
2019-2020000476-01アジア太平洋関係論「13台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/22　１時限　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

米国は、現在も依然としてアジア太平洋地域において重要な影
響力を持っているが、この地域の動向は米国の視点だけではな
く、米国に次ぐ地域の経済国である中国と日本の視点からも考
察する必要がある。米中日3カ国すべての国益にとり、アジア
太平洋地域は戦略的に鍵となる地域であり、この3カ国の政
治、経済、安全保障の方向性はこの地域の今後の方向性に大き
な影響を与えることになる。従って、3カ国が2カ国間、関係国
間および多国間メカニズムを通じ、どのように地域の動態を再
構成しているかを知ることは重要である。オバマ政権の遺産お
よびトランプ政権の誕生を考えることに加えて、自分の外交官
の経験および国際関係論やアジア太平洋関係論の研究を活かし
3カ国のこれまでの関係および動向を学ぶ一方で、3カ国の現在
の外交政策に注目する。この講義は日本語でおこなっていま
す、

◎－－－　到達目標　－－－◎

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。
(知識・理解)

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。(技能)

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。(知識・理解)

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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
講義に先立って、指定された文献を読まなくてはならない(30
分)。この資料や新聞を読むことに加え、国内や国際ニュース
番組を見ることが必要である。講義後に質問をし、意見を述べ
られるよう準備することも大事である。指定文献の重要な部分
には下線を引くことが有効である。

復習
受講生は各自のノートを講義後に見直し、理解できていない点
がないかチェックする(30分)。次の機会を見つけて、その点を
講師と討議する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義テーマに関して、中間試験40％、および期末試験50％、小
テスト10％によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義開始前に掲示等でお知らせします。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義開始前に掲示等でお知らせします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は、日本語で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．アジア太平洋地域の歴史的概観　　　　　　　　　　
　
米国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．米中関係Ⅰ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．米中関係Ⅱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．米国と朝鮮半島関係　パート１　　　　　　　　　　
　　　　 　
５．米国と朝鮮半島関係　パート２　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
日本

６．日米同盟　

７．日中関係　　　　　　　　　　　　　　　　

８．台湾―日本　パート１　　　　　　　　　　

９．台湾-日本　パート２　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
中国

１０．日中韓関係　パート１　　　　　　　

１１．日中韓関係　パート２　　　　　

１２．中間試験　　

１３．米国―日本―中国　パート１　　　　

１４．米国―日本―中国　パート２　　　　　　

１５. まとめ　
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Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎経営法: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。　(A-3)

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。
　(B-3)

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。　(A-4)

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。　(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。

◎法律:A-4

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。　(A-4)

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。

◎　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。



2019-2020000460-01アジア法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

李　黎明

◎－－－　概要　－－－◎

　最近、アジア戦略やアジアビジネスといった言葉がよく使わ
れるようになった。よって、アジアを知ることが極めて重要と
なり、アジア進出の前提条件と言っても過言ではない。

　日本では近隣である中国のことが古くから知られているにも
かかわらず、現代中国の各方面の実情がなかなか理解しにくい
こともある。

　本講義においては、現代中国社会における法制度全般とその
運用の実態を体系的に紹介するとともに、法制度の史的変遷、
文化との繋がりおよび制度成立の背景等を分析する。

　さらに、比較法的に日本、韓国、モンゴル、シンガポール、
香港、台湾等のアジア諸国と地域の法制度について、法文化の
影響を探求しながら、現行法制度の異同を比較してみることに
する。

　アジア法の全体像を理解するために、法の形成・変遷・継
承・影響等についても、アジア諸国と地域の法制度論や法解釈
論についても、所謂縦の比較と横の比較をしながら、立体的に
講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　アジアをはじめ、国際問題に対処する思考力の向上。(知
識・理解)

　比較法的に物事の観察力や思考力を高める。(知識・理解)

　国際商事法務に携わる実戦力を身に付ける。(態度・志向性)

　渉外ビジネストラブルの解決方法を習得する。(技能)

　渉外ビジネストラブルの予防と管理を習得する。(技能)

　アジア法に対する関心度と認識を深める。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　
　予習として、アジアの法制問題や時事問題を調べておくこ
と。
　復習として、講義の感想や宿題等を提出してもらうこと。
　予習・復習については、各60分ほどの勉強が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　
　定期試験により評価する。
　評価のポイント～講義に対する理解力、関連情報の把握力、
独自の思考力及び論理的表現力。

　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

　毎回、講義の内容をまとめたレジュメと関連の資料を配
布し、それに沿って講義する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　特に指定しないが、関連するものについては、講義中そ
の都度紹介または配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　
　双方向の教学を実現するために、時々意見交換や質疑応
答を行う。

　授業中私語厳禁

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：科目紹介・講義に関する説明

　　　第一編：　海外進出日系企業の法実務

第２回：　海外進出日系企業を取り巻くリスクとトラブル

第３回：　海外進出日系企業の紛争解決→（訴訟）

第４回：　海外進出日系企業の紛争解決→（仲裁）

第５回：　海外進出日系企業の紛争解決→（調停）

　　　　　第二編：　中国現行法制度

第６回：　憲法の誕生と現状

第７回：　刑事法の整備と適用

第８回：　民事法の整備と適用

第９回：　商事法の整備と適用

第10回：　司法制度の整備と改革

　　　　　第三編：　法伝統・法文化

第11回：　中国社会主流思想と法文化の変遷（一）

第12回：　中国社会主流思想と法文化の変遷（二）

第13回：　中国法文化の特徴及び現行法への影響

第14回：　総括と復習　
　　
第15回：　質疑応答
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李　黎明

◎経営法:A-3,B-3,C-3

1.　比較法的に物事の観察力や思考力を高める。　(A-3)

2.　アジアをはじめ、国際問題に対処する思考力の向上。　(A-3)

3.　国際商事法務に携わる実戦力を身に付ける。　(C-3)

4.　渉外ビジネストラブルの解決方法を習得する。　(B-3)

5.　渉外ビジネストラブルの予防と管理を習得する。　(B-3)

6.　アジア法に対する関心度と認識を深める。

◎　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。

◎法律:A-4

1.　比較法的に物事の観察力や思考力を高める。

2.　アジアをはじめ、国際問題に対処する思考力の向上。

3.　国際商事法務に携わる実戦力を身に付ける。

4.　渉外ビジネストラブルの解決方法を習得する。

5.　渉外ビジネストラブルの予防と管理を習得する。

6.　アジア法に対する関心度と認識を深める。　(A-4)

◎　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。



2019-2010000404-01アジア法セミナーⅠ

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

　2010年２月16日、アジア太平洋関係研修セミナーはオーストラレーシア主要２カ国
―ニュージーランド（ワイカト大学、ハミルトン）およびオーストラリア（グリフィ
ス大学、ブリスベン）―における第４回海外研修プログラムを成功裡に終えることが
できた。この２カ国は東アジアサミット、APEC、ASEM、ASEAN地域フォーラムの参
加国であり、日本と歴史的なつながりを持ち、この地域における繁栄と安定の促進に
積極的に関わっている。当セミナーにより、学生はアジア太平洋地域に関して米国や
ヨーロッパとは異なった視点を経験することができる。
　2006年後期以降、福岡大学特別助成金により支援を受けたこの中級実践研修プログ
ラムに参加してきた学生数は168名となる。プログラムを通じ、参加学生は法政比較、
２カ国および多国間関係、オーストラレーシア原住民の権利を学習し、グループ別の
研究課題に関連した企業・組織・事務所など21か所を訪問した。後にそれまでの学習
をさらに進めるため、参加学生の中には各自で短期あるいは中期に、またはインター
ンシップでこの地域を再訪する者もいた。
　2020年２月実施予定の海外研修部分を含む第12回プログラムは2019年後期（登録は
2019年３月）に始まる。２週間プログラムの特長的な内容としては国会議事堂訪問及
び議員たちの質疑応答の傍聴、ウエリントン高等裁判所訪問、Creative HQ訪問、マオ
リ族のビジネス開発についての授業を
受講するなどである。
　首都ウエリントンの人口は412,500人だが、ウエリントン広域圏では513,900人とな
る。また、ニュージーランド証券取引所があるウエリントンは映画やコンピューター
技術などの創造産業の中心地でもある。アジア太平洋法政事情研修プログラムのさら
なる発展にウエリントンは地方および国レベルで多くの機会を提供できると考える。
　研修先であるビクトリア大学ウエリントン（VUW）は、５つのキャンパスに22,000
人の学生数を持ち、3,500人は留学生となっている。創立1899年の同大学には建築設計
学部、経営商学部、教育学部、工学部、人文社会科学部、法学部、理学部等の９学部
がある。ウエリントン最古の語学校であるキャンベル語学校とともに今回の研修を実
施する。今回の研修にあたってはVUW 生涯教育部専門管理職開発オフィス、キャンベ
ル語学校およびNZ ライフツアーズより、本プログラムに関して協力を得ている。
　第５回プログラムから、JJ 学生が参加できるようになり、今後もJJ およびJB の２・
３年次からなる活発なクラスとなることを希望している。このセミナーは、ニュー
ジーランド出発前の後期において週１回、計15回行われる。海外研修については、自
分の外交官の経験および国際関係論やアジア太平洋関係論の研究を活かしウエストン
教授が現地の講師と共同で行う。また参加を希望する学生は、期限等を守ること、積
極的に行動する能力、チームワーク、自主的学習、高い学習意欲が求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

政策や司法制度に関連して中央政府、地方政府、企業間の相互作用について学修す
る。(態度・志向性)

アジア環太平洋地域におけるオーストラレーシアの重要性について学修する。(態度・
志向性)

司法制度の比較に関して分析力を修得する。(態度・志向性)

