
2019-2010000366-01アメリカ法セミナーⅠ

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長谷川　正国

◎－－－　概要　－－－◎

英語法律文献の読み方を基礎から指導します。高校時代の英語
力を受験英語から 英語法律文献の読解力へと転換する機会を提
供したいと思います。あわせて、大学生として恥ずかしくない
日本語力の習得を目指します。英語文献に関してはアメリカ憲
法に関する基本的な文献を読む予定です。日本語力に関しては
名作と呼ばれる小説、歴史書、社会科学の入門書等をできるだ
け多数読んでもらいたいと思っています。教養は他人によって
ではなく自力で付けるのだという契機になればと願っていま
す。クラスでは原則として毎回英語を読み、年に何度か指定し
た教養書についてレポートを提出してもらう予定です。常に積
極的な発言を求めます。同時に、各自が全員のために貢献する
責任があることを理解してもらいたいと思います。ともかく、
大学生として自己の能力を高めたいと真剣に考える学生の参加
を期待します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各自の英語力を向上させる。(知識・理解)

法律英語論文の読み方を習得する。(態度・志向性)

日本語力を養い、社会科学の基本的な図書を抵抗なく理解でき
る。

各国の外交政策に関してその根底的な思想を理解し、説明でき
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

英語文献の予習は必ず行って下さい。（60分）
授業の後はその日に学習した部分について必ず読み直しを行っ
て下さい。（60分）
疑問の箇所が見つかった場合には次週に質問して下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
英語力とアメリカ法に関する知識が着実に向上している。報告
内容に努力の結果が認められる。報告の内容が前回よりも次回
がより充実していること。
評価の方法
報告内容を８０％、レポートを２０％として総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

英文テキストと読書リストは当方で準備します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入授業 ゼミの進め方 読書会の方法
２～29　個別報告・討論 各報告のまとめ

30 総括授業



2019-2010000366-01アメリカ法セミナーⅠ

長谷川　正国

◎法律:A-4,C-3

1.各自の英語力を向上させる。　(A-4)

2.法律英語論文の読み方を習得する。　(C-3)

3.日本語力を養い、社会科学の基本的な図書を抵抗なく理解できる。

4.各国の外交政策に関してその根底的な思想を理解し、説明できる。

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.各自の英語力を向上させる。　(A-4)

2.法律英語論文の読み方を習得する。　(C-3)

3.日本語力を養い、社会科学の基本的な図書を抵抗なく理解できる。　(B-3)

4.各国の外交政策に関してその根底的な思想を理解し、説明できる。　(A-3)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2020000389-01企業実務と法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

畠田　公明

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の社会における私たちの日常生活は、企業と密接な関わり
をもっている。生活のために必要なものは、企業すなわち会社で
あるス－パ－やデパ－トで買い物をし、大学生活を送るために必
要なアパ－トの賃貸借について、不動産会社に仲介を頼み、企業
が経営する地下鉄・バスにより大学まで通学する。さらに、大学
生活4年後は、多数の学生は会社に就職し、あるいは、会社を設
立する人もいる。このような企業社会は、現在、急激に変化を生
じている。
　企業実務に関する法は、会社の総務や法務部に所属する者や企
業専門の弁護士に依存すれば十分であるとはいえなくなり、会社
経営者からビジネスマンに至るまで企業実務の法に関する基礎的
素養が不可欠となっている。
　そこで、本講義は、まず、企業形態、コ－ポレ－ト・ガバナン
ス、内部統制企業、倫理と企業の社会的責任などの総論的部分を
とりあげた後、会社実務に関する様々な法律・諸規定の大要を講
述する。そして、今後学習することとなる、会社法その他の企業
法に関する専門科目を理解するための基本的な知識の習得を目指
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業実務に必要な法律の基礎知識とリーガルマインド（法的思考
力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。(知識・理解)

企業実務に必要な企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取
引や会社のしくみについて理解し、説明することが出来る。(知
識・理解)

企業実務に必要な法律の知識を活かし、法規、判例、契約書など
を読み解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法
的根拠にもとづいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
(技能)

企業実務に必要な企業法制に関する知識を活かし、コーポレート
ガバナンス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に
関する正確な理解のもと、日常生活および企業活動において生起
する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提示するこ
とができる。(技能)

起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて
積極的に取り組む姿勢を持っている。(態度・志向性)

コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に
精通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持って
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の授業の際に、教科書その他の資料等に関して指定された授
業予定の該当頁を事前に読んでおくことが求められる。また、指
定された項目についてレポートの提出が求められるので、授業終
了後、復習して授業内容をまとめておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、企業実務に関する法制度の大要を理解し説明できて
いることである。
評価方法は、定期試験80％、および課題についての提出レポ－ト
20％の割合によって成績評価を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

畠田公明『商法総論・会社法総則』（中央経済社・2018
年）2,500円（税別）【ISBN978-4-502-250217-7】

◎－－－　参考書　－－－◎

『ポケット六法』（有斐閣）
『デイリ－六法』（三省堂）など
　授業の際には、必ず、上記の『ポケット六法』（有斐
閣）、『デイリ－六法』（三省堂）などの最新版の『六
法』（法令集）を持参すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義では、受講生のみなさんが講義に積極的に参加でき
るように、講義中に受講生に質問することもある。
　なお、授業計画の項目数は、必ずしも、講義の回数と一
致しない。授業の進行状況により、1つの項目を数回に分
けて行う場合や、数項目を1回の講義で行う場合もある。
したがって、各回の授業の内容は、適宜、事前に提示す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス、企業社会と法
２　企業形態
３　コ－ポレ－ト・ガバナンス
４　内部統制とコンプライアンス
５　企業倫理と企業の社会的責任
６　商法・会社法の意義・法源等
７　会社の機関
８　会社と従業員
９　会社の営業活動の補助者（代理商等）
10　経営者の責任と株主代表訴訟
11　会社の資金調達と計算書類
12　企業提携と企業買収（Ｍ＆Ａ）
13　契約と法務
14　企業取引
15　知的財産権の保護と法人税等



2019-2020000389-01企業実務と法

畠田　公明

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.企業実務に必要な法律の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）を身に
つけ、日常生活において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。　(A-1)

2.企業実務に必要な企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社の
しくみについて理解し、説明することが出来る。　(A-2)

3.企業実務に必要な法律の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解
き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述
べ、かつ、文章で表現することができる。　(B-1)

4.企業実務に必要な企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナンス
（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理解のも
と、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握し、それについ
て解決のあり方を提示することができる。　(B-2)

5.起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積極的に取
り組む姿勢を持っている。　(C-1)

6.コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精通し、企
業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。　(C-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000360-03憲法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/26　５時限　　

桧垣　伸次

◎－－－　概要　－－－◎

　憲法の本質は、国家権力を制限し、国民の権利を保障するこ
とにあると言われる（近代立憲主義）。このような立憲主義の
思想は、日本にほぼ定着したとも言われているが、それでもな
お様々な憲法問題が起きている。立憲主義が成立した近代市民
革命期とは異なり、国家の役割が増大している現代において
は、憲法問題を考える際には、上述の近代立憲主義の趣旨を踏
まえることがより重要になっているといえよう。
　そこで本講義では、近代立憲主義とはどのような考え方で、
どのような経緯で成立したのかを念頭に置きながら、憲法が定
める人権分野を概観する。日本国憲法が保障する諸権利につ
き、その具体的意味や保障の限界を検討し、理解を深めていき
たい。
　なお、中間試験を実施する。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的人権についての基本的な知識と理解を持っている(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前、講義後に教科書の該当箇所を読むこと（150分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験８割＋中間試験２割とする。
両試験とも、少なくとも１問は論述問題を出す。基本的な考え
方を理解できているかどうか、また、それをふまえて自分の考
えを文章で表現できているかどうかを問う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

武居一正編『基礎からわかる憲法』（嵯峨野書院、2015
年）

◎－－－　参考書　－－－◎

大沢秀介＝大林啓吾編『判例アシスト憲法』（成文堂、
2016年）
君塚正臣編『大学生のための憲法』（法律文化社、2018
年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

私語や携帯電話の使用等、授業の妨害となるような行為は
厳禁とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．憲法とは
2．人権の歴史
3．人権の享有主体
4．基本的人権の限界
5．幸福追求権
6．法の下の平等
7．思想・良心の自由
8．信教の自由
9．表現の自由・総論
10. 表現の自由・各論
11. 経済的自由
12. 適正手続・人身の自由
13. 国務請求権と参政権
14. 生存権
15. 教育を受ける権利・労働基本権

以上はあくまで目安です。
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桧垣　伸次

◎経営法:A-4

1.基本的人権についての基本的な知識と理解を持っている　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/21　５時限　　

桧垣　伸次

◎－－－　概要　－－－◎

　憲法の本質は、国家権力を制限し、国民の権利を保障するこ
とにあると言われる（近代立憲主義）。このような立憲主義の
思想は、日本にほぼ定着したとも言われているが、それでもな
お様々な憲法問題が起きている。立憲主義が成立した近代市民
革命期とは異なり、国家の役割が増大している現代において
は、憲法問題を考える際には、上述の近代立憲主義の趣旨を踏
まえることがより重要になっているといえよう。
　本講義では、憲法総論・統治機構について概観する。人権を
保障するためには、専断的な国家権力を制限することが必要で
ある。そのような人権の保障を支えるために、統治機構がどの
ような原理に基づいて構築され、運用されているかを検討した
い。その前提として、立憲主義とはどのような考え方で、どの
ように成立したか、また、日本国憲法はどのように成立したか
についても検討する。
　なお、中間試験を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

