  presentations and comments concerning pages of the 

book that they are specified. and students will be required to submit a comment paper for each lecture. 

 Lecturer doesn't ask to have any particular background knowledge to students in advance,  but students are required to 

speak in this seminar positively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ヘーゲルってどんな人？ 

2. 人々が熱狂した近代の夢 

3. 愛は世界を救えるか 

4. 自己意識は自由をめざす 

5. わがままな意識は大人になる 

6. 私と世界の分裂と和解 

7. 制度の根拠はどこにあるのか 

8. ヘーゲル哲学をどう受けつぐか 

9. 個人的自由の理念――自立の間主観的条件 

10. 『法哲学』における「法・権利」－－自己実現の必然的領域 

11. 自由であることの苦しみ――個人的自由の病理学 

12. 苦しみからの「解放」――「人倫」の治療的意義 

13. 自己実現と承認――「人倫」のための条件 

14. 「人倫」の過度な制度化――ヘーゲル的アプローチの問題 

15. 序言＋緒論 

16. 緒論 

17. 所有 

18. 契約＋不法 

19. 道徳：故意と責任 

20. 道徳：意図と利福 

21. 道徳：善と良心 

22. 家族 

23. 家族 

24. 市民社会 

25. 市民社会 

26. 市民社会 

27. 国家 

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

毎回、必ずテキストを読んできて、コメントペーパーを提出してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(35%)/プレゼンテーション(35%)/コメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ヘーゲル、2021、『法の哲学』（上）、岩波文庫 (ISBN:978-4003363027) 

2. ヘーゲル、2021、『法の哲学』（下）、岩波文庫 (ISBN:978-4003363034) 

3. 西研、1995、『ヘーゲル 大人のなり方』、NHK出版 (ISBN:978-4140017258) 

4. アクセル・ホネット、2009、『自由であることの苦しみ：ヘーゲル『法哲学』の再生』、未来社 (ISBN:978-4624932596) 

 

参考文献（Readings） 

1. ヘーゲル、1994、『歴史哲学講義』（上）、岩波文庫 (ISBN:978-4003362990) 

2. ヘーゲル、1994、『歴史哲学講義』（下）、岩波文庫 (ISBN:978-4003363003) 

3. 竹田青嗣・西研、2020、『超解読! はじめてのヘーゲル『法の哲学』』、講談社 (ISBN:978-4065221419) 

4. 仲正昌樹、2018、『ヘーゲルを越えるヘーゲル』、講談社 (ISBN:978-4065130759) 

5. 権左武志、2013、『ヘーゲルとその時代』、岩波新書 (ISBN:978-4004314547) 

6. カール・マルクス、1974、『ユダヤ人問題によせて/ヘーゲル法哲学批判序説』、岩波文庫 (ISBN:978-4003412411) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 

配当年次：2，3，4 

選考方法：レポート 

  ①題目：本演習を履修する理由とテーマへの関心について記すこと 

   ②字数：1000 字以上 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX651／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代ヨーロッパ・リサーチ 

担当者名 

（Instructor） 
小川 有美(OGAWA ARIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ヨーロッパの政治や社会の問題について講読した上で，参加者が独自の着目点をもってリサーチし，グループで発表し，各

自が論文作成する能力を獲得する。 

 

The objective of this seminar is to cultivate the participants' abilities to research their own specific points of focus concerning 

the politics and social problems of modern Europe, present as a group, and write individual papers. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ＥＵ，移民・難民，環境・福祉政策など，現代ヨーロッパ各国とＥＵはどんな問題に直面しているのか。その解明のために自らリサ

ーチを企画・実施することがこの演習の目的である。具体的には，１．最新の文献の講読と討論，２．個人とグループによる調査と

発表，３．演習論文の執筆を行う。そのほか，可能な状況ならゲストスピーカー，他大学との合同ゼミなどを通し，広い対話の機

会をつくりたい。 

 

What types of problems are contemporary European countries and the EU facing with regard to the EU, immigrants, refugees, 

the environment, and welfare policy? The objective of this seminar is to have students plan and carry out their own research to 

clarify that question. Specifically, students will (1) read and debate the latest literature, (2) investigate and present individually 

and as a group, and (3) write a seminar paper. In addition, the instructor hopes to create opportunities to engage in a broad 

dialogue through activities such as inviting guest speakers, joint seminars with other universities, and training excursions. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習ガイダンスと各自の問題関心の紹介 

2. 文献講読と討論１ 

3. 文献講読と討論２ 

4. 文献講読と討論３ 

5. 文献講読と討論４ 

6. ゲストスピーカーとのディスカッション 

7. グループ・リサーチ準備 

8. グループ・リサーチ・プレゼンテーション 

9. グループ・リサーチ・プレゼンテーション 

10. 文献講読と討論５ 

11. 文献講読と討論６ 

12. テーマ（ヨーロッパ政治報道・映像等）討論 

13. ゲストスピーカーとのディスカッション 

14. 演習論文ガイダンス 

15. 演習論文構想発表 

16. テーマ（ヨーロッパ政治報道・映像等）討論 

17. 文献講読と討論７ 

18. 文献講読と討論８ 

19. 文献講読と討論９ 

20. グループ・リサーチ準備 

21. グループリサーチ・プレゼンテーション 

22. グループリサーチ・プレゼンテーション 

23. テーマ（ヨーロッパ政治報道・映像等）討論 

24. ゲスト・スピーカーとのディスカッション 

25. 演習論文プレゼンテーション１ 

26. 演習論文プレゼンテーション２ 

27. 演習論文プレゼンテーション３ 

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

テキストのほか，テーマに関連する情報を自分で調べ，討論やグループ・リサーチに向けたコメントメモを毎回用意してくること。

高度な語学力は必要ないが，英語の新聞記事程度はリサーチに使えることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントメモ(50%)/発表(30%)/討論への参加(20%) 

コメントメモの提出が指示された回数の３分の２未満の場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ヤシャ・モンク、2019、『民主主義を救え!』、岩波書店 (ISBN:978-4000248891) 

最新の出版状況により，秋学期のテキストを別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

立教大学法学部『ラーニング・ガイド』 

立教大学大学教育開発・支援センター『Master of Writing』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 20 名 

配当年次 ： ２～４年次 

選考方法 ： レポート 

①題目 ：ヨーロッパの政治・社会に関する本や論文（cinii 等データベースで検索，ダウンロードしてもよいがネットのみ掲載の記

事は不可）を自分で選び，①書誌情報、②関心のある内容の要約、③自分のコメントを分けて書く。 

②字数 ：1,500 字以上 

演習論文 ：実施する 

 

注意事項（Notice） 
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■EX652 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX652／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政策の効果検証 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

接触アプリ COCOAは新型コロナ感染者の発見に寄与したのでしょうか？ 小学校の一斉臨時休校は新型コロナ感染の抑制に

つながったのでしょうか？ go to トラベルは地域経済を回すことに成功したのでしょうか？ 世の中は効果検証が必要な政策で

満ちあふれています。「因果推論（causal inference）」は政策効果を検証できる有力なツールです。この演習の目標は「因果推論」

を用いた政策評価文書を理解できるようになることです。 

 

The goal of this seminar is to be able to understand policy evaluation documents that use the method of causal inference in 

statistics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は因果推論を用いた政策評価の入門書を輪読します。秋学期には、各府省による因果推論に基づいた政策評価文書を

輪読することを通じて、傾向スコアマッチング、回帰不連続デザイン及び差の差分析といった因果推論の手法を学びます。なお、

本演習では統計分析そのものは行いません（受講者の希望に応じて対応いたします）。 

 

In spring semester, students will read introductory books on policy evaluation using causal inference in statistics. In autumn 

semester, they will study several methods of causal inference in statistics.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（自己紹介、班分け、ゴールの確認） 

2. 松林哲也『政治学と因果推論』（岩波書店、2021 年）第 1 章の輪読 

3. 同上・第 2 章の輪読 

4. 中室牧子・津川友介『「原因と結果」の経済学』（ダイヤモンド社、2017 年）第 1 章の輪読 

5. 同上・第 2 章の輪読 

6. 同上・第 3 章の輪読 

7. 同上・第 4 章の輪読 

8. 同上・第 5 章の輪読 

9. 同上・第 6 章の輪読 

10. 同上・第 7 章の輪読 

11. 同上・第 8 章の輪読 

12. 原田「独立行政法人の自律性に関する実証分析」（季刊評価クォータリー52 号、2020 年）の輪読 

13. 原田「国立研究開発法人の自律性」（立教法学 103 号、2020 年）の輪読 

14. ゲストスピーカーによる講義（総務省） 

15. 「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究」の概観 

16. 「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究」の実例 1（傾向スコアマッチング） 

17. 「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究」の実例 2（回帰不連続デザイン） 

18. 「政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究」の実例 3（差の差分析） 

19. ゼミ論文の発表（A班）1 

20. ゼミ論文の発表（B 班）1 

21. ゼミ論文の発表（C 班）1 

22. ゼミ論文の発表（A班）2 

23. ゼミ論文の発表（B 班）2 

24. ゼミ論文の発表（C 班）2 

25. ゼミ論文の発表（A班）3 

26. ゼミ論文の発表（B 班）3 

27. ゼミ論文の発表（C 班）3 

28. ゼミ論集のとりまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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相関関係と因果関係の違いを常に意識しながら新聞や雑誌を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び討論(50%)/ゼミ論文(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中室牧子・津川友介、2017、『「原因と結果」の経済学』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4-478-03947-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 松林哲也、2021、『政治学と因果推論』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-026999-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：12～15 名 

配当年次：2～4 年 

選考方法：レポート 

  ①題目：社会科学において「ランダム化比較実験（RCT）」の実施がなぜ難しいのかについて述べよ。 

   ②字数：400 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX653 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX653／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法学の「かゆいところ」を探究する 

担当者名 

（Instructor） 
三代川 邦夫(MIYOKAWA KUNIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら興味を抱いた点を探究することにより、問題の本質を見極める能力を磨くと同時に、法学の本質に関する理解を深める。 

そして、報告や議論を通じ、他人に分かりやすく伝える能力や、相手が納得するように伝える能力、他人の意見の趣旨を正確に

理解する能力を身に着ける。 

さらに、様々な問題を取り扱うことにより、視野を広くすると同時に、習ってきた刑法理論の応用方法も修得する。 

 

 The purposes of this course are the following: (1) By exploring points of interest, students develop their ability to identify the 

essence of problems and deepen their understanding of the essence of the law. 

 (2) Through reports and discussions, students acquire the abilities to convey information to others in an easy-to-understand 

manner,  to convince others, and to understand accurately the purpose(s) of others' opinions. 

 (3) By dealing with various problems, students broaden their horizons and learn how to apply the criminal law theory they have 

learned. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「大学では平和な内に時が流れていきます。この平和で静かな環境、外から脅かされることのない自由な空間、それが大学の

神髄です。学生諸君はこのような環境で自由に思考し、教員やクラスメートと議論し、自分を磨いていきます。そしてある学生は、

飛躍的に伸び、ある学生はそのチャンスを逃してしまう。この貴重な大学時代の 4 年間も、あっという間にすぎてしまいます。」 

 私の尊敬する能見善久先生が、かつてとある大学の HPに掲載されていた文章です。 

 

 また、小坂井敏晶先生は、大学の意義について、次のように述べます。 

 自らの問いに対する解決こそが重要であり、大学とはそのやり方を学ぶところである。昔は、聖書を読めば悩みは解決してくれ

たのかもしれない。しかし、今は聖書を読んでも自らの悩みに対する答えは書いていない。人付き合いにしても何にしても、自分

で答えを見出すしかない、と。 

 

 専門演習は、自由に思考し議論できる最後の場です。私は刑法の研究者なので、残念ながら人付き合いの仕方について教え

ることはできません。したがって、この演習では、刑法を大きな枠として設定しますが、何を論じたいか、何を検討したいかは、学

生の皆さんで考えて貰います。窃盗癖（クレプトマニア）と責任能力、覚醒剤輸入の未遂の成否、自動運転と刑事責任、動物虐待

における保護法益と動物の権利、あおり運転と危険運転致死傷罪等々、刑法が絡んでいればなんでもいいです。大事なのは、

出来合いの問題をそれっぽく解くことではなく、皆さんが真に考えたい問いに向き合うことです。 

 そのテーマについて検討・報告し、そして演習参加者全員で議論をするというスタイルを採ります。 

 

 “At university, time passes in peace. This peaceful and quiet environment, a free space that is not threatened by the outside, 

is the essence of the university. Students are free to think in this environment. Then, discuss with the faculty and classmates, 

refine yourself, and some students will grow dramatically and some students will miss the chance. It ’s just too much.” 

 This is the text that Yoshihisa Nomi posted on a university website. Dr. Toshiaki Kozakai described the significance of the 

university as follows. 

 "The solution to your question is important, and the university is where you learn how to do it. In the past, reading the Bible 

may have solved your problems. But now, reading the Bible doesn't write the answer to their worries. Whatever you do, you 

have to find the answer yourself." "Specialized seminars are the last place to think and discuss freely. I am a criminal law 

researcher and unfortunately cannot teach you how to socialize." Therefore, in this course, criminal law is set as a large frame, 

but students wonder what they want to discuss and what they want to consider. Criminal laws such as creptomania and 

accountability, tricked pretending operations and attempted successes in special fraud, automatic driving and criminal liability, 

protection benefits and animal rights in animal abuse, tilt driving and dangerous driving, lethal and injuries, etc. Anything is 

acceptable as long as students are really involved. The important thing is not to solve the ready-made problem like that, but to 

face the question you really want to think about. 

 We will take the style of discussing and reporting on the theme and discussing with all the participants. 
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授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・報告の分担決め 

2. 議論トレーニング（教員が用意したテーマを参加者全員で議論する） 

3. 報告者による報告および議論(1) 

4. 報告者による報告および議論(2) 

5. 報告者による報告および議論(3) 

6. 報告者による報告および議論(4) 

7. 報告者による報告および議論(5) 

8. 報告者による報告および議論(6) 

9. 報告者による報告および議論(7) 

10. 報告者による報告および議論(8) 

11. 報告者による報告および議論(9) 

12. 報告者による報告および議論(10) 

13. 報告者による報告および議論(11) 

14. 報告者による報告および議論(12)＆総括 

 

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

 報告者は、報告のための準備が必要です。また、報告から 1週間後に、報告後レポートを提出して貰います。これは、報告時の

議論を整理してまとめたものを、A4 用紙 1 枚程度で書いて提出して貰うというものです。 

 他の参加者は、特に予習は必要ありません。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の報告内容(25%)/議論への参加度・貢献度(65%)/報告後レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の書籍をテキストとして用いる予定はありません。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

配当年次：3・4 年 

採用人数：10～15 人 

選考方法：レポート 

  ①題目：演習にそもそも参加しない、他の演習に参加するといった選択肢がある中で、敢えてこの演習に参加しようと思った理

由・動機を、具体的に書いて下さい。 

  ②字数：A4 用紙 1～3 枚程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX654 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX654／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立法学演習 

担当者名 

（Instructor） 
奥津 伸(OKUTSU SHIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我が国のいくつかの法律の制定経過とその内容を検討し我が国における立法の実際を理解する。 

 

This course aims to examine the enactment process of several Japanese laws, along with their details, in order to understand 

the practice of legislation in Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

我が国においては、社会や経済の変化によって生ずる様々な問題を解決するための政策手段として、毎年、新たな法律が制定

され、また、既存の法律の改正が数多く行われている。本演習においては、まず、こうした我が国の立法に関し、法律案の立案及

び法律案が国会に提出され成立に至るまでの過程について講師から概説し、その上で、いくつかの具体的な立法の事例を授業

で取り上げて、法律の制定経過とその内容を検討する。 

 

Every year, new laws are enacted and many existing laws are amended as policy instruments to resolve various problems 

occurring due to social or economic changes. First, with respect to legislation in Japan, the course provides a summary lecture 

about a bill's drafting process and the process through which it is submitted to the National Diet and comes into effect. 

Thereafter, several specific examples of legislation are provided to help students examine the process of enactment of the laws 

and their details. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義① ： 法律案が国会に提出されるまで 

3. 講義② ： 法律案の企画立案 

4. 講義③ ： 法律案の国会審議 

5. 立法の事例（１）についての検討① 

6. 立法の事例（１）についての検討② 

7. 立法の事例（１）についての検討③ 

8. 立法の事例（２）についての検討① 

9. 立法の事例（２）についての検討② 

10. 立法の事例（２）についての検討③ 

11. 立法の事例（２）についての検討④ 

12. 立法の事例（３）についての検討① 

13. 立法の事例（３）についての検討② 

14. 立法の事例（３）についての検討③ 

 

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

受講者には少なくとも１回は報告を行ってもらうことを予定しているので、そのための準備が必要となる。また、自分が報告を行う

回以外の回についても、事前に指定された資料は読んでおくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(50%)/報告の内容(50%) 

なお、授業を欠席した回数が授業実施回数の１／３を超えた場合には、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に必要に応じ提示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名程度まで 

配当年次：3～4 年 

選考方法：レポート 

  ①題目：本演習を受講したい理由 

  ②字数：1000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX655 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX655／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
気候危機と民主主義 

担当者名 

（Instructor） 
尾内 隆之(ONAI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境・人間・社会の多面的な関わりを踏まえて，環境問題をめぐる政治を分析し，これからの方向性を構想する。 

 

The objectives of this seminar are; 

- to analyze the politics of environmental issues in view of the multifaceted relationships between the environment, human 

beings, and society 

- to design a future direction on the basis of our analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 このゼミでは、いまや「気候危機」と呼ばれる地球温暖化問題と、そのゆくえを左右する政治との関係を取り上げる。とりわけ今

日の「民主主義」が、この危機にどのように、どこまで向き合っているのか、向き合うことが可能なのか、という点を探求する。その

際のキーワードのひとつは Climate Justice（気候正義）である。 

 日本では危機感があまり感じられないが、「グレタ現象」という言葉で表現されるように、いま世界各地の若者たちが、より抜本

的な気候変動対策を求めて声を上げている。その理由には、異常高温や洪水、山火事の頻発といった目に見える事態だけでは

なく、環境対策をおざなりにしてそのツケを若者に回した大人たちへの怒りがある。さらに気候変動は、生命に欠かせない食糧や

水などの資源を脅かし、そうした問題は途上国の貧困層など弱い立場の人々により強く影響するだろう。世代間、地域間のこうし

た不公正を放置することは、気候変動対策の深刻な欠陥となる可能性がある。 

 とはいえ、Climate Justice を訴える若者の声は世論を支配するまでには至っていないし、政治は依然として国益や経済セクタ

ーの声ばかりを重視しているように見え、民主主義の制度の中で何ができるか模索が続いている。その模索には、イギリスやフラ

ンスで行われた、「くじ引き」で集められた市民が徹底的に議論する「気候市民会議」という新しいスタイルの実践も含められる。 

 つまり、民主政治のバージョンアップをリードしているのも、「気候危機」なのである。こうした問題関心をもとに、つねに最新の情

報と世界の動きをキャッチしながら、気候危機と民主主義の関係について議論を重ねたい。日々動きを見せている問題なので、

ゼミ参加者には自ら積極的に情報収集し、共有する積極性が求められる。またこのゼミでは、少人数のディカッションと意見発表

を重視するので、その点にも留意して応募すること。 

 

This seminar is going to focus on the relationship between “climate crisis” and politics. The main mission is to examine how 

democracy have coped with the climate change so far, then find the way to tackle with the climate crisis through democratic 

policy making. One of the most important concepts for that agenda is “climate justice”. 

Although most people in Japan seems to neglect that crisis, many young persons all around the world urge their opinions to 

force their governments to take much more effective measures. Their passion bases not only on the recent frequencies of 

unusual weather around the world -- heat waves, floods, wildfires and so on --, but on the anger against older generations 

passing the buck to younger and future generations. Climate crisis should be threatening the imperatives for life like food 

production and water resources. Those problems must affect much severely to poor people in developing country. Ignoring such 

unfairness between generations and between regions is possibly going to be great faults on measures for climate change. 

But young persons’ voice requiring the climate justice haven’t yet persuade public opinion entirely. Governments seem to put 

their priority on national and business sector’s interest. So young protesters are looking for a solution to innovate current 

democracy. The citizens’ assemblies for climate as “the democracy lottery” that took placed in UK and France are also the 

trials toward the innovation of democracy. 

Those cases show us that the sense of crisis is leading the challenge for a version-up of democracy, and those challenges are 

the amid of research interests in this seminar. We discuss the relationships between climate crisis and democracy, with 

catching the latest news on the climate change and its politics. Therefore, students are expected to be proactive about 

acquiring information and knowledges which would be shared at the classes. Please note that small group discussions and 

presentations are frequently assigned in each classes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス＆アイスブレイク 

2. 環境問題を考えるための基礎的考察（ブレインストーミング） 
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3. 環境問題を考えるための基礎的考察（ブレインストーミング） 

4. コロナ危機と気候危機 ⑴ 

（以降、併行してゼミ生によるニュース報告も行う） 

5. コロナ危機と気候危機 ⑵ 

6. コロナ危機と気候危機 ⑶ 

7. 気候危機に関する資料・情報共有と討論 ⑴ 

8. 気候危機に関する資料・情報共有と討論 ⑵ 

9. 気候危機に関する資料・情報共有と討論 ⑶ 

10. 気候危機に関する資料・情報共有と討論 ⑷ 

11. 気候危機に関する資料・情報共有と討論 ⑸ 

12. 気候危機に関する資料・情報共有と討論 ⑹ 

13. 気候危機に関する資料・情報共有と討論 ⑺ 

14. 春学期のまとめ 

15. グループリサーチのテーマ選定 

16. グループワーク ⑴ 

17. 追加テキストの輪読 ⑴ 

18. 追加テキストの輪読 ⑵ 

19. COP27 の動向研究 ⑴  

20. COP27 の動向研究 ⑵ 

21. グループワーク ⑵ 

22. COP27 に関するまとめと討論 

23. グループリサーチの中間報告 ⑴ 

24. グループリサーチの中間報告 ⑵ 

25. 追加テキストの輪読 ⑶ 

26. 追加テキストの輪読 ⑷ 

27. グループリサーチの成果発表① 

28. グループリサーチの成果発表② 

 

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

事前の準備課題を毎回課すので，必ず取り組んだ上で出席すること。また課題以外にも，新聞やテレビ，インターネット等で，環

境問題や環境政策の動向について積極的に情報収集しながら，演習に臨むこと。 

 

なお、このゼミでは、自然体験を兼ねた夏合宿を恒例行事としてきました。今年度は新型コロナの感染状況に応じてですが、可能

な範囲で何らかの行事も実施したいと考えています。ゼミ参加者は、そうした企画にも主体的に取り組んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(30%)/議論への貢献度(40%)/リサーチの最終発表内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講後に随時指示。また必要に応じ、プリントにて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 堅達京子、NHK取材班、2021、『脱炭素革命への挑戦：世界の潮流と日本の課題』、山と渓谷社 (ISBN:978-4635310444) 

2. 宇佐美誠、2019、『気候正義：地球温暖化に立ち向かう規範理論』、勁草書房 (ISBN:978-4326102723) 

3. 平田仁子、2021、『気候変動と政治：気候政策統合の到達点と課題』、成文堂 (ISBN:978-4792334147) 

他、開講後に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜HP＞担当教員の情報は http://researchmap.jp/takaonai/ を参照 

 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名まで 

配当年次：２〜４年次 

選考方法：レポート 

①題目：自己紹介と志望理由 

②字数：1,600〜2,000 字 

演習論文：実施しません 

 

講義科目「環境政治」の併行履修、ないし履修済みであることが望ましい 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 472 - 

■EX656 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX656／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法ケースディベート 

担当者名 

（Instructor） 
原田 昌和(HARADA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法に関するディベートを通じて、民法の基礎知識、法的思考能力、プレゼンテーション能力を養う 

 

The objectives of this course are to cultivate the students’ knowledge about Civil Law, the ability to think in a legal manner, and 

the ability to give presentations through debates about Civil Law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 大人数講義では、しばしば判例についての説明が行われますが、実際の判例を読んでみると、講義で聞いたのとはまったく違う

事件の背景を知ることがよくあります。このゼミでは、大人数講義では十分に学ぶことのできない実際の事件についてより深く勉

強するために、主に百選や判例 30！シリーズに掲載されている判例を取り上げて、原告側対被告側に分かれてディベートを行い

ます。上級生と一緒のチームを組みますので、2 年生からも参加可能です。 

 進行方法としては、民法に関する知識を段階的に深められるように、事前に予習用レジュメが配布され、教員や先輩による事前

学習会を経たうえで、ディベートを行い、翌週に検討会を行って知識を深めます。財産法に関する論点が中心になりますが、履修

を通じて、民法の基礎知識のほか、柔軟な思考力、自説を説得的に論証する能力、他人の話を理解して論理的に判断する能力

を養うことを目標としています。 

 ディベート以外にも、ゼミ旅行、弁護士事務所や企業への訪問、他大学との討論会などの課外活動も行っています。演習参加

希望者には、任意の面談を実施しますので、メールでアポイントをとって下さい。 

 1 年を通して、民法の財産法部分を一通り学習します。 

 

Judicial precedents are often explained in lectures with large numbers of students, but in many cases if you read the actual 

judicial precedent, you will become aware of case backgrounds which are completely different from what was described in the 

lecture. In order to study actual cases which cannot be sufficiently learned in large-scale lectures on a deeper level, this 

seminar will primarily cover the judicial precedents listed in the Top One Hundred and 30 Judicial Precedents! series and 

separate students into the roles of plaintiff and defendant for debate. Teams will be formed together with upper-class students, 

so students are welcome to participate starting from the second year. 

The seminar will be conducted in a manner which will enable students to deepen their knowledge of Civil Law in a phased 

manner by passing out preparatory summaries in advance, staging study sessions run by the upper-class students beforehand, 

holding the debates, and holding a review session the following week to deepen the students’ knowledge. The focus will be on 

arguments about Property Law, but in addition to acquiring fundamental knowledge about Civil Law, the objectives over this 

seminar are to cultivate flexible thinking, the ability to demonstrate theories in a persuasive manner, and the ability to 

understand another person's remarks and judge them in a logical manner. 

In addition to the debates, this seminar will also include extracurricular activities such as seminar trips, visits to law offices and 

companies, and discussions with other universities. Optional interviews will be held for students who wish to participate in the 

seminar, so please set up an appointment by email. Throughout the year, students will study the entire property law portion of 

the Civil Code. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期オリエンテーション 

2. 情報検索講習会 

3. 春学期第１回ディベート 

4. シンポジウム型討論 

5. 春学期第２回ディベート 

6. シンポジウム型討論 

7. 春学期第３回ディベート 

8. シンポジウム型討論 

9. 春学期第４回ディベート 

10. シンポジウム型討論 
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11. 春学期第５回ディベート 

12. シンポジウム型討論 

13. 春学期第６回ディベート 

14. シンポジウム型討論 

15. 秋学期オリエンテーション 

16. 秋学期第 1 回ディベート 

17. シンポジウム型討論 

18. 秋学期第 2 回ディベート 

19. シンポジウム型討論 

20. 秋学期第 3 回ディベート 

21. シンポジウム型討論 

22. 秋学期第 4 回ディベート 

23. シンポジウム型討論 

24. 秋学期第 5 回ディベート 

25. シンポジウム型討論 

26. 秋学期第 6 回ディベート 

27. シンポジウム型討論 

28. まとめ 

 

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

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(30%)/担当回の報告内容(35%)/発言・コメントペーパー等平常の授業態度(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋山靖浩・原田昌和・田高寛貴、2019、『リーガル・リサーチ／リポート（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641126114) 

 

参考文献（Readings） 

1. 潮見佳男他、2018、『民法判例百選Ⅰ（第８版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115378) 

2. 潮見佳男他、2018、『民法判例百選Ⅱ（第８版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115385) 

3. 原田昌和他、2017、『民法１総則 判例 30！（STARTUP）』、有斐閣 (ISBN:9784641137820) 

4. 水津太郎他、2017、『民法２物権 判例 30！（STARTUP）』、有斐閣 (ISBN:9784641137851) 

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

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

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： ２０名程度 

配当年次： ２～４年次 

選考方法： レポート（必須）、および、任意での面談 

①題目： ⅰ自己 PR（あなたの物事への取り組み姿勢を、部活動やサークル、勉強などに関する具体的なエピソードに関連付け

て論じてください）、ⅱ志望理由（ゼミで身につけたい能力を、希望進路などに関連付けて書いてください）、ⅲディベートで取り上

げたい判例 

②字数： 2000 字程度 

面談予約： mharada@rikkyo.ac.jp 

演習論文： 実施しません 

 

注意事項（Notice） 
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■EX657 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX657／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

アメリカにおける子供と法  

Children and the Law in the United States 

担当者名 

（Instructor） 
秋元 奈穂子(AKIMOTO NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

子供をめぐる様々な問題と法の対応について、アメリカにおける判例や論文の購読及び議論を通じて理解する。また、日本にお

ける同様の問題と法の対応についてもアメリカと比較しながら検討する。 

 

This seminar aims to understand the legal issues surrounding children in the United States through reading cases and article as 

well as class discussion. In addition, it also encourages students to compare and consider the similar issues and legal treatment 

of them under Japan legal system.   