福岡とウエリントンでの訪問見学から得た情報を取り込んでグループテーマについて
発表を行
い論理的な思考を養う。(態度・志向性)

クラスへの積極的参加、実践的体験およびホームステイを通じて語学力を強化する。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　　
まず、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
されたい。受講にあたっては、各学生あるいは彼等が属することになった各グループ
には一連の課題が与えられる。これらの課題の成果は、各学生の最終成績の一部とし
て評価される。課題の中には、１）ニュージーランドの司法制度、政策、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）冬季研修のより
深い理解のための講義内容に関する参考資料の学習；４）ウエリントン（冬季研修）
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）ウエ
リントンで行われる冬季研修講義の前に後期で使用した参考資料の再学習が含まれ
る。また、後期講義が始まる前の前期においても、プログラムコーディネーター兼イ
ンストラクターが数回にわたり各グループテーマに関して各グループとの面談を持
つ。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する。

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が望ましい。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
る。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
加している。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いる。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る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

通常の授業（50％）と海外研修（ 50％）を併せて、小テスト、自己発言、Team 発表
（２回）、宿題に基づき成績を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

各授業前にレジュメを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

海外研修実施概要
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：法律学科・経営法学科18・17 台学生
※ 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る。
⑶海外研修実施期間：2020年1月29 日（水）～2月13 日
（木）（16 日間）
⑷　研修地　：ニュージーランド
⑸　受入機関：ビクトリア大学ウエリントン　
⑹　宿泊　　：ホームステイ（１名ずつ）
⑺　費用　　 ： 現地研修費　270,000 円程度（予定、原油
等の高騰により値上げの可能性あり）　
＊現地研修費は往復運賃、宿泊費および現地大学授業料を
含む。
＊本海外研修費に関しては全額学生負担となり、帰国後に
精算する。
＊海外旅行医療保険に必ず加入すること。
＊ 海外での不慮の事態に備え、本人名義のクレジット
カードを所有することを薦める。
＊ 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る。
＊ 上記費用に含まれないものとしては、バスや地下鉄な
どの現地交通費、オプショナルツアー費用がある。
⑻　研修費の納入方法：後日通知する。10 月上旬徴収予
定。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　初め・オリエンテーション
2　ウエリントン都市開発Ⅰ　　
3　ウエリントン都市開発Ⅱ
4　ニュージーランドと日本の関係
5　発表テーマ講義：ガイダンスⅠ
6　ニュージーランド法制度Ⅰ
7　ニュージーランド法制度Ⅱ
8　発表テーマ講義：ガイダンスⅡ
9　企業調査Ⅰ　
10　企業調査Ⅱ　　
11　マオリの歴史、社会及び法的問題
12　Groups A&B 後期の発表
13　Groups C&D 後期の発表
14　Groups E&F 後期の発表
15　Final Orientation
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Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎法律:A-4,C-3

1.政策や司法制度に関連して中央政府、地方政府、企業間の相互作用について
学修する。　(C-3)

2.アジア環太平洋地域におけるオーストラレーシアの重要性について学修す
る。　(C-3)

3.司法制度の比較に関して分析力を修得する。　(C-3)

4.福岡とウエリントンでの訪問見学から得た情報を取り込んでグループテーマ
について発表を行
い論理的な思考を養う。　(C-3)

5.クラスへの積極的参加、実践的体験およびホームステイを通じて語学力を強
化する。　(A-4)

◎　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.政策や司法制度に関連して中央政府、地方政府、企業間の相互作用について
学修する。　(A-3)

2.アジア環太平洋地域におけるオーストラレーシアの重要性について学修す
る。　(C-3)

3.司法制度の比較に関して分析力を修得する。　(B-3)

4.福岡とウエリントンでの訪問見学から得た情報を取り込んでグループテーマ
について発表を行
い論理的な思考を養う。　(B-3)

5.クラスへの積極的参加、実践的体験およびホームステイを通じて語学力を強
化する。　(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：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

李　黎明

◎－－－　概要　－－－◎

　
　グローバル人材の育成が大学の課題となっている現在では、
国際感覚とグローバルな視野を養成するのは、アジア法セミ
ナーの使命ではないかと認識しております。従いまして、アジ
ア法セミナーⅠより、もっと専門的な勉強を行う予定です。
　本ゼミにおいては、アジアをはじめ、様々な国際問題及び比
較法の問題を取り上げ、全員参加の討論式で徹底的に議論しま
す。ゼミ生一人一人の問題対処法を引き出すために、それなり
の情報収集や原稿書きなど絶えずやらなければなりません。
　中国語の学習歴を要求しませんが、中国及びアジアの国々に
関心を持ち、将来関わる仕事をしたいという志向を持たなけれ
ばなりません

◎－－－　到達目標　－－－◎

　アジアをはじめ、国際問題に関心を持つ。(知識・理解)

　比較法的に物事を観察したり、思考したりする。(知識・理
解)

　グローバルな視野を持って、法学学習を進める。(態度・志
向性)

　渉外ビジネス法務の実戦力を身に付ける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 
予習として、アジアの時事問題や話題を授業前に調べておくこ
とが必要です。また復習として、その日の授業内容と関連する
宿題を提出してもらいます。
予習・復習については、各60分ほどの勉強が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミ発表の点数、期末小論文の点数及び平常点によって、総合
的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎回、コピー資料を配布しますが、参考資料等について
は、その都度指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本ゼミは、教員主導に進めますが、ゼミ生の主体的参画も
考慮します。
選考重視事項　中国語既習者は優先的に考え
ますが、基本的には志望理由を重視します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～２
本科目の内容及び進め方についての説明
３～27 ゼミ発表と討論
28～30 小論文の作成
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李　黎明

◎法律:A-4,C-3

1.　アジアをはじめ、国際問題に関心を持つ。　(A-4)

2.　比較法的に物事を観察したり、思考したりする。　(A-4)

3.　グローバルな視野を持って、法学学習を進める。　(C-3)

4.　渉外ビジネス法務の実戦力を身に付ける。　(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:A-3,A-4,B-3,C-3

1.　アジアをはじめ、国際問題に関心を持つ。　(A-4)

2.　比較法的に物事を観察したり、思考したりする。　(B-3)

3.　グローバルな視野を持って、法学学習を進める。　(C-3)

4.　渉外ビジネス法務の実戦力を身に付ける。　(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。



2019-2020000368-01アメリカ海外研修

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

　本研修は、夏季休暇中の2週間（8月中旬）、カナダ・オタワ市
に所在するオタワ大学において実施される。前期に開講される
「アメリカ法政事情」で学習したことを基礎に、オタワ大学法学
部教員らによる講義と質疑応答、討論を通じて、英語によるカナ
ダ法の内容理解を深める。また、オタワ市はカナダの連邦の首都
であり、連邦最高裁判所をはじめ、連邦議会、中央官庁が市内に
所在していることから、それらの機関を訪問し、座学で学んだこ
とが実際にどのように運用されているのかを学習する。
　本研修は、福岡大学法学部生のために、担当教員（萩原）とオ
タワ大学法学部および人文学部コミュニケーション学科の教員が
共同して特別に実施するものである。受講生は、オタワ大学法学
部教員による講義を受講するほか、外国人向けの英語教育を専門
とする同大学の教員や学生による英語学習のための実践的な少人
数クラス・個人指導も受講する。研修を通じて、英語によるカナ
ダ法の知識の習得を目指すとともに、アカデミック・スキルとし
ての英語力を強化し、英語によるプレゼンテーション能力の向上
を図る。また、受講生は、研修期間中、ホスト・ファミリーとと
もに日常生活を送る。そのため、日常の会話を通じて英語力の向
上を図ることができる。
　オタワ市は、連邦政府の諸機関が所在する都市として、国内外
の観光客にも人気がある。とくに、夏場は美しく整備された公園
や世界遺産に登録されているリドー運河沿いで日光浴を楽しむ
人々も多い。受講生は、夏のバカンスと外国の雰囲気を満喫しな
がら、法学と英語の学習を行うことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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)

コンプライアンスに関する知識に精通し、国際社会・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：事前に配布された資料を熟読し、内容理解に努める。プレ
ゼンテーションの準備をする。授業について質問項目をまとめて
おく。 （学習の目安：60分）
復習：受講後、学んだ内容を整理する。理解ができなかった部分
や聞き取れなかった部分については、現地の担当教員に質問した
り、受講生同士でノート等を照らし合わせたりして補う。（学習
の目安：60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研修終了後に提出するレポート（50％）と研修中の平常点（受講
の準備、受講態度、質問等の積極的参加、プレゼンテーション
等、50％）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

現地の講義時にレジュメを配布の予定

◎－－－　授業計画　－－－◎

月日 午前8:30～11:30 午後1:00～4:00（13日は1:00
～6:00）
8月10日（土） 福岡空港発 オタワ市到着
各自ホームステイ先へ移動
8月11日（日）
午前　ホームステイ先で生活になじむ
午後　ホームステイ先で生活になじむ
8月12日（月）
午前　オタワ大歓迎式典　タスクベース英語指導
午後　個別英語力強化プログラム
8月13日（火）
午前　カナダの現代的諸問題
午後　個別英語力強化プログラム　連邦議会訪問
8月14日（水）
午前　異文化交流ワークショップ　タスクベース英語指導

午後　個別英語力強化プログラム
8月15日（木）
午前　カナダの現代的諸問題
午後　個別英語力強化プログラム　文明博物館訪問
8月16日（金）
午前　異文化交流ワークショップ　タスクベース英語指導

午後　カヌー体験またはガティノ公園ピクニック
8月17日（土）・8月18日（日）
終日　モントリオール旅行（オプショナル・ツアー）また
は自由行動
8月19日（月）
午前　異文化交流ワークショップ　タスクベース英語指導