統治機構についての基本的な知識と理解を持っている(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前・講義後に教科書の該当箇所を読むこと（150分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験８割+中間試験２割とする。
両試験とも、少なくとも１問は論述問題を出す。基本的な考え
方を理解できているかどうか、また、それをふまえて自分の考
えを文章で表現できているかどうかを問う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

武居一正編『基礎からわかる憲法』（嵯峨野書院、2015
年）

◎－－－　参考書　－－－◎

大沢秀介＝大林啓吾編『判例アシスト憲法』（成文堂、
2016年）
君塚正臣編『大学生のための憲法』（法律文化社、2018
年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

私語や携帯電話の使用等、授業の妨害となるような行為は
厳禁とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．立憲主義の歴史
2．憲法史
3．国民主権の原理
4．選挙
5．権力分立の原理
6．国会（1）
7．国会（2）
8．内閣
9．裁判所
10．財政
11．地方自治
12．違憲審査制（1）
13．違憲審査制（2）
14．憲法保障
15．平和主義

以上はあくまで目安です。
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桧垣　伸次

◎経営法:A-4

1.統治機構についての基本的な知識と理解を持っている　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。
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 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

　経営法学科１年生を対象とし、ウエストン教授はワシントン大学国際アウト
リーチプログラム（2001～2008年度）・シアトル大学国際学生センター（2009
～現在で10周年となる）と共に、自分の外交官の経験及びの国際関係論やアジ
ア太平洋関係論の研究を活かしながらこの実践的研修カリキュラムを開発しま
した。
　それは主に日米関係、米国司法制度、経営管理、国際ビジネスという、４つ
の学習項目に重点が置かれています。基本的には英語で行われるこのカリキュ
ラムは、「国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ」（４単位）、「国際コミュ
ニケーション・法政事情Ⅱ」（２単位）、「国際コミュニケーション海外研
修」（２単位）という３科目に分かれています。しかし、必要に応じて、重要
な教材等に対する学生の理解度を高めるため日本語も使われます。前期、後期
の授業は学内にて実施されますが、夏季海外研修はシアトル大学で行います。
　このクラスは選考された18 名の学生によって構成され、参加学生は講義、討
論、シアトルで訪問する企業に関する情報収集など、海外研修出発前の準備を
通じて、この経験を最大限に生かすことができます。
シアトルでは、学生はシアトル大学ロースクールおよびビジネススクールの教
授による講義を受けるだけではなく、このコースの学習項目に関連するNPO や
政府機関を訪問します。海外研修については、ウエストン教授（国際関係論）
が現地の講師と共同で行います。シアトルから帰国後は、海外研修での経験を
踏まえて、地元企業の訪問を行い、選んだテーマに関するグループ・プレゼン
テーションの準備をし、このコースの主要な学習テーマについて議論をしま
す。
　既に、324名の学生がこのプログラムに参加し、2001～2015年度クラスは卒業
しています。全参加学生が、気の置けない雰囲気を持つシアトル・クラブのメ
ンバーとなり、卒業生と在学生との間で、いろいろな活動や情報交換をしてい
ます。2018 年、このプログラムは、18 周年を迎えました。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法および政策決定に関した実践的経験を得る。(知識・理解)

法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。(技能)

第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。(知識・理解)

国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を行
う。(態度・志向性)

異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。(知識・理解)

授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述べ
ることができるよ
うになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

■ 予習
　このプログラムは、主に英語による実践的な特別研修コースであることに留
意してください。受講にあたっては、受講生が属することになった各グループ
に一連の課題が与えられます。これらの課題の成果は、各学生の最終成績の一
部として評価されます。課題の中には、１）日米の司法制度、政策、第二次世
界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題、ビジネスおよび文化に関する日本
語あるいは英語の講義資料学習；２）企業・組織内容や関連情報などの講義や
各グループテーマに関するオンライン資料の収集；３）夏季研修のより深い理
解のための講義内容に関する参考資料の学習；４）シアトル（夏季研修）およ
び福岡大学（後期）での口頭発表を充実させるための地元企業・組織の学外調
査；５）書籍および他の参考資料など各グループテーマに関する準備学習；
６）シアトルで行われる夏季研修講義の前に前期で使用した参考資料の再学習
が含まれます。７）受講生には大学で行われるイングリッシュ・プラザに参加
するなど他の学習活動を通じて、言語能力向上を図ることを奨励します。（本
学では、入学後に受験したTOEIC の成績により、外国語の必修科目であるフ
レッシュマン・イングリッシュⅠ～Ⅳ、インターミディエイト・イングリッ
シュⅠ～Ⅳの単位の認定を申請できます。（学修ガイドp. 60 参照））
■ 復習
　講義内容に関する習得知識をしっかりと身につけるために講義でとったノー
トの復習を各学生が行うことを望みます。学生はこのコースで学んだことを福
岡大学や他の機関が提供している短期・長期の研修プログラムなど他の海外学
習で生かすことができます。実際に当研修プログラムを受講した多くの学生が
国際センターのプログラムに参加しています。また、福岡大学以外の海外研修
プログラムに参加する学生もおり、多くの学生が２、３年後の就職活動にこの
コースで達成したことを生かしています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

現地での報告発表、質疑応答の参加度によります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

シアトル大学、企業、非政府団体や自治体事務所からの記
事、報告など。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実施概要
⑴引率者：ステファニーＡ.ウエストン法学部教授（国際
関係論）
⑵対象学生：経営法学科１年次生　18 名
＊ 自らの健康状態で本海外研修参加に支障がないと見込
まれる者。選考決定後、医師の診断によって、海外研修期
間中の学習に耐え得る健康状態でないと判明した場合は、
本海外研修への参加を辞退してもらうことがあります。
⑶実施期間：平成30（2018）年８月16日（木）～８月31日
（金）（16日間）
＊ 海外研修の日程が、前期追試験期間（平成30年８月27
日（月）～８月31日（金））と重複するので、本プログラ
ムを履修する学生は追試験を願い出ることができません。
病気やその他の理由で定期試験を欠席しないよう注意し、
十分に考慮した上で申込みをしてください。
⑷研修地：アメリカ合衆国 ワシントン州 シアトル
⑸受入機関：シアトル大学国際学生センター
⑹宿泊：ホームステイ（２名１組）
⑺費用：現地研修費〔27 万円（予定、原油等の高騰によ
り値上げの可能性あり）〕
＊大学が研修費の一部を補助しています。
＊現地研修費は往復運賃・宿泊費並びに現地の大学の授業
料を含みます。
＊海外旅行医療保険に必ず加入していただきます。
＊ 本プログラムについては、日本学生支援機構の「海外
留学支援制度」の奨学金を申請しています。プログラム採
択後、ご父母の収入状況および本人の成績等によって選考
されます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１・２．口頭プレゼンテーション・スキル I・Ⅱ-ISCイン
ストラクター
３～６．企業訪問またはISCインストラクター指導による
プレゼンテーションの方法論についての講義
７．日系２世退役軍人記念館訪問
講義：アレン・オカモト元司令官による
講義：ミニドカ巡礼について　デイル・ワタナベによる
８．講義：シャロン・サントス下院議員による
９．講義：ワシントン州の弁護士による
10．見学及び講話：スターバックスの代表
11．口頭プレゼンテーション・スキルⅢ-ISC インストラク
ター
12・13．連邦地方裁判所を訪問し、裁判官との会談と裁判
の傍聴
14．講義：貿易発展の連携についてビル・スタッフォード
SU教授による
15．日本総領事と財務担当領事の講義と質疑
16．裁判傍聴
17．チネンSU ロースクール教授による
18・19．口頭プレゼンテーション・スキルⅣ-ISC インスト
ラクター
20．グループ・プロジェクト口頭プレゼンテーション
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Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.法および政策決定に関した実践的経験を得る。　(A-3)

2.法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。　(B-3)

3.第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。　(A-3)

4.国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を
行う。　(C-3)

5.異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。　(A-4)

6.授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述
べることができるよ
うになる。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2020000360-01国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限, 木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

　経営法学科１年生を対象とし、ウエストン教授はワシントン大学国際アウト
リーチプログラム（2001～2008年度）・シアトル大学国際学生センター（2009
～現在で10周年となる）と共に、自分の外交官の経験及びの国際関係論やアジ
ア太平洋関係論の研究を活かしながらこの実践的研修カリキュラムを開発しま
した。
　それは主に日米関係、米国司法制度、経営管理、国際ビジネスという、４つ
の学習項目に重点が置かれています。基本的には英語で行われるこのカリキュ
ラムは、「国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ」（４単位）、「国際コミュ
ニケーション・法政事情Ⅱ」（２単位）、「国際コミュニケーション海外研
修」（２単位）という３科目に分かれています。しかし、必要に応じて、重要
な教材等に対する学生の理解度を高めるため日本語も使われます。前期、後期
の授業は学内にて実施されますが、夏季海外研修はシアトル大学で行います。
　このクラスは選考された18 名の学生によって構成され、参加学生は講義、
討論、シアトルで訪問する企業に関する情報収集など、海外研修出発前の準備
を通じて、この経験を最大限に生かすことができます。
　シアトルでは、学生はシアトル大学ロースクールおよびビジネススクールの
教授による講義を受けるだけではなく、このコースの学習項目に関連するNPO
や政府機関を訪問します。海外研修については、ウエストン教授（国際関係
論）が現地の講師と共同で行います。シアトルから帰国後は、海外研修での経
験を踏まえて、地元企業の訪問を行い、選んだテーマに関するグループ・プレ
ゼンテーションの準備をし、このコースの主要な学習テーマについて議論をし
ます。
　既に、324名の学生がこのプログラムに参加し、2001～2015年度クラスは卒
業しています。全参加学生が、気の置けない雰囲気を持つシアトル・クラブの
メンバーとなり、卒業生と在学生との間で、いろいろな活動や情報交換をして
います。2018 年、このプログラムは、18 周年を迎えました。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法および政策決定に関した実践的経験を得る。(知識・理解)