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカにおける親子関係法について、コモン・ロー上の伝統的規律を理解したうえで、養子縁組及び生殖補助医療に基づく親子

関係の成立について学ぶ。その後、子どもをめぐる問題の中から、教育、虐待、医療上の意思決定等の特定の問題を取り上げ

て、関連する論文や判例をもとに議論する。 

学生は、事前に指定された判例及び論文を読んで各回の演習に参加し、議論する。 

 

In the first 5-6 classes, students will understand the law of child-parent relationship under the traditional common law, adoption 

law and emerging laws of children born through assisted reproductive technology. We will go on to discuss particular issues 

surrounding children, education, medical decision-making and child abuse and neglect and so on through case laws , statutory 

laws and articles.  

Students are required to read the cases/articles before the class and will have discussion in class based on such readings.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コモン・ローにおける親子関係 common law and child-parent relationship 

3. 生殖補助医療と親子関係① assisted reproductive technology and child-parent relationship  

4. 生殖補助医療と親子関係② assisted reproductive technology and child-parent relationship  

5. 養子縁組① adoption  

6. 養子縁組② adoption 

7. 子供の教育① education of child 

8. 子供の教育② education of child 

9. 子供についての医療上の決定 medical decision-making of child 

10. 離婚等と子供の監護権 custody of child 

11. 児童虐待① child abuse and neglect 

12. 児童虐待② child abuse and neglect  

13. 里親 foster care  

14. まとめ 

 

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

各授業回において指定された文献（判例や論文）を事前に読み、コメントを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメント・発表及び議論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

判例、論文等のコピーをテキストとして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Douglas E. Abrams. 2018. Children and the Law in a Nutshell 7th Edition. west academic (ISBN:978-1647085810) 

2. 樋口範雄、2021、『アメリカ家族法』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30384-5) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

採用人数：15 名 

配当年次：2 年次以上 

選考方法： 

①題目：本ゼミを希望する理由 

②字数：800 字以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX658 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX658／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公衆衛生と法 Public Health and the Law 

担当者名 

（Instructor） 
秋元 奈穂子(AKIMOTO NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

COVID-19 パンデミックは公衆衛生上の緊急事態における法的問題の多くを現実の問題として明らかにしたが、本ゼミでは、広く

公衆衛生と呼ばれるテーマについて法がどのような役割を果たしているかを、主としてアメリカにおける判例や論文の購読及び議

論を通じて理解する。また、日本における同様の問題と法の対応についてもアメリカと比較しながら検討する。 

 

COVID-19 pandemic has forced us to recognize and consider the legal issues in the midst of public health emergency. This 

seminar aims to understand how law or legal system responds the issues in the field of “public health” in general through 

reading cases and article in the United States as well as class discussion. In addition, it also encourages students to compare 

and consider the similar issues and legal treatment of them under Japan legal system.   

 

授業の内容（Course Contents） 

最初の数回では、公衆衛生と法というテーマを理解するため、公衆衛生という概念やそこで問題となる政府権力と個人の権利の

関係等につき議論する。その後、感染症予防、緊急事態における対応等、公衆衛生における個別具体的な問題についてそれぞ

れ判例や文献をもとに議論する。 

学生は、事前に指定された判例及び論文を読んで各回の演習に参加し、判例及び論文をもとに議論する。 

 

In the first 4-5 classes, students will understand the concept of public health and the relationship of governmental power and 

individual rights, in order to understand the field of public health. Then we will go on to discuss particular issues such as 

prevention of communicable disease, emergency preparedness and response through case laws , statutory laws and articles.  

Students are required to read the cases/articles before the class and will have discussion in class based on such readings.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 公衆衛生の概念 Concept pf Public Health  

3. 公衆衛生における政府の役割と個人の権利  Governmental Authority and Individual Rights in Public Health  

4. 公衆衛生を目的とする監視・監督と個人のプライバシー（1） Surveillance, Supervision and Privacy (1)  

5. 公衆衛生を目的とする監視・監督と個人のプライバシー（2） Surveillance, Supervision and Privacy (2)  

6. 感染症の防止とコントロール(1) Prevention and Control of Contagious Disease (1)  

7. 感染症の防止とコントロール(2) Prevention and Control of Contagious Disease (2)  

8. 公衆衛生上の緊急事態における問題(1) Issues in Public Health Emergency (1)  

9. 公衆衛生上の緊急事態における問題(2) Issues in Public Health Emergency (2)  

10. 非感染症の防止とコントロール－タバコの規制 Prevention and Control of Non-Contagious Disease - Tobacco Control  

11. 非感染症の防止とコントロール－ 肥満の問題 Prevention and Control of Non-Contagious Disease - Obesity 

12. 性と生殖に関する問題 (1) Reproductive Health (1) 

13. 性と生殖に関する問題 (2) Reproductive Health (2) 

14. まとめ 

 

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

各授業回において指定された文献（判例や論文）を事前に読み、コメントを準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメント・発表及び議論への参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

判例、論文等のコピーをテキストとして配布する。 

 

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

＜選考方法＞ 

採用人数： 

採用人数：15 名 

配当年次：2 年次以上 

選考方法： 

①題目：本ゼミを希望する理由 

②字数：800 字以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX659 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX659／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
SDGs とビジネスロー 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国連が定めた持続可能な開発目標（SDGs）を達成するために、ビジネスローがどのような役割を果たしているのか知ると同時

に、自分自身が一市民として何ができるのか考える。 

 

The goal of this class is to know what role the business law plays in achieving the United Nations Sustainable Development 

Goals (SDGs) and at the same time think about what we can do as a citizen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

SDGs を達成するためには、政府や非営利団体などだけでなく、民間企業の力を活用することが大切になります。実際に、多くの

企業が事業活動と社会課題解決の両立に向けた取り組みを進めています。また、投資家も環境・社会・ガバナンス（ESG）を考慮

した投資を拡大しています。この授業では、こうした企業や投資家の活動を後押しするビジネスローについて学びます（これらの

動きに対して懐疑的な見解も取り上げます）。それと同時に、私たち自身が、例えば消費者・投資者・労働者/経営者などとして、

何ができるのか考えたいと思います。 

＊なお、私は商法（会社法等）と金融商品取引法の教員です。 

 

In order to achieve the SDGs, it is important to utilize the power of private companies as well as governments and non-profit 

organizations. In fact, many companies are making efforts to achieve both business activities and solving social issues. Investors 

are also expanding their investment in consideration of environment, society and governance (ESG). In this class, you'll learn 

about the business law that drives the activities of these companies and investors (and skeptical views on these moves). At the 

same time, we would like to think about what we can do, for example, as consumers, investors, or workers / managers. 

* I am a professor of commercial law (company law, etc.) and financial instruments and exchange law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. SDGs と ESGの基本 

2. 株式会社・資本市場の歴史（東インド会社から現代そして未来） 

3. 企業統治に関するルールと最新動向（株主利益最大化原則の当否をめぐる議論など） 

4. 企業統治に関するルールと最新動向（続き） 

5. 受講生の皆さんからの話題提供（事業会社や資産運用会社等による SDGs/ESG活動の紹介など） 

6. 環境に関するルールと最新動向（気候変動問題や生物多様性への対応など） 

7. 環境に関するルールと最新動向（続き） 

8. 受講生の皆さんからの話題提供（事業会社や資産運用会社等による SDGs/ESG活動の紹介など） 

9. 働き方に関するルールや最新動向（過労死問題やダイバーシティ＆インクルージョンへの対応など） 

10. 働き方に関するルールや最新動向（続き） 

11. 受講生の皆さんからの話題提供（事業会社や資産運用会社等による SDGs/ESG活動の紹介など） 

12. 投資に関するルールや最新動向（SDGs・ESG と業績・株価の関係など） 

13. 受講生の皆さんからの話題提供（事業会社や資産運用会社等による SDGs/ESG活動の紹介など） 

14. 受講生の皆さんからの話題提供（事業会社や資産運用会社等による SDGs/ESG活動の紹介など）＆まとめ 

 

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

受講生には企業研究等をしてもらう予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表や意見・質問など(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 
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授業時に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名から 20 名程度 

配当年次：2 年・3 年・4 年 

選考方法：レポート 

  ①題目：SDGs や ESGに関するニュースや議論等で気になったものを説明してください。 

   ②字数：1000 字から 1500 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX660 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX660／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際ビジネスにおける仲裁とネゴシエーション 

担当者名 

（Instructor） 
小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際ビジネス法を学ぶとともに、複雑な事実関係を前提に繰り広げられる論理的で説得力ある主張ができるように法的思考力や

交渉力を高める。 

 

The objectives of this seminar are to study international business law while improving the students’ abilities to negotiate and 

think in a legal manner so as to be able to make logical and persuasive statements predicated on complex factual relationships. 

 

授業の内容（Course Contents） 

純粋に国内のみで活動する企業は今日少ない。多くの企業は、グローバルな市場において日々事業活動を行っている。そのよう

な企業に法はどのように関わっているのだろうか？ また、トラブルが生じたときに、あるいは生じないようにどのようなテクニック

が用いられているのだろうか？ 

 

春学期には、国際ビジネス法や国際ビジネス紛争解決の基礎理論及び交渉（ネゴシエーション）の基礎理論について、他大学の

学生との模擬交渉・仲裁といった実践も交えながら学ぶことになります。 

 

そして、秋学期には、国内外の大学が参加して 11 月下旬に開催されるインターカレッジ・ネゴシエーション・コンペティション（イン

ターカレッジ・ネゴシエーション・コンペティションについては、www.negocom.jp を参照して下さい。）の日本語の部と英語の部に参

加します。 

 

上記を通じて、国際ビジネス法の基礎的な知識を習得するとともに、法的思考力や交渉力を高めます。 

 

There are few companies today which simply do business only in Japan. Many companies conduct business activities in global 

markets on a daily basis. How does the law impact such companies? Moreover, what techniques are used when trouble occurs 

or to prevent them from occurring? 

 

During the spring semester, students will learn the basic theories of international business law, international business dispute 

resolution, and negotiation while combining practice through mock negotiations and arbitrations with students from other 

universities. 

 

Furthermore, during the fall semester, students will participate in the Japanese and English sections of the Intercollegiate 

Negotiation Competition (for more details, see http://www.negocom.jp/) held in late November together with students from 

other Japanese and foreign universities. 

 

In this way, students will acquire a fundamental knowledge of international business law while improving their abilities to 

negotiate and think in a legal manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 国際ビジネス法の全体像 

3. 国際契約法 1 

4. 国際契約法 2 

5. 国際契約法 3 

6. 交渉 1 

7. 交渉 2 

8. 交渉 3 

9. 仲裁 1 

10. 仲裁 2 

11. 仲裁 3 
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12. 交渉 4 

13. 仲裁 4 

14. まとめ 

15. 仲裁 5 

16. 交渉 5 

17. 仲裁 6 

18. 交渉 6 

19. 仲裁 7 

20. 交渉 7 

21. 仲裁 8 

22. 交渉 8 

23. 仲裁 9 

24. 交渉 9 

25. まとめ 

26. コンペティションへの参加 

27. 総括 1 

28. 総括 2 

 

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

演習時間の延長が有り得るため、演習後の時間帯の予定はあけておくこと。 

 

また、予習復習に十分な時間をかける必要があるほか、グループワーク・練習試合など演習時間以外にも演習参加者が集まっ

て調査・議論することが必要です。 

 

そして、大学対抗交渉コンペティション（11 月中旬から 12 月上旬の間の土日で開催されます。）に参加することになります。 

 

これら点に留意の上申込みして頂きたい。  

 

本演習に並行して国際私法、国際ビジネス法総合、英米法、国際経済法、国際法、法政外国語演習などの履修を推奨します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マルホトラ＝ベイザーマン、2016、『交渉の達人』、パンローリング (ISBN:4775941631) 

2. UNIDROIT、2020、『UNIDROIT国際商事契約原則 2016』、商事法務 (ISBN:4785727683) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口安平＝鈴木五十三編著、2016、『国際商事仲裁の法と実務』、丸善雄松堂 (ISBN:9784841906752) 

その他参考文献については追って指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15～20 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法：  

①題目： ①どのような国際ビジネスに興味を持つのかについて、②直近でどのような交渉をしたのかについて、及び、③自己紹

介 

②字数： 指定しない 

演習論文：実施しない  

 

注意事項（Notice） 
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■EX661 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX661／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法判例講読 

担当者名 

（Instructor） 
守田 大悟(MORITA DAIGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習の目的は、憲法判例を読み、対象判例に対する深い理解を獲得することにある。 

 

By the end of the course, students will gain a deep understanding of the constitutional cases which are covered in the course. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、憲法判例を原文で読む。読む判例の数よりも、読み方の質を重視する。従って、1つの判例の研究に複数回を要

することもある。また、対象判例の理解に有益と思われる文献（例えば、判例評釈、調査官解説、論文）も扱う。 

各回において、報告者を指名して、判例又は文献の要約を行ってもらう。報告者は、レジュメを書き、報告を行う。 

 

In this course, we will read some constitutional cases in the original text. We regard the quality of reading as important, rather 

than its quantity, so it may take more than one class to study a constitutional case. We will also read some documents which 

may help to understand these cases, such as commentaries written by scholars or clerks (Judicial Research Officials of 

Supreme Court of Japan), and academic papers. 

In each class, some students will be assigned to summarize a case or a document. Those students will be required to write a 

handout in advance and to make a presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス①（演習の進め方の説明等） 

2. ガイダンス②（教員によるプレ報告等） 

3. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

4. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

5. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

6. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

7. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

8. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

9. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

10. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

11. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

12. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

13. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

14. 判例又は文献（判例評釈、調査官解説、論文）の講読 

 

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

参加者は、全員、予め対象判例（原文）や指定された文献を通読しておくこと。 

復習として、各自が、演習での議論を踏まえて、対象判例や指定文献を簡潔に要約してみることが望ましい（提出を求めることは

しない）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の報告とレジュメの内容(50%)/出席状況と学習状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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＜選考方法＞ 

採用人数：10～20 名 

配当年次：2 年次 

選考方法： 

  ①題目：この演習を志望する動機 

   ②字数：A4で 1 枚 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX662 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX662／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民・商事判例の読み方 

担当者名 

（Instructor） 
鄭 燦玉(JUNG CHANOK) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学部生として最低限知っておくべき判例を題材に、その読み方や関連知識を探求する。 

 

The aim of this seminar is to explore how to read the judicial precedents and the related knowledges based on the judicial 

precedents that you should know at least as a law undergraduate. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、商法の総論、商法総則および商行為法の基本的問題を取り上げた判例のうち、なるべく民法理論にも関係する事

柄が盛り込まれた判例を題材に、事実関係や判決文の内容などについて、学生から検討報告をしてもらいます。報告後は、教員

からのコメントに加え、他の参加者からの質疑や全員での議論の時間を設けます｡  

第１回の授業では、報告順番の決定や演習の進め方などの説明を行います。第２回の授業（状況に応じて、第３回にまたがる可

能性がある）においては、商法総則・商行為の部分について重要判例等をも用いた簡略な講義を行うことで、皆さんが既に学習し

た内容を整理し、報告を準備する期間が確保できるようにします。 

 

In this seminar, Students are required to report of the outline of each case and the contents of the judgment based on the 

judicial precedents that include matters related to the theory of civil law if possible, among the precedents that dealt with the 

basic issues of general provisions(part I) and commercial transactions(part II) of the Japan Commercial Code. After the report, 

the instructor will comment about it, and we will discuss it together. 

The instructor will explain how to decide the order of reporting and how to proceed with this seminar at the first class. At the 

second class, the instructor will give a brief lecture on the theory of general provisions and commercial transactions of the 

Japan Commercial Code using the important precedents in order that students can organize what they have already learned and 

secure a period of time for preparing their report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 報告順番の決定、本演習の進め方などの説明 

2. これまでの学習内容の確認 

3. 報告と議論⑴ 

4. 報告と議論⑵ 

5. 報告と議論⑶ 

6. 報告と議論⑷ 

7. 報告と議論⑸ 

8. 報告と議論⑹ 

9. 報告と議論⑺ 

10. 報告と議論⑻ 

11. 報告と議論⑼ 

12. 報告と議論⑽ 

13. 報告と議論⑾ 

14. まとめ 

 

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

報告者以外の参加者も、当該判例が掲載されている文献や判例集を事前に精読し、質問等を考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告レジュメと報告内容(60%)/質疑応答や議論への参加度(40%) 

ただし、正当な理由なく 2/3 以上の出席をしていない場合は、単位修得不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. 神作裕之＝藤田友敬編、『商法判例百選』、有斐閣 (ISBN:9784641115439) 

2. 山下友信＝神田秀樹編、『商法判例集』、有斐閣 (ISBN:9784641138483) 

その他の参考文献については、授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10～15 名 

配当年次：2 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：自己紹介と本演習を志望する理由 

   ②字数：1000 字以内 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX663 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX663／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
冷戦史研究（Cold War Studies） 

担当者名 

（Instructor） 
清水 謙(SHIMIZU KEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

果たして「冷戦」は終わったのか？これは本演習で検討する最も大きなテーマである。2014 年にロシアがクリミア半島を併合した

事件はヨーロッパに大きな緊張をもたらし、国際紛争となっているシリアでも米露の駆け引きが繰り広げられている。アジアに目を

向ければ、米朝首脳会談によって軍事的緊張が和らいだように見える一方で、経済や貿易問題を中心に米中の摩擦が激化して

いる状況にある。本演習では、いまいちど冷戦とは何であったのかを再検討することで、21 世紀の時代に国際政治をどのように

理解するのかを分析する視座を共に考えたい。 

 

Did the "Cold War" really end? This is the most significant topic which will be examined in this seminar. The Russian annexation 

of the Crimean Peninsula in 2014 caused significant tensions in Europe, and maneuvering between the US and Russia is 

unfolding in Syria which has become an international conflict. Looking at Asia, while it would appear that military tensions have 

eased due to the summit between the US and North Korea, the friction between the US and China concerning economic and 

trade problems is intensifying. In this seminar, the instructor would like to re-examine together with the students once more 

what the Cold War was to acquire a perspective for analyzing how to understand International Politics during the period of the 

twenty-first century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、オックスフォード大学出版局から出版されている冷戦史の文献を輪読しながら各章について議論をする。受講生に

は報告と討論を担当してもらう章を割り当てる。担当者のレジュメを基にした報告のあと、討論者が報告者に対して疑問点や論点

を挙げてもらい、教員が議論を整理した上で解説を加えながら全体で議論をする。演習の進度にもよるが、教科書を読了したあと

は、受講者の関心を汲み取りながら、冷戦史や国際政治学などの学術論文を読むことで、より専門的に体系的な理解を深めてい

く。 

 

In this seminar, students will read in turn literature about the history of the Cold War published by Oxford University Press while 

discussing each chapter. Students will be assigned chapters to present reports and moderate debates. After the student in 

charge presents a report based on the summary, debaters will raise questions and arguments with the presenter. The faculty 

member will organize the discussion and provide commentary while the entire class engages in discussion. After the students 

finish reading the textbook, though depending on how far the seminar progress is, we will try to deepen their systematic 

understanding in a more specialized manner by reading scholarly papers about the history of the Cold War and International 

Politics etc, considering the participants’ interests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「第二次世界大戦と旧秩序の破壊」の輪読と議論 

3. 「ヨーロッパにおける冷戦の起源」の輪読と議論 

4. 「アジアにおける「熱戦」に向かって」の輪読と議論 

5. 「グローバル化した冷戦」の輪読と議論 

6. 「対立からデタントへ」の輪読と議論 

7. 「国内冷戦の諸相」の輪読と議論 

8. 「超大国デタントの興亡」の輪読と議論 

9. 「冷戦の最終局面」の輪読と議論 

10. 冷戦史または国際政治学の論文の輪読と議論（１） 

11. 冷戦史または国際政治学の論文の輪読と議論（２） 

12. 冷戦史または国際政治学の論文の輪読と議論（３） 

13. 冷戦史または国際政治学の論文の輪読と議論（４） 

14. まとめの議論 

 

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

毎回のテキスト輪読に際して演習で扱う章を事前に通読し、コメントや疑問点などを整理したメモを作成し、演習開始時に提出し
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てもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(60%)/出席・準備メモ・議論への積極的参加度など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ロバート・マクマン、2018、『冷戦史』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-35175-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. O・A・ウェスタッド著、佐々木雄太監訳、小川浩之・益田 実・三須拓也・三宅康之・山本 健訳、2010、『グローバル冷戦史  第

三世界への介入と現代世界の形成』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0643-9) 

2. 益田実、池田亮、青野利彦 、齋藤嘉臣編著、2015、『冷戦史を問いなおす：「冷戦」と「非冷戦」の境界』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4623074709) 

3. 益田知佐子、2019、『中国の行動原理：国内潮流が決める国際関係』、中央公論社 (ISBN:978-4121025685) 

4. O.A.ウェスタッド著 、益田実監訳、山本健、小川浩之訳、2020、『冷戦：ワールド・ヒストリー（上）』、岩波書店 (ISBN:978-

4000256728) 

5. O.A.ウェスタッド著 、益田実監訳、山本健、小川浩之訳、2020、『冷戦：ワールド・ヒストリー（下）』、岩波書店 (ISBN:978-

4000256735) 

6. 小泉悠、2021、『現代ロシアの軍事戦略』、筑摩書房 (ISBN:978-4480073952) 

7. 佐橋亮、2021、『米中対立：アメリカの戦略転換と分断される世界』、中央公論社 (ISBN:978-4121026507) 

その他、受講者の関心を汲み取りながら演習中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：2 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：本演習を志望する理由と、国際政治で関心のあるテーマについて自由に論じて下さい。 

   ②字数：1000〜1200 字程度（A4 用紙一枚以内） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX664 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX664／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争・抑圧・差別を生き抜いた女性たちの経験を読む 

担当者名 

（Instructor） 
長 史隆(CHO FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな国や時代の女性たちの経験を描いた自伝やノンフィクションを読み解くことで、戦争や抑圧や差別に晒された女性たち

がどのように生きたのかについての理解を深める。より普遍的には、それぞれの人物の人生を追体験することによって、「生きる

ことの意味」を考える。 

 

This class requires students to read books and experience vicariously the lives of women who confront adversities in each 

specific occasion. More profoundly, being immersed in the books, the instructor believes, will help students to grasp the meaning 

of life.   

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の 5 冊の著作の講読を予定している。それぞれのウェブサイトから内容を把握してほしい。ただしテキストは変更の可能性

があるため、教員からの指示があるまで購入する必要はない。 

 

①スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ（三浦みどり訳）『戦争は女の顔をしていない』（岩波現代文庫、2016 年）

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784006032951 

 

②堀川惠子・小笠原信之『チンチン電車と女学生——1945 年 8 月 6 日・ヒロシマ』（講談社文庫、2015 年）

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784062931281 

 

③後藤正治『ベラ・チャスラフスカ 最も美しく』（文春文庫、2006年）https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784167679934 

 

④アヤーン・ヒルシ・アリ（矢羽野薫訳）『もう、服従しない——イスラムに背いて、私は人生を自分の手に取り戻した』（エクスナレ

ッジ、2008 年）https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784767806815 

 

⑤アンネ・フランク（深町真理子訳）『アンネの日記〔増補新訂版〕』（文春文庫、2003 年）https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-

9784167651336 

 

For the information of the assigned books, please see the websites above. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキストの輪読 

2. テキストの輪読 

3. テキストの輪読 

4. テキストの輪読 

5. テキストの輪読 

6. テキストの輪読 

7. テキストの輪読 

8. テキストの輪読 

9. テキストの輪読 

10. テキストの輪読 

11. テキストの輪読 

12. テキストの輪読 

13. テキストの輪読 

14. テキストの輪読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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◆毎回全員がやること ： テキストの該当範囲を熟読したうえで、A４一枚程度の考察を指定の時間までにブラックボードに提出

する。（それぞれの考察には教員が目を通し、コメントを添えて返却する） 

 

◆司会担当者（各回 2 名）がやること ： テキストの該当範囲を要約したレジュメを作成し、授業で発表する。また全員の考察に

事前に目を通し、司会メモを作成したうえで、それに基づいて授業でのディスカッションをリードする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回事前に提出する考察(40%)/ディスカッションへの積極的参加(30%)/進行役学生による要約発表と授業の進行(10%)/最終レポ

ート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ（三浦みどり訳）、2016 年、『戦争は女の顔をしていない』、岩波現代文庫 

2. 堀川惠子・小笠原信之、2015年、『チンチン電車と女学生——1945 年 8 月 6 日・ヒロシマ』、講談社文庫 

3. 後藤正治、2006 年、『ベラ・チャスラフスカ 最も美しく』、文春文庫 

4. アヤーン・ヒルシ・アリ（矢羽野薫訳）、2008 年、『もう、服従しない——イスラムに背いて、私は人生を自分の手に取り戻した』、

エクスナレッジ 

5. アンネ・フランク（深町真理子訳）、2003 年、『アンネの日記〔増補新訂版〕』、文春文庫 

テキストは変更の可能性があるため、教員からの指示があるまで購入する必要はない。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名程度 

配当年次：2 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：小川洋子『アンネ・フランクの記憶』（角川文庫、1998年）を購入し、読了したうえで、考えたことを自由に論ぜよ。これ

まで自分が読んだ本や大学で学んだことなどを織り込み、独自性のある文章にすること。 

   ②字数：2000 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX665 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX665／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

政治と感情、ポピュリズム 

Politics, Emotion, and Populism 

担当者名 

（Instructor） 
永野 和茂(NAGANO KAZUSHIGE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人々の感情はどのように政治に影響するか。本演習では、この問いに関わる文献を読みながら、現代の国際政治や民主主義制

度における議論について学ぶことを目的とする。さらに、現代の民主主義を考える上で重要な課題である「ポピュリズム」という現

象について、各国の様々な事例を学ぶことで、具体的な問題に対する視野を深めたい。 

 

How do people's emotion affect politics? The purpose of this seminar is to learn about debates in contemporary international 

politics and democracy by reading literature on these issues. Furthermore, students will deepen their perspectives on specific 

issues by studying various examples of the phenomenon of "populism," which is a critical issue for democracy in the 21st 

century. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、指定された文献を輪読しながら、各テーマについて討論する。報告担当者はテキストの内容報告を行い、それ以外

の受講生は事前にコメント・ペーパー（400 字程度）を提出する。各回とも、討論者の問題提起をふまえた全体討論を行う形で授

業を進めて行く。 必要に応じて、小グループに分かれて討論することもある。 

 

In this seminar, we will read assigned books in rotation and discuss each topic. The presenter will summarize the contents of 

the texts, and the rest will submit a comment paper in advance. In each session, the class will proceed with a discussion based 

on the issues raised by the discussants. If necessary, students will be divided into small groups for discussion in the class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献購読 1 

3. 文献購読 2 

4. 文献購読 3 

5. 文献購読 4 

6. グループワーク 

7. 文献購読 5 

8. 文献購読 6 

9. 文献購読 7 

10. 文献購読 8 

11. 文献購読 9 

12. 文献購読 10 

13. グループワーク 

14. グループ報告 

 

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

受講生は毎回指定された範囲のテキストを事前に読み、演習開始前にコメント・ペーパーを提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への貢献度(30%)/担当回の報告(30%)/コメントペーパー(20%)/グループワーク・レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ドミニク・モイジ、2010、『「感情」の地政学』、早川書房 (ISBN:978-4152091185) 

2. 水島治郎編、2020、『ポピュリズムという挑戦』、岩波書店 (ISBN:978-4000613934) 

ドミニク・モイジの『「感情」の地政学』は、品切れ重版未定のため、こちらでコピーして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ヤン＝ヴェルナー・ミュラー、2017、『ポピュリズムとは何か』、岩波書店 (ISBN:978-4000247962) 
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2. ジャック・ランシエール、2008、『民主主義への憎悪』、インスクリプト (ISBN:978-4900997189) 

3. 吉田徹、2011、『ポピュリズムを考える』、NHK出版 (ISBN:978-4140911761) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名程度 

配当年次：2 年次 

選考方法： 

  ①題目：本演習を履修する動機と、テーマについての関心を自由に書いてください。 

   ②字数：1000～1200 字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX666 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX666／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
これからの資本主義について考える(On the future of capitalism) 

担当者名 

（Instructor） 
宮内 悠輔(MIYAUCHI YUUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この演習では、複数の文献を手掛かりとしながら、資本主義の将来について議論する。 

 

The objective of this seminar is to discuss the future of capitalism. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は事前に文献を読み、コメントを提出する。授業時は、報告者の内容要約と論点の提起に基づいて議論を行う。 

 

The students will read the literature and submit a comment in advance. In the class, the student in charge of presenting will 

report the summary of the literature and question points. After the reporting,  all the participants will discuss regarding the 

issues of the literature based on the report. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自己紹介・分担決定 

2. 1 冊目のテキストについての報告と議論① 

3. 1 冊目のテキストについての報告と議論② 

4. 1 冊目のテキストについての報告と議論③ 

5. 2 冊目のテキストについての報告と議論① 

6. 2 冊目のテキストについての報告と議論② 

7. 2 冊目のテキストについての報告と議論③ 

8. 2 冊目のテキストについての報告と議論④ 

9. 3 冊目のテキストについての報告と議論① 

10. 3 冊目のテキストについての報告と議論② 

11. 3 冊目のテキストについての報告と議論③ 

12. 3 冊目のテキストについての報告と議論④ 

13. 3 冊目のテキストについての報告と議論⑤ 

14. 全体のまとめ 

 

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

各回の文献に事前に目を通すことをもって予習とする。なお、報告者以外の受講者には事前に Blackboard 上で文献に関するコ

メントを提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前に提出するコメントの内容(25%)/演習終了時に提出するコメント・ペーパーの内容(25%)/議論への貢献（レジュメ作成・報告お

よび各回の発言）(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井手英策、2021、『どうせ社会は変えられないなんてだれが言った？――ベーシックサービスという革命』、小学館 

(ISBN:9784093888196) 

2. 酒井隆史、2021、『ブルシット・ジョブの謎――クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか』、講談社 (ISBN:9784065266595) 

3. 斎藤幸平、2020、『人新世の「資本論」』、集英社 (ISBN:9784087211351) 

その他、必要に応じて講師が適宜、文献を配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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1. デヴィッド・グレーバー、2020、『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』、岩波書店 (ISBN:9784000614139) 

2. 栗原康、2021、『サボる哲学――労働の未来から逃散せよ』、NHK 出版 (ISBN:9784140886588) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・報告者以外は、演習の前日までに Blackboard上で文献に関するコメントを提出する。期日に間に合うよう、また偶発的なトラブ

ル等にも備え、余裕を持って準備すること。 

・毎回、一度に読む文献の分量がそれなりに多い。演習に振り向けなくてはならない負担の大きさを考慮した上で応募してほし

い。なお、極力、講義時間の延長は行わない。 

 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 人 

配当年次：2 年次 

選考方法：レポート 

①題目：この演習に応募した理由 

②字数：800 字以上 1200 字以内（A4 用紙 1 枚で収まる程度） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX667 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX667／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
担保法の未来 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

① 担保法についての理解を深めます 

② 複雑な法的問題を分かりやすく説明するプレゼンテーションスキルを身につけます 

 

①  To deepen the students’ understanding of secured transaction law. 