午後　連邦最高裁判所訪問
8月20日（火）
午前　カナダの現代的諸問題
午後　個別英語力強化プログラム
8月21日（水）
午前　異文化交流ワークショップ　タスクベース英語指導
午後　個別英語力強化プログラム
8月22日（木）
午前　カナダの現代的諸問題
午後　プレゼンテーション　オタワ美術館見学
8月23日（金）
午前　異文化交流ワークショップ　タスクベース英語指導
午後　歓送会
8月24日（土） オタワ空港発（機中泊）
8月25日（日） 福岡空港着



2019-2020000368-01アメリカ海外研修

萩原　一樹

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.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-3)

2.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)

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。　(B-3)

4.コンプライアンスに関する知識に精通し、国際社会・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)

◎　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。

◎法律:A-4

1.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。

2.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)

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。

4.コンプライアンスに関する知識に精通し、国際社会・地域社会において正義
と公平を貫く姿勢を持っている。

◎　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。



2019-2020000367-01アメリカ法政事情

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　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　　

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、夏季休暇中に実施される「アメリカ海外研修」
の基礎となるゼミナール形式の授業である。「アメリカ海外研
修」参加希望者は必修である（この授業を履修せずに「アメリ
カ海外研修」に参加することはできない）。
　今年度の「アメリカ法政事情」は、カナダを海外研修先とし
ている。そのため、この授業では、カナダ法の基礎を学ぶほ
か、カナダの建国の歴史、社会の現状・課題についても学習す
る。海外研修では、オタワ大学法学部教員らによる講義と質疑
応答、議論を通じて、英語によるカナダ法の内容理解を深める
ことになるため、この授業でしっかりと基本を習得することが
重要である。
　授業の前半では、毎回のテーマに従って担当教員が講義を行
う。受講生は、それを踏まえて、みずからの手でその内容を深
めた報告を作成し、授業内でプレゼンテーション行う。受講生
は、まず日本語で予備報告を行い、翌週英語で本報告を行う。
なお、この授業では、担当教員による解説も日本語だけでなく
英語でも行われる。海外研修中は、講義等はすべて英語で行わ
れ、参加者はそれぞれ割り振られた課題について英語で報告を
行うことになる。したがって、受講生は、積極的に報告準備や
質疑応答を行い、しっかりと海外研修に備えることが求められ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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)

国際関係に関心を有し、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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前にテキストおよび配布された資料を熟読し、内容理
解に努める。プレゼンテーションの準備をする。授業について
質問項目をまとめておく。 （学習の目安：60分）
復習：受講後、学んだ内容を整理する。理解ができなかった部
分については、担当教員に質問したり、受講生同士でノート等
を照らし合わせたりして補う。予備報告において質問された点
や指摘された点を踏まえ、英語による本報告に備える。（学習
の目安：60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業中の平常点（受講の準備、受講態度、グループへの積極的
参加、50％）およびプレゼンテーション（50%）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松井茂記『カナダの憲法：多文化主義の国のかたち』（岩
波書店、2012年）3,800円（+税）
そのほか、担当教員およびオタワ大学法学部教員が現地で
行われる講義に合わせて作成した資料を配布する。ただ
し、資料は原則として英語で書かれたものである。

◎－－－　参考書　－－－◎

細川道久『カナダの歴史を知るための50章』（明石書店、
2017年）　ISBN 9784750345062

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この授業を受講するには、法学部が定める手続きに従っ
て、事前の申し込みが必要である。申し込み後に、書類審
査、面接、英語能力、成績を総合的に考慮して選考する。
詳細については、法学部の案内を参照、熟読すること。
また、この授業においては、英語能力が必要とされる。英
語能力判定基準についても、法学部の案内に明記されてい
るので、併せて熟読し、英語能力の向上に常に努めておく
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（進め方、報告テーマの分担、
グループ分けなど）
2. カナダ建国の歴史
3. カナダの法制度①英米法概説
4. カナダの法制度②カナダの憲法
5. カナダの議会制度・連邦制
6. カナダの多文化主義：人権保障と言語権
7. カナダの少数民族政策
8. カナダの外交政策：NAFTA、その他の国々
9. グループ１予備報告
10. グループ2予備報告・グループ１本報告
11. グループ3予備報告・グループ2本報告
12. グループ4予備報告・グループ3本報告
13. グループ5予備報告・グループ4本報告
14. グループ5本報告
15. 総括
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萩原　一樹

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.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-3)

2.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)

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。　(B-3)

4.国際関係に関心を有し、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-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。

◎法律:A-4

1.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。

2.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)

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。

4.国際関係に関心を有し、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。

◎　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。



2019-2020000461-01ＥＵ法

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

武居　一正

◎－－－　概要　－－－◎

　ＥＵ法について多角的に学びます。各分野の専門の先生によ
るオムニバス講義です。
　ＥＵ法の基礎理論から、競争法などの各論まで様々な観点か
ら考察を加え、ＥＵ法の成り立ちや特徴などについて学びま
す。数回で扱うテーマが変わりますから、毎回ちゃんと聞いて
いないと、分からなくなる恐れがあります。ですから、毎回出
席して講義をちゃんと聴くことが大事です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ＥＵ法の基礎について理解する。(知識・理解)

ＥＵの基本理念について理解する。

ＥＵ競争法の基本論点について理解する。(技能)

ＥＵの動きについて注目し、方向性を理解する。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ＥＵについては、英国の脱退、難民問題などについて数多く
の論文や記事、報道などがありますから、各自図書館やイン
ターネットなどを利用して調べてみて下さい。
　予習・事前に指定テキストおよび配布されたプリントや指示
された資料など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、重要ポイントを確認すること。30分
～１時間程度。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　レポートで筆記試験に代えます。各担当者が提示するテーマ
の中から、関心のあるものを選んでレポートを書いて貰うこと
にします。書式や枚数などについては、別に指示します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中村民雄『ＥＵとは何か-国家ではない未来の形-』信山
社、第２版、２０１６年を用いる。各担当者によるレジュ
メやプリント配布の予定。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私達が親しんでいる日本法とは相当に異なるところがあ
りますから、注意して違いに気を付けて下さい。
　《注意》
　定期試験を実施しないので、再試験を受験できません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．講義の進め方、ＥＵについて　　（ＥＵの組織・権
限）（武居）
２．ＥＵの歴史（長谷川）
３～４．ＥＵの文化、難民問題
　（星乃）
５～６．ＥＵにおける右翼の台頭と　　ポピュリズム（東
原）
７～８．ＥＵの経済（佐々木）
９～１０．ＥＵの外交、安全保障　　（山下恭）
１１．ＥＵ法とは、その特徴
　（武居）
１２～１３．ＥＵ行政法（折登）
１４～１５．ＥＵ競争法（屋宮）

　注）先生方の御都合により、担当者や講義の順番が予告
なく変わることがあります。
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武居　一正

◎経営法:A-3,B-3,C-3

1.ＥＵ法の基礎について理解する。　(A-3)

2.ＥＵの基本理念について理解する。

3.ＥＵ競争法の基本論点について理解する。　(B-3)

4.ＥＵの動きについて注目し、方向性を理解する。　(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。

◎法律:A-4

1.ＥＵ法の基礎について理解する。

2.ＥＵの基本理念について理解する。　(A-4)

3.ＥＵ競争法の基本論点について理解する。

4.ＥＵの動きについて注目し、方向性を理解する。

◎　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。



2019-2020000401-01インターンシップ

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

現代の企業社会においては、政治経済のグローバル化に伴い、
従来の日本型経済構造である年功序列・終身雇用制、メインバ
ンク・システム、護送船団方式などの反省が迫られています。
このような日本経済における構造改革時代の趨勢のなかで、経
済の変化に柔軟に対応できる専門的能力を備えた創造力ある意
欲的な人材の育成が求められており、実社会から遊離した大学
の教育・研究によっては、その要請される大学の使命を十分に
果たすことができなくなっています。
　そこで、とくに企業との結びつきが深い経営法学科（JB）に
おいては、本学科と企業との連携を重視するために、カリキュ
ラム上、JB3年生及び4年生の科目として、2単位の「インター
ンシップ」が設置されています。この科目は、大学を卒業して
実社会に出る前に我が身を企業においてみて実務経験をするこ
とによって、改めて経営法学の教育・研究の意義を再認識し、
その学習への意欲を高める場を提供するものです。
　この授業では、行政や商業施設などにおけるフィールドスタ
ディを通じて、課題解決に向けた実践的な企業経営の方策を学
ぶことを目的としています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実際の企業活動に関わる法規制について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)

実際の企業活動に関わる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)

現実の企業活動に関する知見をもとに、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)

実際の企業における体験を基に、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を有し、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)　－－－◎

平成30年度講義要目及び募集要項の記載通り、事前講義への出
席と事後報告書の提出（10時間）を求めている。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（a）事後報告書の内容
（b）企業による評価書（研修日誌等を含む）
（c）口頭試問での内容
に基づき、法学部「インターンシップ」の成績を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

就職・進路支援センターが主催する「海外インターンシッ
プ」は、法学部「インターンシップ」（２単位）として単
位認定されます。海外インターンシップ合格者で、法学部
「インターンシップ」の単位認定を希望する学生は、詳細
な日程表を法学部事務室で配付しますので受け取りに来て
下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

［夏季］
2019年5月下旬　
インターンシップ募集説明会（センター）
法学部インターンシップ履修説明会
申込書提出（センター）
6月　企画書提出
7月上旬
選考結果発表（センター）
オリエンテーション（センター）
事前講義①（法学部: 指導教員）
8月上旬
事前講義②（法学部: 指導教員）
事前研修（センター）
8月～9月上旬
インターンシップ参加
9月中旬　事後報告書提出期限（法学部）
9月下旬　口頭試問（日程は各指導教員ごとに定める
10月中旬　単位認定対象者発表
2020年3月下旬　科目登録