法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。(技能)

第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。(知識・理解)

国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を行
う。(態度・志向性)

異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。(知識・理解)

授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述べ
ることができるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

■ 予習
　このプログラムは、主に英語による実践的な特別研修コースであることに留
意してください。受講にあたっては、受講生が属することになった各グループ
に一連の課題が与えられます。これらの課題の成果は、各学生の最終成績の一
部として評価されます。課題の中には、１）日米の司法制度、政策、第二次世
界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題、ビジネスおよび文化に関する日本
語あるいは英語の講義資料学習；２）企業・組織内容や関連情報などの講義や
各グループテーマに関するオンライン資料の収集；３）夏季研修のより深い理
解のための講義内容に関する参考資料の学習；４）シアトル（夏季研修）およ
び福岡大学（後期）での口頭発表を充実させるための地元企業・組織の学外調
査；５）書籍および他の参考資料など各グループテーマに関する準備学習；
６）シアトルで行われる夏季研修講義の前に前期で使用した参考資料の再学習
が含まれます。７）受講生には大学で行われるイングリッシュ・プラザに参加
するなど他の学習活動を通じて、言語能力向上を図ることを奨励します。（本
学では、入学後に受験したTOEIC の成績により、外国語の必修科目であるフ
レッシュマン・イングリッシュⅠ～Ⅳ、インターミディエイト・イングリッ
シュⅠ～Ⅳの単位の認定を申請できます。（学修ガイドp. 60 参照））
■ 復習
　講義内容に関する習得知識をしっかりと身につけるために講義でとったノー
トの復習を各学生が行うことを望みます。学生はこのコースで学んだことを福
岡大学や他の機関が提供している短期・長期の研修プログラムなど他の海外学
習で生かすことができます。実際に当研修プログラムを受講した多くの学生が
国際センターのプログラムに参加しています。また、福岡大学以外の海外研修
プログラムに参加する学生もおり、多くの学生が２、３年後の就職活動にこの
コースで達成したことを生かしています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト・中間試験・報告・質疑応答等による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

シアトル大学、企業、非政府団体や自治体事務所からの記
事、報告など。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.はじめに
2-3.日米の認識ギャップとライフスタイル
4-5.日米関係概要
6-7.米国政府
8-15.シアトルでの講義を振り返って
16-19.ロール・プレイ
20-21.シアトルの企業
22-25.インタビュー準備
26-29.読書感想文の提出と口頭発表
30.まとめ



2019-2020000360-01国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.法および政策決定に関した実践的経験を得る。　(A-3)

2.法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。　(B-3)

3.第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。　(A-3)

4.国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を
行う。　(C-3)

5.異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。　(A-4)

6.授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述
べることができるようになる。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2020000448-01国際コミュニケーション・法政事情Ⅱ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

　経営法学科１年生を対象とし、ウエストン教授はワシントン大学国際アウト
リーチプログラム（2001～2008年度）・シアトル大学国際学生センター（2009
～現在で10周年となる）と共に、自分の外交官の経験及びの国際関係論やアジ
ア太平洋関係論の研究を活かしながらこの実践的研修カリキュラムを開発しま
した。
　それは主に日米関係、米国司法制度、経営管理、国際ビジネスという、４つ
の学習項目に重点が置かれています。基本的には英語で行われるこのカリキュ
ラムは、「国際コミュニケーション・法政事情Ⅰ」（４単位）、「国際コミュ
ニケーション・法政事情Ⅱ」（２単位）、「国際コミュニケーション海外研
修」（２単位）という３科目に分かれています。しかし、必要に応じて、重要
な教材等に対する学生の理解度を高めるため日本語も使われます。前期、後期
の授業は学内にて実施されますが、夏季海外研修はシアトル大学で行います。
　このクラスは選考された18 名の学生によって構成され、参加学生は講義、討
論、シアトルで訪問する企業に関する情報収集など、海外研修出発前の準備を
通じて、この経験を最大限に生かすことができます。
シアトルでは、学生はシアトル大学ロースクールおよびビジネススクールの教
授による講義を受けるだけではなく、このコースの学習項目に関連するNPO や
政府機関を訪問します。海外研修については、ウエストン教授（国際関係論）
が現地の講師と共同で行います。シアトルから帰国後は、海外研修での経験を
踏まえて、地元企業の訪問を行い、選んだテーマに関するグループ・プレゼン
テーションの準備をし、このコースの主要な学習テーマについて議論をしま
す。
　既に、324名の学生がこのプログラムに参加し、2001～2015年度クラスは卒業
しています。全参加学生が、気の置けない雰囲気を持つシアトル・クラブのメ
ンバーとなり、卒業生と在学生との間で、いろいろな活動や情報交換をしてい
ます。2018 年、このプログラムは、18 周年を迎えました。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法および政策決定に関した実践的経験を得る。(知識・理解)

法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。(技能)

第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。(知識・理解)

国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を行
う。(態度・志向性)

異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。(知識・理解)

授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述べ
ることができるよ
うになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

■ 予習
　このプログラムは、主に英語による実践的な特別研修コースであることに留
意してください。受講にあたっては、受講生が属することになった各グループ
に一連の課題が与えられます。これらの課題の成果は、各学生の最終成績の一
部として評価されます。課題の中には、１）日米の司法制度、政策、第二次世
界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題、ビジネスおよび文化に関する日本
語あるいは英語の講義資料学習；２）企業・組織内容や関連情報などの講義や
各グループテーマに関するオンライン資料の収集；３）夏季研修のより深い理
解のための講義内容に関する参考資料の学習；４）シアトル（夏季研修）およ
び福岡大学（後期）での口頭発表を充実させるための地元企業・組織の学外調
査；５）書籍および他の参考資料など各グループテーマに関する準備学習；
６）シアトルで行われる夏季研修講義の前に前期で使用した参考資料の再学習
が含まれます。７）受講生には大学で行われるイングリッシュ・プラザに参加
するなど他の学習活動を通じて、言語能力向上を図ることを奨励します。（本
学では、入学後に受験したTOEIC の成績により、外国語の必修科目であるフ
レッシュマン・イングリッシュⅠ～Ⅳ、インターミディエイト・イングリッ
シュⅠ～Ⅳの単位の認定を申請できます。（学修ガイドp. 60 参照））
■ 復習
　講義内容に関する習得知識をしっかりと身につけるために講義でとったノー
トの復習を各学生が行うことを望みます。学生はこのコースで学んだことを福
岡大学や他の機関が提供している短期・長期の研修プログラムなど他の海外学
習で生かすことができます。実際に当研修プログラムを受講した多くの学生が
国際センターのプログラムに参加しています。また、福岡大学以外の海外研修
プログラムに参加する学生もおり、多くの学生が２、３年後の就職活動にこの
コースで達成したことを生かしています。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト・中間試験・報告・質疑応答等による。

◎－－－　テキスト　－－－◎

シアトル大学、企業、非政府団体や自治体事務所からの記
事、報告など。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.反省
2.発表準備
3.九州の企業①
4.中間試験
5.九州の企業②
6-7.発表準備
8.フィールドワーク
9-14.グループテーマの発表
15.まとめ



2019-2020000448-01国際コミュニケーション・法政事情Ⅱ

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.法および政策決定に関した実践的経験を得る。　(A-3)

2.法および政策の社会への比較的影響に関しての分析力を養う。　(B-3)

3.第二次世界大戦の日系アメリカ人の社会正義の問題を理解する。　(A-3)

4.国内および海外での企業・事務所訪問から得た情報を取り入れた口頭発表を
行う。　(C-3)

5.異文化間体験を通じ枠組に捉われない考え方を修得する。　(A-4)

6.授業、外部での研修またはホームスティなどを通して自分の意見を英語で述
べることができるよ
うになる。　(A-4)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000364-03裁判制度概論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

武士俣　敦

◎－－－　概要　－－－◎

　2001年6月に政府の司法制度改革審議会意見書が発表され、
21世紀の日本の司法制度づくりがスタートしたが、いまだ道半
ばである。かえって改革の理念に逆行する動きもみられる。法
を専門的に学ぶ人たちには、たとえ法曹資格者になるのでなく
とも、司法制度改革の根本課題、すなわち、「法の精神、法の
支配がこの国の血となり肉となるために」一定の指導的役割を
はたすことが期待されるであろう。このような観点から、受講
者には裁判の制度と過程について基本的知識を身につけ、日本
の裁判をめぐる諸問題について理解を深めてほしいと思う。訴
訟社会はよくない？そんなことはない！
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

裁判という作用の意味を理解し、説明できる。  (知識・理解)

日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。 (知識・理
解)

裁判手続の基礎を理解し、説明できる。 (知識・理解)

必要な法律の条文や文献を参照し、裁判制度に関するレポート
を作成できる。 (技能)

日本の司法のあり方をめぐる問題について意見をもつことがで
きる。(態度・志向性)