②  To develop presentation skills that enable students to explain complicated legal issues in an easy-to-understand manner. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 担保取引は，企業の資金調達において非常に重要な役割を果たしています。それゆえ，担保取引に関するルールのあり方は，

資金調達のしやすさに大きな影響を与えます。日本では，担保取引に関するルールの整備が不十分であることから，世界銀行の

Doing Business のランキングにおいても，資金調達のしやすさ（Getting Credit）の項目で低い評価を付けられています。このよう

な状態を改善すべく，現在，法制審議会では，担保法制の改革が議論されています。この演習では，その議論にキャッチアップし

つつ，あるべき担保法制を検討します。 

 なお，この演習では，履修者は，いくつかの班に分かれてグループワークを行い，プレゼンテーションを行うことになります。さら

に，プレゼンテーションの後には，履修者全員によるディスカッションを行います。そのため，演習の準備に十分な時間の割ける

方，そして，積極的に発言できる方を募集します。 

 

 Secured transactions play an extremely important role in the financing of businesses. For this reason, rules on secured 

transactions have a significant impact on businesses’ accessibility to funds. Japan’s rules on secured transactions have not 

been fully developed, due to which Japan has been rated low in the area of Getting Credit in the World Bank’s Doing Business 

report. In order to improve this situation, the Legislative Council is currently discussing a reform of the security law system. 

This seminar will help students to catch up on what has been discussed there and to discuss an appropriate security law 

system. 

 In this seminar, students will be required to work in groups, each of which  will deliver presentations, followed by discussion 

by all students. Students eligible to take this seminar must be able to devote sufficient time to prepare for this seminar and to 

actively make comments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 不動産担保制度の課題 

3. 人的担保（保証）の課題 

4. 動産担保制度の課題 

5. 債権担保制度の課題 

6. プレゼンテーション１ 

7. プレゼンテーション２ 

8. プレゼンテーション３ 

9. プレゼンテーション４ 

10. プレゼンテーション５ 

11. プレゼンテーション６ 

12. プレゼンテーション７ 

13. プレゼンテーション８ 

14. まとめ 

 

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

プレゼンテーションの準備のために，グループで集まり，資料の収集および検討を行うことが必要です。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(50%)/授業における発言内容(50%) 

3 回以上欠席した者は，この授業の単位を取得することができません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本敬三/鳥山泰志/藤澤治奈、2021、『民法 3 担保物権』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15086-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポートおよび面接 

①レポート題目：銀行が日本社会において果たす役割 

②レポートの字数：1000 字～2000 字 

 

演習論文：実施しない 

 

＜授業形態＞ 

プレゼンテーションを行う演習であり，グループワークやディスカッションがあります。 

 

＜フィードバック＞ 

毎回の授業の最後に，担当教員から報告内容について講評を行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX668 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX668／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ディベートで学ぶビジネスと法 

担当者名 

（Instructor） 
藤澤 治奈(FUJISAWA HARUNA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

① ディベートを通してよりよい法，制度，そして社会の在り方について構想する思考力を養う 

② ビジネスと法に関連する最新の知識を得る 

 

(1) To cultivate the ability to think critically in conceiving better laws, systems, and the ideal state of society through debate 

(2) To acquire the latest knowledge concerning business and law 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では，ビジネスと法に関連するテーマを取り上げ，それについてディベートを行います。テーマは，履修者の関心に合っ

たものを選びますが，担当教員が専攻する民法だけではなく，多岐にわたる可能性があります。履修者は，自らがディベートを行

う回はもちろん，それ以外の回にも，ジャッジとして授業に参加します。そのため，授業の予習のために，グループで集まったり，

資料を集めたり，多くの時間を必要とします。また，ディベートを通じて他大学と交流することも予定しています。そこで，この演習

のために，十分な時間を割くことのできる履修者を募集しています。 

 なお，履修希望者を対象として，面接を行います。面接を希望する方は，6 月 8 日までに申込みを行ってください。面接の申込

は，メールで受け付けています（fujisawa@rikkyo.ac.jp）。 

 

 This class will raise topics concerning business and law and engage in debates about these topics. The topics will be selected 

according to the interests of the students, but they may be wide-ranging and include not only Civil Law, which is the 

instructor's specialization. During some sessions, students will hold debates on their own and at other times participate in class 

as judges. Therefore, students will need a significant amount of time to gather in groups, collect documents, etc. to prepare for 

class. In addition, students are also scheduled to participate in exchanges with other universities through debates. Therefore, 

this seminar is open to students who are able to devote a sufficient amount of time. 

 Furthermore, please note that students who wish to take this seminar will be interviewed. If you wish to be interviewed, please 

apply by June 8th. Interview applications are being accepted by email (fujisawa@rikkyo.ac.jp). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ディベートの準備 

3. ディベート（1 班 vs. 2 班） 

4. ディベート（3 班 vs. 4 班） 

5. ディベート（3 班 vs. 1 班） 

6. ディベート（2 班 vs. 4 班） 

7. ディベート（4 班 vs. 1 班） 

8. ディベート（2 班 vs. 3 班） 

9. ディベート（優勝決定戦） 

10. 他大学との交流会準備（１） 

11. 他大学との交流会準備（２） 

12. 他大学との交流会総括 

13. ディベートのまとめ（１） 

14. ディベートのまとめ（２） 

 

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

授業の予習として，①ディベートの準備のために，グループで集まり，資料の収集および検討を行うこと，②ディベートのジャッジ

のために，指定された資料および自ら集めた資料に目を通すことが必要とされます。また，講義で未履修のテーマに取り組む場

合には，各自，教科書などを読み，基本的な知識を身につけることが必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 497 - 

ディベートの内容(50%)/ジャッジとしての発言内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜指定します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポートおよび面接 

  ①題目：ディベートしてみたいテーマ（それについて自分がどのような意見を持っているか） 

  ②字数：1000 字 

演習論文：実施しない 

 

＜授業形態＞ 

ディベートを行う演習であり，グループワークがあります。 

 

＜フィードバック＞ 

毎回の授業の最後に，担当教員からディベートの内容について講評を行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX669 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX669／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Mediation (Advanced Negotiation) 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 真由(WATANABE MAYU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This seminar aims to develop an understanding of collaborative processes to help multi-stakeholder groups create solutions to 

complex problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mediation is a private and consensual process in which an impartial person, a mediator, works with disputing parties to help 

them explore settlement, reconciliation, and understanding among them. This class is designed to enhance your facilitation skills 

and learn practical approaches to mediation. Throughout the semester, you will explore the strategies and theories of mediation 

to produce creative and mutually beneficial results on complex issues.  

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Understanding key mediation concepts (1) 

2. Understanding key mediation concepts (2) 

3. Understanding key mediation concepts (3) 

4. Mediation exercise (1) 

5. Mediation exercise (2) 

6. Mediation exercise (3) 

7. Mediation exercise (4) 

8. Mediation exercise (5) 

9. Mediation exercise (6) 

10. Mediation exercise (7) 

11. Mediation exercise (8) 

12. Mediation exercise (9) 

13. Mediation exercise (10) 

14. Wrap-up 

 

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

This is an interactive seminar that will require weekly readings and preparation. Because the role-plays are the main activity, 

participation in the class discussion is valued; attendance, class participation, and written assignments are the core evaluation 

components. 

 

As this is an advanced class of “Negotiation Basics,” students interested in taking this seminar are recommended to take it in 

advance.  

 

The students in this seminar may have the opportunity to participate in the ICC mediation competition 

(https://2go.iccwbo.org/). 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Attendance and class participation(70%)/Written assignment(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Readings will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen. 2010. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Penguin Books 

(ISBN:978-0143118442) 
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2. Dr. Jennifer E. Beer PhD, Caroline C. Packard JD. 2012. The Mediator's Handbook: Revised & Expanded fourth edition. New 

Society Publishers (ISBN:978-0865717220) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10-20 

配当年次：2-4 年次 

選考方法：Short essay 

①題目：What do you hope to learn from this class? 

②字数：400 words (approx.) (英語） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX670 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX670／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
U.S. Constitutional Law and the Supreme Court: Current Topics 

担当者名 

（Instructor） 
ハフェッツ(HAFETZ JONATHAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will examine current topics in U.S. Constitutional Law. Today represents an important moment in U.S. constitutional 

law, with the Supreme Court deciding many important and controversial issues, including surrounding freedom of religion and 

speech, abortion rights, gun control, and the COVID-19 pandemic. At the same time, new questions are being raised about the 

Supreme Court itself, as illustrated by recent proposals to reform the Court. This course will explore key constitutional issues, 

along with the role of the Supreme Court, to provide a deeper understanding of U.S. law and society. As some key cases may be 

decided during the semester, the course will provide a unique opportunity to explore these issues in "real time." 

 

授業の内容（Course Contents） 

The contents of the course will consist of materials from Supreme Court cases and secondary sources analyzing those cases. 

Through readings and class discussions, students will explore key constitutional issues in U.S. law and the role of the Supreme 

Court in resolving them. Students will also gain a general background in U.S. constitutional law and how it relates to broader 

trends in U.S. politics and society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to U.S. Constitutional Law and the Supreme Court (Part I) 

2. Introduction to U.S. Constitutional Law and the Supreme Court (Part 2) 

3. COVID-19 Emergency Measures 

4. Abortion Rights  

5. Gun Control 

6. Voting Rights 

7. Freedom of Religion 

8. Freedom of Speech 

9. Death Penalty and Criminal Justice 

10.  National Security and Secrecy 

11. Asylum and Immigration 

12. Disability Rights 

13. Supreme Court Reform 

14. Conclusion 

 

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

Reading assigned material (cases and secondary sources). Preparing to help lead class discussions on assigned dates. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(100%) 

Students will be required to help lead discussions of issues on assigned dates. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜Method of student selection＞ 

Number of students: 12 

Grade: over second grade 

Method: submission of essay 
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          - reason to take this seminar 

           - length: less than 300 words 

 

注意事項（Notice） 
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■EX671 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX671／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会と法律 ～民法の判例・事例を中心に、社会と法律の関わりを学ぶ～ 

担当者名 

（Instructor） 
関口 康晴(SEKIGUCHI YASUHARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 実務家が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法の判例や事例の勉強を中心に、社会と法律の関わりを学ぶとともに、日々生ずる社会事象に対し法的思考ができるようにな

ることを目標としている。また、発表を通してプレゼンテーション能力を身につける。  

 

This course aims for students to learn about the relationship between society and law, with a focus on studying Civil Law 

judicial precedents and cases, while becoming able to think legally about daily societal events. Furthermore, students hone their 

oral skills by giving presentations.  

 

授業の内容（Course Contents） 

レポーターの報告を題材に、民法の考え方や事実の把握等を丁寧に考察する。また、法律が私たちの生活にどのような影響を

及ぼしているかを知るために、以下の内容を予定している。 

 

【1】ゲストスピーカーとの議論 

弁護士等の法実務家や会社経営者に、法律が企業活動や個人の生活でどのように利用されているかについて語ってもらい、ゼ

ミ参加者と議論してもらうことを予定している（例年、3 名のゲストスピーカーにお話しいただいる） 

 

【2】裁判傍聴 

実際の裁判を傍聴し、裁判手続を勉強することを予定している（例年、民事裁判及び刑事裁判を傍聴している）。 

 

ゼミ参加者には複数回、自ら検討した判例や事例を報告してもらうとともに、ゲストスピーカーが来られたときや裁判傍聴に関して

は、レポートを作成してもらう。 

 

より深い理解のために、参加を希望する学生には積極的な参加及び発言を求める。  

なお、授業内容は、必要に応じて変更することがある。また、就職活動、教職課程など可能な範囲で配慮する。 

 

Reports by student presenters are used as subject material for thoughtful examination of ways of thinking in Civil Law and how 

facts are viewed. In addition, the following content is planned so that students may understand the influence that law has on our 

daily lives. 

 

[1] Discussions with guest speakers 

Legal practitioners such as lawyers and company executives are scheduled to speak about how laws are used in corporate 

activities and the lives of individuals and to engage in discussion with students (Usually, three guest speakers are invited). 

 

[2] Court hearing 

Students are scheduled to attend an actual court hearing and study court procedures (Usually,  students attended a criminal 

court and a civil court). 

 

Students have multiple opportunities to present reports about judicial precedents and cases they have examined independently. 

Too, students are required to make reports about discussions with guest speakers and court hearings.  

 

Furthermore, please note that to achieve deeper understanding, students who wish to participate are required to participate 

actively and speak up. 

 

Course content may be changed as necessary. To the extent possible, consideration is given to job searching activities and 

Teacher Training Courses.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・自己紹介 
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2. レポーターの報告に基づく議論 

3. レポーターの報告に基づく議論 

4. レポーターの報告に基づく議論 

5. レポーターの報告に基づく議論 

6. レポーターの報告に基づく議論 

7. レポーターの報告に基づく議論 

8. レポーターの報告に基づく議論 

9. レポーターの報告に基づく議論 

10. レポーターの報告に基づく議論 

11. 裁判手続の概観（刑事裁判） 

12. 裁判手続の概観（刑事裁判） 

13. 裁判手続の概観（民事裁判） 

14. 裁判手続の概観（民事裁判） 

15. 秋学期の題材に関する打合せ、裁判傍聴に基づくディスカッション 

16. レポーターの報告に基づく議論 

17. レポーターの報告に基づく議論 

18. レポーターの報告に基づく議論 

19. レポーターの報告に基づく議論 

20. レポーターの報告に基づく議論 

21. レポーターの報告に基づく議論 

22. レポーターの報告に基づく議論 

23. レポーターの報告に基づく議論 

24. レポーターの報告に基づく議論 

25. レポーターの報告に基づく議論 

26. レポーターの報告に基づく議論 

27. レポーターの報告に基づく議論 

28. レポーターの報告に基づく議論 

 

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

レポーターは、報告予定の判例や事例の選択、検討及び報告準備。 

レポーター以外のゼミ参加者は、報告が予定されている判例や事例の予習。 

これ以外については、授業時に指示する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加の態度（発言の積極性など）(60%)/報告の内容(40%) 

成績評価の前提として出席を重視するため、3/4 以上の出席を必要とする。また、提出物の提出期限は守られたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本和彦、2018、『よくわかる民事裁判［第３版］』、（株）有斐閣 

2. 三井誠・酒巻匡、2020、『入門 刑事手続法［第８版］』、（株）有斐閣 

上記テキストは、裁判手続きの概観を学ぶために使用する。 

 

参考文献（Readings） 

六法及び発表対象となる判例の分野に関する民法の教科書は、各自用意されたい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として全授業回対面実施予定 

 

＜選考方法＞ 

採用人数：14 名程度 

配当年次：2 年次～4 年次 

 

選考方法：レポート 

 

①題目：以下の内容を全て含めて作成すること 

 【１】自己紹介（本演習の志望動機＋大学生活で真剣に取組んでいる活動（学内外を問わず）の紹介） 

 【２】民法判例百選掲載の判例から報告を希望する判例の紹介及びその判例を選択した理由 

   （なお、選択した判例によっては、演習で異なる判例の報告を指示することがある） 

 

②字数： A4 用紙 1 枚以内（字数制限なし） 

 

演習論文：実施しない  
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注意事項（Notice） 
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■EX672 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX672／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法判例－判例を素材として民法を楽しむ－ 

担当者名 

（Instructor） 
水野 賢一(MIZUNO KENICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 実務家が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法判例を素材として、事案に関連する基礎知識や問題点についての議論やディベートをすることで、民法の理解を深めること

を通して法律的な思考を楽しむ。 

 

The objectives of this seminar are to deepen the students’ understanding of Civil Law and to enjoy legal thought through 

discussions and debates about fundamental knowledge and problems pertaining to cases using Civil Law judicial precedents as 

source material. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ員が選択して報告する民法判例に基づいた事案や基礎知識の検討と議論とが、授業の中心となる。 

ゼミ員は、基本的に単独で春学期と秋学期に各１回以上、各自が選択した民法判例の報告を行う。また、秋学期初めには、民法

判例を素材としたディベートを行う。 

議論が授業の中心であるため、「法律解釈論に誤りはない」との考えで、臆せずに積極的に発言をする学生の参加を期待する。

出席・発言・判例報告（ディベート参加）で、単位取得となる。 

 

The classes will focus on an examination and discussion of judicial precedents based on Civil Law judicial precedents selected 

and reported on by the seminar students. 

Fundamentally, each seminar student will present a report on an individually selected Civil Law judicial precedent one or more 

times during the spring semester and the fall semester. In addition, a debate will be held during the beginning of the fall 

semester based on a Civil Law judicial precedent. 

Because discussion will be the focus of the class, students are expected to participate by boldly and actively speaking up based 

on the idea that "there are no mistakes in legal interpretive theory." 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

3. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

4. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

5. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

6. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

7. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

8. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

9. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

10. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

11. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

12. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

13. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

14. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

15. ディベート 

16. ディベート、もしくは、判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

17. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

18. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

19. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

20. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

21. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

22. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

23. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

24. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 
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25. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

26. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

27. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

28. 判例報告及びこれを素材とする事案検討等と議論 

 

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

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/授業態度（発言の積極性など）(60%) 

原則として３／４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： ２４名 

配当年次： ３，４年次 

選考方法： レポート 

①題目：  選択動機。なお、選択動機の本文とは別に次のことを記載する。 

        １ 民法１～５および金融取引法１のうち、履修済科目と２０22 年度履修予定科目 

        ２ 民法判例百選Ⅰ～Ⅲの所持の有無と所持する版数（例・Ⅰ第 7 版 Ⅱ第 8 版 Ⅲ無） 

        ３ 報告希望民法判例を１つ(例・最判平２５．２．２８民集６７－２－３４３ 相殺適状の要件） 

②字数：  字数制限なし（A4 用紙１枚以内） 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX673 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX673／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実社会での問題解決 

担当者名 

（Instructor） 
栗原 亮介(KURIHARA RYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 実務家が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①実社会での問題を法的視点で見られるようにする。 

②問題解決に必要な能力を身につける。 

③将来も付き合える仲間をつくる。 

 

(1) To become able to view real-world problems from a legal perspective. 

(2) To develop the abilities required to resolve problems. 

(3) To make friends that you can continue to associate with in the future as well. 

 

授業の内容（Course Contents） 

立教大学卒業の弁護士が担当します。ゼミでは、問題解決について検討します。 

進路にかかわらず、社会に出てから役立つ内容にします。 

①実社会の問題を検討する前提として、基本的な法的視点を学んでもらいます。そのうえで、現実に起きた事件を検討してもらい

ます。 

②相手の望んでいることは何なのか、何に苦しんでいるのかを把握するためにヒアリングについて学びます。模擬の相談をしな

がら、解決策を探ってもらいます。 

③グループ発表では、チームで意見をまとめる過程を学んでもらいます。そして、プレゼンテーションとして、自分の主張を相手に

分かりやすく伝えることを経験してもらいます。対立する当事者に分かれて、主張を争うこともあります。 

④実務での問題解決方法を学んでもらいます。夏には、裁判傍聴を予定しています。東京地方裁判所に刑事裁判を見に行きま

す。また、ゼミに各種実務家に来てもらい経験から学んだことを共有してもらいます。 

せっかくゼミに参加するのですから、意味のある時間にしたいと考えています。ゼミでは、必ず意見を言ってもらうことになります。

どのような意見でも、建設的な議論になるように否定しませんので、意見を言う練習をゼミでしましょう。座っているだけでは評価

がつきません。大変な部分もあると思いますが、実務対応の基礎をつくれるように一緒に取り組みましょう。 

授業内容は、受講生の意見を聞いて変更することがあります。就職活動、教職課程など可能な範囲で配慮します。 

 

This seminar will be led by a lawyer who graduated from Rikkyo University. In this seminar, students will study problem-solving. 

Regardless of the path you take, this information will prove useful when you go out into society. 

(1) Students will learn fundamental legal perspectives as premises for examining real-world problems. Moreover, they will 

examine cases which actually occurred based on the perspectives learned. 

(2) Students will learn how to interview people in order to understand what the other person wants and what is troubling them. 

Students will engage in mock counseling while exploring solutions. 

(3) In the group presentations, students will learn the process of summarizing opinions in a team. Then, as part of the 

presentations, they will experience how to communicate their own arguments to others in a manner which is easy to 

understand. 

(4) Students will learn how to resolve problems in business. Students are scheduled to attend a court hearing in the summer. 

Students will go see a criminal trial at the Tokyo District Court. In addition, various practitioners will visit the seminar to share 

what they have learned from their experiences. 

Because students are making the effort to participate in the seminar, the instructor hopes to make the time spent meaningful. 

Students will be expected to voice their opinions in the seminar. In order to create a constructive discussion, no opinion will be 

denied whatsoever, so please use the seminar as an opportunity to practice speaking your own opinions. 

The class content may be changed after listening to the opinions of the students. To the extent possible, consideration will be 

given to job searching activities and Teacher Training Courses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、自己紹介 

2. 視点について（民事・刑事・公法での関係、主張と証拠、事実と評価等） 
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3. 視点について（民事・刑事・公法での関係、主張と証拠、事実と評価等） 

4. ニュースをもとに検討 

5. ニュースをもとに検討 

6. グループ発表 

7. グループ発表 

8. 模擬相談 

9. 模擬相談 

10. 模擬相談 

11. 模擬相談 

12. 模擬相談 

13. 裁判の流れ・傍聴準備 

14. 裁判の流れ・傍聴準備 

15. 実務家による授業 

16. 実務家による授業 

17. 実務家による授業 

18. 実務家による授業 

19. 紛争解決（対立形式） 

20. 紛争解決（対立形式） 

21. 紛争解決（対立形式） 

22. 紛争解決（対立形式） 

23. 紛争解決（対立形式） 

24. 紛争解決（対立形式） 

25. 紛争解決（対立形式） 

26. 紛争解決（対立形式） 

27. 人生で気を付けるべきこと（労働、賃貸借、相続、離婚、消費者問題など） 

28. さいごに 

 

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

レポート提出、グループ発表の準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加、授業態度（発言の積極性など）(70%)/レポート、発表内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

六法を確認できるようにしておくこと 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１０名程度 

配当年次：３、４年 

選考方法：レポート 

①題目：「今一番興味がある身近な法律問題」 

②字数：A4 用紙 1 枚以内 

演習論文：実施しない  

 

注意事項（Notice） 
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■EX674 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX674／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法模擬裁判 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際法模擬裁判への参加を通して、具体的な解釈適用をめぐる議論を通して国際法の理解を深める。 

 

Learning public international law through moot court competition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

7 月に東京で開催される国際法模擬裁判 Japan Cup（日本語）への参加を希望する学生を対象に、自主的に進める書面および

弁論の準備作業に関する報告と準備内容の検討を行う。 

なお、参加者が５名に満たない場合には、授業内容を変更することがある。 

 

Preparing Memorials and Oral Pleadings on behalf of the Applicant State and the Respondent States upon the in-dephth 

analysis and reserch of the topics delat with in the Compromis (hypothetical facts as agreed between disputing States). 

If participants are less than 5, the course contents will be changed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：国際法の基本事項の説明 

2. 事実関係の検討１：事実の整理と論点の検討 

3. 事実関係の検討２：請求内容に関連する法的争点の特定 

4. 法的争点の検討１：法的争点に関わる知識の確認 

5. 法的争点の検討２：法的争点に関わる知識の確認 

6. 書面準備１：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

7. 書面準備２：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

8. 書面準備３：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

9. 書面準備４：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

10. 書面準備５：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

11. 書面準備６：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

12. 弁論準備１：裁判官の前で行う口頭弁論と質問への対応の仕方を検討 

13. 弁論準備２：裁判官の前で行う口頭弁論と質問への対応の仕方を検討 

14. 大会への参加 

 

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

模擬裁判大会へ参加することを希望する学生による自主的な活動を前提とするため、演習時間外でのサブゼミによる調査・検討

へできる限り参加すること。その他、チームとして参加するため、作業を進める上では他の参加者との連絡・協力を適切に行うこ

とが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

書面作成への積極的貢献(35%)/準備段階での議論への建設的貢献(30%)/弁論準備における積極的貢献(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩沢雄司、2020、『国際法』、東京大学出版会 (ISBN:9784130323918) 

文献・資料は授業内で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

＊国際法模擬裁判がどのような活動かについて、まず知りたい場合には、<https://www.youtube.com/watch?v=dncctJOQ1PI>

を参照するか、岩月に問い合わせること（naokiwa@rikkyo.ac.jp）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 



 - 510 - 

採用人数：10 名程度 

配当年次：2〜４年 

選考方法：レポート 

 ①題目：本演習への参加を希望する理由・動機。 

   ＊下記の参考にある HPの記載を参照のこと。 

   ②字数：1,200 字以内。 

演習論文：実施しない。 

＊大学時代に集中して特定の問題について調査し研究したという実感を得たい学生、また立教大学代表としての模擬裁判大会

への参加に意欲的な学生を歓迎する。 

＊参考：＜http://www.rikkyo.ne.jp/web/naokiwa/page_folder/moot_court.html＞ 

 

注意事項（Notice） 
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■EX675 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX675／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
International Law Moot Court 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 日本国内予選への参加を通して、国際法の実際的な解釈適用を通じ

て国際法の理解を深める。 

 

Learning public international law through participating in Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. 