［春季］
2019年11月下旬
インターンシップ募集説明会（センター）
法学部インターンシップ履修説明会
申込書提出（センター）
企画書提出（法学部）
12月下旬
選考結果発表（センター）
オリエンテーション（センター）
事前講義①②（法学部: 指導教員）
2020年2月上旬
事前研修（センター）
2月～3月
インターンシップ参加
3月下旬　科目登録
4月上旬　
事後報告書提出期限（法学部）
4月中旬
口頭試問（日程は各指導教員ごとに定める）
4月下旬　単位認定対象者発表
4月末日　修正登録締切



2019-2020000401-01インターンシップ

小野寺　一浩

◎経営法:A-2,B-2,C-1,C-2

1.実際の企業活動に関わる法規制について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)

2.実際の企業活動に関わる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)

3.現実の企業活動に関する知見をもとに、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)

4.実際の企業における体験を基に、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を有し、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。



2019-2010000458-01英米法「13台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

  この授業では、英国法の歴史的発展を概観し、英米法の特徴
を学んだ後、とくにカナダ法について学習する。
　カナダの発展の歴史は、先住民とのかかわりや英国、フラン
ス、米国との関係など、外交的、政治的、経済的観点からも興
味深いものがある。そこで、この授業では、単に現代カナダ法
の内容を理解するだけでなく、国際社会の中で独自の地位を築
き上げたカナダがもつ歴史的背景を踏まえた上で、カナダ法の
発展と現代カナダが直面する諸問題についても学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大陸法との比較において、英米法の特徴を理解することができ
る。(知識・理解)

英米法およびカナダ法の基礎知識を生かし、現代カナダが直面
する諸問題について考えることができる。

外国の法制度や政治、外交に関心をもち、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身につける。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次の講義のテーマについて、英米法関連図書などを通じて内容
を予習しておくことが望ましい。（学習時間の目安：30分）
この授業は、板書を中心に講義形式で行われる。そのため、授
業中にきちんとノートをとり、授業後にしっかりと復習するこ
とが重要である。（学習時間の目安：60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

学期末の定期試験の得点のみで評価する。試験は、講義で解説
した英米法の歴史と特徴およびカナダ法の理解度を基準に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しない。資料がある場合には、担当教員が用意する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の中心は、英国法およびカナダ法であるが、カナダの
外交や国内政策、日本とのかかわりなど、いろいろな話題
を扱う。法だけでなく、政治、文化、言語、自然環境など
いろいろな話題に関心をもつ受講生の履修登録を希望す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．カナダ法概論　カナダの司法・政治制度に関する予備
知識の導入
2．英米法概説①　英米法の歴史①
3．英米法概説②　英米法の歴史②
4．英米法概説③　判例法主義
5．英米法概説④　英米法諸国の司法制度
6．カナダ法の発展と憲法①
7．カナダ法の発展と憲法②
8．カナダ憲法の特徴
9．連邦制（連邦法と州法、政治機構）
10．ケベック独立問題と自決権
11．先住民とカナダ
12．カナダ契約法　契約の成立
13．カナダ契約法　契約不履行・救済
14．カナダ家族法
15．総括



2019-2010000458-01英米法「13台以降」

萩原　一樹

◎法律:A-4,C-3

1.大陸法との比較において、英米法の特徴を理解することができる。　(A-4)

2.英米法およびカナダ法の基礎知識を生かし、現代カナダが直面する諸問題に
ついて考えることができる。

3.外国の法制度や政治、外交に関心をもち、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身につける。　(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:A-3,B-3,C-3

1.大陸法との比較において、英米法の特徴を理解することができる。　(A-3)

2.英米法およびカナダ法の基礎知識を生かし、現代カナダが直面する諸問題に
ついて考えることができる。　(B-3)

3.外国の法制度や政治、外交に関心をもち、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身につける。　(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。



2019-2010000484-01ＮＰＯ論「16台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

菅原　和行

◎－－－　概要　－－－◎

現代では、多様な政策問題に対処するにあたり、非営利組織
（NPO）の重要性がますます高まっている。非営利組織は、国
や自治体では対応の難しい問題にも柔軟かつ迅速に対応できる
うえ、市民活動の受け皿となり、公的セクターと市民との橋渡
し役も担っている。また、目的を共有する人々が集まり、組織
として活動するため、一人のボランティアとしての活動するよ
りも影響力のある活動が可能となる。一方、非営利であり、ボ
ランタリズムに依拠した組織であるがゆえに、組織の運営や財
源の確保など、さまざまな困難も抱えている。組織の規模が拡
大すれば、設立当初の柔軟性や機動性も衰え、本来の目的から
乖離していくこともある。本講義では、非営利組織の特質や社
会的役割、活動上の制約などを明らかにすることにより、現代
社会における望ましい非営利組織のあり方について考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

非営利組織とはどのようなものであり、どのような活動を行っ
ているかを自分自身の言葉で説明できる。(知識・理解)

非営利組織の法的位置づけ、税制上の優遇、活動上の制約につ
いて、具体的に説明できる。(知識・理解)

社会問題の解決に向け、非営利組織を有効に活用するための方
策について、自分自身で考え、提示できる。(技能)

社会問題の解決に向け、自分自身も非営利組織の活動に積極的
に関わろうとする意欲が醸成される。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

普段から新聞等によって非営利組織の活動について調べ、自分
で考える習慣を身につけること（本科目の学習を含め、毎日30
分程度、新聞を読むことが望まれる）。また、授業中に紹介す
る参考文献も積極的に読むこと（授業期間中に少なくとも1～2
冊は読了することが望まれる）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験70％と平常点（ミニットペーパー）30％により、総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

田尾雅夫、吉田忠彦『非営利組織論』（有斐閣、2009年）
　ISBN 9784641123892
雨森孝悦『テキストブックNPO（第２版）』（東洋経済新
報社、2012年）　ISBN 9784492100264

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の私語は授業の妨げになり、他の受講者にも迷惑を
かけるため、厳に慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス、非営利組織（NPO）とは何か
２　非営利組織の社会的役割
３　非営利組織の諸形態
４　非営利組織の諸制度
５　非営利組織の設立
６　非営利組織の運営(1)：意思決定
７　非営利組織の運営(2)：人的資源管理
８　非営利組織の運営(3)：財源確保
９　非営利組織の経営戦略
10　非営利組織と行政、企業
11　非営利組織の評価
12　非営利組織の活動事例(1)：地域振興
13　非営利組織の活動事例(2)：福祉、教育
14　非営利組織の活動事例(3)：環境保全
15　まとめ



2019-2010000484-01ＮＰＯ論「16台以降」

菅原　和行

◎法律:A-2,A-3,B-4,C-1

1.非営利組織とはどのようなものであり、どのような活動を行っているかを自
分自身の言葉で説明できる。　(A-3)

2.非営利組織の法的位置づけ、税制上の優遇、活動上の制約について、具体的
に説明できる。　(A-2)

3.社会問題の解決に向け、非営利組織を有効に活用するための方策について、
自分自身で考え、提示できる。　(B-4)

4.社会問題の解決に向け、自分自身も非営利組織の活動に積極的に関わろうと
する意欲が醸成される。　(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-3

1.非営利組織とはどのようなものであり、どのような活動を行っているかを自
分自身の言葉で説明できる。　(A-4)

2.非営利組織の法的位置づけ、税制上の優遇、活動上の制約について、具体的
に説明できる。

3.社会問題の解決に向け、非営利組織を有効に活用するための方策について、
自分自身で考え、提示できる。

4.社会問題の解決に向け、自分自身も非営利組織の活動に積極的に関わろうと
する意欲が醸成される。　(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。



2019-2010000329-01演習Ⅰ「（憲法）」

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

武居　一正

◎－－－　概要　－－－◎

「憲法の基本問題」について考えたいと思います。やる気があ
るならば、まだ憲法履修が終わっていない人も歓迎します。
　３人程度にグループ分けをし、グループ毎に選択したテーマ
について報告して貰います。具体的には、テキストから自由に
発表項目（学説や判例など）を選んで貰い、レジュメを準備し
た上で順番に報告して貰います。これに基づき、みんなで議論
します。
　従って、予め順番と内容を決める事が出来ませんが、指定し
たテキストの目次にあるテーマはほとんど扱うことになると思
います。
　憲法は難しくて取っつきにくいと感じた人もいるかも知れな
いけれど、中身は刺激的で面白いよ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法の基本問題に関する学説および判例について理解する。
(知識・理解)

現代社会に生じている諸問題に対する憲法的対応を考える。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定されたテキストの頁と事前配布されたレジュメを読
んで、質問を考えて来ること。１～２時間程度。
復習：受講後、その日の議論を思い出して、整理し、何がポイ
ントであったか確認し、不確実な点があればテキストを見て補
うこと。30分～１時間程度。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表準備への貢献度、発表内容、発言の積極性および内容、ゼ
ミ活動・運営への貢献度などを多角的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

野坂泰司『憲法基本判例を読み直す』有斐閣、2011を用い
ます。　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

■選考重視事項　成績とやる気です。
■その他　憲法に関心のある人なら誰でも歓迎です。何事
にも積極的な人に来て欲しいです。
一緒に頑張ろう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ ゼミの進め方等についてガイダンス
２～29 グループ発表に基づくゼミ討論
30 まとめ



2019-2010000329-01演習Ⅰ「（憲法）」

武居　一正

◎法律:A-4,C-1

1.憲法の基本問題に関する学説および判例について理解する。　(A-4)

2.現代社会に生じている諸問題に対する憲法的対応を考える。　(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.憲法の基本問題に関する学説および判例について理解する。　(A-4)