憲法訴訟の意味、制度を理解し、説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習・復習事項は授業の各回ごとに異なる。授業計画が各回
の授業に対応しているので、毎回指定した教科書の該当箇所を
読み、わからないことを調べておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　福岡大学学則第36条に定める「試験」にもとづき、福岡大学
成績考査規程第２条にしたがい、「試験時に筆記によって行う
もの」の「得点」によって評価する。論述式設問の場合には、
主に論点の把握の程度、論旨の明確性、用語の使用の適切性に
より評点する。客観式設問の場合には、正答数により評点す
る。なお、小テストあるいはレポートを実施する場合には、そ
の結果を成績評価の補助資料とすることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

市川正人・酒巻匡・山本和彦「現代の裁判」第７版（有斐
閣　2017年） ISBN 978-4-641-22095-9

◎－－－　参考書　－－－◎

　テキスト巻末に挙げられている裁判法関係の文献を関心
と必要に応じて適宜参照するとよい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講の際には必ず「六法」を用意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1　導入
 2　民事裁判の原理
 3　刑事裁判の原理
 4　裁判所の種類
 5　審級制
 6　法律家とその役割（１）：裁判官
 7　法律家とその役割（２）：検察官と弁護士
 8　民事事件の裁判手続（１）訴え、争点整理
 9　民事事件の裁判手続（２）証拠調、判決
10　家事事件の裁判手続
11　刑事事件の裁判手続（１）：捜査
12　刑事事件の裁判手続（２）：公判
13　憲法問題と裁判
14　国民の司法参加
15　司法へのアクセス



2019-2010000364-03裁判制度概論

武士俣　敦

◎法律:A-1,A-2,B-2,C-1

1.裁判という作用の意味を理解し、説明できる。  　(A-1)

2.日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。 　(A-1)

3.裁判手続の基礎を理解し、説明できる。 　(A-1)

4.必要な法律の条文や文献を参照し、裁判制度に関するレポートを作成でき
る。 　(B-2)

5.日本の司法のあり方をめぐる問題について意見をもつことができる。　(C-1)

6.憲法訴訟の意味、制度を理解し、説明できる。　(A-2)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-1,A-2,B-2,C-1

1.裁判という作用の意味を理解し、説明できる。  　(A-1)

2.日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。 　(A-1)

3.裁判手続の基礎を理解し、説明できる。 　(A-1)

4.必要な法律の条文や文献を参照し、裁判制度に関するレポートを作成でき
る。 　(B-2)

5.日本の司法のあり方をめぐる問題について意見をもつことができる。　(C-1)

6.憲法訴訟の意味、制度を理解し、説明できる。　(A-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000471-02政治学入門「16台以降 JJ6-10」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

櫛田　久代

◎－－－　概要　－－－◎

　代表制民主主義と市民の参加について学ぶ授業です。現代に
生きる私たちは、古代ギリシャの哲学者プラトンやアリストテ
レスがいう「正義」あるいは「公共善」の理想を政治社会の価
値観として共有しているわけではありません。かりに「正義」
あるいは「公共善」が重要だと認識していたとしても、その中
身については、私たちの中で大きな違いがあります。民主主義
の難しさは多様な意見や利害をもちかつ多数からなる市民で構
成される政治社会において、争点ごとに一つの集合的な意思決
定を行わなければならないところにあります。民意不在の政
治、政治不信、民主政治の機能不全という現代政治に対する批
判は容易ですが、まずは、この政治学入門の授業を通して、現
代の民主主義制度と政治参加について学ぶところから始めたい
と思っています。
　授業は、配布するプリントを中心に授業を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政治学に関する基礎知識を身に付け、政治参加の方法について
考えられる。(態度・志向性)

政治学用語を用いて、政治的諸問題について説明することがで
きる。(技能)

政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。
(態度・志向性)

政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。(知
識・理解)

法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と
政治のあり方を考えられるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：日頃から時事ニュースに関心を持って下さい。
復習：授業内でわからなかったことは、解決するようにして下
さい。　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：
・政治的用語を用いて、現代社会の諸問題を論理的に説明でき
る。
・現代の政治社会の諸問題を構造的に理解し、自分の考えを述
べることができる。

成績評価方法：
定期試験70％, 授業内に適宜行う小レポートないし小テスト
30％。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。配布資料を用います。

◎－－－　参考書　－－－◎

佐々木毅『民主主義という不思議な仕組み』ちくまプリマ
―新書、2007年　ISBN 978-4-480-68765-4

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 代表制民主主義
3 主権、ルソーの問いかけ
4 民主政治における多数支配／少数支配
5 政治参加の拡大と大衆民主主義の時代
6 価値相対主義と民主政治
7 集合的意思決定と政策形成
8 政策形成過程における多様なアクター
9 市民的不服従、ソローの問いかけ
10 政治的異議申立ての諸相（１）
11 政治的異議申立ての諸相（２）
12 政治的異議申立ての諸相（３）
13 市民教育（１）
14 市民教育（２）
15 まとめ



2019-2010000471-02政治学入門「16台以降 JJ6-10」

櫛田　久代

◎法律:A-3,B-3,B-5,C-1,C-2

1.政治学に関する基礎知識を身に付け、政治参加の方法について考えられる。
　(C-2)

2.政治学用語を用いて、政治的諸問題について説明することができる。　(B-3)

3.政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。　(C-1)

4.政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。　(A-3)

5.法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり方
を考えられるようになる。　(B-5)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-3,C-3

1.政治学に関する基礎知識を身に付け、政治参加の方法について考えられる。
　(C-3)

2.政治学用語を用いて、政治的諸問題について説明することができる。　(A-3)

3.政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。　(C-3)

4.政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。

5.法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり方
を考えられるようになる。

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。
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 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限, 木・３時限　　試験時間割：2020/01/20　３時限　　

長谷川　正国

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、ウィーン体制の成立から国際連盟の設立までの特
定国に限定されない世界的な外交史を対象とします。国家間の
外交のみならず、国際機構およびその他の国際政治主体の国際
活動の歴史も対象にするという意味では、一種の国際政治史と
いうことができます。ただし、その中心は各国の外交活動の実
証的検討です。また、本講義では、講義の第一次的基礎は条約
を含む信頼できる国際文書におかれます。その意味では本講義
を条約史論ということもできます。
　国際化が日々進行する現代社会において、外交史は、専門科
目であると同時に、我々が習得しなければならない教養の一つ
です。国際社会で今発生している諸問題はすべて過去との連続
性を持ちます。したがって、国際関係に関する正確な歴史的知
識なしに現在を語ることはできません。また、我々は、個人と
してあらゆる局面で政治的な判断および選択を迫られますが、
合理的な意思決定はやはりこうした知識に依存するといえま
す。
　本講義は法学部学生を対象とするので、各主題の解説にあ
たっては必要に応じて国際法的評価を加えたいと考えていま
す。外交史に関する知識はいっそうの厚みを増し、国際法に関
する知識は実践的に修得されます。最後に、重要な国際文書
（多くは国際条約）の内容を知得しうることは、人類の英知の
一端を自らの学習対象としうる法学部学生の特権であることを
強調したいと考えます。なぜなら、それらは、しばしば、優れ
た法律家が所与の困難な政治状況という制約のなかで苦心惨憺
して案出したより良い未来のためのプランであるからです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界的事件が発生するときには百科辞典または国際関係法辞典
等を利用してそれに関する的確な情報を発見することができ
る。(技能)

歴史問題に関する名著と呼ばれる本を楽しんで読む習慣をつけ
る。(態度・志向性)

新聞等で国際問題に関する記事を発見する際にはその法的およ
び歴史的背景を説明することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画をよく読んで次回の講義内容を教科書で予習してお
くこと。（60分）
　講義の際に配布したレジュメと教科書をよく読み講義の内容
を再確認しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準
　定期試験の場合　世界外交史の流れを正確に把握し自分の言
葉で表現しているかを評価の基準とする。
　読書感想文の場合　読書リストの中から一冊を選択し、その
感想を独自の観点から自分の言葉で表現しているかを評価の基
準とする。
　評価の方法
　定期試験の成績を９割、提出されたレポートの評価を１割と
して総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　入江啓四郎・大畑篤四郎著『重訂外交史提要』（成文
堂）を使用します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義の進展に応じて、適宜参考書を指示します。
　なお、講義の開始時に基本的な参考書と読書リストを配
布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義は授業計画に従って進めますが、１つの項目が２回
の講義にわたることがあります。
　講義の内容に関する質問は大歓迎ですので、講義終了後
に遠慮なく質問して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス：外交史とは何か
2　ウィーン体制前史
3　ウィーン体制の仕組みと機能
4　ウィーン体制の動揺
5　ナポレオン三世とクリミヤ戦争
6　ドイツ統一前のビスマルク外交
7　ドイツ統一後のビスマルク外交(I)
8　ドイツ統一後のビスマルク外交(II)
9　フランス・ロシア協商
10　イギリス・フランス協商
11　極東華夷秩序の動揺と崩壊
12　中国の開国
13　日本の開国
14　明治新政府の外交課題
15　日清戦争外交
16　日露戦争外交
17　アメリカ外交の起源
18　モンロー主義
19　南北戦争とアメリカ外交
20　モンロー主義の展開と変質
21　アメリカ極東外交の展開
22　カイザーの自縛外交
23　第一次世界大戦と戦局の推移
24　日本の参戦外交
25　アメリカ参戦の経緯
26　ロシア革命と第一次世界大戦
27　諸講和条約の締結とその実施
28　国際連盟規約の作成とその概要
29　ヴェルサイユ体制の成立とその問題点
30　ワシントン体制の成立とその意義
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長谷川　正国

