
■EX673 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX673／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実社会での問題解決 

担当者名 

（Instructor） 
栗原 亮介(KURIHARA RYOSUKE) 

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 実務家が担当 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①実社会での問題を法的視点で見られるようにする。 

②問題解決に必要な能力を身につける。 

③将来も付き合える仲間をつくる。 

 

(1) To become able to view real-world problems from a legal perspective. 

(2) To develop the abilities required to resolve problems. 

(3) To make friends that you can continue to associate with in the future as well. 

 

授業の内容（Course Contents） 

立教大学卒業の弁護士が担当します。ゼミでは、問題解決について検討します。 

進路にかかわらず、社会に出てから役立つ内容にします。 

①実社会の問題を検討する前提として、基本的な法的視点を学んでもらいます。そのうえで、現実に起きた事件を検討してもらい

ます。 

②相手の望んでいることは何なのか、何に苦しんでいるのかを把握するためにヒアリングについて学びます。模擬の相談をしな

がら、解決策を探ってもらいます。 

③グループ発表では、チームで意見をまとめる過程を学んでもらいます。そして、プレゼンテーションとして、自分の主張を相手に

分かりやすく伝えることを経験してもらいます。対立する当事者に分かれて、主張を争うこともあります。 

④実務での問題解決方法を学んでもらいます。夏には、裁判傍聴を予定しています。東京地方裁判所に刑事裁判を見に行きま

す。また、ゼミに各種実務家に来てもらい経験から学んだことを共有してもらいます。 

せっかくゼミに参加するのですから、意味のある時間にしたいと考えています。ゼミでは、必ず意見を言ってもらうことになります。

どのような意見でも、建設的な議論になるように否定しませんので、意見を言う練習をゼミでしましょう。座っているだけでは評価

がつきません。大変な部分もあると思いますが、実務対応の基礎をつくれるように一緒に取り組みましょう。 

授業内容は、受講生の意見を聞いて変更することがあります。就職活動、教職課程など可能な範囲で配慮します。 

 

This seminar will be led by a lawyer who graduated from Rikkyo University. In this seminar, students will study problem-solving. 

Regardless of the path you take, this information will prove useful when you go out into society. 

(1) Students will learn fundamental legal perspectives as premises for examining real-world problems. Moreover, they will 

examine cases which actually occurred based on the perspectives learned. 

(2) Students will learn how to interview people in order to understand what the other person wants and what is troubling them. 

Students will engage in mock counseling while exploring solutions. 

(3) In the group presentations, students will learn the process of summarizing opinions in a team. Then, as part of the 

presentations, they will experience how to communicate their own arguments to others in a manner which is easy to 

understand. 

(4) Students will learn how to resolve problems in business. Students are scheduled to attend a court hearing in the summer. 

Students will go see a criminal trial at the Tokyo District Court. In addition, various practitioners will visit the seminar to share 

what they have learned from their experiences. 

Because students are making the effort to participate in the seminar, the instructor hopes to make the time spent meaningful. 

Students will be expected to voice their opinions in the seminar. In order to create a constructive discussion, no opinion will be 

denied whatsoever, so please use the seminar as an opportunity to practice speaking your own opinions. 

The class content may be changed after listening to the opinions of the students. To the extent possible, consideration will be 

given to job searching activities and Teacher Training Courses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、自己紹介 

2. 視点について（民事・刑事・公法での関係、主張と証拠、事実と評価等） 



3. 視点について（民事・刑事・公法での関係、主張と証拠、事実と評価等） 

4. ニュースをもとに検討 

5. ニュースをもとに検討 

6. グループ発表 

7. グループ発表 

8. 模擬相談 

9. 模擬相談 

10. 模擬相談 

11. 模擬相談 

12. 模擬相談 

13. 裁判の流れ・傍聴準備 

14. 裁判の流れ・傍聴準備 

15. 実務家による授業 

16. 実務家による授業 

17. 実務家による授業 

18. 実務家による授業 

19. 紛争解決（対立形式） 

20. 紛争解決（対立形式） 

21. 紛争解決（対立形式） 

22. 紛争解決（対立形式） 

23. 紛争解決（対立形式） 

24. 紛争解決（対立形式） 

25. 紛争解決（対立形式） 

26. 紛争解決（対立形式） 

27. 人生で気を付けるべきこと（労働、賃貸借、相続、離婚、消費者問題など） 

28. さいごに 

 

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

レポート提出、グループ発表の準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加、授業態度（発言の積極性など）(70%)/レポート、発表内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

六法を確認できるようにしておくこと 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：１０名程度 

配当年次：３、４年 

選考方法：レポート 

①題目：「今一番興味がある身近な法律問題」 

②字数：A4 用紙 1 枚以内 

演習論文：実施しない  

 

注意事項（Notice） 

 