 

授業の内容（Course Contents） 

米国で本大会が行われる Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition の日本国内予選（英語）に参加することを

希望する学生を対象に、書面および弁論の準備作業に関する報告をふまえた準備内容の検討を行う。準備作業として、争点とな

る問題に関する専門的な英語文献・資料の検討を行うことが中心となる。 

なお、参加者が５名に満たない場合には、授業内容を変更することがある。 

 

Preparing Memorials on behalf of the Applicant State and the Respondent States upon the in-dephth analysis and research of 

the topics dealt with in the Compromis (hypothetical facts as agreed between the disputing States). 

If participants are less than 5, the course contents will be changed. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：国際法の基本事項の説明 

2. 事実関係の検討１：事実の整理と論点の検討 

3. 事実関係の検討２：請求内容に関連する法的争点の特定 

4. 法的争点の検討１：法的争点に関わる知識の確認 

5. 法的争点の検討２：法的争点に関わる知識の確認 

6. 書面準備１：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

7. 書面準備２：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

8. 書面準備３：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

9. 書面準備４：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

10. 書面準備５：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

11. 書面準備６：原告・被告それぞれの立場から請求事項を基礎づける主張の仕方を検討 

12. 弁論準備１：裁判官の前で行う口頭弁論と質問への対応の仕方を検討 

13. 弁論準備２：裁判官の前で行う口頭弁論と質問への対応の仕方を検討 

14. まとめ 

 

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

模擬裁判大会へ参加することを希望する学生による自主的な活動を前提とするため、演習時間外でのサブゼミによる調査・検討

へできる限り参加すること。その他、チームとして参加するため、作業を進める上では他の参加者との連絡・協力を適切に行うこ

とが求められる。 

積極的に英語文献を読み、英文での書面作成に取り組むことのできること。 

＊2 月第 2 週頃に京都で行われる日本国内予選に、ゼミ合宿として参加する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

書面作成への積極的貢献(35%)/準備段階での議論への建設的貢献(30%)/弁論準備における積極的貢献(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岩沢雄司、2020、『国際法』、東京大学出版会 (ISBN:9784130323918) 

2. James Crawford. 2019. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford University Press (ISBN:9780198737445) 

文献・資料は授業内で適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 
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＊Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition が何かを、まず知りたい場合には、次を参照＜

https://www.youtube.com/watch?v=3bj0Oak-ku0＞。または、岩月まで問い合わせること（naokiwa@rikkyo.ac.jp）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名程度 

配当年次：2〜４年 

選考方法：レポート 

 ①題目：Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition の日本国内予選への参加を希望する理由・動機。 

   ＊下記参考にある HPの記載を参照のこと。 

   ②字数：1,200 字以内。 

演習論文：実施しない。 

＊大学時代に集中して特定の問題について調査し研究したという実感を得たい学生の参加を歓迎する。 

＊参考：＜http://www.rikkyo.ne.jp/web/naokiwa/page_folder/moot_court.html＞ 

 

注意事項（Notice） 
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■EX676 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX676／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治から令和まで――福澤諭吉を通じた日本社会分析 

担当者名 

（Instructor） 
菅原 光(SUGAWARA HIKARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋由来の社会科学を学ぶだけでは理解し得ない日本社会の実態を、明治時代の文化や社会にまで遡って検討することを通

じ、現代日本社会の特徴を理解することを目指します。この作業を通じ、皆さんは、テキストを正確に読解し、発表し、議論する技

術をも習得することになります。  

 

The objectives of this seminar are to read and discuss about the fundamental texts about culture in the Edo period. In this 

works, we also consider contemporary Japan.Through this works, students will learn techniques such as reporting, presenting 

and discussing based on a careful review of the textbook.   

 

授業の内容（Course Contents） 

近代化と西洋化とが同義だった日本の宿命として、法学・政治学などの社会科学は基本的に西洋(由来)の法学・政治学であり続

けていますが、法が適用され政治が営まれる現実の日本社会は、江戸時代以来の伝統や歴史的経緯の中に位置付けられる存

在です。そのため、制度の建前と社会の現実との間には、常に齟齬が生じざるを得ません。それに由来して、〈日本人には社会

科学が真には理解し難い〉とか、〈舶来のものに過ぎない学問などは現実の(日本)社会では役に立たない〉などと言われることも

あります。それは時に、〈「民主主義」とか「討論を通じた合意形成」などは、西洋のものであり、日本(人)には合わないのではない

か〉といった議論につながることもあります。実際には、どうなのでしょうか？本ゼミでは、西洋由来の社会科学を学ぶだけでは理

解し得ない日本社会の実態を、江戸時代の社会や思想にまで遡って検討したいと思います。 江戸時代から明治時代の思想に

関連するテキストを講読し議論する春学期のゼミナールとは異なり、現代をも含めた日本社会の特徴に迫りたいというのが秋学

期のゼミナールのテーマです。扱うテキストは、丸山真男という戦後日本を代表する日本政治思想史研究者・政治学者(春学期に

扱うテキストの著者の指導教員でもあります)による福澤諭吉研究です。江戸、明治、大正、昭和……という歴史的な流れの中

で、現代日本を理解し、議論していくことが目標です。 

 

Because modernization and westernization were synonymous with Japan’s destiny, social sciences such as Law and Political 

Science fundamentally continue to be Western (origin) Law and Political Science, but the actual Japanese society where law is 

applied and politics operate is positioned within the pre-westernized traditions and historical background. Therefore, 

discrepancies between the stated reasons of the system and the realities of society are unavoidable. Because of this, it is said 

that, "it is difficult for Japanese people to truly understand the social sciences" and "academic disciplines which are merely 

imported are useless in the real society (in Japan).” This sometimes leads to arguments that "democracy" and consensus 

building through discussion are Western constructs that do not suit Japan (or Japanese people). So, what is the actual truth? 

This seminar will examine the actual state of Japanese society, by reading Masao Maruyama who is the most influential political 

philosopher. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習についてのガイダンスと履修者の自己紹介 

2. 課題テクスト講読と討論 

3. 課題テクスト講読と討論 

4. 課題テクスト講読と討論 

5. 課題テクスト講読と討論 

6. 課題テクスト講読と討論 

7. 課題テクスト講読と討論 

8. 課題テクスト講読と討論 

9. 課題テクスト講読と討論 

10. 課題テクスト講読と討論 

11. 課題テクスト講読と討論 

12. 課題テクスト講読と討論 

13. 課題テクスト講読と討論 

14. 総合討論 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その週の発表担当者以外の履修者には、予習課題として、その週の課題テクストの該当範囲を読んだ上で、感想、意見、疑問点

などから構成されるコメントカード(400 字程度)を作成してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習(30%)/プレゼンテーション(30%)/授業中の討論(40%) 

丸山眞男や福澤諭吉という思想家や日本の歴史や思想などに興味のある学生はもちろんですが、現代社会にこそ関心があると

いう学生の履修も歓迎します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 丸山眞男、2001 年、『福沢諭吉の哲学』、岩波文庫 (ISBN:4-00-381041-4) 

履修学生の有する日本思想史に関する基礎的な教養と、関心の方向性次第で、テキストを変更する可能性があります。その他、

絶版テキストや史料などは授業時にコピーを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松沢弘陽、2020 年、『福沢諭吉の思想的格闘――生と死を超えて』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-061435-1) 

2. 平石直昭、2021 年、『福澤諭吉と丸山眞男――近現代日本の思想的原点』、北海道大学出版会 (ISBN:978-4832968769) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 人程度 

配当年次：2 年次以上 

選考方法：レポート 

  ①題目：自己紹介含みで本演習を志望する理由を記してください 

  ②字数：1000～1200 字程度 

演習論文：なし 

 

注意事項（Notice） 
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■EX677 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX677／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Social Welfare and the Law 

担当者名 

（Instructor） 
マーサ，Ｐ．(MARTHA POLLACK) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will explain the use of the law to address issues that trace people who are economically disadvantaged in the 

United States.  We will explore the historical factors contributing to economic disadvantage and then explore how the law can 

be used to address these issues both on an individual and societal level. 

 

授業の内容（Course Contents） 

We will first look at history to understand why certain groups face greater  economic hardships and receive less support.   We 

then will look at housing issues, public benefits, child welfare, criminal Justice and healthcare. We will look at work that is done 

on behalf of individuals and also work that is done on behalf of groups. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Overview of the course 

2. Historical context of socioeconomic disadvantage  

3. Historical context of socioeconomic disadvantage  

4. History of social welfare in the United States 

5. History of social welfare in the United States 

6. Overview of the use of law for individual and group issues 

7. Housing 

8. Public Benefits  

9. Public Benefits 

10. Child Welfare 

11. Criminal Justice  

12. Criminal Justice 

13. Healthcare 

14. Summary 

 

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

We will read case law, journal articles and other journalistic pieces.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜Method of student selection＞ 

Number of students: 12 

Grade: over second grade 

Selection method: application only 

※Lottery in the case of a large number of applicants  

 

注意事項（Notice） 
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■EX678 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX678／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

US Law Topics. 

US Constitution 

担当者名 

（Instructor） 
プライス，Ｊ．(PRICE JOHN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To teach US law topics. 

 

US Constitution 

 

授業の内容（Course Contents） 

To teach legal topics including US law topics including 

the US constitution 

 

 

Contract Law 

Property Law 

IP Law 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to the Course / Article I / rd. pgs. 1-10 (incl. US vs. Morrison) 

2. Article I / rd. pgs. 10-20 plus questions 1-3 on pg. 19 (not Article II) 

3. Article II & Presidential Power / rd. pgs. 20-31  

4. Article III / rd. pgs. 31-38  

5. Bill of Rights / rd. pgs. 39-52 (not Equal Protection) plus Gorsuch case (to be provided) 

6. Statutory Protection of Individual Rights / rd. pgs.60-72 

7. Freedom of  Speech and of the Press and Other Individual Rights / rd. pgs. 82-95 

8. Civil Procedure and the Federal Courts / rd. pgs. 97-116 

9. Pre-trial Procedure, Class Actions, Discovery & Other areas / rd. pgs. 117-137 

10. Contract Law / pg. 229- 249 

11. Tort & Product Liability / rd. pgs. 259-279 

12. Property / rd. pgs. 295-302 (not the Cipriano case) + pg. 309-312 + pgs. 319-322 

13. Intellectual Property / rd. pgs.329-344 + pgs. 348-353 (not Amazon case) 

14. Class Overview 

 

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

Some additional reading materials provided from time to time  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/mid-term report(40%)/In -class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Dan Rosen, Bruce Aronson, David G. Litt, Gerald Paul McAlinn. 2017. An Introduction to American Law. Carolina Academic Pr 

(ISBN:1611638453) 

テキストについては Kindle 版でも可 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

<Selection method> 

Recruits:5people 

Dividend year:2nd to 4th year 
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Selection method :By application 

※If more than 5 people, lottery 

 

注意事項（Notice） 
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■EX679 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX679／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
General principles 

担当者名 

（Instructor） 
コラサ Ｓ．(KOLASA SOKOLOWSKA K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of the course is to examine the relationship between law and politics, as well as to provide an overview of legal 

and political systems. By the end of this course students should be able to synthesize and use information from all the topics 

discussed in the classes.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Course participants will study history of law, different legal systems and forms of government, fundamental principles of law and 

fundamental legal institutions. The course covers basic remarks on civil law, administrative law, criminal law, torts, contract law, 

family law, and employment law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: law and its purpose 

2. The history and foundations of law 

3. Relationship between law and politics  

4. General definitions and principles of law 

5. Hierarchy of law  

6. Political and legal systems 

7. Law-making process 

8. Law and society: legal compliance 

9. Legal professions 

10. Courts in the system of law 

11. Review of selected branches of law (1) 

12. Review of selected branches of law (2) 

13. Questions - answers, discussion, wrap up 

14. Final test 

 

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

Explorative learning will be annnouned as needed.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation/performance(30%)/Presentation(30%)/Paper(40%) 

20 % will be based on 10 minute presentation, 40% will be based on a 3-5 page paper. The paper should be double spaced, 12 

point font Times New Roman (10 point for footnotes), and is due on the last day of class. It can be the same topic as the 

presentation. 40% of the grade in this course will be based on student performance on the final test. 【2022 年 7 月 28 日成績評

価基準変更】（変更前）最終テスト(Final Test)(40%) 、Presentation(20%) 、Paper(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

・Number of students to attend 25 

・Acceptable grade 2・3・4     

・Selection method application only 
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 ※Lottery in the case of a large number of applicants 

 

注意事項（Notice） 
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■EX681 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX681／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
オーストラリアの政治とジェンダー 

担当者名 

（Instructor） 
杉田 弘也(SUGITA HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

オーストラリアにおける政治とジェンダーに関する英語文献の講読を通じ，現代社会・政治について考える。 

 

The objective of this seminar is to think about contemporary society and politics by reading literature in the English language 

about Australian politics. 

 

授業の内容（Course Contents） 

2021 年のオーストラリア政治を特徴づけるのは、オーストラリア政治の#MeToo 運動とも呼べる動きである。それは性暴力を告

発した若い女性が Australian of the Yearに選ばれたことから始まり、連邦議会内におけるセクシュアルハラスメントや性暴力が

明るみに出る事態に至った。また、政府の気候変動政策や政治倫理の欠如に業を煮やしたプロフェッショナルな職業に就く女性

たちが、無所属候補として立候補を表明し、政権を脅かしている。この演習では、そう言った動きに関する英語文献を読み、ともに

考えていきたい。 

 

Australia's politics has faced with arguably its own #MeToo moment. The year was heralded by the naming of young sexual 

violence sufferer, Grace Tame, as the Australian of the Year in January 2021. Her acceptance speech encouraged another 

young ministerial staff, Brittaney Higgins, for speaking out about the allegation of sexual violence in the Parliament House. In a 

meanwhile, group of articulate professional women, who have had enough in government inaction on climate change and integrity 

issues, have announced to stand as independent candidates at the Federal election and would inflict huge damages to the 

government. This year, we are going to read and discuss the book on this remarkable development. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 1 

3. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 2 

4. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 3 

5. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 4 

6. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 5 

7. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 6 

8. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 7 

9. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 8 

10. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 9 

11. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 10 

12. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 11 

13. オーストラリアの政治・社会に関する英語文献の講読 12 

14. まとめ 

 

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

配付された文献を読み、疑問点や自分の意見を明確にしたうえで授業に臨むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/出席・授業への参加(30%)/報告(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

印刷教材をそのつど配布する 

 

参考文献（Readings） 

授業中随時紹介する 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名程度 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポート 

①題目： この演習を志望する理由 

②字数： 1000 字（A4 用紙 1 枚）程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX682 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX682／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代世界と宗教 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 初美(SAWADA HATSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1)世界の主な宗教、およびこれらの宗教に関連して現代世界が直面している課題について、基礎的な知識を得ること 

(2) ノートの取り方やプレゼンテーション能力といったアカデミック・スキルを向上させ、主体的に学習する姿勢を身につけること 

(3) 英語力の向上 

 

(1) To acquire the basic knowledge about the world's major religions, as well as modern global issues related to them 

(2) To improve academic skills, such as note-taking and presentation skills, and independent learning attitudes 

(3) To improve English language skills 

 

授業の内容（Course Contents） 

使用言語 

 この演習は、日本語および「簡単な」英語の二ヶ国語で行います。ノート作成やプレゼンテーションはできるだけ英語で行うよう

推奨されますが、必要に応じて日本語を使うことは常に許可されますので、語学力に自信のない学生もあまり心配する必要はあ

りません。ディスカッションは、基本的に日本語で行います。 

 

アクティブラーニング 

このコースでは、学生主体のいわゆるアクティブラーニング方式を採用します。講師が講義を行うことはほとんどなく、学生自身

が、それぞれの研究テーマについて学んだことをお互いに説明しあいます。授業中には、（1）個人ワーク、（2）ペアワーク、（3）グ

ループワークが課されます。 

 

授業中に行う課題と作業 

ワークシート、個人またはペアでのマインドマップ作成、ジグソー法、フリップチャートの作成、ミニプレゼンテーションなど。 

 

リサーチ資料 

講師が授業中に、またはオンライン上で参考資料一覧を提示します。学生はその中から自分の興味に合わせて資料を選ぶこと

も、自分自身で資料を用意することもできます。 

 

Languages: 

The course is conducted bilingually in Japanese and simple English. You are encouraged to take notes and give presentations in 

English, but are always allowed to use Japanese if necessary, so if you are not confident with your language skills, you do not 

need to worry or hesitate. During discussion sessions, you will speak mostly in Japanese. 

 

Active learning: 

We will use the so-called student-centered active learning method in the course. The instructor rarely gives lectures; You are 

the ones who explain what you have learned about your research topics. In each class, you will be assigned (1) independent 

works, (2) pair works, and (3) group works. 

 

In-class tasks and assignments: 

Worksheets, mind-mapping individually or in pairs, mutual teaching through the jigsaw method, creating flip-charts, giving mini-

presentations, and so on. 

 

Research materials: 

The instructor will present you with a list of research materials in class and online. You can choose materials from the list 

according to your interests, or find materials on your own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／ジグソー法を用いたグループワーク（１） 

2. ジグソー法を用いたグループワーク（２） 
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3. ジグソー法を用いたグループワーク（３）／リサーチトピックの設定（※） 

※履修者は以下のうち一つの分野を選び、自分の関心に応じて具体的なリサーチトピックを設定する。 

1. ユダヤ教    

2. キリスト教   

3. イスラーム   

4. 仏教      

5. ヒンドゥー教 

6.その他 

4. 個人リサーチ・第一サイクル：ノートテイキング（１） 

5. 個人リサーチ・第一サイクル：ノートテイキング（２） 

6. 個人リサーチ・第一サイクル：ノートテイキング（３） 

7. 個人リサーチ・第一サイクル：ノートテイキング（４） 

8. 個人リサーチ・第一サイクル：プレゼンテーション 

9. ジグソー法を用いたグループワーク／新しいリサーチトピックの設定 

10. 個人リサーチ・第二サイクル：ノートテイキング（１） 

11. 個人リサーチ・第二サイクル：ノートテイキング（２） 

12. 個人リサーチ・第二サイクル：ノートテイキング（３） 

13. 個人リサーチ・第二サイクル：ノートテイキング（４） 

14. 個人リサーチ・第二サイクル：プレゼンテーション 

 

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

・担当するテキストの精読。 

・授業中に与えられた課題が終わらなかった場合、翌週までに完成させておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加(30%)/プレゼンテーション(40%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学図書館のウェブサイトから利用できるオンライン資料を適宜提示する。また、Google Drive 上で資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Meredith, Susan, et al.. 2010. The Usborne Encyclopedia of World Religions: Internet-linked. Usborne (ISBN:978-1409510116) 

2. キュング、ハンス、2004、『世界諸宗教の道――その跡を求めて（DVD 全７巻)』、丸善 

3. 井上順孝（編）、2012、『世界宗教百科事典』、丸善 (ISBN:978-4621085776) 

4. Smith, Huston. 2009. The World's Religions (Plus). HarperOne (ISBN:978-0061660184) 

5. 2000. Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions. Merriam-Webster (ISBN:978-0877790440) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜履修者の選考について＞ 

 

採用人数： ２０人まで 

配当年次： ２－４年 

 

選考方法： 以下の内容を A4 用紙１枚以内に記入。 

 （１）氏名、所属、学年、学籍番号 

 （２）最新の TOEICスコア 

 （３）以下の３つの問いに対する回答（日本語または英語で記入） 

 

Q1. 以下のうちあなたが最も興味を惹かれるトピックは何ですか？ (Which of the following topics are you most interested in?) 

 １．ユダヤ教 (Judaism) 

 ２．キリスト教 (Christianity) 

 ３．イスラーム (Islam) 

 4. 仏教 (Buddhism)  

 5. ヒンドゥー教 (Hinduism)  

 6. 上記以外 (Other than the above) 

 

Q.2 そのトピックについてあなたが既に知っていることは何ですか？ What do you already know about the topic? 

 

Q.3 そのトピックについて、あなたは特に何を知りたいですか？  What exactly do you want to know about the topic? 

 

注意事項（Notice） 
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■EX683 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX683／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
The Power of Music: Songs that Shape Our World 

担当者名 

（Instructor） 
バード，Ｂ．(BYRD BRIAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

To learn the lyrics of famous songs and their meaning 

To consider how music influences our life and society 

To know the stories and history of songs and songwriters 

To better understand our complex, troubled, and beautiful world through music.  

 

授業の内容（Course Contents） 

This class introduces music that shapes our world.  

We listen to and discuss songs and their meaning for our life and society. 

We use videos, movie clips and live music (violin, etc.).  

Students may also share music in class. 

Students write short reflections after class. 

Students write a final reflection paper after the last class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Know Music. Know Life. 

Music and Me 

2. Our Music Memories 

Amazing Grace and Social Change 

3. Amazing Grace Movie and Song 

4. The Dream and Songs of Martin Luther King 

5. The Beatles 

Halloween 

6. Disney's Magic Kingdom 

7. Musicals: The Sound of Music, etc. 

8. Home 

Furusato and Country Roads 

9. Art and Music: Vincent van Gogh's Starry, Starry Night 

10. What is Christmas? 

Silent Night, Joy to the World, Handel's Messiah 

11. Santa Claus in Coming to Town? 

In Class Christmas Party 

12. Music and Friendship 

13. I Can Only Imagine: Music of the Heart 

John Lennon's Imagine 

14. Review and Reflections 

 

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

Students listen to songs and fill in missing lyrics. 

Students review and preview music covered in class. 

Students explore the stories behind songs and songwriters. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class reflections and worksheets(40%)/Class discussions and group work(30%)/Final Reflection Paper(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

<Selection method> 

Recruits:10-25 people 

Dividend year: 2nd to 4th year 

Selection method: application only 

※Lottery in the case of a large number of applicants 

 

注意事項（Notice） 
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■EX684 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX684／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
How can we think about ‘sustainability’ in Economics. 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本演習の中で、英語のテキストを読みながら、経済学において「持続可能性」をどのように考えられるのかについて学んでい

く。特に、パーサ・ダスグプタの『経済学』を読み、環境、福祉、民主主義を含めた社会経済の理論について理解していく。 

 

  In this seminar, students can study how we think about ‘sustainability’ in  Economics. We will read Partha Dasgupta's book, 

Economics； a very short introductions. So, we will be able to understand a theory of socioeconomics, including environment, 

Welfare, and Democracy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本講義については、英語のテキストを読みながら経済学の考え方について学んでいく。特に、パーサ・ダスグプタの『経済学』

を読み、環境、福祉、民主主義を含めた社会経済の理論について理解していく。 

 本授業は「演習」形式で行う。報告者が指定されたテキストの範囲をまとめて報告する。その他の学生も毎回コメントペーパーを

提出する。 

  特定の予備知識を必要とするわけではないが、受講する学生には、授業において積極的に発言することを求める。 

 

  In this seminaｒ, students can study how we can think about ‘sustainability’ in Economics. We will read Partha Dasgupta's 

book, Economics a very short introductions. So, we will be able to understand a theory of socioeconomics, including 

environment, Welfare, and Democracy. 

       This lecture has a style of  "seminar". Reporter must have a presentation and comment concerning the pages of the 

text that they are specified.  And other students must submit a comment paper in each lecture.  

       Lecturer doesn't ask to have any particular background knowledge to students in advance,  but students attending this 

lecture are required to speak in every times positively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Macroeconomic history① 

3. Macroeconomic history② 

4. Trust① 

5. Trust② 

6. Trust③ 

7. Communities 

8. Markets 

9. Sciences and Technology as institutions 

10. Households and firms 

11. Sustainable economic development① 

12. Sustainable economic development② 

13. Social well-being and demoratic government① 

14. Social well-being and democtatic government② 

 

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

受講生は指定されたテキストの範囲を毎回読んできてください。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参加度(40%)/プレゼンテーション(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Partha Dasgupta. 2007. Economics a very short introductions. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-285345-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. Partha Dasgupta. 2004. Human Well-Being and the Natural Environment. Oxford university press (ISBN:978-0199267194) 

2. Stephen Smith. 2011. Environmental Economics: a very short introductions. Oxford university press (ISBN:978-0199583584) 

3. 倉阪秀史、2021、『持続可能性の経済理論；SDGz時代と「資本基盤主義」』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492396612) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名 

配当年次：2 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：本演習を履修する理由とテーマについての関心を自由に記してください。 

   ②字数：1000 字以上 

 

注意事項（Notice） 
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■EX685 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX685／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modern East Asian Political History 

担当者名 

（Instructor） 
周 雨霏(ZHOU YUFEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一に、19 世紀半ば以降の東アジア政治史の展開について通史的な知識を獲得すること。第二に、現在の東アジア地域、特に

米中対立を背景に日中関係における対立や紛争を、その歴史的背景をふまえて分析できること。 

 

This course aims (1) to outline the historical process of the geopolitical transformation in East Asia since the mid-nineteenth 

century, (2) to analyze the rising friction and conflict in East Asia against the background of the escalating US-China rivalry 

from a historical and comparative perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、前近代の朝貢体制の崩壊からグローバル化時代までの東アジア国際政治の形成と展開を概観し、経済・社会史及

び文化・思想史からの視点を取り入れながら、主要な歴史事象とその背景を解説する。 

 

This course provides an overview over the geopolitical transformation in East Asia from the dawn of the tribute-system in the 

mid-nineteenth century to the age of globalization. By integrating perspectives from economic history and intellectual history, 

this course seeks to analyze the key political events in the context of the region’s social and cultural developments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. East Asia in the 19th Century and the Tribute System 

3. “Western Impact” and the Transformation of East Asia:  World Market and the Industrial Revolution 

4. “Western Impact” and the Transformation of East Asia: Social Movements and the Constitution 

5. “Western Impact” and the Transformation of East Asia: Modernization of Knowledge 

6. From the Sino-Japanese War (1894-1895) to the Russo-Japanese War (1904-1905) 

7. Empire and Colonialization: Taiwan and Korea 

8. WWI and the World Oder under Washington Naval Treaty 

9. Russian Revolution and the Communist Movement in East Asia 

10.  From the Great Depression to the Manchurian Incident 

11. The Asian-Pacific War: Chronology and Background 

12. The Asian-Pacific War: Mass Mobilization 

13. The Asian-Pacific War: Ideology and Discourses 

14. Students’ Presentation 

 

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

Preparatory studying and review of previously learnt material for each class are compulsory. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Student Presentation(30%)/In-Class-Performance(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義で用いる史料・資料を講義の前に配布する。 

Reading materials will be distributed in advance.  

 

参考文献（Readings） 

Eckhardt Fuchs, Tokushi Kasahara, Sven Saaler (eds.), A New Modern History of East Asia. Göttingen: V&R unipress, 2018. 

 

田中明彦・川島真編『20 世紀の東アジア史』(I. 国際関係史概論)、東京大学出版会、2020 年。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 

配当年次： over second grade 

選考方法： submission of essay 

①題目： reason to take this seminar 

②字数：up to 300 words (English)  

 

注意事項（Notice） 
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■EX686 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX686／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Modern East Asian Political History 

担当者名 

（Instructor） 
周 雨霏(ZHOU YUFEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一に、1945 年以降の東アジア政治史の展開について通史的な知識を獲得すること。第二に、現在の東アジア地域、特に米中

対立を背景に日中関係における対立や紛争を、その歴史的背景をふまえて分析できること。 

 

This course aims (1) to outline the historical process of the geopolitical transformation in East Asia since 1945, (2) to analyze 

the rising friction and conflict in East Asia against the background of escalating US-China rivalry from a historical and 

comparative perspective.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、終戦直後から今現在に至るまでの東アジア国際政治の形成と展開を概観し、経済・社会史及び文化・思想史からの

視点を取り入れながら、主要な歴史事象とその背景を解説する。 

 

This course provides an overview over the geopolitical transformation in East Asia from 1945 to nowadays. By integrating 

perspectives from economic history and intellectual history, this course seeks to analyze the key political events in the context 

of the region’s social and cultural developments. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. The “Stunde Null” and the Postwar Reform imposed by the GHQ 

3. What is "Postwar Democracy"? 

4. Japan and Asia: The Cold War 

5. Japan and Asia: Towards the Reconciliation 

6. Japan and Asia: Discourse and Imagination 

7. The "Global 1968" and the New Left Movements 

8. The “History Problem”: Textbook Controversies 

9. The “History Problem”: Contradicting Narratives of Atom Bombing in Hiroshima and Nagasaki 

10. The “History Problem”: The “Comfort Women” Issue 

11. The Power Shift after the Global Financial Crisis 

12. The Age of US-China Rivalry  

13. Geopolitics during and after the COVID-19 Crisis 

14. Students’ Presentation 

 

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

Preparatory studying and review of previously learnt material for each class are compulsory. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Student Presentation(30%)/In-Class-Performance(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義で用いる史料・資料を講義の前に配布する。 

Reading materials will be distributed in advance.  