◎法律:B-3,C-3

1.世界的事件が発生するときには百科辞典または国際関係法辞典等を利用して
それに関する的確な情報を発見することができる。　(B-3)

2.歴史問題に関する名著と呼ばれる本を楽しんで読む習慣をつける。　(C-3)

3.新聞等で国際問題に関する記事を発見する際にはその法的および歴史的背景
を説明することができる。　(C-3)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:B-2,C-3

1.世界的事件が発生するときには百科辞典または国際関係法辞典等を利用して
それに関する的確な情報を発見することができる。　(B-2)

2.歴史問題に関する名著と呼ばれる本を楽しんで読む習慣をつける。　(C-3)

3.新聞等で国際問題に関する記事を発見する際にはその法的および歴史的背景
を説明することができる。　(C-3)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミは、英語による法学の基礎的知識の修得を目指してい
ます。受講生は、指定教科書の各Chapter について、音読およ
び英文和訳を行った上で、それに基づく少人数グループでの話
し合いと受講生全員の前での英語による口頭報告（2～3分）を
行います。受講生は、各Chapterに関連するトピックについて、
英語で自分の意見をまとめ、英語で意見交換を行います。
　担当教員は、英語のノン・ネイティブ・スピーカーですが、
日本語が必要な時（英文和訳の時など）以外はできるだけ英語
を使って授業を進めたいと考えていますので、受講生の皆さん
も、英語の得意・不得意に関わらず、積極的にコミュニケー
ションをとろうという姿勢が必要となります。
　なお、合宿およびレクリエーションの予定はありません。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活において生起する法的諸問題について理解し、説明す
ることができる。(知識・理解)

国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、
国際関係について理解し、説明することができる。(知識・理
解)

人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）について
の基本的な知識と理解を持っている。(知識・理解)

国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国
際取引において生起する法的問題を把握し、それについて解決
のあり方を提示することができる。(技能)

コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識
に精通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を
持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定した文献の読解・和訳。（学習時間の目安：90分）
復習：授業を受けて、予習段階で分からなかったところを確認
し、疑問点を解消する。（学習時間の目安：30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、到達目標に照らし、次のように配分する。
音読　7回分21％
和訳　7回分21％　
グループでの話し合いにおける協調性・積極性　各章につき2
回＝14回分14%
グループ報告の内容　7回分42%
ゼミ運営への貢献（議論の促進等）　2％

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業第４回目開始前までに、下記の教科書を購入してくだ
さい。
　Richard Powell 他『Law in Japan, Law in the World （英語
で学ぶ日本の法、世界の法）』（朝日出版社、２０１２
年）１９００円税別

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この授業では、英語による法学の基礎知識習得を目指
し、受講者による音読と和訳を平常点として評価します。
音読はニュース素材と教科書の各章について行います。1
ターム（3回分）につき、全員が1度は音読を行うことにな
ります。また、各章につき、和訳も全員提出してもらいま
す。
　ゼミナール形式の授業の利点を活かし、個人のスキル
アップとともに、グループワークによる英語での意見発表
の機会を設けています。グループワークを通じて、自分と
他者への気遣い、尊重をいかに調和させるかを学びます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 担当教員自己紹介、オリエンテーション、英語力テ
スト（グループ分け参考資料）
2 ̃ 4 グループ分け、受講生自己紹介、アイスブレイキ
ング、図書館ツアー
5 Chap.1 Law in daily life
(1)　ニュース素材およびリスニング素材を使ってリスニン
グと音読。

(2)　教科書の音読、グループワークによる内容理解、
教科書の解説。
6 Chap. 1 Law in daily life

(1)　 ニュース素材およびリスニング素材を使ってリ
スニングと音読。

(2)　 教科書の音読、グループワークによる報告準
備。
7 Chap. 1 Law in daily life

(1)　 ニュース素材およびリスニング素材を使ってリ
スニングと音読。

(2)　 教科書の音読、グループ報告。

8～10 Chap. 2 Legal systems around the world　5～7の流
れと同じ。
11～13 Chap. 5 Evolution of modern Japanese law　同上。
14～15 後期の学習に向けての評価と課題：向上させる
べき点の整理
16 後期グループ再編成
17～19 Chap. 6 The constitution　同上。
20～22 Chap. 12 International law　同上。
23～25 Chap. 15 Gender and racial equality laws　同上。
26～28 Chap. 16 Human rights law　同上。
29～30 総括：2年次以降の学習に向けての評価と課題
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萩原　一樹

◎経営法:A-1,A-3,A-4,B-3,C-3

1.アジア太平洋地域における動向について、日米中の外交政策及び地域問題の
解釈を通じて、いろいろな角度から検証する。

2.アジア太平洋地域における日米中の外交政策及び地域問題の分析力を養う。

3.アジア太平洋地域の国際問題をより深く理解をすることができる。

4.講義、本、小テスト、期末試験を通じて、アジア太平洋地域をはじめとする
グローバル化する世界の状況について意識を高める。

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-05法学部入門ゼミ「JB02B」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

折登　美紀

◎－－－　概要　－－－◎

このゼミでは、法学部で法学を学んでいく際に必要とされる能
力（体系的思考、抽象的思考、論理的思考等）と基礎知識（六
法のひきかた、議論の仕方、レジュメの書き方、図書館の使い
方等）を習得することを目的とします。法学を学ぶには、抽象
的思考や体系的思考が必要であるとされています。なぜなの
か？これを考えながら、法学部生らしい勉学ができるように、
助言・指導をしていきます。テキストとして『法学部スタディ
ガイド』を使用するとともに、法学の学習に資する書物あるい
は資料を使用する予定です。これについては、授業開始時に説
明します。ゼミは少人数で行われ、自分の意見を言うことがで
きる場です。各自が積極的に質問、発言をすることが求められ
ています。なお、ゼミの締めくくりとして、各自レポートを提
出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法学についての基本的事項を理解する。(知識・理解)

社会的事象を、法学的視点から眺め、自分の意見を構築し、発
信する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業中に、次の時間行う事柄を示し、予習すべき課題を指示し
ます。
次の時間までに準備をしておいてください。
毎時の授業につき、予習（60分）及び復習（60分）をするこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミにおける積極性（発言・質問・報告）、文献や資料の調べ
方の把握と活用、レジュメの作成、レポート等をみて評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『法学部スタディガイド』
その他、書物及び資料（ゼミの開始時に説明する）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『法学部スタディガイド』及び最新版の六法を持ってきて
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス
2　ゼミの運営と役割分担
3～14　法学部スタディガイドの内容及び報告
　　　（この間に、図書館実習を行う）
15　まとめ



2019-2010000340-05法学部入門ゼミ「JB02B」

折登　美紀

◎法律:A-4,C-1

1.法学についての基本的事項を理解する。　(A-4)

2.社会的事象を、法学的視点から眺め、自分の意見を構築し、発信する。　
(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.法学についての基本的事項を理解する。　(A-4)

2.社会的事象を、法学的視点から眺め、自分の意見を構築し、発信する。　
(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-10法学部入門ゼミ「JB01A」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武居　一正

◎－－－　概要　－－－◎

　何事にもそれなりのテクニックがあります。法学部で頑張ろ
うと思っている君に、効率的な学び方のコツをこそーっと教え
ます。
　初めて法律を学ぶに際して不安があると思うけれど、それを
みんな取り払ってしまうためのゼミです。
　具体的には、大学での勉強の仕方から、法律の読み方や判例
の読み方まで、その奥義を伝授します。
　勿論、机に座っての勉強だけがためになる訳ではないから、
積極的に教室の外にも出たいと思っています。例えば、裁判の
傍聴などです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律学の学び方のコツを身に付ける。(知識・理解)

現代社会で生じている諸問題に関心を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習・指示されたテーマについて調べたり、配布されたレ
ジュメやテキストに目を通してくること。30分～１時間程度。
　復習・その日のうちに、その日のポイントが何であったか確
認すること。30分～１時間程度。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミへの積極的な関わり方、例えば発言の積極性、その内
容、質問の内容など、および法学部での学び方の理解度に応じ
て評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　先ず、武居著『新入生のための法学部必勝学習法』、法
律文化社、２０１６年を用います。
　その他は未定。講義中に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　頑張ろうという気持ちを忘れないで、努力すること。
　毎回必ず発言すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ゼミの進め方、自己紹介など
２～６．法学部での勉強の仕方
７～１１．法律・判例の読み方
１２～１３．裁判傍聴
１４～１５．まとめ



2019-2010000340-10法学部入門ゼミ「JB01A」

武居　一正

◎法律:A-4,C-1

1.法律学の学び方のコツを身に付ける。　(A-4)

2.現代社会で生じている諸問題に関心を持つ。　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.法律学の学び方のコツを身に付ける。　(A-4)

2.現代社会で生じている諸問題に関心を持つ。　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-11法学部入門ゼミ「JB02A」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田中　孝和

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習では、大学生として必要なスキルを身につけるとと
もに、法学部で学んでいくうえで必要な基礎知識（法とはなに
か、条文の読み方、法の解釈など）について、習得してもらう
ことを目的としています。
参加者には、何らかの形で毎回、発言を求めるようにしたいと
思います。
またそれに関連した予習・復習、宿題を課すこととします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法学についての基本的な知識と理解を持っている。(知識・理
解)

法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解
決しようとする姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の終了時に次回すべきことを法学部スタディガイドにて指
示します。指示された内容を予習しましょう（予習120分）。
また授業において学習したことを復習しておきましょう（復習
120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