2.現代社会に生じている諸問題に対する憲法的対応を考える。　(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。



2019-2010000329-02演習Ⅰ「（憲法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

實原　隆志

◎－－－　概要　－－－◎

　憲法学における代表的な論点について、日本の憲法に関する
基本的な判例をもとに検討する。それらの判例の多くは憲法
Ⅰ・Ⅱの講義でも紹介されるものであるが、講義では時間の制
約もあって個々の判例について詳しく説明できないことも少な
くない。そこで、この演習をそれらの講義の延長線上に位置づ
け、講義でも扱われるような基本的な事項の理解をより深める
ための機会としたい。
　各回の演習の報告者には、事前に作成したレジュメ（資料）
を参加者に配布してもらう。それ以外の、報告を担当していな
い人には、その判例や報告について質問をしたり意見を述べた
りしてもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲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)

憲法学の観点から、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)　－－－◎

　各回の報告を担当する人には、関係する資料と判決文・解説
を読んだうえで概要をレジュメにまとめ、他のゼミ生が理解し
にくそうな部分を分かりやすく解説できるように準備をしても
らう。他方、報告を担当しない人には、指定されたテキストの
関係する部分を事前に読み、質問したいことや指摘したいこと
を考えてきてもらう。

準備に要する時間：60分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　担当した報告の内容、発言の積極性、演習に臨む姿勢等をも
とに評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法　第六版』　ISBN
978-4000227995
長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選Ⅰ 第6版』　ISBN
978-4641115170
長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選Ⅱ 第6版』　ISBN
978-4641115187
事前に購入することを求める。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．各回のテーマの提示、報告者の決定
２－30. 報告・討論



2019-2010000329-02演習Ⅰ「（憲法）」

實原　隆志

◎法律:A-4,C-1

1.憲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.憲法学の観点から、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.憲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.憲法学の観点から、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。



2019-2010000329-03演習Ⅰ「（憲法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桧垣　伸次

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、憲法の基本的な判例を読み、リーディング
ケースの論理とその後の判例の論理を比較・検討してもらいま
す。そうすることにより、憲法に関する様々な論点について理
解を深め、法的思考を身に付けてもらいたいと考えています。
そのためには、判例の要約ではなく、第一審から全文を読んで
もらいたいと思います。
　ゼミの進め方としては、班分けをして、毎回班ごとに一つの
判例について報告してもらい、それに基づいて議論を進めてい
くというやり方を考えています。報告班には、事前にレジュメ
を作成してもらい、また、他のゼミ生には、判例をあらかじめ
読んでおいてもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法の重要判例についての基本的な知識と理解を持っている。
(知識・理解)

憲法学の観点から、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)　－－－◎

事前に指定する判例および関連文献を読んできてもらいます
（90分）。また、日常的に新聞・テレビ・インターネット等の
憲法に関する記事に目を通し、最新の話題を把握しておいてく
ださい（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの参加態度（50%）、報告内容（50%。到達目標を達成
できているか否かを評価します）により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

このゼミは自主性を重んじます。教員から何かを提案する
ことはあまりありません。勉強や遊びなど、様々なことを
ゼミ生自らが発案し、実行してください。ぜひ楽しいゼミ
をつくりあげていってほしいと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ゼミの進め方について
2̃30　報告・討論



2019-2010000329-03演習Ⅰ「（憲法）」

桧垣　伸次

◎法律:A-4,C-1

1.憲法の重要判例についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.憲法学の観点から、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.憲法の重要判例についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.憲法学の観点から、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。



2019-2010000329-04演習Ⅰ「（行政法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・５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、行政法の基礎理論を理解することを目的とし
て行います。行政法は、憲法や民法と異なり統一法典を持って
いません。六法に掲載されている法律のうち、行政に特有のほ
うを行政法として扱います。また、行政法で取りあつかう主要
な法律は度々大改正されます。このような事情が影響している
のか、行政法は、法学部の中の「人気科目」からはほど遠いの
が実情ではないでしょうか。しかし、例えば、歩道上の立て看
板が通行の邪魔である、道路の拡幅工事のため土地が収用され
ようとしている、どうすればよいのか等の問題を解決するに
は、行政法の知識が欠かせません。また、行政法は、公務員試
験の必須科目となっています。「行政法」を避けて、公務員に
なろうとするのは、準備運動もせず突然走り出すのと同様で
す。スタートラインに立つに値せず、当然ゴールを切ることも
できません。法治主義の実践者たる公務員を目指す学生は、ま
ず行政法を習得するべきでしょう。公務員を目指す学生に配慮
し、適宜、公務員試験への取り組み指導も織り交ぜていきたい
と思います。
　ゼミの前半では、行政法の基礎理論を習得するため、１グ
ループ3名程度のグループを作り、グループ報告をしてもらう
という形で進めていきます。行政法の入門書をテキストとして
指定し、各章ごとにグループが報告することにします。ゼミの
後半では、教員が作成した行政法の問題を、グループで話し合
いながら解いていくこととします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政法の基礎を理解することができる。(知識・理解)

行政法を先行するものらしい報告と質問ができるようになるこ
と。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指摘テキスト全部を遅くとも5月末までには各自数回読んでお
くこと。報告者は、指定テキストだけではなく、その他の行政
法の基本的文献を読んで報告すること。報告者は、（当然のこ
とですが）報告の際必ずレジュメを作成すること。報告者では
ないときでも、報告にかかわるテキスト該当部分について読ん
でくること。
毎時の授業について、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　－－－◎

夏期休暇中にレポートを課します。このレポート（80％）、報
告内容及びゼミへの積極的参加度（20％）を総合して判断しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業の初回にい幾つかの行政法の入門書を紹介し、その中
から1冊を使用します。また、公務員試験を目指す学生の
ために、担当教員が適宜資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミの運営について、各自何らかの寄与、貢献をしてくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション（ゼミの運営、役割分担）
２　ゼミ報告のやり方
３～20　報告・討論
21～29　問題検討
30　まとめ



2019-2010000329-04演習Ⅰ「（行政法）」

折登　美紀

◎法律:A-4,C-1

1.行政法の基礎を理解することができる。　(A-4)

2.行政法を先行するものらしい報告と質問ができるようになること。　(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.行政法の基礎を理解することができる。　(A-4)

2.行政法を先行するものらしい報告と質問ができるようになること。　(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。



2019-2010000329-05演習Ⅰ「（行政法）」

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

田中　孝和

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では、2つのことに取り組む予定です。
①前期から後期の中ほどまで：行政法にかかわるいくつかの新
書を輪読することを考えています。あらかじめ報告担当1-2人
（受講者数によりグループ人数の変更の可能性あり）を決め、
担当者にはプリントを作成の上で報告をしてもらいます。具体
的には防災、建築紛争、情報公開、都市計画に関する新書を読
んでいくことを考えています。
②残りの期間：各自で関心のある行政法上の諸問題を報告して
もらいます。報告に際しての資料の選定、プリントの作成の仕
方などもサポートしていきたいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政法の基礎的な理論について理解できる。(知識・理解)

法学の観点から、現代における行政上の諸問題について積極的
に理解しようとし、また行政法の諸問題を積極的に報告および
議論をし、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)　－－－◎

報告者は報告のためのプリントを用意してください。報告者以
外の者は、議論の参加のために指定された資料の報告箇所等を
事前に読んでおいてください（予習120分程度）。また授業後
には復習をしておきましょう（120分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告プリントの内容、議論への参加、報告者に対する質問（報
告者以外）などを対象とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

演習の初回までに掲示にて指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本演習受講者には、必ず、年に数回報告を担当してもら
います。責任をもって報告ができる方の受講をお願いしま
す。報告者以外の方は議論のための準備をお願いします。
また、演習内で使用する新書などを用意してもらう必要が
あります。また、グループにて報告してもらう場合には、
どのように報告するかなど、「受講者同士」での事前の打
ち合わせなどが必要になります。別々に報告することは認
められていません。なお、受講者の人数により授業計画を
一部変更することがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス（報告の割り当て決めなど）
2-29　受講者による報告および全員での議論
30まとめ
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田中　孝和

◎法律:A-4,C-1

1.行政法の基礎的な理論について理解できる。　(A-4)

2.法学の観点から、現代における行政上の諸問題について積極的に理解しよう
とし、また行政法の諸問題を積極的に報告および議論をし、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.行政法の基礎的な理論について理解できる。　(A-4)

2.法学の観点から、現代における行政上の諸問題について積極的に理解しよう
とし、また行政法の諸問題を積極的に報告および議論をし、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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小原　清信

◎－－－　概要　－－－◎

 このゼミは、「行政法の基本をみっちり学ぶ」というコンセプ
トです。また、公法系の択一問題を配付しますので、公務員試
験や行政書士試験などを視野に入れている学生には大変相性が
いいゼミになると思います。
　行政法はむつかしい科目と思う人が多いかもしれません。む
つかしいかどうかはともかくとして、民法や刑法と比較する
と、事例をイメージしにくいため、とっつきにくいのは確かで
しょうね。２年次ということを考慮して、行政法の初歩、行政
法学の根幹的な考え方を理解するというのが主眼となります。
「法律や条例の規定もないが、不利益的な措置や制裁をしても
かまわない」とか「相手が理由を知っているみたいだから、処
分通知書に理由は書かなくてよい」という考え方はおかしいと
気づいてもらいたいです。行政法の「リーガルマインド」を身
につける、というのが皆さんのミッションです。ゼミでは、行
政法の基本テーマにつきレジュメ発表をしていただきます。プ
ロジェクターを用意していくので、画面を見ながら説明しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政行為、行政指導など行政法の基本的な概念を理解し説明で
きる.(知識・理解)