 

参考文献（Readings） 

Eckhardt Fuchs, Tokushi Kasahara, Sven Saaler (eds.), A New Modern History of East Asia. Göttingen: V&R unipress, 2018. 

 

田中明彦・川島真編『20 世紀の東アジア史』(I.)、東京大学出版会、2020 年。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 

配当年次： over second grade 

選考方法： submission of essay 

①題目： reason to take this seminar 

②字数：up to 300 words (English)   

 

注意事項（Notice） 
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■EX687 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX687／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Making M&A Mean Something 

担当者名 

（Instructor） 
ウイタカ ブランドン(WHITTAKER BRANDON M.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objective of this course is to provide students with an opportunity to gain a thorough understanding of a core M&A 

transaction document.  By the end of the course, students should know what a purchase agreement is, when one is used, who 

the typical parties are, what those parties’ motivations are, typical ancillary agreements to the purchase agreement and typical 

issues that arise as part of the negotiation process. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will begin with an overview of the purchase agreement.  Each week, we will read portions of an actual purchase 

agreement and supplementary materials and then discuss those materials in the seminar.  Toward the end of the seminar, a 

student (or group of students) will present about a topic related to the purchase agreement for half of the seminar time.  The 

remaining half of the time will be used for discussion and/or to provide supplementary information regarding the topic. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course overview and discussion 

2. Target assets and liabilities, consideration, timing to signing 

3. Reps and warranties (part 1) 

4. Reps and warranties (part 2) 

5. Reps and warranties (part 3) 

6. Employees 

7. Closing conditions 

8. Survival and boilerplate provisions 

9. Midterm test 

10. Student presentations (officer’s certificates, resolutions, opinions, credit facilities, purchase price adjustments, etc.) 

11. Student presentations (officer’s certificates, resolutions, opinions, credit facilities, purchase price adjustments, etc.) 

12. Student presentations (officer’s certificates, resolutions, opinions, credit facilities, purchase price adjustments, etc.) 

13. Student presentations (officer’s certificates, resolutions, opinions, credit facilities, purchase price adjustments, etc.) 

14. Recap and Q&A; final quiz 

 

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

Reflections, preparation for quizzes and midterm test, preparation for student presentation. See “Evaluation” for further 

information. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Reflections(10%)/Quizzes(10%)/Midterm test(20%)/Participation(10%)/Student Presentation(30%)/Final Quiz(20%) 

Reflections: From the third week, students will write a short reflection (150 words or more) in response to questions I will 

provide regarding the reading.  Reflections are due at least 24 hours prior to the seminar.  As long as a student has completed 

the assignment on time, full credit will be given.  If the reflection is received less than 24 hours before the seminar but by the 

time the seminar begins, 75% credit will be given.  Reflections received after the seminar but within the day of the seminar will 

receive 50% credit.  Reflections received later than the day of the seminar but prior to the end of the semester will receive 25% 

credit. All reflections must be received in order to receive credit for this seminar. <BR>Quizzes: From the third week, at the 

beginning of each seminar, students will take a quiz of 10 questions that will cover the information we discussed in the prior 

seminar.  The two lowest scores will be dropped, and the remaining scores will be averaged.  A student will not need to take 

the quiz on the day they present their student presentation. <BR>Midterm test:  The midterm test will be a 90-minute open 

book written test taken in lieu of the seminar in week 9.  The midterm will cover all of the topics covered in the course to date, 

and will consist of multiple-choice, short answer and essay questions.  If students have (a) done and reviewed all of the 

readings, (b) reviewed and understood the answers to the weekly quizzes, (c) attended all of the seminars, (d) taken and 
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reviewed notes and (e) actively participated in each seminar, they should be prepared for the midterm. <BR>Participation: It is 

expected that this will be a small seminar.  As such, students’ active participation will be required.  Each student should speak 

multiple times during each seminar, but at a minimum four times. <BR>Student Presentation: Each student will present (either 

individually or in a group) a topic related to the purchase agreement for 45 minutes.  The presentation should include written 

materials.  At the end of the presentation, each student presenter will be asked questions by fellow students and me.  

Students will be graded based on their level of preparation and the quality of the written materials.<BR>Final Quiz: The final quiz 

will be held during time of the final seminar, and will cover material discussed during the entire semester, but mostly the 

material covered during the final four seminars.  The quiz will consist of 30 multiple choice questions, of which 20 will be based 

on material covered during the last four seminars.  Students will have 45 minutes to complete the quiz.  As with the midterm 

test, if students have (a) done and reviewed all of the readings, (b) reviewed and understood the answers to the weekly quizzes, 

(c) attended all of the seminars, (d) taken and reviewed notes and (e) actively participated in each seminar, they should be 

prepared for the final quiz. 

 

テキスト（Textbooks） 

None. 

 

参考文献（Readings） 

Reading pack to be provided. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 8 名 

配当年次： 2 年次以上 

選考方法：   Based on demonstrated interest in the subject matter and commitment to participating actively in the seminar.  

You do not need to have any knowledge of M&A to take this course; we will start from the beginning.  You will learn a great 

deal, but this seminar will require considerable work and commitment.   

 

①題目：  

(i) Introduce yourself, (ii), tell me why this course interests you, (iii) tell me what you want to learn, and (iv) tell me what your 

future career ambitions are and why.   

 

②字数： 200 - 500 words 

 

注意事項（Notice） 

Not applicable. 
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■EX688 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX688／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Basic 

担当者名 

（Instructor） 
クッション(CUSHION NICHOLAS J.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of the class is to give students an opportunity to use English in a fun and engaging way through the discussion of 

political issues. 

 

Students will enhance their vocabulary, use of expressions and confidence with using English. 

 

This class is for students who have little or no experience in expressing their opinions in English. 

 

The objective of the class is to give students an opportunity to use English in a fun and engaging way through the discussion of 

political issues. 

 

Students will enhance their vocabulary, use of expressions and confidence with using English. 

 

This class is for students who have little or no experience in expressing their opinions in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will be a combination of topics chosen by the instructor and presentations given by students. 

 

Topics and presentations will focus on a different political issue each week. 

 

Students will discuss their opinions in small and large groups. 

 

The instructor will prepare reading materials and arrange speaking activities. 

 

The course will be a combination of topics chosen by the instructor and presentations given by students. 

 

Topics and presentations will focus on a different political issue each week. 

 

Students will discuss their opinions in small and large groups. 

 

The instructor will prepare reading materials and arrange speaking activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction  

2. Current discussion topic presented by instructor  

3. Student presentation(s) and follow-up activities 

4. Current discussion topic presented by instructor  

5. Student presentation(s) and follow-up activities 

6. Current discussion topic presented by instructor  

7. Student presentation(s) and follow-up activities 

8. Current discussion topic presented by instructor  

9. Student presentation(s) and follow-up activities 

10. Current discussion topic presented by instructor  

11. Student presentation(s) and follow-up activities 

12. Current discussion topic presented by instructor  

13. Student presentation(s) and follow-up activities 

14. Current discussion topic presented by instructor  
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Presenter(s) will prepare a presentation. 

 

Students are expected to be prepared to discuss their ideas and opinions.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class participation(70%)/Presentations(30%) 

Students must attend at least 70% of classes to be eligible for a grade 

 

テキスト（Textbooks） 

Handouts will be given by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10-30 名 

配当年次： 2-4 年次 

選考方法： Report 

①題目： What do you want to achieve in this class? 

②字数： 250 words in English 

 

注意事項（Notice） 
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■EX689 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX689／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Intermediate 

担当者名 

（Instructor） 
クッション(CUSHION NICHOLAS J.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of the class is to give students an opportunity to use English in a fun and engaging way through the discussion of 

political issues. 

 

 

Students will enhance their vocabulary, use of expressions and confidence with using English. 

 

This class is for students who have some experience in expressing their opinions in English. 

 

The objective of the class is to give students an opportunity to use English in a fun and engaging way through the discussion of 

political issues. 

 

 

Students will enhance their vocabulary, use of expressions and confidence with using English. 

 

This class is for students who have some experience in expressing their opinions in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will be a combination of topics chosen by the instructor and presentations given by students. 

 

Topics and presentations will focus on a different political issue each week. 

 

Students will discuss their opinions in small and large groups. 

 

The instructor will prepare reading materials and arrange speaking activities. 

 

The course will be a combination of topics chosen by the instructor and presentations given by students. 

 

Topics and presentations will focus on a different political issue each week. 

 

Students will discuss their opinions in small and large groups. 

 

The instructor will prepare reading materials and arrange speaking activities. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Class introduction  

2. Current discussion topic presented by instructor  

3. Student presentation(s) and follow-up activities 

4. Current discussion topic presented by instructor  

5. Student presentation(s) and follow-up activities 

6. Current discussion topic presented by instructor  

7. Student presentation(s) and follow-up activities 

8. Current discussion topic presented by instructor  

9. Student presentation(s) and follow-up activities 

10. Current discussion topic presented by instructor  

11. Student presentation(s) and follow-up activities 

12. Current discussion topic presented by instructor  

13. Student presentation(s) and follow-up activities 
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14. Current discussion topic presented by instructor  

 

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

Presenter(s) will prepare a presentation. 

 

Students are expected to be prepared to discuss their ideas and opinions.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Class Participation(70%)/Presentation(30%) 

Students must attend at least 70% of classes to be eligible for a grade 

 

テキスト（Textbooks） 

Handouts will be given by the instructor 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 10-30 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： Report 

①題目： What do you want to achieve in this class? 

 

②字数： 250 words in English 

 

注意事項（Notice） 
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■EX690 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX690／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics (English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Comparative Law I - Legal traditions of the world 

担当者名 

（Instructor） 
オルトラーニ(ORTOLANI ANDREA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of the course is to introduce the participants to the major legal traditions of the world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will present the major legal traditions of the world in historical and comparative perspective. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to comparative law 

2. The common law model I: Birth of the common law 

3. The common law model II: Modern English law 

4. The common law model III: Common law in the US 

5. The civil law model I: Bologna and the Ius Commune 

6. The civil law model II: The age of codifications 

7. The civil law model III: Civil law today 

8. Islamic law I: Birth and development of classic Islamic law 

9. Islamic law II: Islamic law in the world today 

10. Socialist law I: Historical background and evolution 

11. Socialist law II: Modern examples 

12. Law in Africa 

13. Mixed legal systems and legal pluralism I 

14. Mixed legal systems and legal pluralism II 

 

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

Participants will be required to read relevant materials in English in preparation for the lessons. 

Participants will also have to submit three micro-exams during the semester. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(5%)/最終テスト(Final Test)(5%)/Self-evaluation(20%)/Monthly micro-exams(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Patrick Glenn. 2014. Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law. Oxford (ISBN:978-0199669837) 

Purchase of the textbook is not mandatory. 

The instructor will provide all reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

The instructor will provide additional reading materials. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：３０人程度 

配当年次：２年次以上 

選考方法：申込による※多数の場合は抽選 

 

注意事項（Notice） 
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■EX691 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX691／法政外国語演習＜フランス語＞ 

(Seminar on Law and Politics(French)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解力アップの手引き 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の初級文法を学んだ者が、主に社会科学分野の語彙を増やしつつ、自力で文献に当たっていくためのセンスと自信を

養う。 

 

Non-biginner students will increasing their vocabulary (especially that of social sciences) and enhance their reading skills of the 

French language. Through such practices, they will develop self-confidence for futur reading on their own initiative. 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語で書かれたメディアの記事、公的機関のドキュメント、文学作品などを読んでいく。政治・法律・社会・経済・歴史・文化

など幅広い分野をあつかい、欧州連合あるいは世界全体に関わる問題も取り上げたい。2 回目以降は交互に 1人 0.5 ページ程

度を分担し、授業時に教員のサポートを受けつつ発表する。 

 

Students will read media articles, public institutions' documents, and literary works written in French. Various topics will be 

covered : politics, law, society, economy, history or culture, including maybe European or worldwide issues. From the second 

session, each student shall be, by turns, in charge of about a half page which he/she shall report during class, with the support 

of the instructor. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講読 1（フランス基本情報） 

2. 講読 2（憲法の条文） 

3. 講読 3 

4. 講読 4 

5. 講読 5 

6. 講読 6 

7. 講読 7 

8. 講読 8 

9. 講読 9 

10. 講読 10 

11. 講読 11 

12. 講読 12 

13. 講読 13 

14. まとめ（用語集や文法メモを共同で作成する、等） 

 

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

事前にテクスト（および場合によりサポート教材）を配布するので、発表の有無にかかわらず、あらかじめ可能な限りで読解を試

みたうえで授業に臨みましょう（語義が多岐にわたる単語には注意、特に電子辞書使用の場合には）。進度は毎回２ページ前後

の見込み。予習時には、何がわからなかったか（構文か、語義の選択か、比喩の解釈か、等々）の明確化が重要。復習時には、

読み違えた点を振り返るとよいでしょう（成句を見抜けなかった、背景知識がなかった、等々）。文法をひととおり終えたレベルを想

定していますが、条件法・接続法、中性代名詞その他、不明事項があれば必要に応じて補足します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

準備学習と授業参加の度合い(65%)/最終レポート(Final Report)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント（および／またはファイル）を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 540 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

<選考方法> 採用人数 : 〜15名程度 

配当年次 : 2 年次以上 

選考方法 : レポート 

1 題目 :本演習を希望する動機（自分の目標および読みたい分野も付記） 

2 字数 :400 字程度 

 

「立教時間」を用います。「Blackboard」の掲示板やアンケートも必要に応じて併用する可能性があります。学期開始の少し前から

随時チェックしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX692 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX692／法政外国語演習＜フランス語＞ 

(Seminar on Law and Politics(French)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

フランス語の読解を通じて、映画と映画を取り巻く環境、および、その著作権について考

える 

担当者名 

（Instructor） 
土田 環(TSUCHIDA TAMAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の読解を通じて社会科学の基礎的な仏単語や構文を学び，レポートや卒業論文を書く際に仏語文献を参照できるよう

な力を身につける。また，テキストの内容を発展させながら，映画と著作権との関係について理解を深める。 

 

The objectives of this seminar are to learn the fundamental French words and sentence syntax in the field of social sciences by 

reading French and to develop the ability to reference literature written in French when writing a report or a graduation thesis. 

In addition, while expanding on the content of the text, students will deepen their understanding of the relationship between 

movies and copyright. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，著作物を「精神の著作物」と規定するフランス著作権法や，著作権に関する新聞記事の読解を最終的な目的とし

て，芸術とりわけ映画の領域で作者の権利が問題となるさまざまな事例を考察する（知的財産権，盗作と模倣の差異，国際共同

製作など）。 

ただし，受講者のフランス語レヴェルも考慮したうえで，映画に関する比較的簡単なテキストを読みながら，基本的な構文読解を

行うことから始める（1 年次で学ぶフランス語初級文法程度）。フランス語既習者が望ましいが、未習ないしは自信のない学生は、

初級文法を積極的に自習・復習してほしい。 

フランス語の復習をわかりやすく行えるように授業を進行するが、同時に、映画祭や映画館を紹介し、履修者が映画により親しむ

ことができるようにつとめる。 

 

This seminar will examine various cases where the rights of the creator become a problem, particularly the field of movies within 

the arts, with the ultimate goal of reading French Copyright Law, which stipulates that works are "mental works" and newspaper 

articles about copyright (including issues such as personality rights, the differences between plagiarism and imitation, joint 

international productions). However, after considering the students' level of French language, students will read a comparatively 

simple textbook about movies while initially reading basic sentence structures (roughly equivalent to the elementary French 

grammar learned during the first year). The review will be conducted at a fast pace, so participants should make efforts to 

prepare in advance. 

In addition to using visual materials as needed, the seminar plans to create many opportunities to become exposed to visual 

culture through movie festivals and participation in symposiums. The instructor hopes that this seminar will lead to an overall 

understanding of copyright which is not limited to France. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―フランス語の学習法 

2. テキスト読解―映画の誕生（1） 

3. テキスト読解―映画の誕生（2） 

4. テキスト読解―映画と観客（1） 

5. テキスト読解―映画と観客（2） 

6. テキスト読解―映画とテレビ（1） 

7. テキスト読解―映画とテレビ（2） 

8. テキスト読解―映画と歴史的事象（1） 

9. テキスト読解―映画と歴史的事象（2） 

10. テキスト読解―映画と法（1） 

11. テキスト読解―映画と法（2） 

12. テキスト読解―映画と法（3） 

13. テキスト読解―映画と文化政策（1） 

14. テキスト読解―映画と文化政策（2） 

 

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

読解するテキストに関して、単語を調べ、構文読解をあらかじめ終えた状態で演習にのぞむこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当報告の内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 清岡智比古、2021、『ル・フランセ・クレール［三訂版］』、白水社 (ISBN:9784560061381) 

2. 清岡智比古、2019、『フラ語入門、わかりやすいにもホドがある！改訂新版』、白水社 (ISBN:9784560088517) 

読解するテキストは、基本的にはプリント配布する。文法の参考書については、必ず購入しなければならない、というわけではな

いが、上記を参照して、自身の使いやすいものを用意すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. ミシェル・フーコー、1990、『作者とは何か？』、哲学書房 (ISBN:4886790429) 

2. 宮沢溥明、1998、『著作権の誕生 フランス著作権史』、日本ユニ著作権センター (ISBN:4872334280) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15 名程度 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法：申込による（応募者多数の場合には抽選とし、仏語既修者を優先する） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX694 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX694／法政外国語演習＜ドイツ語＞ 

(Seminar on Law and Politics(German)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ憲法の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
玉蟲 由樹(TAMAMUSHI YUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの法学文献の講読を通じて，ドイツ法の理解およびドイツ語能力を向上させる。 

 

The objectives of this seminar are to improve the students’ understanding of German law and their German language ability by 

reading literature about German law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ法一般について，ドイツの大学法学部における外国人留学生，エラスムスプログラム学生向けに執筆された比較的容易に

読めるテキスト等を中心に講読する。その後は受講生のレベルとニーズに応じ決定するが，現在のところ，ドイツ憲法に関する文

献を講読したいと考えている。 

ドイツ法に興味があれば，まったくのドイツ語初学者でも歓迎する。ただしドイツ語レベルにかかわらず，受講者には等しく翻訳等

の担当をお願いするので，その労力をいとわないことが求められる。もちろん法学ないし政治学研究者を目指す者も歓迎する。 

 

The reading will focus on a comparatively easy-to-read textbook about general German law which is written for international 

students in the College of Law and Politics at German universities and students in the ERASMUS program. Subsequent reading 

will be determined according to the students’ level and needs, at present the instructor would like to read literature about the 

German Constitution. 

Students with an interest in German law are welcome to participate even if they are complete beginners in the German 

language. However, regardless of the level of German language, students will be equally given translation and other assignments, 

so a willingness to do the work is required. Of course, students aiming to become Law and Political Science researchers are 

also welcomed to participate. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ドイツ法入門（1） 

3. ドイツ法入門（2） 

4. ドイツ法入門（3） 

5. ドイツ法入門（4） 

6. ドイツ法入門（5） 

7. ドイツ憲法の基礎（1） 

8. ドイツ憲法の基礎（2） 

9. ドイツ憲法の基礎（3） 

10. ドイツ憲法の基礎（4） 

11. ドイツ憲法の基礎（5） 

12. ドイツの憲法裁判（1） 

13. ドイツの憲法裁判（2） 

14. ドイツの憲法裁判（3） 

 

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

事前にテキストを読んで来ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加(70%)/課題など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. ドイツ憲法判例研究会、『ドイツの憲法判例１～4』、信山社 

2. 村上淳一・守矢健一／ハンス・ペーター・マルチュケ、2018、『ドイツ法入門[改訂第 9 版]』、有斐閣 (ISBN:9784641048225) 

3. 大林啓吾・見平典、2016、『憲法用語の源泉をよむ』、三省堂 (ISBN:9784385320854) 

4. 畑尻剛・工藤達朗編、2013、『ドイツの憲法裁判（第 2 版）』、中央大学出版部 (ISBN:9784805705872) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 20 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法： レポート 

①題目： 自己紹介および志望動機について 

②字数： 1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX695 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX695／法政外国語演習＜中国語＞ 

(Seminar on Law and Politics(Chinese)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

中国における政治・経済と社会などの仕組み 

（新聞と動画などを通して中国の急速な発展を振り返る） 

担当者名 

（Instructor） 
王 佩民(WANG PEIMIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国は現在世界一人口が多い国で中国共産党により統治されるヘゲモニー政党制である。中国が予想より 5 年早い 2028 年に

米国を追い抜き、世界 1 位の経済大国になるだろうと、英国のシンクタンク“経済経営研究センター（CEBR）”が推測した。新型コ

ロナウイルス感染症パンデミックに対する政府の対応の差により、中国の経済回復が米国をリードしている点が反映されていると

いうことである。この講義は中国の政治、経済、社会、法律と教育などの仕組みを知ることを目標とする。 

 

China is the country with the world's largest population, and it is a hegemonic party system governed by the Chinese 

Communist Party. In 2028, the GDP of China surpassed Japan to become the number two leading economic power behind the 

United States. The objective of this seminar is to understand the Chinese system. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、中国の政治、経済、社会、法律と教育などの仕組みを理解するために、ドキュメンタリーや視聴覚教材を使用し、

国家の統治体制、行政区分、国家機関、国民と社会、教育、宗教などを取り上げて講義する。中国語の基本的な構造をも教え

る。 

 

In order to understand the Chinese system, the seminar will have students learn the syllables and tones of the Chinese 

language while using documentary and audiovisual course materials and lecturing about topics such as the governing system of 

the state, administrative divisions, state organs, the people and society, religion and culture, etc. 

During classes, the students will debate the topic for each session and submit a review of about one page. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国語の仕組みと中国について問題の提起 

2. 中国の政治の仕組み（図解：中国の政治制度と体制を分かりやすく解説） 

3. 中国の全国人民代表大会（全人代）と中国人民政治協商会議 

4. 現行憲法の改正（1954 年から 2018 年までの沿革） 

5. 中国の司法制度と司法機関（ここまで進んでいる裁判のオープン化） 

6. 中国経済の急速な発展を振り返る 

7. 日中知財教育比較（知財強国実現の為知財保護を加速） 

8. 中国の宗教信仰の現状（仏教・道教・儒教・イスラム教とキリスト教） 

9. チベットと新疆ウイグルの最新動向 

10. 中国の教育の特徴は PISAで世界第 1 位の制度、日本との違いとは？ 

11. 中国の若者文化を育んだ日本の漫画とアニメ（中国動漫産業の実態と動向） 

12. 現代中国女性の恋愛観と結婚観 

13. 中国の最新養老施設事情 

14. 総括討議（学習の振り返り） 

 

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

配布資料はざっと読んだだけでは分からないかもしれない。それでも必ず目を通し、①自分の理解が正しいか？②理解できてい

ないと思われる個所をあらかじめチェックしておくこと。③配布資料には書かれていないが授業内で理解のために「重要」と説明さ

れた「概念」や「キーワード」は必ずメモをとる。 

授業では毎回のテーマに対して討論を行い 1 枚程度のレビューを提出するのでその為に事前予習が必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/毎回の授業後レポート提出(40%)/平常の授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しない。 
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プリントを必要に応じて Web上に UPする。 

紙媒体で授業中に配布する場合もある。 

 

参考文献（Readings） 

授業に関する講義資料は Blackboard にて事前に配信します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数 ： 25 名 

配当年次 ： 2-4 年次 

選考方法 ： 申し込みによる（応募者多数の場合は抽選） 

 

注意事項（Notice） 
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■EX696 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX696／法政外国語演習＜中国語＞ 

(Seminar on Law and Politics(Chinese)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多様な中国社会に重点をおいた中国法制度とビジネス慣習 

担当者名 

（Instructor） 
王 佩民(WANG PEIMIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来，真の国際人として中国語を運用するコミュニケーション能力を育成する。中国の政治、経済と社会の仕組みを考察し理解を

深めることを目標とする。 

 

The objective of this seminar is to cultivate communication skills to use Chinese as a true globally-minded person in the future. 

This seminar will examine the politics, economy, and social structure of China to deepen the students’ understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の生活や興味関心のある話題を扱う。 

１．中国の現状(共産党の国家統治，米中関係と日中関係，コロナゼロ感染政策と法制度など)を取り上げて講義する。 

２．冬オリンピック、教育問題、高齢化社会、貧富の格差 

３．恋愛、結婚 

４．テーマごとに担当者を設けて、独自な観点で分析し発表してもらう。 

中国法の面白さと中国法全体のプラスアルファを求めていく。 

学生は，クラスメートと自分の好みや経験について活発に意見を交換しながら，関心あるテーマについて理解を深めていく。 

 

The topics covered will relate to the students’ lives and interests. 

1. The lectures will raise various aspects about the current situation in China (including the national governance of the 

Communist Party, US-China relations and Japan-China relations, the arrest of a Huawei executive). 

2. Education problems, aging society, and wealth disparity 

3. Love and marriage 

4. A student will be put in charge of each topic to analyze the topic based on their own perspective and present a report. 

This seminar will seek the interesting aspects of Chinese law as well as something extra about Chinese law as a whole. 

Students will actively exchange opinions with classmates about their own preferences and experiences while deepening their 

understanding of the topics that they are interested in. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の紹介や各自問題担当の議論 

2. 法源：憲法、行政法規、地方性法規、自治条例、行政規則 

3. 立法府：全国人民代表大会、全人代常務委員会と国務院 

4. 司法組織：人民法院、人民検察院 

5. 北京冬オリンピックとコロナゼロ感染政策の実施 

6. 教育制度（幼稚園から大学までの受験戦争） 

7. 恋愛と結婚（结婚难） 

8. 高齢化社会の現状と課題（空巢老人） 

9. 中国の医療制度（看病难) 

10. 民事紛争処理制度：人民調停委員会 

11. 改革開放 40 年に経た今の中国 

12. 北京大学と清華大学の学生達の実情 

13. ビジネス慣習の注意点 

14. 総括討議（学習の振り返り） 

 

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

受講者は、授業前に配布した資料を読むことが求められる。また、講義ごとに授業で用いた動画・資料に基づき予習することと復

習することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加態度と積極的な発言(40%)/レポート提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

人民日報やインターネット最新情報配布(担当者が用意) 

 

参考文献（Readings） 

授業に関する講義資料は事前に Blackboardに配信します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：25 名 

配当年次：2‐4 年次 

選考方法：申し込みによる（応募者多数の場合は抽選） 

 

パソコン使用、中国語辞書を用意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX697 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX697／法政外国語演習＜中国語＞ 

(Seminar on Law and Politics(Chinese)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
多様な中国社会に重点をおいた政治、経済、社会と法制度の現状 

担当者名 

（Instructor） 
王 佩民(WANG PEIMIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

将来，真の国際人として中国語を運用するコミュニケーション能力を育成する。コロナ禍の中国の政治、経済と社会の仕組みと変

化を考察し理解を深めることを目標とする。 

 

The objective of this seminar is to cultivate communication skills to use Chinese as a true globally-minded person in the future. 

This seminar will examine the politics, economy, and social structure of China to deepen the students’ understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の生活や興味関心のある話題を扱う。 

１．コロナ禍の中国現状(共産党のコロナゼロ感染政策，米中関係と日中関係，法制度 

２．教育問題、高齢化社会、貧富の格差 

３．恋愛、結婚 

４．テーマごとに担当者を設けて、独自な観点で分析し発表してもらう。 

中国法の面白さと中国法全体のプラスアルファを求めていく。 

学生は，クラスメートと自分の好みや経験について活発に意見を交換しながら，関心あるテーマについて理解を深めていく。 

 

The topics covered will relate to the students’ lives and interests. 

1. The lectures will raise various aspects about the current situation in China (including the national governance of the 

Communist Party, US-China relations and Japan-China relations, the arrest of a Huawei executive). 