大学生にとって身につけるべき技術及び法学部生として必要な
知識を得ることができているか、授業中の課題（グループワー
クを含む）、宿題、プレゼンテーション、レポート等の方法で
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

法学部スタディガイドの他
なせば成る!編集委員会『スタートアップセミナー 学修マ
ニュアル なせば成る! 』(山形大学出版会、2017年）。 最
新版の六法（ポケット六法、デイリー六法など）も必要で
す。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

法学部スタディガイド、上記テキストおよび
最新版の六法（ポケット六法やデイリー六法など）を毎回
必ず持参してください。毎回何らかの形で使用します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス
2.六法の使い方
3-14
　法学部スタディガイドおよび資料に基づき、
法学部での学び方、法律学を学ぶための基礎知識、判例の
読み方などを学習する。
また、プレゼンテーションの方法、レポートの作成の方法
などについても学ぶ。
15　まとめ



2019-2010000340-11法学部入門ゼミ「JB02A」

田中　孝和

◎法律:A-4,C-1

1.法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようとす
る姿勢を持っている。　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようとす
る姿勢を持っている。　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-13法学部入門ゼミ「JB03B」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

谷川　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　高校までの授業とは異なり、大学では、なにかを「覚える」
ことだけでは学習は完了しません。現象から疑問点を見出し、
その疑問について調べ、考え、意見を表明して他人と議論し、
考えを発展させていく。このような一連のプロセスこそが大学
における学びの中核を為します。
　このゼミでは、法学部におけるそのような学びを実現するた
めの基本的事項を身につけることを目的とします。具体的に
は、学部が配布する『法学部スタディガイド』を用いて、六法
の使い方、条文の読み方、判例や文献の調べ方、報告やその準
備のやり方などを体得し、同時に、忌憚なく議論できる友人関
係を構築することを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の裁判制度の概要を説明できる(知識・理解)

現代社会が抱える法的課題を解決する姿勢を持つ(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業での議論に参加できるよう予習・復習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

法学部で学ぶ上で必要となる基礎的な事項が体得できているか
どうかを、報告内容・事前準備の程度・議論への参加の度合い
等を考慮して判定する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

学部が配布する『法学部スタディガイド』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最新版の六法を持参すること（デイリー六法、ポケット六
法等の小型のものでよい）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス
2-14　法学部スタディガイドによる学習・議論
15　まとめ



2019-2010000340-13法学部入門ゼミ「JB03B」

谷川　和幸

◎法律:A-4,C-1

1.日本の裁判制度の概要を説明できる　(A-4)

2.現代社会が抱える法的課題を解決する姿勢を持つ　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.日本の裁判制度の概要を説明できる　(A-4)

2.現代社会が抱える法的課題を解決する姿勢を持つ　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-15法学部入門ゼミ「JB04A」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野田　龍一

◎－－－　概要　－－－◎

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。入門ゼミと
は、皆さんのために、法律学の勉強を始めるにあたって、その
手ほどきをするゼミです。この入門ゼミでは、身近な法律問題
から出発して、皆さんの勉強に役立つように努力します。
　まず、覚せい剤に関する刑事裁判を素材に、模擬裁判をしま
す。そのうえで、希望者は、福岡地方裁判所で、刑事裁判を傍
聴します。
　つぎに、キャッチセールスにつかまったときのために、クー
リングオフのはがきを書いたり、交通事故にあったときのため
に、示談書を作成したりします。消費者生活センターで、現状
を調査します。
　さらに、アルバイト先でのトラブル解決について勉強しま
す。賃金・労働時間・バイト先でのいじめ・セクハラなどで
困った体験はありませんか。
　また、警察に逮捕されてから刑務所をでるまでの過程を勉強
します。あわせて、警察署・検察庁・裁判所のしくみを学びま
す。とくに、警察や検察における模擬取調をします。希望者
は、県警本部・福岡地方検察庁などを見学します。
　最後に、法科大学院や法学研究科への進学を含めて、法学部
で勉強するうえでの心構えについて、一緒に学習します。２・
３年生と一緒に、弁護士先生や・裁判所職員・書記官などの講
演会に参加します。
　半年間ですが、楽しい、充実したゼミになるようにがんばり
ます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律学の諸々の概念について基本的な知識と理解を持ってい
る。(知識・理解)

ゼミで学んだ知識を生かして、身の回りに起きている法律諸問
題を積極的に解決する意欲を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスに示しているテーマについて、あらかじめ、２時間か
けて、新聞などで各自で調べ、問題意識をもってください。ま
た、毎回の授業の最後に、さらに発展問題を示します。２時間
かけてその発展問題を考え復習してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　以下の各項目を評価基準として成績評価します。
　各テーマについて、問題点は何か、について説明できるか。
　各テーマについて、裁判例・学説状況を理解しているか。
　各テーマについて、自分の考えを明確に主張できるか。
　評価方法・割合は、口頭プレゼンテーション５０％およびレ
ポート５０％とします。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しません。毎回プリントを配布し、それ
をテキストにします。

◎－－－　参考書　－－－◎

井上薫『法廷傍聴へ行こう』　ISBN 4-587-03202-6
菊田幸一『日本の刑務所』　ISBN 4-00-430794-5
原島重義『市民法の理論』　ISBN 978-4-423-73113-0
『2019年版法学部スタディガイド』を参照することがあり
ます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　このゼミを通じて、法律学の勉強にぜひ興味を持ってく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
２．刑事事件についての模擬裁判
３．クーリングオフができるとき
４．少額訴訟のやりかた
５．交通事故にあったら
６．示談のやりかた
７．アルバイトの法律問題
８．警察に逮捕されたら
９．少年院・少年刑務所・少年法
１０．死刑制度について
１１．裁判員裁判について
１２．犯罪被害者になったら
１３．警察署・検察庁・裁判所のしくみ
１４．法律家の養成と将来の進路について
１５．これからの法律学の勉強について



2019-2010000340-15法学部入門ゼミ「JB04A」

野田　龍一

◎法律:A-4,C-1

1.法律学の諸々の概念について基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.ゼミで学んだ知識を生かして、身の回りに起きている法律諸問題を積極的に
解決する意欲を持っている。　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.法律学の諸々の概念について基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.ゼミで学んだ知識を生かして、身の回りに起きている法律諸問題を積極的に
解決する意欲を持っている。　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-18法学部入門ゼミ「JB03A」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

大学では、講義形式の授業だけでなく、課題について自分で調
査・報告し、他の受講者と討論するゼミ形式の授業を行いま
す。法学部入門ゼミでは、積極的に学ぶ姿勢を作り上げていき
ます。
このゼミでは、数名ずつのグループに分かれて、担当教員が用
意する現代日本と国際社会に関連するキーワードの中から、報
告する課題を選び、調査し、発表を行います。報告担当グルー
プ以外のグループに所属する受講者は、報告を聴いて疑問に
思った点や自分の意見などを積極的に発言し、討論を行いま
す。このゼミを通じて、みなさんの報告や討論の能力だけでな
く、コミュニケーション能力、調整能力の向上も図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）について
の基本的な知識と理解を持っている。(知識・理解)

みずから企画を立案し、その実現に向けて積極的に取り組む姿
勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：報告担当グループは、報告の準備をしっかりしてきてく
ださい。報告担当以外のグループの受講生は、次回の報告の
テーマに関して、新聞記事や論文などで情報を整理し、質問を
考え、討論に備えてください。（学習時間の目安：60分から90
分）
復習：授業後は、自分の関心を広げられるように、報告内容と
討論を整理してください。（学習時間の目安：30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容、討論への参加、他の受講者との協力・対話における
姿勢を基準に、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『法学部スタディガイド』

◎－－－　参考書　－－－◎

『法律用語辞典』第4版（有斐閣）
『ポケット六法』（平成29年度版）（有斐閣）
『国際条約集』（2017年版）（有斐閣）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

このゼミは、自分のグループの報告だけ済ませばよいとい
う授業ではありません。ほかの受講者の報告を聴いて、自
分の関心を広げられるよう、討論にも積極的に参加してく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス　グループ分け　報告テーマの決定
2～4　スタディガイド講読
5～14　グループ報告
15　総括
第1回から第4回までの間に図書館ツアーも行いたいと思い
ます。



2019-2010000340-18法学部入門ゼミ「JB03A」

萩原　一樹

◎法律:A-4,C-1

1.人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な知
識と理解を持っている。　(A-4)

2.みずから企画を立案し、その実現に向けて積極的に取り組む姿勢を持ってい
る。　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な知
識と理解を持っている。　(A-4)

2.みずから企画を立案し、その実現に向けて積極的に取り組む姿勢を持ってい
る。　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-02法学部入門ゼミ「JB01B」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

廣澤　孝之

◎－－－　概要　－－－◎

法学部の学生が、これからのさまざまな法律・政治科目を履修
するうえで不可欠となる基礎的な能力を涵養する。具体的には
文献の検索の仕方、文献(一部英語を含む)の読解方法、講義
ノートの取り方、良い質問をするための方法と手順、レポート
の作成方法と文献等の引用の仕方、事例問題などへの対応を含
む法学部の答案の書き方などを学んでいく。多くの受講生が高
等学校を卒業して間もないことを考慮し、スムーズに大学での
学習が始められるように、高校と大学との勉強の橋渡しとなる
ように丁寧に指導しながら進んでいくことにしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学での学習に必要となる政治・経済・法律に関する基礎的知
識を身に着ける(知識・理解)

