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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 



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） 

 