2. Education problems, aging society, and wealth disparity 

3. Love and marriage 

4. A student will be put in charge of each topic to analyze the topic based on their own perspective and present a report. 

This seminar will seek the interesting aspects of Chinese law as well as something extra about Chinese law as a whole. 

Students will actively exchange opinions with classmates about their own preferences and experiences while deepening their 

understanding of the topics that they are interested in. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の紹介や各自課題担当内容の確認 

2. 法源：憲法、行政法規、地方性法規、自治条例、行政規則 

3. 立法府：全国人民代表大会、全人代常務委員会と国務院 

4. 司法組織：人民法院、人民検察院 

5. コロナゼロ感染政策下の旧正月と冬オリンピックの開催 

6. 教育制度（幼稚園から大学までの受験戦争）上学难 

7. 恋愛と結婚（结婚难） 

8. 高齢化社会の現状と課題（空巢老人） 

9. 中国の医療制度（看病难) 

10. 民事紛争処理制度：人民調停委員会 

11. 改革開放 40 年に経た今の中国 

12. 北京大学と東京大学の学生達の比較 

13. 中国におけるビジネス慣習の注意点 

14. 総括討議（学習の振り返り） 

 

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

教員が作成した資料を事前プラットフォーム「知らせ」と「教材」の欄に配信します。授業前に配信した資料を読むことが求められ

る。また、講義ごとに授業で用いた動画・資料に基づいて予習と復習が望ましい。 

 



 - 550 - 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加態度と発言(40%)/毎回のレポート提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストを使用しない。教員が作成した資料をプラットフォームに配信する。また、人民日報やインターネット最新情報配布(担当

者が用意) 

 

参考文献（Readings） 

授業に関する講義資料は事前に Blackboardに配信します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：25 名 

配当年次：2‐4 年次 

選考方法：申し込みによる（応募者多数の場合は抽選） 

 

パソコン使用、中国語辞書を用意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX698 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX698／法政外国語演習＜朝鮮語＞ 

(Seminar on Law and Politics(Korean)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日韓関係から考えてみる朝鮮半島の平和と人権 

担当者名 

（Instructor） 
李 リョン京(LEE RYONGKYONG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

朝鮮半島と日本の関係を中心に現代韓国、日本の政治・文化・社会状況について考察し，理解を深めることを目標とする。 

 

The objectives of this seminar are to examine the politics, culture, and social conditions of contemporary South Korean society 

and Japan-Korean relations to deepen the students’ understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では，朝鮮語と日本語の論文やドキュメンタリー、TV番組など視聴覚教材を使用して、日韓関係の歴史と現代東北アジ

アの政治・文化・社会状況を考察し、東北アジアにおける平和構築と日本について討論します。 

最終的には，この授業で扱ったテーマの中から，特に関心のある事柄について，独自の観点から分析，批判できる力を養うよう

にします。 

 

授業では，毎回，テーマごとに担当者を設け，他の学生は各自Ａ４用紙１枚程度のレビューを提出する。それに基づいた討論を行

います。 

 

テーマに合わせて専門ゲストスピーカーを招いて現場からの視覚を聞き，話し合う時間と見学授業を予定です。 

 

朝鮮語ができなくても受講は可能です。ただし、議論を深めるために、普段新聞などニュースを細かくチェックしてもらいたいで

す。 

 

This seminar will use papers, documentaries, television programs, and other audiovisual course materials in Korean and 

Japanese to examine the history of Japan-Korea relations and the politics, culture, and social conditions of contemporary 

Northeast Asia, and to build peace in Northeast Asia. 

Finally, students will analyze from their own perspective a matter of particular interest from among the topics covered in class 

to cultivate their critical abilities. 

 

During each class session, a student will be placed in charge of the topic, and the other students will submit a review which is 

approximately the length of one sheet of A4 paper. A debate will be conducted based on those reviews. 

 

Expert guest speakers will be invited according to the topic to share and discuss their frontline perspectives, and field trip 

classes are also scheduled. 

 

This seminar may be taken even if you do not understand Korean. However, in order to deepen the discussion, the instructor 

would like to have students carefully check the newspapers and other sources of news on a regular basis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介、各自問題意識の共有 

2. 第１テーマ：朝鮮半島の分断と離散１ 

3. 第１テーマ：朝鮮半島の分断と離散２ 

4. 関連ドキュメンタリー映画感想と議論 

5. 第１テーマの総括議論 

6. 第２テーマ；朝鮮半島の平和構築と日本① 

7. 在日韓国人「スパイ」捏造事件の被害者鄭勝淵（チョン・スンヨン）さんによる特別講義 

8. 第２テーマ；朝鮮半島の平和構築と日本② 

9. 第２テーマの総括討論 

10. 第 3 テーマ；暴力とトラウマー 

11. 映画『わたしの描きたいこと 絵本作家クォン･ユンドクと『花ばぁば』の物語』を題材に 

12. 第 3 テーマ；絵本『花ばあば』の主人公日本軍「慰安婦」被害者シム・ダリョンの人生と平和 
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13. 第 3 テーマ；議論 

14. 総括討議 

 

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

事前学習として、常に関連ニュースなどをチェックして自分の考えを整理しておくこと。 

事後学習として、授業で議論されたテーマや他の人の発表について質問と議論ができるようにすること。 

ゲストスピーカーの予定によって授業計画が変更される場合もあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告内容(40%)/毎回のコメント(30%)/授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者と相談して最終的に決定します。参考資料は印刷教材などをその都度配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 李 鍾元／編、2018、『朝鮮半島 危機から対話へ 変動する東アジアの地政図』、岩波書店 

2. 金 孝淳、2018、『祖国が棄てた人びとー在日韓国人留学生スパイ事件の記録』、明石書店 

適宜提示します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10ー12 名 

配当年次：２−４ 年次 

選考方法：レポート 

1．題目 

 １）自己紹介として民族、国家、人種、階級、性別などから自分は何者であるのかを記述する。 

 ２）ゼミの選択理由 

 ３）以下のテーマのうち一つを選んで書く 

   ①朝鮮戦争と日本、そして終戦協定の意味 

   ②朝鮮半島と日本のおける離散について 

2．字数：２0００字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX699 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX699／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Comparative Law - Theory and Methodology 

担当者名 

（Instructor） 
オルトラーニ(ORTOLANI ANDREA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2911 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of the course is to introduce the participants to some of the most important methodological approaches in 

comparative study of law.  

 

授業の内容（Course Contents） 

The course will present some of the most important issues in the methodology and the theory of comparative law today. The 

program can be modified according to the interest of the participants and other circumstances. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Comparative methods in jurisprudence 

2. Mapping the world's legal systems 

3. Legal traditions and legal cultures 

4. Legal transplants 

5. Critiques to legal transplants 

6. Comparative law and national legal systems 

7. Legal translation 

8. "Common core" and functionalism in comparative law 

9. Legal origins, law and development 

10. Legal pluralism 

11. Quantitative approaches to comparative law 

12. Evolution of culture, evolution of law 

13. Globalization and legal cultures 

14. Limits of comparative law 

 

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

Participants will be required to read relevant materials in English in preparation for the lessons. 

Participants will also have to submit three micro-exams during the semester. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(5%)/最終レポート(Final Report)(5%)/Self-evaluation(20%)/Monthly micro-exams(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jaakko Husa. 2015. A New Introduction to Comparative Law. Hart (ISBN:978-1849467964) 

2. Mathias Siems. 2018. Comparative Law (Law in Context). Cambridge (ISBN:978-1107182417) 

Purchase of the textbooks is not mandatory. 

The instructor will provide all reading materials. 

 

参考文献（Readings） 

The instructor will provide additional reading materials. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：３０人程度 

配当年次：２年次以上 

選考方法：申込による※多数の場合は抽選 

 

注意事項（Notice） 
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■EX701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX701／憲法発展演習 

(Progressive Seminar in Constitutional La  w) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
憲法論を書く 

担当者名 

（Instructor） 
岡野 誠樹(OKANO NOBUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は、法学部において憲法の基本的な知識を習得した学生を対象に、人権・統治両分野における発展的な知識を定着さ

せ、またその知識を応用して問題を解決し、説得力ある文章を作成する能力を獲得することを目標とする。 

 

This seminar is intended for students who have acquired basic knowledge of the constitution in the College of Law and Politics. 

The objective is to bestow upon such students advanced knowledge in the fields of both human rights and government 

structure, allowing them to solve problems with the application of said knowledge and gain the ability to write persuasively. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は 2 年次生を対象とする。主に法曹志望者を念頭に置いた授業を行うが、それに限らず、法的に説得力のある文章を

書けるようになりたいという学生であれば歓迎する。 

 あらかじめ指定された教材に示された判例、あるいは設問等について、各自が分析し、解答し、そして文章を作成したうえで、授

業に参加する。一部の回については、作成した文章を事前に提出することが求められる。また授業では、各自が予習してきた内

容を発表し、授業参加者全員でこれを分析し、討論を行う。その過程において、各自の人権・統治に関する知識の応用力、そして

文章作成能力を深めることとする。 

 

 This class is for second-year students. While this class is primarily aimed at aspiring legal professionals, students who want to 

learn to write legally persuasive documents, etc., are also welcome. 

 Learners are expected to prepare by analyzing precedents, answering questions from the textbook or casebook, and drafting 

notes. In some cases, it is required to submit essays, etc., in advance. Students will also give presentations on what information 

they have prepared, which will then be analyzed and discussed by all of the participants. Throughout this process, each member 

should work toward deepening their ability to apply their knowledge of human rights and government structure and their ability 

to write. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 法の下の平等（1） 

3. 法の下の平等（2） 

4. 公務員の政治活動の自由（1） 

5. 公務員の政治活動の自由（2） 

6. 表現の自由と名誉・プライバシー（1） 

7. 筆記テスト（1） 

8. 表現の自由と名誉・プライバシー（2） 

9. 経済的自由 

10. 統治機構論概観 

11. 生存権と財政 

12. 違憲審査と救済上の諸問題 

13. 総合演習 

14. 筆記テスト（2） 

 

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教材の判例を読んで分析するとともに、教材に示された課題に解答し、文章としてまとめておくことが要求さ

れる（週に 3 時間程度の準備が必要となるだろう）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内筆記テスト 2 回(60%)/レポート(20%)/授業における参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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教材は、教員が毎回用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 棟居快行ほか、2019、『基本的人権の事件簿〔第 6 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641281479) 

2. 笹田栄司ほか、2014、『Law Practice 憲法〔第 2 版〕』、商事法務 (ISBN:9784785722296) 

3. 宍戸常寿=曽我部真裕編著、2021、『憲法演習サブノート 210問』、弘文堂 (ISBN:9784335358616) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：3 月 19 日に発表 

配当年次：2 年次 

選考方法：自動登録となる法曹コース所属学生以外については、レポートによる。 

 ①題目：人権分野においてもっとも印象に残っている判例を簡単に紹介し、その理由を説明する 

   ②字数：A4 1 枚以内 

 

 

 

※法曹コース所属学生優先のため、法曹コース所属学生以外の定員は、 

    法曹コース合格者発表後の３月１９日に発表 

※法曹コース所属学生は自動登録科目 

 

注意事項（Notice） 
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■EX702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX702／民法発展演習 

(Progressive Seminar in Civil Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法を通じて学ぶ法的文書作成法 

担当者名 

（Instructor） 

幡野 弘樹(HATANO HIROKI) 

本多 基記(HONDA MOTONORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法の基本知識を定着させるとともに，その理解した内容を説得的に文章で表現する力を修得する。  

 

To firmly establish a basic knowledge of Civil law and give students the ability to convincingly express their understanding in 

writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は 2 年次生を対象とするものです。民法 1，2，(2)，(3)（財産法）の分野について，社会に起こりうる具体的な事例問題を

解決する際に必要となる基本的知識（学説・判例）を確認するとともに，学んだ知識を説得的に文章で表現できるようになるため

のトレーニングを行います。本講座と並行して開講される民法 2,(3)で学習する分野については授業の進行によって，2 年次秋学

期に開講される民法(2)については未修の分野を取り扱うことになりますが，重要な事項について，先取りして学ぶことになりま

す。演習に近い形式の授業になります。 

主に法曹コースの学生を念頭に置いた授業を行いますが，法曹コースの学生に限らず，法的に説得力のある文書を書けるよう

になりたいという学生も歓迎します。1 年次に法曹志望者向けの法学基礎演習を受講していることを前提に授業を行いますが，

法学基礎演習を受講していない学生でも意欲的な学生の参加を歓迎します。 

各回の授業は，以下のような形式で行います。 

１ 毎回，事前に予習問題を配布しますので，受講生は予習を行った上で授業に参加します。 

２ 授業では，その予習問題を解決するために必要な知識について，講義形式で再確認をします。基本的な知識を共有した上

で，あり得る解決策について，受講生との間での討論も行います。そして，自分の考えた解決策をどのようにして文章で表現する

のか，どうすれば法的な意味で説得力のある文章になるのかについても検討を行います。取り扱った分野の知識を確認するため

の択一式問題も取り上げ、考え方について解説します。 

３ 1 学期に数回，予習問題に対する答案を提出してもらいます。それとともに，最終回に知識の定着度を確認するテストを行い

ます。講義では実務家法曹としての活動内容も紹介しますので、将来の進路検討の１つとして、仕事内容や学習方法などの質問

も待っています。 

法曹を目指したい，あるいは民法をより深く勉強したいという意欲的な学生の参加を期待しています。共通の目標を持つ仲間とと

もに有意義な時間を過ごせる場にしたいと思っています。  

 

This class is for second-year students. While confirming students have the basic knowledge necessary to resolve specific cases 

in the fields of Civil law 1, 2,(2), and(3), they will also receive training to allow them to persuasively express the knowledge they 

have learned in writing. Fields studied in Civil law 2 and （3）, which are held in parallel with this course, will be touched upon 

based on the progress of the class, and fields that will be studied in Civil law (2) which will be taken in the fall semester of the 

second year, will also be discussed, so students will learn important matters in advance. The class is in a format similar to a 

seminar. 

 

While this class is primarily aimed at students in the legal professional course, those who want to learn to write legally 

persuasive documents, etc., are also welcome. This course is based on the assumption that students have taken the first year 

Introductory Seminar on Law for aspiring legal professionals. However, we welcome the participation of motivated students even 

if they have not taken the Basic Law Seminar. 

 

Each class is conducted in the following format. 

 

1. Preparatory questions are distributed prior to each class, so students will participate in the class after preparing as 

necessary. 

 

2. In class, students reconfirm the knowledge necessary to solve the preparatory questions in a lecture format. Basic knowledge 

is shared and possible solutions are discussed with the students. Students then consider how to express the solutions they 

have come up with in writing and how to make them convincing in a legal sense. We will also discuss alternative questions to 

confirm knowledge of the relevant domain and explain the way of thinking. 
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3. Students are asked to submit their answers to the preparatory questions several times throughout the semester. In addition, 

a test is conducted in the final class to confirm the degree of knowledge retention. During the course, we will also introduce the 

content of activities as a lawyer as one of the future career studies, we expect questions such as work content and learning 

methods. 

 

We look forward to the participation of motivated students who want to become legal professionals or who want to study Civil 

law on a deeper level. Let us make this a space where we can spend meaningful time with colleagues who share common goals. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 【総則】21 条の詐術，制限行為能力者の取消しと現存利益 

3. 【総則】94 条 2 項類推適用 

4. 【総則】表見代理 

5. 【物権】物権的請求権 

6. 【物権】共有 

7. 【物権】相続と登記 

8. 【債権各論】不当利得（転用物訴権など） 

9. 【債権各論】不法行為（被害者側の過失） 

10. 【契約法】契約の成立・契約準備段階の過失 

11. 【契約法】売買（契約内容不適合など） 

12. 【契約法】賃貸借 

13. 【契約法】債権譲渡 

14. 最終テスト 

 

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

事前に予習問題を提示し、講義までに各自検討する必要がある。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度（予習，発言の積極性）(30%)/課題の提出(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材は教員が用意する。民法 1，2，(2)，(3)で指定された教科書も適宜参照する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：3 月 19 日に発表 

配当年次：2 年次 

選考方法：法曹コース学生はレポートなしに登録できます。法曹コース学生以外はレポートにより選考します。 

  ①題目：①自己紹介（とりわけ 1 年次にどのような勉強をしてきたか）と②このゼミを参加するにあたっての抱負を説明してくだ

さい。 

   ②字数：500 字から 1000 字 

 

※法曹コース所属学生優先のため、法曹コース所属学生以外の定員は、 

    法曹コース合格者発表後に発表 

※法曹コース所属学生は自動登録科目 

 

注意事項（Notice） 
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■EX703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX703／商法発展演習 

(Progressive Seminar in Commercial Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社法発展演習 

担当者名 

（Instructor） 
松井 秀征(MATSUI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法曹を目指す学生を対象として、会社法の各分野についての理解を深めるとともに、その理解をもとに文章作成能力を高めるこ

とを目的とする。 

 

The purpose of this course is to deepen students’ understanding of various fields of corporate law and to improve their writing 

skills based on this understanding. 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、会社法の各分野の判例を素材として、これを批判的に分析し、当該分野における理解を深めることとする。また、設問形式

の課題レポートを適宜提出し、会社法分野における文章作成能力を養っていくこととしたい。 

 

Each class, we shall critically analyze judicial precedents in various fields of corporate law to deepen our understanding in the 

relevant field. In addition, students will be requested to submit question-style assignment reports as appropriate to develop 

their writing skills in the field of corporate law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 株主総会（１） 

3. 株主総会（２） 

4. 取締役・取締役会（１） 

5. 取締役・取締役会（２） 

6. 取締役・取締役会（３） 

7. 取締役・取締役会（４） 

8. 中間テスト 

9. 株式（１） 

10. 株式（２） 

11. 株式発行（１） 

12. 株式発行（２） 

13. M&A 

14. 最終テスト 

 

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

各回の課題となる判例について事前に読み込み、その内容を理解し、かつ当該判例に関する課題に取り組んだ上で授業に臨む

ほか、授業で扱った内容については、テストに向けて復習をすることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/中間テスト(20%)/授業内レポート(20%)/授業への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回について、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：若干名 
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配当年次：２年次以上 

選考方法： 

  ①題目：会社法をめぐる解釈問題で興味を持ったものを１つ選び、その理由を述べる 

   ②字数：A4 １枚程度 

 

※法曹コース所属学生は自動登録科目 

 

注意事項（Notice） 
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■EX704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX704／刑法発展演習 

(Progressive Seminar in Criminal Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑法全般に関する演習 

担当者名 

（Instructor） 
小林 憲太郎(KOBAYASHI KENTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は、法学部において刑法の基本的な知識を修得した学生で、法科大学院進学、ひいては法曹を目指すものを対象とする

ものである。当該学生に対して、刑法分野における発展的な知識を修得させ、またその知識を応用して問題を解決し、ひいては

法曹として必要な文章を作成する能力を獲得させることを目標とする。 

 

This seminar is intended for students who have acquired a basic knowledge of criminal law in the College of Law and Politics 

and aim to enter Law School and eventually a legal profession. The objective is to bestow upon such students advanced 

knowledge in regard to the field of criminal law, allowing them to solve problems with the application of said knowledge and 

eventually procure the ability to write as a legal professional. 

 

授業の内容（Course Contents） 

あらかじめ指定された教材に示された判例、あるいは設問等について、各自が分析し、解答し、そして文章を作成したうえで（当

該文章はレポートとして提出してもらうことがある）、授業に参加する。また授業では、各自が予習してきた内容を発表し、授業参

加者全員でこれを分析し、討論を行う。その過程において、各自の刑法に関する知識の応用力、そして文章作成能力を深めるこ

ととする。 

 

Learners are expected to prepare by analyzing precedents, answering questions from the textbook or casebook, and drafting 

notes. They are sometimes required to submit their notes as reports. Students will also give presentations on what information 

they have prepared, which will then be analyzed and discussed by all of the participants. Throughout this process, each member 

should work toward deepening their ability to apply their knowledge of criminal law and their ability to write. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 因果関係 

3. 不作為犯 

4. 正当防衛 

5. 故意と錯誤 

6. 過失犯 

7. 未遂犯 

8. 共犯 

9. 生命・身体に対する罪 

10. 財産犯① 

11. 財産犯② 

12. 社会的法益に対する罪 

13. 国家的法益に対する罪 

14. 過去に出された資格試験問題の検討 

 

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（裁）判例と、それに関する解説や評釈、論文を、できる限り多く渉猟してから授業に臨むこと。予習した内

容が文章化されていればなお望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各自が授業において発表した内容(40%)/議論における積極性や発言内容の的確さ(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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

＜選考方法＞ 

採用人数：若干名 

配当年次：2 年次 

選考方法： 

選考に当たっては、以下のレポートを提出する。 

 ・レポート課題：刑法分野において最も興味をもった判例（特別法違反を含む）を簡単に紹介し、興味を持った理由を説明せよ

（A4 １枚以内）。 

 

※法曹コース所属学生は自動登録科目 

 

注意事項（Notice） 
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■EX705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX705／民事訴訟法発展演習 

(Progressive Seminar in Civil Procedure Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
判決手続の理解を深めるための演習 

担当者名 

（Instructor） 
内海 博俊(UCHIUMI HIROTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は、法学部において民事訴訟法の基本的な知識を習得した学生で、法科大学院進学、ひいては法曹を目指す者を対象と

するものである。当該学生に対して、判決手続分野における発展的な知識を修得させ、またその知識を応用して問題を解決し、

ひいては法曹として必要な文章を作成する能力を獲得することを目標とする。 

 

This seminar will offer an opportunity for students who have intention to be legal professionals and have acquired fundamental 

knowledge on civil procedure to learn advanced knowledge about procedure for judgment, to apply such knowledge to solve 

problems, and train themselves in writing legal documents, which is one of the essential skills for professional lawyers.   

 

授業の内容（Course Contents） 

あらかじめ指定された教材に示された判例、あるいは設問等について、各自が分析し、回答をメモとして作成したうえで（メモは毎

回ではないが、各人複数回、提出が求められる）、授業に参加する。また授業では、各自が予習してきた内容を共有し、授業参加

者全員でこれを分析し、討論を行う。その過程において、各自の民事訴訟法に関する知識の応用力、そして文章作成能力を深め

ることとする。なお本演習は時間を延長して行われる可能性があるので、注意されたい。 

 

 Participants will be required to analyze and prepare memorandums on the designated cases or problems  before class 

sessions. In the class, all participants will share the prepared ideas and have further discussions one another. In so doing they 

are expected to be better in applying knowledge on civil procedure and writing down or orally presenting their thoughts. Note:  

Class time might be extended. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 訴訟要件１ 

3. 訴訟要件２ 

4. 訴訟の審理１ 

5. 訴訟の審理２ 

6. 訴訟の審理３ 

7. 中間テスト 

8. 訴訟の終了１ 

9. 訴訟の終了２ 

10. 訴訟の終了３ 

11. 訴訟の終了４ 

12. 多数当事者訴訟 

13. 上訴・再審 

14. 最終テスト 

 

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

各回の課題に対して、十分な検討に基づいてメモを用意して授業に臨む必要がある。毎回全員が提出を求められるわけではな

いが、提出に足るだけのメモを準備することは提出の可否にかかわらず求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(20%)/メモの評価(30%)/ディスカッションにおける貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷部由起子ほか、2018、『基礎演習民事訴訟法（第 3 版）』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-35752-7) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献等については、blackboard を通じて共有するほか、講義中に連絡する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：3 月 19 日に発表 

配当年次：3・4 年 

選考方法：レポートと成績を加味して選抜する。 

  ①題目：志望理由とこれまでの学習経験について 

   ②字数：特に指定しない。 

※法曹コース所属学生優先のため、法曹コース所属学生以外の定員は、法曹コース合格者発表後の３月１９日に発表 

※法曹コース所属学生は自動登録科目 

 

注意事項（Notice） 
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■EX706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX706／刑事訴訟法発展演習 

(Progressive Seminar in Criminal Procedur e Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
事例で考える刑事訴訟法 

担当者名 

（Instructor） 
川島 享祐(KAWASHIMA KYOSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習の目的は，法曹を志望し刑事訴訟法をひととおり学んだ学生が，具体的な事例を検討することで，刑事訴訟法に関する基

本的な知識・理解を深めつつ，法的問題点を抽出して的確に法の解釈・適用を行い，その結果を文章で表現する能力を獲得する

ことである。 

 

This seminar is for students who wish to become legal professionals and have studied criminal procedure law. The purpose of 

this seminar is for them to deepen their basic knowledge and understanding of criminal procedure law by examining specific 

cases, and to acquire the ability to extract legal issues, appropriately interpret and apply the law, and express the outcome in 

writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は，事前に配布する予習課題を検討し，解答を作成したうえで授業に参加する。授業では，各自が予習してきた内容を発

表し，授業参加者全員でこれを分析し，討論を行う。 

なお，本演習は次時限まで延長して実施する可能性もあるので，注意してほしい。 

 

Students will review the preparatory assignments and prepare answers in advance. Each student will present what they have 

prepared in the class, and all class participants will analyze and discuss the presentation. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 捜査法事例演習① 

3. 捜査法事例演習② 

4. 捜査法事例演習③ 

5. 捜査法事例演習④ 

6. 捜査法事例演習⑤ 

7. 中間テスト 

8. 証拠法事例演習① 

9. 証拠法事例演習② 

10. 証拠法事例演習③ 

11. 証拠法事例演習④ 

12. 公判法事例演習① 

13. 公判法事例演習② 

14. 最終テスト 

 

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

予習として，「刑事訴訟法」の授業で扱った内容を復習したうえで，あらかじめ指定された教材に示された課題に解答し，文章とし

てまとめておく必要がある（週に 3 時間程度の準備が必要となるだろう）。また，中間・最終テストに向けて，授業で学習した内容

を復習する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(30%)/授業態度（予習の程度を含む）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉開多一ほか、2021 年、『基本刑事訴訟法Ⅱ 論点理解編』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-52420-0) 

「刑事訴訟法」の授業で使用した判例百選（井上正仁ほか『刑事訴訟法判例百選（第 10 版）』（有斐閣，2017 年））は，この授業で

も引き続き使用する。 
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参考文献（Readings） 

「刑事訴訟法」の授業で紹介した参考文献。その他の参考文献は，適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：3 月 19 日に発表 

配当年次：３・４年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：「刑事訴訟法」の授業を受講した際に興味を持った判例の内容を簡単に説明し，興味を持った理由を説明してくださ

い。 

   ②字数：A4で１～２枚程度 

※法曹コース所属学生優先のため、法曹コース所属学生以外の定員は、法曹コース合格者発表後の３月１９日に発表 

※法曹コース所属学生は自動登録科目 

 

注意事項（Notice） 
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■EX707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX707／行政法発展演習 

(Progressive Seminar in Admministrative Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政法に関する具体的事例の検討 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政法は学部段階では抽象的な形で論じられるのが主であるが、本授業は、行政法 1,2 を履修した者を対象に、これらの授業で

学んだ行政法の様々な解釈論を具体的な事例に即した形で修得することをその目的とする。 

 

As for the administrative law, in main, but what is discussed in an abstract form acquiring a various interpretation theory of the 

administrative law that this class learned by these classes targeting at the people who studied administrative law 1,2 in the form 

that accorded with a concrete example at the department stage; is intended. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では配布するレジュメを元に、より発展的な行政法の内容を扱う。具体的には下記に挙げる授業計画に挙げられた諸項

目に関する基本的な学説判例を学び、これにより行政法の法的枠組を理解することに努める。  

 

We treat contents of a more progressive administrative law for the cause in resume to distribute by this class. Specifically, we 

learn the basic theory precedent about the items which class plans to give as follows included and act in in this way 

understanding a legal frame of administrative law. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・行政法の概要 

2. 法律による行政の原理・法の一般原則 

3. 行政行為 

4. 行政裁量 

5. 行政立法・行政指導 

6. 行政手続 

7. 行政上の義務の強制手段 

8. 行政訴訟概説・取消訴訟(1) 

9. 取消訴訟(2) 

10. 原告適格(1) 

11. 原告適格(2)・いわゆる狭義の訴えの利益 

12. 訴えの審理・判決 

13. その他の抗告訴訟・当事者訴訟 

14. 国家賠償・まとめと講評 

 

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

事前に対象範囲の教科書及びシラバスを読んでおくこと。またシラバス内で逐次挙げられる判例・裁判例に就いては『ケースブッ

ク行政法』でその内容を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業の予習の程度・授業に対する積極的姿勢等(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 櫻井敬子・橋本博之、2019、『行政法第 6 版』、弘文堂 (ISBN:9784335357978) 