法学検定の憲法（ベイシックコース）の問題が理解でき、憲
法・行政法（スタンダードコース）の基本的問題がかなり理解
できる(知識・理解)

行政法の基本的なテーマについて必要な文献等を調査・収集し
て、それをもとに報告することができる(態度・志向性)

行政法学習で得られた知識を活用して、地方公共団体や地域社
会における行政の課題について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)　－－－◎

「予習の指示」のプリントを毎回配付します。これをテキスト
とともに、１～２時間読んで予習してください。また、事後学
習（復習）としては、毎回配付された問題を１時間かけて解き
ます。詳細な解答解説を配付しますので、それを１時間程度か
けてチェックしてください。ゼミで報告を担当する場合は、別
途配付するプリントにしたがって、数時間かけて、レジュメを
作成し、プレゼンの準備をする必要があります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
行政法に関する基本的な概念を自分の言葉で説明できているか
を評価の基準とします。
②評価方法
報告を担当する場合に作成するレジュメの内容、報告当日の口
頭のプレゼンテーション、教員の質問に対する応答、レポート
を評価します。
③割合
レジュメ（４０％）、レジュメ発表（２０％）、レポート（２
０％）、他の報告者への質問等積極的な態度（２０％）を評価
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「ＣＤＰver.3」小原清信著（新幸印刷）

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は、ゼミの時間に案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

同時並行的に憲法・行政法の授業科目を履修すると相乗効
果が出てよいでしょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ゼミのガイダンス
２　行政法領域案内
３～２２　行政法基本レジュメ報告と短答式問題研究
２３～３０　グループ別課題討議と報告
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小原　清信

◎法律:A-4,C-1

1.行政行為、行政指導など行政法の基本的な概念を理解し説明できる.　(A-4)

2.法学検定の憲法（ベイシックコース）の問題が理解でき、憲法・行政法（ス
タンダードコース）の基本的問題がかなり理解できる　(A-4)

3.行政法の基本的なテーマについて必要な文献等を調査・収集して、それをも
とに報告することができる　(C-1)

4.行政法学習で得られた知識を活用して、地方公共団体や地域社会における行
政の課題について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.行政行為、行政指導など行政法の基本的な概念を理解し説明できる.　(A-4)

2.法学検定の憲法（ベイシックコース）の問題が理解でき、憲法・行政法（ス
タンダードコース）の基本的問題がかなり理解できる　(A-4)

3.行政法の基本的なテーマについて必要な文献等を調査・収集して、それをも
とに報告することができる　(C-1)

4.行政法学習で得られた知識を活用して、地方公共団体や地域社会における行
政の課題について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。



2019-2010000329-07演習Ⅰ「（行政学）」

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

坂本　眞一

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミは、内閣府に所属する教員が担当し、国の行政機関
において政策立案や法令事務に従事してきた実務経験を活かし
て、行政の仕組みや現状等について説明します。公務員、法
曹、企業等の公共性の高い仕事を希望され、目標に向けて勉強
したい方を特に歓迎します。
　ゼミでは、テキストの輪読や講義により、我が国の公務員制
度、内閣や中央省庁、国の予算や会計、行政管理・行政改革、
地方自治といった分野を学び、行政全般に対する理解を深めて
いただきます。また、課題発表・討論等を通じて、行政が直面
する課題について自主的に考え、議論する能力を高めていただ
きたいと考えています。
　なお、ご要望があれば、公務員試験の過去問等を題材とし
て、各種試験対策の基礎力をつける演習も行いたいと思いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政及び公法に関する基本的な知識と理解を持つとともに、こ
れを活用し、地域や国の行政が直面する諸問題について理解
し、説明することができる。(知識・理解)

行政及び公法に関する基本的な知識を活用して、地域や国の行
政が直面する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)　－－－◎

　テキストの指定箇所を読んできてください（60分）。
　また、ゼミの中で順番に課題発表等を行うため、その準備が
必要になります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ内での発言、課題発表、討論等の内容を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

真渕　勝（2014）「行政学案内」（第２版）慈学社出版

◎－－－　参考書　－－－◎

真渕　勝（2009）「行政学」有斐閣
西尾　勝（2001）「行政学」（新版）有斐閣

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

行政法の未既習は問いません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ゼミの導入
２～３０　テキストの輪読、講義、課題発表・討論等



2019-2010000329-07演習Ⅰ「（行政学）」

坂本　眞一

◎法律:A-4,C-1

1.行政及び公法に関する基本的な知識と理解を持つとともに、これを活用し、
地域や国の行政が直面する諸問題について理解し、説明することができる。　
(A-4)

2.行政及び公法に関する基本的な知識を活用して、地域や国の行政が直面する
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.行政及び公法に関する基本的な知識と理解を持つとともに、これを活用し、
地域や国の行政が直面する諸問題について理解し、説明することができる。　
(A-4)

2.行政及び公法に関する基本的な知識を活用して、地域や国の行政が直面する
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。



2019-2010000329-08演習Ⅰ「（国際税法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

芳賀　真一

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんには、税金が、どのように見えているでしょうか。
高い？不公平？難しそう？勉強すると役立ちそう？
　このゼミでは、税金についての疑問をたくさん見つけ、その
答えを探していきます。何に使われているの？どんな種類があ
るの？どうやって計算するの？安くする方法は？源泉徴収って
何？103万円を超えたら？結婚して子育てするときは安くなる
の？未婚のシングルマザーは不利？サラリーマンと自営業者の
違いは？株式投資をしたら？宝くじ、競馬、仮想通貨は？日本
と外国の違いは？海外に移住したら？留学生やワーホリは？税
金について、どんな問題があるの？どんな議論があるの？どん
な意見の違いがあるの？
　現実の社会、経済、ビジネスとのつながりも意識しながら、
税金が本当に人を幸せにするものになっているか、一緒に考え
ていきましょう。
　2年次では、税制の全体像をつかむこと、所得税のしくみを
理解することに、重点を置いて勉強しましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分か
りやすく説明することができる。(知識・理解)

日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの
仲間とともに積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っ
ている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業の前に、分からない言葉を調べてきたり、自分の考えを
まとめてきたりしてください（1時間）。また、授業の後に、
話し合った内容や気付いたことをまとめると、知識が定着しま
す（1時間）。グループ報告の前には、打ち合わせをする必要
があります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記目標の到達度やゼミへの貢献度から総合的に判断します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。必要に応じて、参考文献を紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２～１５．税金の基本についてのグループワークとグルー
プ報告
１６～２９．所得税についてのグループワークとグループ
報告
３０．まとめ



2019-2010000329-08演習Ⅰ「（国際税法）」

芳賀　真一

◎法律:A-4,C-1

1.日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分かりやすく説明
することができる。　(A-4)

2.日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの仲間とともに
積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っている。　(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.日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分かりやすく説明
することができる。　(A-4)

2.日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの仲間とともに
積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っている。　(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。



2019-2010000329-09演習Ⅰ「（民法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

生田　敏康

◎－－－　概要　－－－◎

　民法の基礎について学びます。民法は日常生活と密接に結び
ついている法律なので、身の回りの出来事すべてが学習の素材
になります。授業は、民法の講義科目（債権各論・物権法）と
リンクして行います。したがって、民法総則の復習をした後、
債権各論および物権法の分野を扱います。
　前期・後期とも予め割り当てられたグループごとに解答・報
告してもらい、それにもとづき受講者全員で議論します。ま
だ、法律の勉強を始めて日が浅いので、受講者には高いレベル
は要求しませんが、毎回、出席したうえで、割り当てられた報
告と主体的に議論に参加することが求められます。報告、質
問、議論の仕方、資料の収集方法、レジュメの書き方、レポー
トの作成方法などは適宜、指導します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法総則、債権各論および物権法の基礎を理解することができ
る。(知識・理解)

与えられた問題について必要な文献等を調査して、それをもと
に報告することができる。(知識・理解)

自分の意見を論理的に述べ、他人の意見をしっかりと理解し、
建設的な議論ができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　報告の対象となっている部分についてテキスト等で予習し、
報告に対して質問できるようにしておくこと（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　民法総則、債権各論および物権法の基礎を理解できている
か、与えられた問題について十分な準備のもと口頭で報告し、
文章で書くことができるか、教員および他の受講者からの質問
に的確に答え、または議論することができるかを評価基準とし
て、報告および提出されたレポート等の内容により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　生田ほか『民法総則』（法律文化社2018年）。六法は必
携です。その他、講義科目（債権各論、物権法）で使用す
るテキストをよく読んで、予習・復習をしておいてくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　　ガイダンス
第２回～１４回　　民法総則の復習、債権各論に関する報
告・討論
第１５回～３０回　　債権各論・物権法に関する報告・討
論　
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生田　敏康

◎法律:A-4,C-1

1.民法総則、債権各論および物権法の基礎を理解することができる。　(A-4)

2.与えられた問題について必要な文献等を調査して、それをもとに報告するこ
とができる。　(A-4)

3.自分の意見を論理的に述べ、他人の意見をしっかりと理解し、建設的な議論
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.民法総則、債権各論および物権法の基礎を理解することができる。　(A-4)

2.与えられた問題について必要な文献等を調査して、それをもとに報告するこ
とができる。　(A-4)

3.自分の意見を論理的に述べ、他人の意見をしっかりと理解し、建設的な議論
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。



2019-2010000329-10演習Ⅰ「（民法）」

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

下田　大介

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は、民法を素材として、法的な主張の組立てと提示、
争点・問題点の抽出、妥当な解決の模索に向けた討議などをト
レーニングします。また、その前提として、法令・判例・法律
文献等の検索方法とそれぞれの特徴について、確認します。
　受講生には、数名のグループごとに、判例または事例問題の
報告を担当してもらいます。報告課題は、前期には１年次に学
ぶ民法入門ないし民法総則の範囲から、後期には民法の他の領
域からも設定します。
　なお、社会にでると「やったことがありません」というのは
言い訳になりません。本演習でも（とくに後期）、自学・自習
が必要になることがあるでしょう。とはいえ、初めてやる事柄
で、失敗を恐れてはいけません。未履修領域の報告課題を準備
するにあたって、教科書等を活用する際の工夫なども解説しま
すし、講義形式の解説を取り入れることもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

