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備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自ら興味を抱いた点を探究することにより、問題の本質を見極める能力を磨くと同時に、法学の本質に関する理解を深める。 

そして、報告や議論を通じ、他人に分かりやすく伝える能力や、相手が納得するように伝える能力、他人の意見の趣旨を正確に

理解する能力を身に着ける。 

さらに、様々な問題を取り扱うことにより、視野を広くすると同時に、習ってきた刑法理論の応用方法も修得する。 

 

 The purposes of this course are the following: (1) By exploring points of interest, students develop their ability to identify the 

essence of problems and deepen their understanding of the essence of the law. 

 (2) Through reports and discussions, students acquire the abilities to convey information to others in an easy-to-understand 

manner,  to convince others, and to understand accurately the purpose(s) of others' opinions. 

 (3) By dealing with various problems, students broaden their horizons and learn how to apply the criminal law theory they have 

learned. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「大学では平和な内に時が流れていきます。この平和で静かな環境、外から脅かされることのない自由な空間、それが大学の

神髄です。学生諸君はこのような環境で自由に思考し、教員やクラスメートと議論し、自分を磨いていきます。そしてある学生は、

飛躍的に伸び、ある学生はそのチャンスを逃してしまう。この貴重な大学時代の 4 年間も、あっという間にすぎてしまいます。」 

 私の尊敬する能見善久先生が、かつてとある大学の HP に掲載されていた文章です。 

 

 また、小坂井敏晶先生は、大学の意義について、次のように述べます。 

 自らの問いに対する解決こそが重要であり、大学とはそのやり方を学ぶところである。昔は、聖書を読めば悩みは解決してくれ

たのかもしれない。しかし、今は聖書を読んでも自らの悩みに対する答えは書いていない。人付き合いにしても何にしても、自分

で答えを見出すしかない、と。 

 

 専門演習は、自由に思考し議論できる最後の場です。私は刑法の研究者なので、残念ながら人付き合いの仕方について教え

ることはできません。したがって、この演習では、刑法を大きな枠として設定しますが、何を論じたいか、何を検討したいかは、学

生の皆さんで考えて貰います。窃盗癖（クレプトマニア）と責任能力、覚醒剤輸入の未遂の成否、自動運転と刑事責任、動物虐待

における保護法益と動物の権利、あおり運転と危険運転致死傷罪等々、刑法が絡んでいればなんでもいいです。大事なのは、

出来合いの問題をそれっぽく解くことではなく、皆さんが真に考えたい問いに向き合うことです。 

 そのテーマについて検討・報告し、そして演習参加者全員で議論をするというスタイルを採ります。 

 

 “At university, time passes in peace. This peaceful and quiet environment, a free space that is not threatened by the outside, 

is the essence of the university. Students are free to think in this environment. Then, discuss with the faculty and classmates, 

refine yourself, and some students will grow dramatically and some students will miss the chance. It ’s just too much.” 

 This is the text that Yoshihisa Nomi posted on a university website. Dr. Toshiaki Kozakai described the significance of the 

university as follows. 

 "The solution to your question is important, and the university is where you learn how to do it. In the past, reading the Bible 

may have solved your problems. But now, reading the Bible doesn't write the answer to their worries. Whatever you do, you 

have to find the answer yourself." "Specialized seminars are the last place to think and discuss freely. I am a criminal law 

researcher and unfortunately cannot teach you how to socialize." Therefore, in this course, criminal law is set as a large frame, 

but students wonder what they want to discuss and what they want to consider. Criminal laws such as creptomania and 

accountability, tricked pretending operations and attempted successes in special fraud, automatic driving and criminal liability, 

protection benefits and animal rights in animal abuse, tilt driving and dangerous driving, lethal and injuries, etc. Anything is 

acceptable as long as students are really involved. The important thing is not to solve the ready-made problem like that, but to 

face the question you really want to think about. 

 We will take the style of discussing and reporting on the theme and discussing with all the participants. 

 

授業計画（Course Schedule） 



1. ガイダンス・報告の分担決め 

2. 議論トレーニング（教員が用意したテーマを参加者全員で議論する） 

3. 報告者による報告および議論(1) 

4. 報告者による報告および議論(2) 

5. 報告者による報告および議論(3) 

6. 報告者による報告および議論(4) 

7. 報告者による報告および議論(5) 

8. 報告者による報告および議論(6) 

9. 報告者による報告および議論(7) 

10. 報告者による報告および議論(8) 

11. 報告者による報告および議論(9) 

12. 報告者による報告および議論(10) 

13. 報告者による報告および議論(11) 

14. 報告者による報告および議論(12)＆総括 

 

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

 報告者は、報告のための準備が必要です。また、報告から 1 週間後に、報告後レポートを提出して貰います。これは、報告時の

議論を整理してまとめたものを、A4 用紙 1 枚程度で書いて提出して貰うというものです。 

 他の参加者は、特に予習は必要ありません。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当回の報告内容(25%)/議論への参加度・貢献度(65%)/報告後レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の書籍をテキストとして用いる予定はありません。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

配当年次：3・4 年 

採用人数：10～15 人 

選考方法：レポート 

  ①題目：演習にそもそも参加しない、他の演習に参加するといった選択肢がある中で、敢えてこの演習に参加しようと思った理

由・動機を、具体的に書いて下さい。 

  ②字数：A4 用紙 1～3 枚程度 

演習論文：実施しない 

 

注意事項（Notice） 

 