2. 稲葉・下井・中原・野呂、2018、『ケースブック行政法第 6 版』、弘文堂 (ISBN:9784335305184) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宇賀・交告・山本、2017、『行政判例百選Ⅰ第 7 版』、有斐閣 (ISSN:13425048) 

2. 宇賀・交告・山本、2017、『行政判例百選Ⅱ第 7 版』、有斐閣 (ISSN:13425048) 

3. 塩野宏、2015、『行政法Ⅰ第 6 版』、有斐閣 (ISBN:9784641131866) 
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4. 塩野宏、2019、『行政法Ⅱ第 6 版』、有斐閣 (ISBN:9784641227712) 

5. 宇賀克也、2020、『行政法概説Ⅰ第 7 版』、有斐閣 (ISBN:9784641227835) 

6. 宇賀克也、2021、『行政法概説Ⅱ第 7 版』、有斐閣 (ISBN:9784641228030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：5 名程度（法曹コース生を除く） 

配当年次：3 年 

選考方法： 

  ①題目：行政法 1,2で扱ったテーマのうち関心を持ったものに就いて論ぜよ。 

   ②字数：制限なし 

 

※法曹コース所属学生は自動登録科目。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX710 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX710／公務基礎演習 

(Introductory Seminar on Public Administration) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大都市行政への接近 

担当者名 

（Instructor） 
山田 健(YAMADA KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業は、公務に関心を寄せる学生が、行政現象を的確にとらえるための基礎的な知見・視野・発想を獲得し、自分なりの考

えをより論理的・説得的に表現できるようになることを目指します。 

 

 This class is intended for students who are interested in public administration. The objective of this class is for students to 

learn fundamental information about public administration and to obtain skills of logical thinking. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 首都東京に立地する立教大学へ通う皆さんは、東京やその周辺の大都市で生活をすることになります。首都圏の大都市に住ま

われない方もいるでしょうが、そのような方も、在学中のどこかで首都圏の大都市に関わることになるはずです。 

 では、首都圏の大都市行政は、どのように展開されているのでしょうか。この問いに答えることは、簡単なようで、実は難しいも

のです。というのも、行政は派手さのない営為である上、その決定過程は「ブラックボックス」と化しがちで、掴みがたい傾向にある

からです。 

 この授業では、知っているようで知らない大都市行政の世界について、理解を深めることを目指します。授業前半の舞台は東京

です。東京という都市が経験した社会課題を概観した上で、東京都政がその課題にどのように向き合ったのかを検討します。授

業後半では、東京以外の大都市・政令指定都市を取り扱います。横浜市・川崎市・さいたま市といった政令指定都市の行政の在

り方について、歴史的な文脈をふまえながら検討します。 

 

 We will try to understand urban governance in Tokyo and Greater Tokyo. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 大都市行政への誘い 

2. 首都東京の社会課題（『都会病』） 

3. 首都東京の行政（『都民参加の都政システム』：序章・第 1 章） 

4. 首都東京の行政（『都民参加の都政システム』：第 2 章） 

5. 首都東京の行政（『都民参加の都政システム』：第 3 章） 

6. 首都東京の行政（『都民参加の都政システム』：第 4 章） 

7. 首都東京の行政（『都民参加の都政システム』：第 5 章） 

8. 政令指定都市の社会課題と行政（『政令指定都市』：序章・第 1章） 

9. 政令指定都市の社会課題と行政（『政令指定都市』：第 2 章） 

10. 政令指定都市の社会課題と行政（『政令指定都市』：第 3 章） 

11. 政令指定都市の社会課題と行政（『政令指定都市』：第 4 章） 

12. 政令指定都市の社会課題と行政（『政令指定都市』：第 5 章） 

13. 政令指定都市の社会課題と行政（『政令指定都市』：第 6 章・終章） 

14. 大都市行政の過去・現在・未来 

 

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

・前日までにテキストを読み、ご自身にとっての「読みどころ」を見つけてください。 

・毎日、関心のある地域の新聞・ニュースに触れてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 産経新聞社社会部、1960、『都会病 あなたの症状はどれ？』、東洋書房 

2. 西尾勝、1978、『都民参加の都政システム』、東京都 

3. 北村亘、2013、『政令指定都市 百万都市から都構想へ』、中央公論新社 (ISBN:9784121022240) 

テキストの情報については、初回講義時に改めてお伝えします。 
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参考文献（Readings） 

1. 金井利之、2012、『「東京都性論」（飯尾潤・苅部直・牧原出『政治を生きる 歴史と現代の透視図』）』、中央公論新社 

(ISBN:9784120043574) 

2. 金井利之、2017、『「小池都政における都民と"民意"」（『アステイオン』86 号）』、CCC メディアハウス (ISBN:9784484172156) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名 

配当年次：1 年次 

選考方法：レポート 

①題目：好きな都市とその理由 

②字数：1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX711／公務基礎演習 

(Introductory Seminar on Public Administration) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公務員の仕事と中央省庁の役割を考える 

担当者名 

（Instructor） 
若林 悠(WAKABAYASHI YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会は、自然災害の頻発、科学技術の高度化に伴う事故の深刻化、財政赤字、人口減少社会の進展といった様々な難題

に直面している。日本の行政は、こうした政策的課題をいかに解決しようとしてきたのだろうか。また、皆さんが公務員を目指すな

ら、一人の公務員として何ができるのだろうか。本演習を通じて、日本の行政に関する理解を深め、公務員の仕事を自分事として

考えるきっかけにして欲しい。 

 

Contemporary society is facing various problems such as the frequent occurrence of natural disasters, the exacerbation of 

accidents due to the advancement of science and technology, financial deficits, and the progress of population decline. In 

response to these policy issues, how did the Japanese government attempt to solve these? And what can you do as a public 

servant? I hope that by participating in this seminar, students will deepen your understanding of Japanese public administration, 

and give you an opportunity to think about public service. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は、日本の行政に関する基礎的な文献を輪読し、皆で議論していく。授業では、公務とは何かを中心に考えながら、各テ

ーマの問題関心や分析概念への理解を深める。進め方は、毎回担当者が課題文献の内容報告を行い、その論点について全体

で議論をしながら授業を進める。  

 

In this seminar, students will read in turn the foundational literature relating to Japanese public administrations, and discuss the 

issues. During the class, students will deepen their understanding of the important problems and the analytical concepts while 

focusing on what public service is. Each class will be conducted by having the student in charge of the assigned literature 

report on the contents, followed by a discussion of the issues with all of the students.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション及び報告担当者の決定 

2. 村木厚子『公務員という仕事』第１章 

3. 村木厚子『公務員という仕事』第２章 

4. 村木厚子『公務員という仕事』第３章 

5. 村木厚子『公務員という仕事』第４章 

6. 村木厚子『公務員という仕事』第５章 

7. 村木厚子『公務員という仕事』のまとめ 

8. 青木栄一『文部科学省』第１章 

9. 青木栄一『文部科学省』第２章 

10. 青木栄一『文部科学省』第３章 

11. 青木栄一『文部科学省』第４章 

12. 青木栄一『文部科学省』第５章 

13. 青木栄一『文部科学省』終章およびまとめ 

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） 

受講者は、担当報告の時以外にも事前に課題文献の該当箇所を読み、疑問点や感想をメモしたペーパーを準備して出席するこ

とが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当箇所の報告(60%)/授業での出席態度と議論への参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 村木厚子、2020、『公務員という仕事』、筑摩書房 
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2. 青木栄一、2021、『文部科学省―揺らぐ日本の教育と学術』、中央公論新社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：10 名程度 

配当年次：１年次 

選考方法：レポート 

①題目：本演習を志望する理由と日本の行政で重要と考えるテーマについて自由に書いてください。 

②字数：1000 字程度 

 

注意事項（Notice） 
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■EX712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX712／公務実践演習 

(Seminar on Administrative Praxis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公務員として働くイメージを持とう 

担当者名 

（Instructor） 
渡邊 恵子(WATANABE KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公務員を卒業後の進路の一つとして検討している学生が、実際の行政のあり方や活動を学んで理解を深め、国の行政機関で働

く具体的なイメージを持てるようになること。 

 

The target of this seminar is students who are considering working as a civil servant as one of their career options after 

university.  

The goal is for students to learn about and deepen their understanding of the realities of public administration so that they can 

have a concrete image of working in a national government agency. 

 

授業の内容（Course Contents） 

国の行政の「中の人」が書いたパンフレットや書籍の輪読が主な内容です。霞が関のフィールドワークや現職公務員（複数名）を

招いて話を聞くことも予定しています。 

 

The main content of this seminar is to read pamphlets and books written by "insiders" of the national administration. We also 

plan to do fieldwork in Kasumigaseki and invite several current civil servants to talk to us. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 国家公務員の職場環境とキャリアパス 

3. 公務員の採用パンフレットを読み解く 

4. 田中秀明『官僚たちの冬』（小学館新書）第 1～2 章の輪読 

5. 田中秀明『官僚たちの冬』（小学館新書）第 3～4 章の輪読 

6. 田中秀明『官僚たちの冬』（小学館新書）第 5～6 章の輪読 

7. フィールドワーク 

8. 千正康裕『ブラック霞が関』（新潮新書）第 1～2 章の輪読 

9. 千正康裕『ブラック霞が関』（新潮新書）第 3～4 章の輪読 

10. 千正康裕『ブラック霞が関』（新潮新書）第 5～7 章の輪読 

11. 現職公務員（ゲストスピーカー①）による講話 

12. 現職公務員（ゲストスピーカー②）による講話 

13. 現職公務員（ゲストスピーカー③）による講話 

14. 講義のまとめ（現職公務員の講話を踏まえての意見交換） 

 

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

公務員の採用パンフレットを読み、その概要をまとめる（第 3 回予習） 

担当する書籍の担当章を読み、その概要やそれに対する自身の疑問点や意見をまとめる（担当回予習） 

授業で輪読する書籍を事前に読む（第 4～6 回及び第 8～10 回の予習） 

ゲストスピーカーの講話によって理解を深めた内容について 1,000 字程度にまとめる（第 14 回予習） 

毎回の授業後には、授業の内容を振り返り、内容に対する理解を深める。 

その他、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(60%)/議論への参加と貢献度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中秀明、2019、『官僚たちの冬』、小学館新書 (ISBN:9784098253425) 

2. 千正康裕、2020、『ブラック霞が関』、新潮新書 (ISBN:9784106108853) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 金井利之、2020、『行政学概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595322051) 

2. 伊藤正次・出雲明子・手塚洋輔、2016、『はじめての行政学』、有斐閣 (ISBN:9784641150355) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画はおよその目安なので、受講生の関心や理解の進展等によって内容の変更もありうる。 

 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 人 

配当年次：3，4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：公務員として働くことに興味を持った理由 

  ②字数：1,000～1,500 字 

 

注意事項（Notice） 
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■EX713 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX713／公務実践演習 

(Seminar on Administrative Praxis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
官民での活躍に必要な資質・能力の修得と行動・思考習慣の変容 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 賢二(HASHIMOTO KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は、受講生が将来にわたり存分に活躍できる資質・能力の修得と行動・思考習慣の変容を目標とする。授業担当者が現

職の国家公務員であることから、公務志望者を主な受講対象として想定しているが、民間企業への就職志望者であっても、ビジ

ネスにつながる幅広い視野や質的な思考方法の獲得を意図する者の参加を歓迎する。 

演習は、人口減少、技術革新、気候変動などの世界的な課題や社会課題に関係した政府の活動を題材としながら、それらの課

題の影響や対処策などについて討議することを通じて、受講生が将来にわたって活躍できるようになるための物事の捉え方や本

質的な思考方法を修得し、行動や思考の習慣を変容させることを目指す。 

実社会の課題に即した演習により、基礎科目・専門科目で修得した知識・技能・倫理が、組織や社会の形成と発展に必要な法と

制度の実践的な運用につながるよう、法的思考能力に限定せずに、学際的な思考能力の向上を図る。 

 

The purpose of this Seminar is to acquire the abilities to play an active role in the future and to change students’ behavior and 

thinking habits. Since this Seminar will be led by an incumbent national civil servant, it is assumed that each participant for this 

Seminar is aspiring to become civil servants. But even if they are aspiring to work for a private company, we welcome the 

participation of those who intend to acquire a broad perspective and critical thinking that will lead to business. 

Each participant will discuss national government activities related to global and social issues reported by daily news, such as 

population decline, technological innovation, climate change, and discuss the impact of these issues and countermeasures. Aim 

to change students’ behavior and thinking habits by learning how to grasp things and critical thinking methods so that they can 

play an active role in the future. 

Through discussions linked to the real world in this seminar, the knowledge, skills, and ethics acquired in basic and specialized 

subjects can be linked to the practical operation of laws and systems necessary for the formation and development of 

organizations and societies. Improve students’ interdisciplinary thinking ability without limiting to Legal thinking ability. 

 

授業の内容（Course Contents） 

人口減少、技術革新、気候変動などの世界的な課題や社会課題への現状認識を深めた上で、日々報道される政府の活動を題

材とした個人発表と受講生相互の討議を行う。個人発表の回数は受講者数により変動するが、本演習全体を通じて２回以上とな

ることを予定している。 

物事の捉え方と本質的な思考方法の基礎となる知識・技能・倫理などのインプットは、基礎科目・専門科目や受講生の興味・関心

に基づいた自主的な活動などにより修得されているとの前提の下、本演習では、個人発表、討議中の発言、リアクションペーパー

の文章表現などの徹底的なアウトプットを重視する。様々なアウトプットの機会を通じて、受講生自身が自らに不足している資質・

能力に気が付くことができるように促す。 

授業担当者はキャリアデザインを専門とする現職の国家公務員であり、公務外でも様々な場で活動している。本演習では、これ

らの知見や経験を踏まえた実践的な指導により、受講生のキャリア形成に資する成長を促す。 

 

After lectures promote understanding of current situation of global and social issues such as population decline, technological 

innovation, and climate change, each participant is required to make a presentation rerated to national government activities 

reported by daily news and discuss it. The number of presentations by participants will vary depending on the number of 

participants, but it is planned to be two or more throughout this Seminar. 

Inputs such as knowledge, skills, and ethics that form the basis of how to grasp things and critical thinking methods are acquired 

through basic subjects and specialized subjects, and voluntary activities based on the interests of students. Based on this 

premise, this Seminar emphasizes thorough output such as presentations, remarks during discussions, and reaction papers. 

Through various output opportunities, encourage students to become aware of their abilities that they lack. 

This Seminar will be led by an incumbent national civil servant who specializes in career design, and is active in various places 

outside of public affairs. In this Seminar, practical guidance based on these knowledge and experiences will promote growth that 

contributes to the career development of students. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 
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担当教員の自己紹介、演習方針、受講者の自己紹介と本演習の履修動機の発表、個人発表の順番決めなど 

2. 活躍できる社会人になるための思考法・行動様式に関する講義と討議 

3. 人口減少、技術革新、気候変動の現状に関する講義と討議 

4. 個人発表と個人発表に基づく討議１ 

5. 個人発表と個人発表に基づく討議２ 

6. 個人発表と個人発表に基づく討議３ 

7. 個人発表と個人発表に基づく討議４ 

8. 個人発表と個人発表に基づく討議５ 

9. 個人発表と個人発表に基づく討議６ 

10. 個人発表と個人発表に基づく討議７ 

11. 個人発表と個人発表に基づく討議８ 

12. 個人発表と個人発表に基づく討議９ 

13. 個人発表と個人発表に基づく討議 10 

14. 演習を通じて得られた気付きに関するまとめ 

 

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

文章でアウトプットすることこそが物事の捉え方や本質的な思考方法を深化させることにつながることから、毎回の演習後には、

演習を踏まえて考えたことなどについてリアクションペーパーの提出を求める（毎回のリアクションペーパーとして評価）。 

第１回から第３回までの講義と討議では、受講生の疑問や興味・関心に応じて参考文献を示し、それらの購読を勧める。 

第４回から第 13 回までの個人発表は、１回につき２名からの発表を求める。個人発表の内容は、発表者が興味・関心を持った国

の行政に関する報道を題材とし、当該報道について事実概要（１次資料が存在する場合は必ず触れること）・事実の背景・考えら

れる影響・今後の展開や予想についてＡ４用紙１枚にまとめて 10 分程度で発表する（担当報告の内容として評価）。その後、30

分程度で受講生が相互に討議し（平常の授業態度として評価）、授業担当者が 10 分程度で総括する。 

最終回は、演習を通じて得られた気付きについて各受講生に発表を求め、その後の学生生活や社会での活躍に向けたアドバイ

スなどを行う。 

なお、日頃から新聞やニュース等で幅広く情報収集するだけでなく、新書なども活用して思考の軸となる様々な知識の修得に努

めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(30%)/毎回のリアクションペーパー(40%)/平常の授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 

 

参考文献（Readings） 

1. バーバラ・ミント、1999、『考える技術・書く技術―問題解決力を伸ばすピラミッド原則』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-

4478490273) 

2. 照屋華子他、2001、『ロジカル・シンキング』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492531129) 

3. 安宅和人、2010、『イシューからはじめよ―知的生産のシンプルな「本質」』、英知出版 (ISBN:978-4862760852) 

4. 上野千鶴子、2018、『情報生産者になる』、筑摩書房 (ISBN:978-4480071675) 

5. 合田哲雄、2019、『学習指導要領の読み方・活かし方―学習指導要領を「使いこなす」ための 8 章』、教育開発研究所 

(ISBN:978-4865605051) 

6. 浅野大介、2021、『教育 DXで「未来の教室」をつくろう』、学陽書房 (ISBN:978-4313654037) 

１～４は、思考や表現を洗練させるために優れている参考文献である。 

５～６は、政府の活動の一例として、教育改革に取り組んだ現役の国家公務員による著作であり、政策形成や政策に込められた

想いを知る上でも参考になる文献である。 

その他、受講生の興味・関心に応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：20 名 

配当年次：３，４年生 

選考方法： 

  ①題目：公務実践演習の履修動機 

   ②字数：1,000 字以内 

 

注意事項（Notice） 
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■EX730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
EX730／キャリアデザイン－インターンシップを通じた学修(Internship Study) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
予測困難な時代において自分の人生を考える 

担当者名 

（Instructor） 
藥師丸 正二郎(YAKUSHIMARU SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

不確実な時代において、自らのキャリアを自分自身で考える機会を与え、大学生活を目的をもって過ごす力を養う。講義では学

修教材を通して、自分のキャリア形成および自己理解を深めるとともに、法学部の学修と社会の繋がりを考えるために、インター

ンシップへの参加、その後の振り返りを行う。民間企業志望、公務員志望を問わず、両者に対応できるように配慮する。 

 

This course provides students with opportunities to think about their own careers in uncertain times, and cultivates the ability 

to spend university life with purpose. In the lectures, students will use learning materials to deepen their career development 

and self-understanding, as well as participate in internships and reflect on their experiences in order to consider the connection 

between their Faculty of Law education and society. Consideration will be given so that students who wish to work in both the 

private and public sectors can do so. 

 

授業の内容（Course Contents） 

〇 社会で生きていくうえで、他者とのかかわり合いは不可欠であること、コロナ禍において、対面での交流が減り、オンライン上

でのコミュニケーションが増えたこと。これらの時代（ポスト コロナ）で求められるコミュニケーションとは何かについてもワークシー

トの作成などを通して考える。 

〇 インターンシップは、各自、自分の興味・関心のある業界、企業などを探し出し、公募でエントリーすることを原則とする。 

 

 In the Corona disaster, face-to-face interaction has decreased and online communication has increased.We will also consider 

what kind of communication is required in these times (post-Corona). 

 

 As a general rule, each student is expected to find an industry or company of his/her own interest and enter the internship 

through an open competition. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （4 月 13 日）ガイダンス 

2. （4 月 27 日）自己理解 

3. （5 月 11 日）他者理解 

4. （5 月 25 日）インターンシップ編 ① ～準備編～ 

5. （6 月 8 日）「働くこと」の意味について考える 

6. （6 月 22 日）インターンシップ編 ② ～目標設定・課題の共有～ 

7. （7 月 13 日）春学期のまとめ 

8. （9 月 21 日）インターンシップ編 ③ ～ 報告 ～ 

9. （10 月 5 日）コミュニケーションについて考える 

10. （10 月 26 日）「傾聴力」について考える 

11. （11 月 9 日）「話すこと」について考える 

12. （11 月 23 日）今後の学生生活の戦略を立てる 

13. （12 月 7 日）インターンシップ編 ④ ～ 成果報告会事前準備 ～ 

14. （1 月 11 日）まとめ 

 

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

〇 講義では、テキストのほか、プリントを配布し、各自でワークシートを完成し、提出するため、課題や復習について必ず行うこ

と。 

 

〇 適宜、個人面談を行う予定である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席・リアクションペーパー(15%)/課題提出物(30%)/出席態度・発言(25%) 
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成績評価は合格・不合格のみとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内雅恵 監修、2019、『人間関係づくりとコミュニケーション』、金子書房 (ISBN:9784760830398) 

 

参考文献（Readings） 

1. ビル・バーネット他、2019、『スタンフォード式人生デザイン講座』、早川書房 (ISBN:9784150505462) 

2. 水國照充他、2018、『楽しく学んで実践できる対人コミュニケーションの心理学』、北樹出版 (ISBN:9784779305771) 

3. スティーブン・R・コヴィー、2013、『完訳 7 つの習慣』、キングベアー出版 (ISBN:9784863940246) 

4. 小塩 真司、2021、『非認知能力 - 概念・測定と教育の可能性』、北大路書房 (ISBN:9784762831645) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①  採用人数は、40 名程度、配当学年は 2 年次、3 年次。履修申込の際、提出するレポートにより選考する。 

（１） 「キャリアデザイン－インターンシップを通じた学修(Internship Study) 」に参加を希望する理由 

（２） 自己 PR 

（３） 将来の就きたい職業（公務員、民間企業、その他、未定）について、現時点での考えを、理由を付して述べよ。 

字数：（１）（２）400 字程度。（３）200 字以上。Word形式とする。 

やむを得ない理由で履修を辞退する場合は、履修要項を確認の上、必要な手続きを取ること。 

   

② 講義期間は、通年を通して行う。講義の開催は、２単位のため、隔週開催を原則とするが、受講生の人数、さらに各自の報告

や振り返りやを伴う回については、翌週も続けて開催するので覚悟して欲しい（事前に連絡をする）。 

 

③ インターンシップへの参加も講義の内容となっているが、公募から漏れ、参加できなかったとしても、同様の効果を得る機会を

設ける（本講座受講生向けのインターンシップ案内、各種対外的活動）ので安心して参加して欲しい。 

 

④ 人間関係づくりのコミュニケーションについても学び（自己理解、他者理解、相互理解など）、今後のキャリア形成について考

える契機となるので、意欲のある人は、積極的に参加して欲しい。 

 

⑤ 原則として公募型によるインターンシップに参加することを前提とするが、本講座対象者向けに、民間企業からインターンシッ

プ案内が来た際は、その都度、知らせる。公務員志望者については、公募のインターンシップに応募するほか、各種自治体と本

講義が共同するエリアマネジメントへの参加の機会を設けるとともに、本講座受講生向けに案内される国家機関、自治体のイン

ターンシップも紹介する。 

 

⑥ 講義では、適宜、社会人との交流する場を持つことから、興味のある人は積極的に参加し、自己理解、自身のキャリア形成に

役立ててほしい。 

 

 

※この講義は通年、隔週の講義のため、講義内容、インターンシップや対外的活動に関する疑問、質問など詳細につき、確認し

たい学生向けに随時、質問を受け付けています。２月〜３月 23日まで受け付けますので、質問などある人はメールにて申し込み

を行って下さい（yakushimaru0625@rikkyo.ac.jp)。 

 

 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX731／自治体長期インターンシップ A 

(Internship) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治体での就業体験による学びの再確認と今後のキャリア目標の設定 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、地方自治体での就業体験を通じて自らのキャリア目標を設定できるようになることです。 

 

We aim to help students set their own career goals through work experience in local government. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地方自治体におけるインターンシップの目的、心構え及びビジネス・マナーを事前学習した上で、毎週１回（水曜：15:35～17:15）、

豊島区役所（住所：豊島区南池袋 2-45-1）に派遣します。派遣先では実際の業務補助に携わります。 

 

After learning about the purpose of internships, participation mindset, and manners in local government, students will participate 

in a 100-minute internship each week at Toshima Ward Office. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習（インターンシップの目的・目標の確認、実習先の研究及びビジネスマナーの習得） 

2. 派遣先での事前研修（豊島区役所） 

3. インターンシップ実習（豊島区役所） 

4. インターンシップ実習（豊島区役所） 

5. インターンシップ実習（豊島区役所） 

6. インターンシップ実習（豊島区役所） 

7. インターンシップ実習（豊島区役所） 

8. インターンシップ実習（豊島区役所） 

9. インターンシップ実習（豊島区役所） 

10. インターンシップ実習（豊島区役所） 

11. インターンシップ実習（豊島区役所） 

12. インターンシップ実習（豊島区役所） 

13. インターンシップ実習（豊島区役所） 

14. インターンシップ報告会（豊島区役所） 

 

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

豊島区役所の各種施策について学習を深めておいてください。また、地方自治の教科書を事前に読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場実習の評価(50%)/毎週の実習後のレポート(25%)/報告会(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【履修定員】：1 名 

【履修対象者】：3, 4 年生 

 

◆オンライン・ガイダンスについて◆ 

【実施日時】 2022 年 3 月 8 日（火） 10:30〜11:30  

https://rikkyo-ac-jp.zoom.us/j/81359291318?pwd=Z0lNMHY3ZHgvdFlSMis5dkt1a1g3UT09 
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ミーティング ID: 813 5929 1318 

パスコード: 737572 

※履修を検討している学生はできる限り参加してください。詳細は法学部公式 twitter等でご案内します（2 月中旬以降を予定）。 

 

◆レポート及び面接による選抜について◆ 

本科目履修にあたってはレポート及び面接によって受講者を決定します。 

【レポートのテーマ】：「自治体長期インターンシップを履修する目的について」（word/1,000 字程度） 

【提出期間】：立教時間にてご案内いたします。 

【提出先】：立教時間を通じて提出してください。 

【レポート合格者の発表】：立教時間で行います。レポート合格者に対して教職員による面接を行います。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■EX732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX732／自治体長期インターンシップ B 

(Internship) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治体での就業体験による学びの再確認と今後のキャリア目標の設定 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX3950 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、地方自治体での就業体験を通じて自らのキャリア目標を設定できるようになることです。 

 

We aim to help students set their own career goals through work experience in local government. 