報告を担当する判例または事例問題と関連する学問領域を概括
的に見定め、必要な文献等を検索・入手して、基本的な事項に
ついて読解することができる。(知識・理解)

ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本演習で学んだ法概
念や法律用語とかかわりの深いものについて、主体的に解決策
を模索する姿勢を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　報告者には、予め報告概要（レジュメ）を作成して、受講生
に配布してもらいます。そのために、予習・復習、グループ内
での役割分担その他の打ち合わせ、参考資料の収集と内容の把
握、プレゼン方針・手順の決定など、やるべきことが多いで
す。できるだけ早めに準備を始めてください。また、実りある
議論のためには、報告者以外のオーディエンスにも一定の基本
知識が必要です。教科書等の関連箇所をよく読んで臨んでくだ
さい。
　報告回においては少なくとも２時間以上、それ以外の回には
１時間程度の予習復習が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告（その準備を含む）、発言や質問の内容等を総合的に評価
します。やむを得ず欠席する場合には、理由を付けて、メール
等で連絡してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

六法を必ず持参してください。その他、適宜指示します。

◎－－－　参考書　－－－◎

田髙寛貴ほか『リーガル・リサーチ＆リポート』（有斐
閣、2015年）1,600円＋税　ISBN 978-4-641-12573-5
※購入は必須ではありませんが、参考になりますので、一
読をお勧めします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

事前準備等で躓きそうなときは、できるだけ早めに、遠慮
なく研究室に質問に来てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：本演習の趣旨説明、ガイダンス
２～４：報告担当者の選定、リーガル・リサーチ、事前準
備の指導
５～29：報告と討論（講義形式の解説を取り入れることが
あります）
30：総括
※受講生の人数や習熟度に応じて変更することがありま
す。
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下田　大介

◎法律:A-4,C-1

1.報告を担当する判例または事例問題と関連する学問領域を概括的に見定め、
必要な文献等を検索・入手して、基本的な事項について読解することができ
る。　(A-4)

2.ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本演習で学んだ法概念や法律用語
とかかわりの深いものについて、主体的に解決策を模索する姿勢を身につけ
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.報告を担当する判例または事例問題と関連する学問領域を概括的に見定め、
必要な文献等を検索・入手して、基本的な事項について読解することができ
る。　(A-4)

2.ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本演習で学んだ法概念や法律用語
とかかわりの深いものについて、主体的に解決策を模索する姿勢を身につけ
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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

畑中　久彌

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、一回の授業で二つのことをします。
【１】　福大法学部では、１年生前期で民法入門を学び、民法
の全体像を把握します。その後、民法の個別の分野を詳しく学
び、２年生の段階でかなりの分野を終えます。
　このゼミでは、１年生と２年生で学ぶ民法の分野を深く修得
するために、それぞれの分野の基本的な制度や判例を学びま
す。
　具体的には、教員より「民法総則」・「債権各論」（前期）
および「物権法」（後期）分野の課題を出し、学生はその課題
についてレジュメを作成し、ゼミで報告します（１回の授業で
１人または２人）。報告の後、教員・報告者・その他の学生で
質疑応答を行います。
【２】　パワーポイントで法律関係のニュースを発表します
（7～10枚程度のスライド数。１回の授業で１人または２人。
グループ報告はありません）。１ヶ月以内に報道された、法律
に関係するニュースを取り上げます。発表後はグループに分か
れ、報告について良かった点と質問したい点をまとめ、グルー
プごとにそれらを発表します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法を中心に、法学とそれ以外の学問および国内外の事情を知
り、基本的な理解をすることが出来る。(知識・理解)

社会問題の検討を通して、現代社会の問題解決に対する積極的
姿勢を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【１】について。予習：教員の出した課題を調べ、レジュメを
作る。復習：授業のときに聞かれたこと、答えたことをふまえ
て、レジュメを見直し、課題を再度考える。120分を要する。
【２】について。予習：報告するニュースを探す。それをコ
ピーするのではなく、自分なりに補充したり分析したりして、
パワーポイントのスライドを作る。復習：教員および他の学生
からの評価・質問を思い出し、次の報告に活かす。30分を要す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

自分の力で資料を集め、分析し、自分なりの工夫をこらしてレ
ジュメとパワーポイントのスライドを作り、発表できたか、質
疑に応答できたかを評価基準とします。レジュメ、パワーポイ
ントのスライド、口頭での報告、応答の仕方、質問の回数や中
身などを総合的に考慮します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

六法。なお、担当する問題に応じて、参考となる資料を指
示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.民法に関する課題の報告者およびニュースの発表者の順
番決め
2.パワーポイントによるスライド・発表の仕方の説明
3̃30.報告および質疑応答
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畑中　久彌

◎法律:A-4,C-1

1.民法を中心に、法学とそれ以外の学問および国内外の事情を知り、基本的な
理解をすることが出来る。　(A-4)

2.社会問題の検討を通して、現代社会の問題解決に対する積極的姿勢を持つ。
　(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.民法を中心に、法学とそれ以外の学問および国内外の事情を知り、基本的な
理解をすることが出来る。　(A-4)

2.社会問題の検討を通して、現代社会の問題解決に対する積極的姿勢を持つ。
　(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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミは、１年次で学んだ民法入門・民法総則や民事紛争処
理概説をより確かなものとし、更には、２年次で習う民法（債
権各論等）の理解を助けることを目的とします。具体的には、
判例を読むという作業を通して行います。その際、資料を探
す、裁判例集をコピーする、テキストを読む、学説を調べる、
という法学を学ぶ上での基本な能力の修得に力点を置きたいと
思います。ゼミ生諸君は、報告に際しては、報告要旨をあらか
じめ作成･配布の上、他のゼミ生諸君はこれを読んだ上で討論
に入ることにします。用意されたテーマ（判例）について、前
期ではグループで調べ、報告をする、後期では、一人で報告が
義務づけられます。ゼミを盛り上げていこうというゼミ生一人
一人の前向きな取り組みが必要です。「よく学び、よく遊べ」
がモットーです。勉強に限らず、意欲ある学生諸君の参加を期
待します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法の基本的な概念や考え方を理解し、説明することが出来
る。(知識・理解)

報告をする、質問をする、質問に答える等のゼミにおいて討論
をする上での基本的なことを身につけ、報告することが出来
る。(知識・理解)

民法が実社会でどのように運用されているのかについて理解
し、対応できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前にテーマを指示するので、報告者は、事前に報告要旨を
作成の上、ゼミ生全員に配布しておくこと。報告者でない場合
には、事前に読んで、質問等を考えてくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミにおける報告により、民法の基本的知識を理解できてい
るかを確認し、ゼミにおける発言・質問を通じて、全体討論へ
の参加状況を総合的に評価します

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めません。ただし、六法は必携。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　ゼミガイダンス
　　　　（講義計画の説明・課題配布等）
第２～４回　導入授業
　　　（全員で判例を読む・レジュメの作り方を学ぶ）
第５～29回　報告・討論
第30回　反省会
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道山　治延

◎法律:A-4,C-1

1.民法の基本的な概念や考え方を理解し、説明することが出来る。　(A-4)

2.報告をする、質問をする、質問に答える等のゼミにおいて討論をする上での
基本的なことを身につけ、報告することが出来る。　(A-4)

3.民法が実社会でどのように運用されているのかについて理解し、対応でき
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.民法の基本的な概念や考え方を理解し、説明することが出来る。　(A-4)

2.報告をする、質問をする、質問に答える等のゼミにおいて討論をする上での
基本的なことを身につけ、報告することが出来る。　(A-4)

3.民法が実社会でどのように運用されているのかについて理解し、対応でき
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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

蓑輪　靖博

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんに訪れる将来は無限ですが、グローバル化・国際化
が進み、未経験の環境問題にさらされながら、少子高齢社会に
突入する日本には、不確実で予想できない危険があふれている
現実があります。法を学ぶことは、さまざまな危険を予防し、
現実となった危険を対処する方法を学ぶことでもあります。
　民法は社会生活を規律する一般法で、社会にあふれる多様な
危険の予防・対処法に関する基本的ルールを定めていますか
ら、これを学ぶことは危険の回避・対処を行う法的思考（法的
解決）の基礎を身に付けることになります。
　このゼミでは、発表と討論を通じた法的解決の仕組みを理解
し、そのために必要な基本的な法の知識と考え方を身に付けて
もらいます。
　討論には多様な意見が必要ですから、多様な人材を求めま
す。自由な発表と討論を歓迎します。ただ、①他人の意見をよ
く聞くこと、②好きか嫌いかではなく論理的根拠に基づいた意
見をするようにしてもらいたい。なにより明るく元気な人を歓
迎します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な法の知識と考え方を理解することができる。(知識・
理解)

基本的な法制度を用い、発表・討論と共に、説明することがで
きる。(知識・理解)

具体的な事例から、多様な価値観に基づく問題点の整理ができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に、与えられた課題をこなすこと（60分）。発表・討論で
指摘された事柄・内容を確認・整理するとともに、授業後に、
次の課題への対策を講じておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表と討論における方法・発言の仕方・発言の内容、指示され
た課題への対応・取組内容を基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

六法は常にみられるように準備すること。出席できない場
合は連絡すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入授業（ゼミの進め方、課題・スケジュール設定な
ど）
２～１５発表と討論
１６　導入授業②（ゼミの進め方、課題・スケジュール設
定など）
１７～３０　発表と討論
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蓑輪　靖博

