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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） 



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） 

 