現代社会の諸問題について幅広い視点から考察しようとする姿
勢を身に着ける(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に指示されたテキストの当該箇所などを読んでから授業に
臨むこと、またレポート作成などにもかなりの準備時間が必要
である(毎週1時間程度)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点(60％)及び数回の小レポート(40％)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

法学部作成の学修ガイドに加え、配布するプリントなどを
使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業の進行に応じ適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講生は受け身ではなく積極的に発言することが求められ
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション
2 文献読解の仕方(1)
3 文献読解の仕方(2)
4 現代日本の政治・経済・法律の基礎知識(1)
5 現代日本の政治・経済・法律の基礎知識(2)
6 現代日本の政治・経済・法律の基礎知識(3)
7 現代日本の政治・経済・法律の基礎知識(4)
8 現代日本の政治・経済・法律の基礎知識(5)
9 現代日本の政治・経済・法律の基礎知識(6)
10 現代日本の政治・経済・法律の基礎知識(7)
11 ディベートの方法と実践(1)
12 ディベートの方法と実践(2)
13 レポート作成の作法
14 レポート作成の技法
15 まとめ



2019-2010000340-02法学部入門ゼミ「JB01B」

廣澤　孝之

◎法律:A-4,C-1

1.大学での学習に必要となる政治・経済・法律に関する基礎的知識を身に着け
る　(A-4)

2.現代社会の諸問題について幅広い視点から考察しようとする姿勢を身に着け
る　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.大学での学習に必要となる政治・経済・法律に関する基礎的知識を身に着け
る　(A-4)

2.現代社会の諸問題について幅広い視点から考察しようとする姿勢を身に着け
る　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-19法学部入門ゼミ「JB05A」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武士俣　敦

◎－－－　概要　－－－◎

　皆さんは何を求めて法学部へ来ましたか？その答えは？当然
ながら「法律を学びに来た」となるのでしょう。ただ、法律を
学ぶのは経済とか文学などを学ぶのとだいぶ違いがあります。
正直言って法律とはとっつきにくいものだと思います。難しい
言葉づかいをしているたくさんのルールが複雑に関係しあって
一つの体系的な構造をなしているのが法の世界です。だからこ
そ少しでも面白さを感じることのできるようになるための手ほ
どきをしていきたいと思います。さらに、学ぶ対象である法律
とはたんに知識であるのみならず道具でもあるのです。道具で
ある以上、使い方があり、使い方の中にも上手・下手の技術と
いうものが出てきます。そしてその技術は特有な言葉を用い、
特有な思考をおこなうことによって行使される特有な技術で
す。目指すは法を使うことの意味と術を体得することになりま
す。言ってることがよくわからない？このゼミで少しでもわか
るようになりましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

制定法の種類や体系を理解し、説明できる(知識・理解)

制定法の条文の構造を理解し、説明できる(知識・理解)

判例集を使って判例を探すことができる(知識・理解)

判例を読み、内容をレジュメにまとめることができる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回のアサインメント（指定教材と課題）が与えられますの
で、それを事前に準備してゼミに臨んで下さい。また、各回の
終了後はそこでの学習内容を整理してください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　課題に対する準備、口頭発表、レポート、質疑応答における
発言などを総合的に勘案して評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　教材として使用する資料は、入学時に配布される「法学
部スタディガイド」の他、授業の各回にこちらから配布す
るか、または入手を指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　第１回目から法令集、いわゆる「六法」を常時持参して
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　　オリエンテーション
２　　　　法と法学に関する概説
３～５　　法令と法令集についての学習
６～７　　判例と判例集についての学習
８～１１　法の解釈と適用：刑事事件
1２～１５ 法の解釈と適用：民事事件
　



2019-2010000340-19法学部入門ゼミ「JB05A」

武士俣　敦

◎法律:A-4,C-1

1.制定法の種類や体系を理解し、説明できる　(A-4)

2.制定法の条文の構造を理解し、説明できる　(A-4)

3.判例集を使って判例を探すことができる　(A-4)

4.判例を読み、内容をレジュメにまとめることができる　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.制定法の種類や体系を理解し、説明できる　(A-4)

2.制定法の条文の構造を理解し、説明できる　(A-4)

3.判例集を使って判例を探すことができる　(A-4)

4.判例を読み、内容をレジュメにまとめることができる　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-22法学部入門ゼミ「JB04B」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミは、福岡大学法学部に入学した諸君が、四年間過ごす
ために必要な基本的知識の習得を第一の目標としたいと考えて
います。条文を読む、裁判例集をコピーする、テキストを読
む、学説を調べる、という法学部の学生であれば、誰もが身に
つけなければならないことを一緒に、実際にやってみましょ
う。これらのスキルは、様々な社会現象を法学という観点から
眺めることができるようになる、ということでもあります。次
いで、与えられた課題について調べ、みんなで議論・整理した
ことを報告することに挑戦します。調べる･まとめるだけでは
誰にも理解してもらえません。プレゼンテーション能力も必要
とされる時代です。また、報告を聞く、質問をする、さらには
議論をする、ということは学生として最低限身につけなければ
なりません。受身ではなく、ゼミ生諸君の前向きな取り組みが
必要です。
　具体的には、判例をみんなで読み、次いでグループで資料を
探す、検討・議論をする、全員の前で報告をする、と言う作業
をします。他のグループが報告をする際には、聞く、質問をす
ることで議論に参加しましょう。
　「よく学び、よく遊べ」がモットーです。意欲ある学生諸君
の参加を希望します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

条文を読む、判例を調べるといった法学部で必要な基本的知識
を身につける(知識・理解)

調べる･読む･書くだけではなく、プレゼンテーションやコミュ
ニケーション能力を身につけ、法的に思考することを習得する
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ゼミに参加するには、図書館での作業が欠かせません。ゼミ
の最後には、報告をすることになりますから、グループでの検
討も求められます。事前に基本書と呼ばれる書籍をよく読んで
おきましょう（60分）。また、報告を聞く側も、事前に配布さ
れるレジュメを読み、質問ができるように下調べをしておくこ
とが必要です（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　判例や学説を調べる、報告する、発言をする、といった基本
的事項を踏まえた上で、プレゼンテーションやコミュニケー
ションできるかが評価基準です。これらの総合評価となりま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　六法は必ず持参のこと（六法については特に指定しない
が、新たに購入するのであれば、有斐閣・三省堂・岩波書
店の小さなものを薦める。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
－自己紹介とゼミの進め方について
　グループ分け等を含む－
2 図書館見学
　－図書館の利用について－
3 条文を読む
　－六法の読み方－
4 判例を読んでみる(1)
　－判例集の読み方－
5 判例集を読む(2)
　－裁判所の仕組みを考えながら－
6 教科書を読む(1)
　－基本的事項を理解する－
7 教科書を読む(2)
　－学説を調べよう－
8 答案を書いてみる
9 議論をしてみよう(1)
10 議論をしてみよう(2)
11 報告(1)
12 報告(2)
13 報告(3)
14 報告(4)
15 まとめ



2019-2010000340-22法学部入門ゼミ「JB04B」

道山　治延

◎法律:A-4,C-1

1.条文を読む、判例を調べるといった法学部で必要な基本的知識を身につける
　(A-4)

2.調べる･読む･書くだけではなく、プレゼンテーションやコミュニケーション
能力を身につけ、法的に思考することを習得する　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.条文を読む、判例を調べるといった法学部で必要な基本的知識を身につける
　(A-4)

2.調べる･読む･書くだけではなく、プレゼンテーションやコミュニケーション
能力を身につけ、法的に思考することを習得する　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000340-29法学部入門ゼミ「JB05B」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山下　恭弘

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは主に、次の二点を行います。すなわち、① 法学
の学び方の基本を習うこと、② 二年次から始まる専門科目のゼ
ミに備えること、です。①では、論理展開の技、言い換えれ
ば、法律を通じて人を説得するテクニックを学んでもらいま
す。②では、ゼミの基本である報告と質疑応答の技を学んでも
らいます。
　そして、毎回の授業の最後に、①②の学習状況をチェックす
るために、小テストを行います。小テストの答案は添削・採点
し、次回の授業時に返却します。この答案作成は、皆さんがほ
ぼ未経験の論述式の試験－法学部の基本となる試験形式－に慣
れてもらうために実施する意味も込めています。
　とくに①②で学ぶ技は、大学を出た後の社会人としての生活
にも役立つものです。このゼミはこの、そのあたりも意識した
授業展開となります。脱落しないように覚悟して参加してくだ
さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　法学についての基本的な知識と理解を持っている。(知識・
理解)

　法学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業前に報告のための準備をしてください（90分）。授業中
は報告と質疑応答の概要、教員の補足説明を必ずメモしてくだ
さい。メモと返却された小テストの答案を参考にしながら、授
業後に再度学習してください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小テストの平均点が学年点－最終成績－になります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　『法学部スタディガイド』を持参してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　報告と質疑応答に積極的に参加し、いわゆる「やる気」
を見せてください。出席・欠席は評価対象にはなりません
が、無断欠席イコール脱落・授業放棄と見なされる場合も
ありますので、注意してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２～１４　報告・討論
１５　総括



2019-2010000340-29法学部入門ゼミ「JB05B」

山下　恭弘

◎法律:A-4,C-1

1.　法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.　法学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようとする姿勢を
持っている。　(C-1)