 

授業の内容（Course Contents） 

地方自治体におけるインターンシップの目的、心構え及びビジネス・マナーを事前学習した上で、毎週１回（水曜：15:35～17:15）、

豊島区役所（住所：豊島区南池袋 2-45-1）に派遣します。派遣先では実際の業務補助に携わります。 

 

After learning about the purpose of internships, participation mindset, and manners in local government, students will participate 

in a 100-minute internship each week at Toshima Ward Office. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習（インターンシップの目的・目標の確認、実習先の研究及びビジネスマナーの習得） 

2. 派遣先での事前研修（豊島区役所） 

3. インターンシップ実習（豊島区役所） 

4. インターンシップ実習（豊島区役所） 

5. インターンシップ実習（豊島区役所） 

6. インターンシップ実習（豊島区役所） 

7. インターンシップ実習（豊島区役所） 

8. インターンシップ実習（豊島区役所） 

9. インターンシップ実習（豊島区役所） 

10. インターンシップ実習（豊島区役所） 

11. インターンシップ実習（豊島区役所） 

12. インターンシップ実習（豊島区役所） 

13. インターンシップ実習（豊島区役所） 

14. インターンシップ報告会（豊島区役所） 

 

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

豊島区役所の各種施策について学習を深めておいてください。また、地方自治の教科書を事前に読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場実習の評価(50%)/毎週の実習後のレポート(25%)/報告会(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【履修定員】：1 名 

【履修対象者】：3, 4 年生 

 

◆オンライン・ガイダンスについて◆ 

【実施日時】 2022 年 5 月 30 日（月） 12:40〜13:25 

https://rikkyo-ac-jp.zoom.us/j/84413996658?pwd=cjF1bXBwNVh3U0VWVG9VOUlvWU82dz09 
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ミーティング ID: 844 1399 6658 

パスコード: 156934 

 

※履修を検討している学生はできる限り参加してください。詳細は法学部公式 twitter等でご案内します（5 月中旬以降を予定）。 

 

◆レポート及び面接による選抜について◆ 

本科目履修にあたってはレポート及び面接によって受講者を決定します。 

【レポートのテーマ】：「自治体長期インターンシップを履修する目的について」（word/1,000 字程度） 

【提出期間】：立教時間にてご案内いたします。 

【提出先】：立教時間を通じて提出してください。 

【レポート合格者の発表】：立教時間で行います。レポート合格者に対して教職員による面接を行います。 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、インターンシップや学外活動等の実践的な学びを中心に構成する授業である。 
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■EX761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX761／合同講義（オックスフォード・サマープログラム） 

(Law Faculty Joint Lecture(Oxford Summer Program)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス法学・西洋古典・自主研究 

担当者名 

（Instructor） 

小川 和茂(OGAWA KAZUSHIGE) 

溜箭 将之(TAMARUYA MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年他(Full year Others) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

夏期 4 週間（8 月 7 日～9 月 4日）をイギリスのオックスフォードで過ごし、西洋古典とイングランド法の基礎を学ぶこと。 

 

The objective of this seminar is to have students spend four weeks during the summer term (August 7 to September 4) in 

Oxford, England to learn the fundamentals of Western classics and English law. 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の中核は、オックスフォード大学で 4 週間にわたり、東京大学と青山学院大学と合同で行うサマー・プログラムにある。プロ

グラム前半の 2 週間では、オックスフォード大学の若手教員らにより、契約法・不法行為法など法学基本科目の少人数講義と、

ホメロスなどを扱った西洋古典学や西洋文学の少人数講義が行われる。イングランドの法律家の基本的な思考様式を学ぶととも

に、イギリスを含めた西洋社会の伝統に接することで、強烈な異文化体験をするとともに、是非はともあれ今日国際的に影響力

のある西欧的思考とどのように対峙できるか、自ら考えてもらう。プログラム後半の 2 週間では、イギリスの裁判所等を見学する

とともに、自ら課題を設定して個別研究を行う。最後に研究成果のプレゼンテーション及びレポートが求められる。 

なお、春学期に 4～5 回の事前学習、秋学期に 1 回の総括の授業を行う。 

＊2022 年 4 月 4 日（月）13:15～15:00 に実施される履修手続ガイダンスに出席のこと。 

＊費用（渡航費・宿泊費・プログラム費用等）は 75 万～85 万円程度を想定するが、為替や自由行動の内容により変動する。 

＊本合同講義は単年度開講である。2014 年度・2015 年度・2016 年度・2017 年度・2018 年度・2019 年度・2021 年度の合同講義

を履修した者は、本年度の合同講義を履修することはできない。 

＊オックスフォード大学の正規プログラムではないため、同大学による単位認定や修了証明書発行等はなされない。 

 

The core of the class will spend four weeks at Oxford University as part of a joint summer program with The University of 

Tokyo and Aoyama Gakuin University. During the first two weeks of the program, young faculty members from Oxford University 

will lecture to small groups of students about fundamental legal disciplines including contract law and tort law as well as 

Western Classics including the works of Homer and Western literature. In addition to studying the fundamental ways of thinking 

of English lawyers, students will engage in an intense intercultural experience by coming into contact with the traditions of 

Western society including England while thinking on their own about how they can confront Western European thought, which by 

all means is internationally influential today. During the latter two weeks of the program, students will take field trips to an 

English court and other locations while selecting their own topic to conduct individual research. Finally, students will be required 

to present their research results and submit a report. 

 

Furthermore, please note that four to five advance learning sessions will be held during the spring semester, and one general 

class will be held during the fall semester. 

* Students are required to attend a course guidance session held between 1.15pm and 3.00pm on 4 April. 

* The cost (travel, lodging, program, and other fees) is expected to be between 750,000 and 850,000 yen, but it may fluctuate 

due to exchange rates and unorganized activities. 

* This joint lecture is only held during a single academic year. Students who took the joint lecture during the 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018,  2019 or 2021 academic years cannot take the joint lecture during this academic year. 

* Because this is not an official Oxford University program, there will be no credit approval or completion certificates issued by 

Oxford university. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション［4月 15 日（金）6 限（予定）］ 

2. 事前研究①：イギリスの教育制度 

3. 事前研究②：西洋古典の基礎 

4. 事前研究③：イギリス法の基礎 

5. コモンロー契約法入門① 

6. コモンロー契約法入門② 

7. コモンロー契約法入門③ 
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8. コモンロー契約法入門④ 

9. コモンロー契約法入門⑤ 

10. コモンロー不法行為入門① 

11. コモンロー不法行為入門② 

12. コモンロー不法行為入門③ 

13. コモンロー不法行為入門④ 

14. コモンロー不法行為入門⑤ 

15. ホメロス『イリアス』① 

16. ホメロス『イリアス』② 

17. ホメロス『イリアス』③ 

18. ホメロス『イリアス』④ 

19. ホメロス『イリアス』⑤ 

20. 西洋文学① 

21. 西洋文学② 

22. 西洋文学③ 

23. 西洋文学④ 

24. 西洋文学⑤ 

25. 自主研究① 

26. 自主研究② 

27. 自主研究報告スピーチ 

28. 総括 

 

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

毎回準備課題を指定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

自主研究報告スピーチ(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Cartwright. 2016. "An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer （3rd ed.）". Hart Publishing 

(ISBN:9781509902910) 

2. Alastair Mullis and Ken Oliphant. 2011. "Torts (4th ed.)". Palgrave Macmillan (ISBN:9780230576759) 

3. ホメロス・松平千秋訳、1992、『イリアス』(上)(下)、岩波文庫 (978-4003210215, 978-4003210222) 

4. ホメロス・松平千秋訳、1994、『オデュッセイア』(上)(下)、岩波文庫 (978-4003210246, 978-4003210253) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田潔、1949、『自由と規律――イギリスの学校生活』、岩波新書 (ISBN:978-4004121411) 

2. 藤原正彦、1994、『遥かなるケンブリッジ―― 一数学者のイギリス』、新潮文庫 (ISBN:978-4101248042) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

募集条件 

履修対象学生： 本学２～４年次生。 

募集人数： 10 名程度 

選考方法： 4月 4 日(月)13：15～15：00 くらいまでに開催される本授業の履修手続ガイダンスに出席した上で、レポートにより選

考する。 

 

履修が許可された場合には、それ以降の履修取消は原則として認めない。 

英語力による選抜は行わない。ただし、英語で知的にタフな内容を議論することに意味があることを 

理解して参加されたい。 

＊本科目は、登録後取り消すことはできない。 

 

注意事項（Notice） 
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■EX812 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japanese Economy1 

担当者名 

（Instructor） 
西崎 純代(NISHIZAKI SUMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
定員 10 名（異文化コミュニケーション学部と合わせて） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

a) Students will understand major events in the Japanese economy while examining relevant theories, concepts, and 

terminologies. 

b) Students will be able to identify the characteristics of the Japanese economy, including strengths and challenges.  

c) Students will be able to critically analyze a topic of their choice in assignments. 

d) In class discussions, students will have the opportunity to present their thoughts and exchange ideas to develop arguments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Economics considers how businesses, governments, and individuals allocate their scarce resources for production, distribution, 

and consumption. This introductory course will develop a basic knowledge of the Japanese economy. “Japanese Economy 1” 

covers the trends of growth and stagnation, as well as the analysis of Japanese businesses and industrial structure, monetary 

policies, and financial markets. “Japanese Economy 2” focuses on savings, demography, the labor market, and international 

trade and finance. This online course consists of lectures and class discussions, in which students are expected to actively 

participate. The order of topics may be adjusted to maximize learning outcomes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction (Chapter 1 of The Japanese Economy, Second Edition) 

2. History of the Japanese economy (Chapter 2) 

3. Economic growth 1: Postwar economic growth (Chapter 3) 

4. Economic growth 2: Oil shocks and the bubble economy (Chapter 3) 

5. The Japanese economy and business cycles 1 (Chapter 4) 

6. The Japanese economy and business cycles 2 (Chapter 4) 

7. Financial markets and supervision 1: Supporting the growth (Chapter 5) 

8. Financial markets and supervision 2: Deregulation, banking crises and new financial systems (Chapter 5) 

9. Monetary policy 1: The 1950-1970s (Chapter 6) 

10. Monetary policy 2: The bubble economy and the challenge of deflation (Chapter 6) 

11. Public finance 1: The tax system (Chapter 7) 

12. Public finance 2: The rise and fall of government debt (Chapter 7)  

13. Industrial structure and policies (Chapter 9) 

14. Conclusion 

 

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

Please go through the assigned readings before each class meeting. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(42%)/8-10 mini assignments (quizzes, short presentations, and mini papers).(58%) 

The contents of mini assignments will be decided after the class size is finalized. [If applicable] A rubric for a presentation and a 

short essay will be available for students. Academic Honesty: [If applicable] Students are required to prepare an original 

presentation and essay. Severe penalties are in place for students found guilty of plagiarism offenses. The submission of 

identical pieces of work for different courses is also considered an academic offense. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Takatoshi Ito and Takeo Hoshi. 2020. The Japanese Economy, Second Edition. The MIT Press (ISBN:978-0262538244) 

2. Takatoshi Ito. 1991. The Japanese Economy. The MIT Press (ISBN:978-0262090292) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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Students are encouraged to read related news reports and information. Below are examples of Websites you may find useful.  

The Economist: https://www.economist.com/ 

The Financial Times: https://www.ft.com/ 

The Wall Street Journal: https://www.wsj.com/ 

 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX813 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japanese Economy2 

担当者名 

（Instructor） 
西崎 純代(NISHIZAKI SUMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
定員 10 名（異文化コミュニケーション学部と合わせて） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

a) Students will understand major events in the Japanese economy while examining relevant theories, concepts, and 

terminologies. 

b) Students will be able to identify the characteristics of the Japanese economy, including strengths and challenges.  

c) Students will be able to critically analyze a topic of their choice in assignments. 

d) In class discussions, students will have the opportunity to present their thoughts and exchange ideas to develop arguments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Economics considers how businesses, governments, and individuals allocate their scarce resources for production, distribution, 

and consumption. This introductory course will develop a basic knowledge of the Japanese economy. “Japanese Economy 1” 

covers the trends of growth and stagnation, as well as the analysis of Japanese businesses and industrial structure, monetary 

policies, and financial markets. “Japanese Economy 2” focuses on savings, demography, the labor market, and international 

trade and finance. This online course consists of lectures and class discussions, in which students are expected to actively 

participate. The order of topics may be adjusted to maximize learning outcomes. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Japan in the 21st century. Summary of Japanese Economy 1 contents. 

2. Industrial structure and policies (Chapter 9) 

3. Saving, demography, and social security 1: Japan’s saving rate and consumption (Chapter 8 of The Japanese Economy, 

Second Edition) 

4. Basics of academic writing and presentation 

5. The labor market 1: Basic statistics and stylized facts (Chapter 10) 

6. The labor market 2: Changing labor market (Chapter 10) 

7. International trade 1: Balance of payments, comparative advantage, and the pattern of trade (Chapter 11) 

8. International trade 2: Trade policies and the international system (Chapter 11) 

9. International finance 1: Balance of payments, exchange rates, capital flows and controls (Chapter 12) 

10. International finance 2 (Chapter 12) 

11. Japan’s energy mix: Oil and natural gas imports and green businesses 

12. The lost two decades and Abenomics 1 (Chapter 14) 

13. The lost two decades and Abenomics 2 (Chapter 14) 

14. Conclusion: Predicting and designing a future 

 

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

Please go through the assigned readings before each class meeting. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(42%)/Short assignments (quizzes, short writing assignments)(58%) 

The contents of mini assignments will be decided after the class size is finalized. [If applicable] A rubric for a presentation and 

essay will be available for students. Academic Honesty: [If applicable] Students are required to prepare an original presentation 

and essay. Severe penalties are in place for students found guilty of plagiarism offenses. The submission of identical pieces of 

work for different courses is also considered an academic offense. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Takatoshi Ito and Takeo Hoshi. 2020. The Japanese Economy, Second Edition. The MIT Press (ISBN:978-0262538244) 

2. Takatoshi Ito. 1991. The Japanese Economy. The MIT Press (ISBN:978-0262090292) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students are encouraged to read related news reports and information. Below are examples of Websites you may find useful.  

The Economist: https://www.economist.com/ 

The Financial Times: https://www.ft.com/ 

The Wall Street Journal: https://www.wsj.com/ 

The CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

 

【2022 年 8 月 29 日授業計画の修正】 

（修正前） 

4. Saving, demography and social security 2: Aging population and the future of social security (Chapter 8) 

 

注意事項（Notice） 
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■EX814 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japanese Economic History1 

担当者名 

（Instructor） 
西崎 純代(NISHIZAKI SUMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
定員 10 名（異文化コミュニケーション学部と合わせて） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

a) Students will understand major economic events in Japanese history and their influence on contemporary Japan. 

b) Students will be able to identify distinctive characteristics throughout Japanese economic history and common features 

shared with other economies. 

c) Students will be able to critically analyze a topic of their choice in short assignments. 

d) In class discussions, students will have the opportunity to present their thoughts and exchange ideas to develop arguments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

To understand how Japan transformed itself from a developing to a developed country, it is critical to examine the economic 

activities of the government, businesses, and people in the past. We also discuss political and social change because Japan's 

history has important implications for Japan in the 21st century. “Japanese Economic History 1” covers the period between the 

17th century up to, but not including, the First World War. “Japanese Economic History 2” covers the period between 1914 and 

the 1960s. This course consists of lectures and class discussions.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Overview of Japanese economic history from the 16th to 21st centuries 

2. The Edo period: The institutional framework and foreign trade  

(Reference reding: The Economic History of Modern Japan: Volume 1, Chapter 1&2) 

3. The Edo period: The Osaka rice market 

(Reference reading: Moss, D. (2009). The Dojima Rice Market and the Origins of Futures Trading. Harvard Business Review 

Case Collection. https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=36846) 

4. The Edo period: The transformation of industries  

(Reference reding: The Economic History of Modern Japan: Volume 1, Chapter 9) 

5. The Edo period: The finance of the Tokugawa Shogunate  

(Reference reding: The Economic History of Modern Japan: Volume 1, Chapter 6) 

6. The Edo period: Demography and living standards  

(Reference reding: The Economic History of Modern Japan: Volume 1, Chapter 7) 

7. The Edo period: The economy on the eve of industrialization  

(Reference reding: The Economic History of Modern Japan: Volume 1, Chapter 11) 

8. Japanese and global economic history in the 19th century 

9. The Meiji period: Institutions and modern economic growth  

(Reference reding: Francks, Chapter 10) 

10. The Meiji period: Modernization and the growth of the urban industrial economy  

(Reference reding: Francks, Chapter 11) 

11. The Meiji period: The technology of Japan’s industrialization  

(Reference reding: Francks, Chapter 12) 

12. The Meiji period: The Institutions of industrialization: An industrial labor force, capital, corporate governance and business 

organizations (Reference reding: Francks, Chapter 13 and 14) 

13. The Meiji period: Social, economic, environmental, and cultural transformations  

(Reference reading: Gordon, Chapter 7) 

14. Conclusion 

 

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

Short reading(s) will be posted on Blackboard. Please go through the assigned one before each class meeting. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(42%)/8-10 Short assignments (Presentation and short assignments)(58%) 

The contents of mini assignments will be decided after the class size is finalized. [If applicable] A rubric for a presentation and 

essay will be available. Academic Honesty: [If applicable] Students are required to prepare an original presentation and essay. 



 - 589 - 

Severe penalties are in place for students found guilty of plagiarism offenses. The submission of identical pieces of work for 

different courses is also considered an academic offense. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Akira Hayami; Osamu Saito; Ronald P. Toby. 2004. The Economic History of Japan, 1600-1990: Volume 1: Emergence of 
Economic Society in Japan, 1600-1859. Oxford University Press (ISBN:978-0198289050) 

2. Takafusa Nakamura; Konosuke Odaka; Noah S. Brannen. 2003. The Economic History of Japan, 1600-1990: Volume 3: A Dual 
Structure. Oxford University Press (ISBN:978-0198289074) 

3. Penelope Francks. 2015. Japanese Economic Development: Theory and Practice, 3rd edition. Routledge (ISBN:978-

0415739344) 

4. Andrew Gordon. 2019. A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, 4th Edition. Oxford University Press 

(ISBN:978-0190920555) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

MIT Visualizing Cultures. (2002). https://visualizingcultures.mit.edu/home/index.html 

 

注意事項（Notice） 
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■EX815 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
抽選登録／Japanese Economic History2 

担当者名 

（Instructor） 
西崎 純代(NISHIZAKI SUMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
定員 10 名（異文化コミュニケーション学部と合わせて） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

a) Students will understand major economic events in Japanese history and their influence on contemporary Japan. 

b) Students will be able to identify distinctive characteristics throughout Japanese economic history and common features 

shared with other economies. 

c) Students will be able to critically analyze a topic of their choice in short assignments. 

d) In class discussions, students will have the opportunity to present their thoughts and exchange ideas to develop arguments. 

 

授業の内容（Course Contents） 

To understand how Japan transformed itself from a developing to a developed country, it is critical to examine the economic 

activities of the government, businesses, and people in the past. We also discuss political and social change because Japan's 

history has important implications for Japan in the 21st century. “Japanese Economic History 1” covers the period between the 

17th century up to, but not including, the First World War. “Japanese Economic History 2” covers the period between 1914 and 

the 1960s. This course consists of lectures and class discussions.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: The summary of Japanese Economic History 1 (The Edo and early Meiji periods) 

2. The First World War and the inter-war period, 1914-37 (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: 

Volume 3, Chapter 1) 

3. Economy and society (Reference reading: Gordon, Chapter 9) 

4. Basics of academic writing and presentation 

5. Economic effects of the Spanish flu pandemic and the Great Kanto Earthquake 

6. The depression crisis and responses in the 1920s and 1930s (Reference reading: Gordon, Chapter 11) 

7. Japanese empire and colonial management (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, 

Chapter 6) 

8. Japan in wartime 1: Development and transformation of the financial system and monetary policy (Reference reading: The 

Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 4) 

9. Japan in wartime 2: (Reference reading: Gordon, Chapter 12) 

10. Wartime controls and transformation of industries (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, 

Chapter 7 & 8) 

11. Postwar reconstruction 1 (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 9) 

12. Postwar reconstruction 2 (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 9) 

13. Path to the postwar growth (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 10) 

14. Conclusion: Growth versus success 

(Reference reading, Hein, L. (1993). Growth versus success In A. Gordon (Eds.), Postwar Japan as History.  Berkeley, CA: 

University of California Press.  

 

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

Short reading(s) will be posted on Blackboard. Please go through the assigned one before each class meeting. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(42%)/Short assignments (Presentation and short assignments)(58%) 

The contents of mini assignments will be decided after the class size is finalized. [If applicable] A rubric for a presentation and 

essay will be available. Academic Honesty: [If applicable] Students are required to prepare an original presentation and essay. 

Severe penalties are in place for students found guilty of plagiarism offenses. The submission of identical pieces of work for 

different courses is also considered an academic offense. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

1. Akira Hayami; Osamu Saito; Ronald P. Toby. 2004. The Economic History of Japan, 1600-1990: Volume 1: Emergence of 
Economic Society in Japan, 1600-1859. Oxford University Press (ISBN:978-0198289050) 

2. Takafusa Nakamura; Konosuke Odaka; Noah S. Brannen. 2003. The Economic History of Japan, 1600-1990: Volume 3: A Dual 
Structure. Oxford University Press (ISBN:978-0198289074) 

3. Penelope Francks. 2015. Japanese Economic Development: Theory and Practice, 3rd edition. Routledge (ISBN:978-

0415739344) 

4. Andrew Gordon. 2019. A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, 4th Edition. Oxford University Press 

(ISBN:978-0190920555) 

5. John Dower. 2000. Embracing defeat: Japan in the wake of World War II. W.W. Norton &. Co. (ISBN:978-0393320275) 

MIT Visualizing Cultures. (2002). https://visualizingcultures.mit.edu/home/index.html 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【2022 年 8 月 29 日授業計画の修正】 

(修正前） 

1. Introduction: The summary of Japanese Economic History 1 (The Edo and early Meiji periods) 

2. The First World War and the inter-war period, 1914-37 (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 

3, Chapter 1) 

3. Economy and society (Reference reading: Gordon, Chapter 9) 

4. The depression crisis and responses in the 1920s and 1930s (Reference reading: Gordon, Chapter 11) 

5. Japanese empire and colonial management (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 

6) 

6. Japan in wartime 1: Development and transformation of the financial system and monetary policy (Reference reading: The 

Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 4) 

7. Japan in wartime 2: (Reference reading: Gordon, Chapter 12) 

8. Wartime controls and transformation of industries (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, 

Chapter 7 & 8) 

9. The age of turbulence: 1937-54 (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 2) 

10. Postwar reconstruction 1 (Reference reading: Dower, Chapter 1&2) 

11. Postwar reconstruction 2 (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 9) 

12. Postwar reconstruction 3 (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 9) 

13. Path to the postwar growth (Reference reading: The Economic History of Modern Japan: Volume 3, Chapter 10) 

14. Conclusion: Growth versus success(Reference reading, Hein, L. (1993). Growth versus success In A. Gordon (Eds.), Postwar 

Japan as History. Berkeley, CA:University of California Press. 

 

 

注意事項（Notice） 
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■EX850 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX850／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較法基礎理論の研究 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較法の内外の基本文献を読むことによって、これまで自分が学習してきた日本の実定法を相対化し、視野を広げることによっ

て、外国の法文化を本格的に学ぶための素養を養う。第一部では翻訳書を用いる。演習の第二部では比較法原論に関する英語

の重要文献を読み、法律英語に親しむ訓練とする。 

 

By reading basic literature on comparative law, you are required to understand Japanese positive law from the global 

perspective and broaden your viewpoint for advanced study of foreign legal systems.  

 

授業の内容（Course Contents） 

演習の第一部では、比較法制史の大家カネヘムの入門的著作「裁判官・立法者・大学教授」（翻訳による）の内容につき参加者

が要約・報告してヨーロッパの法システムの歴史的発展について学ぶ。第二部では、Monateri, Comparative Legal 

Methods(2021); Valcke, Comparing Law(2018)などの小冊子を精読する。いずれも比較法の新しい動向に配慮したコンパクトな名

著である。教材はコピーで配布する予定。 

 

First, we summerize and report the content of  Professor van Caenegem's introductory book, Judges, Legislators & 

Professors, to study the historical developments of European legal systems. Second, we read intensively the wonderful 

introductions by Professor Monateri and Professor Valcke. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. カネヘムを読む（１） 

2. カネヘムを読む（２） 

3. カネヘムを読む（３） 

4. カネヘムを読む（４） 

5. カネヘムを読む（５） 

6. カネヘムを読む（６） 

7. カネヘムを読む（７） 

8. カネヘムを読む（８） 

9. カネヘムを読む（９） 

10. カネヘムを読む（１０） 

11. カネヘムを読む（１１） 

12. カネヘムを読む（１２） 

13. カネヘムを読む（１３） 

14. カネヘムを読む（１４） 

15. モナテーリを読む（１） 

16. モナテーリを読む（２） 

17. モナテーリを読む（３） 

18. モナテーリを読む（４） 

19. モナテーリを読む（５） 

20. モナテーリを読む（６） 

21. ヴァルッケを読む（１） 

22. ヴァルッケを読む（２） 

23. ヴァルッケを読む（３） 

24. ヴァルッケを読む（４） 

25. ヴァルッケを読む（６） 

26. ヴァルッケを読む（７） 

27. ヴァルッケを読む（８） 

28. 全体のまとめ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布された教材を事前に精読し、質疑応答に対応できるようにすること。報告者が担当部分につき報告要旨を作成するが、出席

者全員が積極的に参加することが求められる。英語の教材については英和辞典を丹念に引くこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(60%)/平常の授業態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１０名程度 

配当年次：２，３，４年次 

選考方法： 

  ①題目：この演習を希望する理由 

   ②字数：１０００字程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 
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■EX851 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX851／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近時の最高裁判例の分析 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

行政法は他の法分野と比べ、授業では抽象的な理論が展開される傾向が強いが、本演習では近時の最高裁判例を素材として、

具体的な事案に対する行政法の適用を学び、以て現実社会に妥当する行政法の在り方を理解することを目標とする。 

 

Compared to other legal fields, administrative law tends to develop abstract theories in the lecture. In this seminar, we will 

study the applocation of administrative law to specific cases using recent Supreme Court precedents, with the aim of 

understanding the nature of administrative law as it applies to the real world. 

 

授業の内容（Course Contents） 

注目される近時の最高裁判例を受講者に割り当て、報告してもらう。その上で議論を行ない、解決できなかった論点につき、報告

者が次週の回でその検討結果を報告する。従って報告は連続する 2 週で同一の受講者が担当することになる。 

 

I will assign recent Supreme Court cases of interest to each student and ask them to report on them. We will then discuss the 

cases, and the presenters will report the study results of the unresolved issues in the next week`s session. Therefore, the same 

student will be in charge of reporting for two consecutive weeks. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・打ち合わせ 

2. レポートの仕方・必要事項の確認 

3. 判例報告 

4. 前週の議論を受けた再報告 

5. 判例報告 

6. 前週の議論を受けた再報告 

7. 判例報告 

8. 前週の議論を受けた再報告 

9. 判例報告 

10. 前週の議論を受けた再報告 

11. 判例報告 

12. 前週の議論を受けた再報告 

13. 判例報告 

14. 前週の議論を受けた再報告 

 

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

報告担当者は、割り当てられた報告を、文献などに当たった上で準備すること。ここでいう文献は担当判例に関する全ての判例

評釈が含まれるが、それにとどまらず、関係する内容を論ずる文献・論文を渉猟すること。 

文献調査につき分からない点が生じた場合には適宜相談に応じる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容、議論への積極的参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

行政法 1・2 の講義で用いた教科書及び判例集を毎回使用する。その他参考文献は適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 



 - 595 - 

採用人数：12 名 

配当年次：3,4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：演習に期待すること及び行政法で興味のあるテーマ 

   ②字数：A4 一枚程度 

演習論文：実施しない 

 

行政法 1,2 をいずれも履修済又は演習開講中に履修すること(単位修得の有無は問わない) 

 

注意事項（Notice） 
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■EX903 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理入門 

(Information Processing Methods) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報リテラシー 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 尚(SATOU HISASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX2900 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
定員 60 名 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC を利用したレポート等の作成、情報発信、データの分析などに関する基礎的なスキルを習得する。また、情報システムの基本

的な事項を理解する。 

 

The objective of this course is to acquire the fundamental skills to use a PC to create reports and other documents, 

disseminate information, and analyze data. Students will also understand the fundamental aspects of information systems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Windows の操作から始め、Wordによるレポート作成、Excelによるデータ分析の基本、PowerPointによるプレゼンテーションなど

について実習形式で授業を進める。また、コンピュータやインターネットの仕組み、情報倫理やセキュリティといった情報化社会に

生活するものとしての基本的な知識についても解説する。 

 

The classes will start with Windows operations before proceeding to cover report creation using Word, the fundamentals of data 

analysis with Excel, and giving presentations with PowerPoint. In addition, the instructor will also explain computers, the 

structure of the Internet, information ethics, and security as forms of basic knowledge for living in an information society. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・インターネットの仕組みとマナー 

2. コンピュータの仕組みと Windows の基本操作 

3. プレゼンテーションその 1：PowerPointを利用したプレゼンテーションの基礎 

4. プレゼンテーションその 2：PowerPointを利用した少し高度なプレゼンテーション 

5. プレゼンテーションその 3：PowerPointを利用した少し高度なプレゼンテーション 

6. レポートの作成その 1：Wordを利用した文書作成の基本 

7. レポートの作成その 2：Wordが持っている便利な機能 

8. データの分析その 1：Excel を利用した表作成 

9. データの分析その 2：Excel を利用した基本的なデータ処理 

10. データの分析その 3：Excel を利用したグラフ作成 

11. データの分析その 4：データベースとしての Excel その 1 

12. データの分析その 5：データベースとしての Excel その 2 

13. Excel 等の落ち葉拾い 

14. Scratchによるプログラム作成入門 

 

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

授業終了時に準備学習用資料を配付するので、そこに記載された課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/毎回の授業時に指定された課題(25%)/項目まとめ課題（3 回)(15%)/スクラッチ課題(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて参考資料等を Blackboard を利用して配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard を利用して授業関連資料等を配布する。 
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注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


