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（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） 



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 


