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授業の目標（Course Objectives） 

民法１では、民法の基本的な知識、考え方を理解することを目標とする。民法は、市民間の財産・家族の問題に対処するための

ルールを規定している。私法の一般法として、消費者契約法や商法など他の法律を学ぶ基礎ともなるものである。民法を学ぶこ

とを通じて、実社会における取引や経済活動から生じる契約上のトラブルを防止したり、それに対処したりするための基本的な法

的思考力を習得する。具体的には、民法の構造を把握し、契約、人、法人、法律行為、時効、債務不履行、親族、相続といった基

本的な法制度を理解する。 

 

The objective of Civil Law 1 is to understand the basic knowledge and concepts of Civil Law. Civil Law prescribes the rules for 

dealing with property and family issues among citizens. This is the general law of private law and provides the foundation for 

studying other fields of law including Consumer Contract Act and Commercial Law. Studying Civil Law makes it possible to 

avoid contractual trouble that occurs during transactions and economic activities in real society and gives students the basic 

legal thinking ability for dealing with such issues. Specifically, to understand the structure of Civil Law and understand the basic 

legal system of contract, person, juridical persons, juristic act, prescription, debt default, relatives, and inheritance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会における取引や経済活動から生じる契約上のトラブルを防止したり、それに対処するための基本的な法的思考力を習得す

るという観点から、財産法と家族法を概観する。財産法では、契約（不動産売買契約）を主に取り上げるが、成年後見制度や代

理、登記制度にも言及する。家族法では、親族や相続について基本的な話をする。レジュメに沿って講義をする。判例や身近なニ

ュースも随時取り上げる。民法１は民法の基本、民法２は特別法も含めた民法の応用という位置づけである。  

 

An overview of property law and family law is presented from the perspective of acquiring the basic legal thinking ability 

necessary to avoid and deal with contractual trouble that occurs during transactions and economic activities in real society. For 

property law the class mainly covers contracts (real estate sales agreements), but also discusses the adult guardianship system 

and the agency and registration systems. For family law the class discusses the basics of relatives and inheritance. The 

discussion will follow the course outline. Legal precedents and familiar news will be looked at from time to time. Civil Law 1 

covers the basics of Civil Law while Civil Law 2 discusses the application of Civil Law including special laws.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／民法の沿革、構成、意義と役割、民法と契約法 

2. 民法の基本原則／契約の成立１：不動産売買契約・登記制度 

3. 契約の成立２：申込みと承諾  

4. 契約の有効性１：心裡留保／虚偽表示 

5. 契約の有効性２：錯誤 

6. 契約の有効性３：詐欺／強迫 

7. 契約の有効性４：無効と取消し 

8. 契約の主体１：権利能力／意思能力／行為能力／未成年者／成年後見制度 

9. 契約の主体２：失踪宣告／同時死亡の推定／親族・相続との関係 

10. 契約の主体３：法人 

11. 契約違反に対する救済：債務不履行に基づく損害賠償／履行の強制／契約の解除 

12. 契約の効果が第三者に帰属する制度：代理制度の基本的仕組み／有権代理／無権代理 

13. 時効：消滅時効と取得時効 

14. 約款の意義・定型約款・懸賞広告／まとめ 

 

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

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/平常点（40%：リアクションペーパー (10%), 授業内に指示した提出物 (30%)）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 



1. 今尾真ほか編著、2020、『フレッシャーズのための民事法入門〔第２版〕』、成文堂 (ISBN:9784792327613) 

 

参考文献（Readings） 

1. 道垣内弘人、2018、『リーガルベイシス民法入門〔第 3 版〕』、日本経済新聞社 (ISBN:9784532134907) 

2. 小野秀誠ほか、2018、『新ハイブリッド民法』、法律文化社 (ISBN:9784589039415) 

3. 君塚正臣編、2016、『高校から大学への法学〔第２版〕』、法律文化社 (ISBN:9784589037404) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

①授業形態について 

・PowerPoint を使用した講義形式で、映像資料や元物資料なども適宜活用する。 

・参考文献や課題などは「立教時間」や「Blackboard」上で告知する。 

・資料の配布、課題の提出などに「Blackboard」を使用する。 

②課題に対するフィードバックについて 

・期末試験については、試験終了後に「Blackboard」を通じて行う。 

③その他の注意事項 

・授業の内容は前後の授業の内容とつながりがあるため、毎回予習・復習すること。 

・テキストに沿って授業を進めるため、必ずテキストを用意すること。 

 

注意事項（Notice） 

 