◎　法律学及び政治学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　憲法および民法等の法律学の基礎知識とリーガルマインド（法的思考力）
を身につけ、社会において生起する法的諸問題について理解し、説明することが
できる。
A-2　公法に関する基礎知識とリーガルマインドを身につけ、国、地方公共団体
などの行政のしくみについて理解し、説明することができる。
A-3　政治学および政策に関する基礎知識と政策的思考力を身につけ、政治や地
域社会の領域において生起する諸問題について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基本的な
知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　憲法および民法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み解き、
現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもとづいて述べ、か
つ、文章で表現することができる。
B-2　法律学の知識を総合的に活用し、リーガルマインドにもとづいて、日常生
活、公共的活動、企業活動に生起する法的問題を把握し、それについて解決のあ
り方を提示することができる。
B-3　行政法、国際法、政治学等の公共部門に関する知識を活かし、リーガルマ
インドにもとづいて、地域、国、国際社会の公共的問題を把握し、それについて
解決のあり方を提示することができる。
B-4　法、政治、経済、科学等の幅広い知識を総合的に活用し、政策的思考にも
とづいて、現代社会の問題を把握し、それについて解決のあり方を提示すること
ができる。
B-5　法と政治の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　法学および政治学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようと
する姿勢を持っている。
C-2　法学および政治学の知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとす
る姿勢を持っている。
C-3　外国の法制度や政治に関心を有し、グローバル化する世界の状況に積極的
に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す姿勢を
持っている。

◎経営法:A-4,C-1

1.　法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.　法学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しようとする姿勢を
持っている。　(C-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000464-03民法総則

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/16　５時限　　

蓑輪　靖博

◎－－－　概要　－－－◎

　1年生前期で学んだ必修科目「民法入門」の知識を踏まえ
て、1年生後期から民法の個々の分野を詳しく学びます。その
最初が「民法総則」です。
　総則編に規定されている主な制度は、「人」、「法人」、
「物」、「法律行為」、「時効」です。何のまとまりもなく制
度がただ列挙されているようにも見えますが、この配置の仕方
は、民法の定める法秩序の基本構造を現しています。私たち
は、他の人と様々な人間関係を作って生きています。民法は、
そうした人間関係を「権利」「義務」という概念によって構成
していきます。ここで必要なルールの基礎は、①権利・義務の
主体、②権利・義務の内容、③権利・義務の発生・変化・消
滅、となります。民法総則の「人」と「法人」は①に、「物」
は②（の一部）に、「法律行為」と「時効」は③に、対応して
います。
　このように、民法総則は、様々な人間関係、とりわけ自発的
な人間関係を対象とする法秩序の根幹をなしています。それは
全私法体系の根幹でもあります。このことが、民法総則が必修
科目となっている理由です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法総則の規定内容を理解できる。(知識・理解)

現実の紛争について、民法総則の規定を用いた法的解決のあり
方を提示できる。(技能)

人・法人の意義を理解できる。(知識・理解)

人・法人に関する法的解決のあり方を提示できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．予習　講義で取り上げる項目について、六法で条文を確認
し、テキストの該当箇所を読んでおくこと（60分）。
２．復習　講義を思い出し、分からないところがないか確認
し、分からないところがあれば、教科書を読みなおしたり、教
員に質問したりするなどして理解すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．成績評価基準
　授業で習った民法総則の知識・考え方が習得されているかど
うか、その知識・考え方をもとに論理的に文章が書けているか
どうかを評価基準とします。
２．評価方法
　定期試験の結果60％、中間試験の結果その他40％の割合で評
価します。その他の評価要素として、小テストなどの平常点を
加味することがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．いわゆる「六法」（前期に購入したもの）。
２．生田敏康ほか『民法総則』法律文化（2018年）2000
円+税（ISBN978-4-589-03959-0）

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・レジュメに沿って、講義内容をノートにまとめること。
・六法は必ず携帯すること。
・中間試験は必ず受験すること。
＊中間試験は、法学部教授会の承認を得て、11月中の土曜
日に実施する予定です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　民法の意義・基本原則
2　人（権利能力、意思能力、行為能力）
3　住所、不在者、失踪宣告
4　法人、物
5　法律行為1（法律行為の意義）
6　法律行為2（公序良俗）
7　意思表示1（意思表示の意義・構造）
8　意思表示2（心裡留保、通謀虚偽表示）
9　意思表示3（錯誤・詐欺・強迫）
10　無効・取消し
11　代理1（代理の意義・構造）
12　代理2（無権代理の法律関係）
13　代理3（表見代理、代理権の濫用）
14　条件・期限・期間、時効1（時効の意義、取得時効・
消滅時効）
15　時効2（時効通則）
　



2019-2010000464-03民法総則

蓑輪　靖博

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2

1.民法総則の規定内容を理解できる。　(A-1)

2.現実の紛争について、民法総則の規定を用いた法的解決のあり方を提示でき
る。　(B-1)

3.人・法人の意義を理解できる。　(A-2)

4.人・法人に関する法的解決のあり方を提示できる。　(B-2)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。



2019-2010000463-03民法入門

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

蓑輪　靖博

◎－－－　概要　－－－◎

　民法は日常生活に関する一般的なルールを定めるものであ
り、市民にとって最も身近で、かつ重要な法律です。したがっ
て、これを学ぶことは、我々の生活において直接に役立つもの
であるとともに、他の法律を学ぶうえでの法的思考力を身につ
けることができます。
　法学部では、民法科目を体系的に学びますが、大変広い分野
にわたっており、これを理解することは容易ではありません。
そこで、大学に入って初めて民法を学ぶ人のために、民法とは
どういう法律か、民法では何を学ぶかということについて、理
解してもらうのが本科目の目的です。
民法入門では、まず民法の意義・歴史と大まかな内容を学んだ
後、民法の各分野について概観します。すなわち、民法総則、
所有権、契約、債権、不法行為、家族について、わかりやすく
授業を行います。
　右の授業計画に沿って講義を行う予定ですが、授業の進行状
況に応じてやむをえず省略・変更することがあることをご了解
ください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・民法の基本的な用語や概念を説明できる。(知識・理解)

・民法の条文を用いて簡単な日常生活上の法律問題を説明でき
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．予習　講義で取り上げる項目について、六法で条文を確認
し、テキストの該当箇所を読んでおくこと（60分）。
２．復習　講義を思い出し、分からないところがないか確認
し、分からないところがあれば、教科書を読みなおしたり、教
員に質問したりするなどして理解すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．成績評価基準
　授業で習った民法の基礎的知識・考え方が習得されているか
どうか、その知識・考え方をもとに論理的に文章が書けている
かどうかを評価基準とします。
２．評価方法
　定期試験の結果６０％、中間試験の結果その他４０％の割合
で評価します。その他の評価要素として、小テストやレポート
などの平常点を加味することがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．生田・畑中・道山・蓑輪・柳『民法入門』（法律文化
社、2017年、ISBN978-4-589-03862-3）価格2000円＋税
２．平成30年度版の「六法」。出版社はどこでもかまいま
せん。ポケット六法とかデイリー六法のような携帯用のも
ので十分です。

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・レジュメに沿って、講義内容をノートにまとめること。
・六法を必ず携帯すること。
・中間試験を必ず受験すること。
＊中間試験は、法学部教授会の承認を得て、6月中の土曜
日に実施する予定です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　民法の概論（民法の意義）
２　民法総則１（人、法人、物）
３　民法総則２（法律行為）
４　民法総則３（代理、時効）
５　所有権１（物権の意義、種類）
６　所有権２（所有権）
７　所有権３（物権変動）
８　契約１（契約の意義・種類）
９　契約２（契約違反）
10　契約３（売買、賃貸借ほか各種の契約）
11　契約４（金融取引と債権の実現）
12　不法行為１（不法行為の意義）
13　不法行為２（不法行為の要件・効果）
14　家族１（婚姻、親子、扶養）
15　家族２（相続、遺言）
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蓑輪　靖博

◎経営法:A-1,B-1

1.・民法の基本的な用語や概念を説明できる。　(A-1)

2.・民法の条文を用いて簡単な日常生活上の法律問題を説明できる。　(B-1)

◎　経営法学（法学）　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　民法および商法等の私法系科目の基礎知識とリーガルマインド（法
的思考力）を身につけ、日常生活において生起する法的諸問題について
理解し、説明することができる。
A-2　会社法等の企業法制に関する基礎知識を身につけ、企業取引や会社
のしくみについて理解し、説明することが出来る。
A-3　国際法および外国法に関する基礎知識を身につけ、世界情勢、国際
関係について理解し、説明することができる。
A-4　人文科学、社会科学、自然科学および外国語（英語）についての基
本的な知識と理解を持っている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　民法および商法等の知識を活かし、法規、判例、契約書などを読み
解き、現代社会に生起する諸問題について自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べ、かつ、文章で表現することができる。
B-2　会社法等の企業法制に関する知識を活かし、コーポレートガバナン
ス（企業統治）およびコンプライアンス（法令順守）に関する正確な理
解のもと、日常生活および企業活動において生起する法的問題を把握
し、それについて解決のあり方を提示することができる。
B-3　国際法および外国法に関する知識を活かし、国際関係および国際取
引において生起する法的問題を把握し、それについて解決のあり方を提
示することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　起業家精神をもって、みずから企画を立案し、その実現に向けて積
極的に取り組む姿勢を持っている。
C-2　コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知識に精
通し、企業や地域社会において正義と公平を貫く姿勢を持っている。
C-3　国際関係や国際取引に関心を有し、グローバル化する世界の状況に
積極的に対応しようとする姿勢を持っている。
C-4　スポーツや運動を通じて、心身の健康や体力の維持・増進を目指す
姿勢を持っている。


