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(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. 



 

 

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） 

 