◎法律:A-4,C-1

1.基本的な法の知識と考え方を理解することができる。　(A-4)

2.基本的な法制度を用い、発表・討論と共に、説明することができる。　(A-4)

3.具体的な事例から、多様な価値観に基づく問題点の整理ができる。　(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.基本的な法の知識と考え方を理解することができる。　(A-4)

2.基本的な法制度を用い、発表・討論と共に、説明することができる。　(A-4)

3.具体的な事例から、多様な価値観に基づく問題点の整理ができる。　(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。



2019-2010000329-15演習Ⅰ「（商法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

久保　寛展

◎－－－　概要　－－－◎

商法総則・商行為法に関する判例あるいはテーマについて、さ
まざまな角度から検討します。一応の予定として、前期で商法
総則、後期で商行為法・保険法の分野を扱います。1年次の民
法入門等を通じて、法律に関する一定の知識あるいは法的なも
のの考え方がうっすらとでもわかってきたのではないかと思い
ますので、これをベースにさらに商法科目についても視野を広
げればと考えています。どの先生も同様かと思いますが、ゼミ
形式の授業は、基本的にゼミ生の報告とこれに対する質疑応答
によって行われます。このゼミにおいても、数名から成るグ
ループ分けをした後に、各グループが関心をもった判例（ある
いは商法総則・商行為等に関連する一つのテーマ）を一つ選択
し、実際にゼミにおいて報告した後、報告者と出席したゼミ生
との間において活発な議論を行います。もちろん、活発な議論
を行うには、事前の予習が必要なことは容易に想像できるで
しょうが、最近、残念ながら予習すらしてこない学生もなかに
はいます。いずれにしても、予習・復習を心がけ、その結果、
ゼミが終了した後は、現在の経済社会の主体である企業という
ものが、法的な側面からも見えてくることができればと思いま
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)

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)　－－－◎

開講時に配布するスケジュール表に従って講義を進めますが、
予習に際しては、毎回、事前に指定する判例およびそれを解説
した資料、または各テーマに関する資料を熟読し、自分なりに
疑問点を探し出しておいてください。その疑問点を質疑応答に
際して議論するとともに、復習に際しては議論した内容を、判
例や教科書等において確認する作業を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告の内容や議論における発言、質疑応答の状況などを総合的
に評価します。もちろん、そのときの報告や質疑が完全なもの
でなかったとしても、その意欲や努力は買おうと考えています
ので、積極的に議論に参加してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定する予定はありません。随時、報告担当班には
プリントを配布します。なお、六法は必ず持参してくださ
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

このゼミは、原則として2年生で構成します。前述のよう
に、予習・復習をしっかりしてゼミに臨んでください。な
お、ゼミは勉強するだけの場ではありません。数多くの学
生がいる中で、縁あって知り合ったのですから、課外活動
等を通じても、さらに親睦を深めたいと思います。その一
環として、可能な限り、ゼミ研修も開催しようと考えてい
ます。なお、選考に際しては、基本的に申込用紙の希望理
由によって判断しますので、①なぜ、このゼミに入りたい
のか、②なぜ、商法の勉強がしたいのかをしっかりアピー
ルして下さい。ただし、応募者多数の場合は、成績順に
よって判断することもあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　開講にあたって（自己紹介や今後の進行の説明等）
２～３　ガイダンス（班の編成、報告判例の割振り、係の
決定など）
４～１４　ゼミ報告および討論（なお、この間に別のガイ
ダンス等が入る場合があります。）
１５　前期の総括
１６　後期ゼミ開始（後期のゼミ進行の説明等）
１７　ガイダンス（後期の班の編成、報告判例の割振り、
係の決定など）
１８～２９　ゼミ報告および討論（なお、この間に別のガ
イダンス等が入る場合があります）
３０　後期の総括



2019-2010000329-15演習Ⅰ「（商法）」

久保　寛展

◎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.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.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.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。



2019-2010000329-16演習Ⅰ「（商法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

砂田　太士

◎－－－　概要　－－－◎

課題について、ゼミ生全員で討論します。ゼミにおいては、積
極的に授業に参加することが要求されます。本演習のモットー
は、全員参加のゼミです。学ぶ時も遊ぶ時も、全員積極的に参
加しましょう。これらを通じて、失敗することもあるだろう
し、恥をかくこともあるでしょう。しかし、失敗・恥を恐れて
いては、問題点すら探すことができません。授業における失
敗・恥は、あなたがたをより大きくしてくれます。大いに失敗
しまた恥を繰り返し、着実に前進しましょう。２年次での商法
演習ですが、商法分野に限らず、民法はじめ関連する分野も検
討します。もっとも会社法は、是非、履修登録をしてくださ
い。他人の意見を聞き、考え、自分の意見を述べることがこの
演習の中心です。２年次終了時には、これが苦にならないよう
になりましょう。このことは、就職活動にもつながります。ゼ
ミの進め方は、課題について、ゼミ生をグループ分けし（３人
で１グループ）、発表グループの報告を中心にゼミ生全員で討
論します。報告担当するグループはもちろんのこと、ゼミ生
は、必ず準備をしかつ授業では発言をすることになります。２
年次終了時には、これらの検討結果の成果を共同論文集として
まとめます。ゼミ（演習）を履修することにより、多くのこと
を学んでください。学習面のみならず、人と人とのつながりを
学んでもらいたい。これらのことを通して、法学部におけるあ
なたがたの学習・生活の基礎を築き、残りの大学生活をより充
実に過ごして欲しい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商法の全体像と関係する法規制の概要について、理解して説明
することができる。(知識・理解)

判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資
料を収集し、自分の意見を形成し的確な表現をもって述べるこ
とができる。(態度・志向性)

他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、
他人と議論することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

報告者のみならず参加者は予習をすること（60分）。課題のみ
ならず、それを考えるための基礎的なことも予習をすること。
課題終了後は、再度復習をすること（30分）。とくに後期は、
論集を作成しますので、復習が重要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に達しているか否かについて、毎回、的確に、準備を
しているか否か、説明できたか否か、意見を述べたか否かを評
価基準として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストを用いる予定はないが、必ず最新の六法を持参す
ること。

◎－－－　参考書　－－－◎

会社法、商法、民法等の講義で使用するまたは使用したテ
キスト。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず、六法を持参すること。また受講している商法・会社
法関係のテキストを持参するとよい。講義室は談話室では
ないので、行為には注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　　　ゼミの導入授業・課題等
２～２７  　報告・討論
２８～３０  論集作成



2019-2010000329-16演習Ⅰ「（商法）」

砂田　太士

◎法律:A-4,C-1

1.商法の全体像と関係する法規制の概要について、理解して説明することがで
きる。　(A-4)

2.判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資料を収集し、
自分の意見を形成し的確な表現をもって述べることができる。　(C-1)

3.他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、他人と議論す
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.商法の全体像と関係する法規制の概要について、理解して説明することがで
きる。　(A-4)

2.判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資料を収集し、
自分の意見を形成し的確な表現をもって述べることができる。　(C-1)

3.他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、他人と議論す
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。



2019-2010000329-17演習Ⅰ「（商法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

畠田　公明

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は、主として2年生を対象として、商法総論および商
取引法を取り上げ、企業社会に必要な商法の基本的な知識・理
解をえることを目的とします。まず、前期では、商法総則・会
社法総則について、商法の意義・特色・法源、商人・会社、営
業・事業の意義・譲渡、商号、企業の補助者、商業登記などの
主要な論点を検討します。後期では、商取引法について、商事
売買、匿名組合、仲立営業、問屋営業、運送営業、倉庫営業な
どの主要な論点を検討します。
　本年度は、授業計画に従い、項目ごとに簡単な概説を行い、
その後で主要な判例を取り上げ、さらに、簡単な設問について
ゼミ生全員で検討する予定です。できれば数人のグループごと
に報告・質疑応答の方式をとりたいと考えています。
　本演習の目指すところは、各項目ごとに自由に自分の意見を
述べて議論をし意見交換する場を設け、それとともに教員と演
習参加者間の親睦をはかることです。多数の積極的・意欲的な
学生の応募を期待します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商法の基礎的知識を理解し、説明することができる。(知識・
理解)

商法学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しょうと
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)　－－－◎

・課題について、報告者はレジュメを作成すること。
・報告者以外のゼミ生は、事前に指定された資料を事前に読ん
でおくこと。
・授業中に、指定する設問について解答を求めるので、復習し
ておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

① 評価基準
・商法の基本概念を理解し説明できることを評価の基準とす
る。
・裁判例の事案・判旨およびその問題点を要領よくまとめて説
明できるとを評価の基準とする。
・設問に的確に答えて明確に自分の意見を述べることができる
こと評価の基準とする。
・自分の選んだ論点について積極的に解決しようとする姿勢で
もってレポートを作成できることを評価の基準とする。

②評価方法
・発表回数および内容、授業における発言および内容によって
評価する。
・課題レポートの作成および内容によって評価する。

③割合
　・発表の回数・内容50％、授業における発言および内容
30％、課題レポート20％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

商法の主要な論点に関する裁判例に関する資料を事前に配
付をする。

◎－－－　参考書　－－－◎

　とくになし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　ゼミ発表における質疑応答などに積極的に参加し、自分
の意見を述べる意欲があることが求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　 ゼミの進め方などについてのガイダンス
２～３ 商法とは何か（意義・特色・法源）
４　 　商人と会社
５　　 営業・事業
６～８ 商号とは何か（意義・商号権・名板貸し）
９～１２ 企業の補助者(支配人・表見支配人・その他の使
用人）
１３　　代理商
１４　　商業登記
１５　　営業・事業の譲渡
１６～１９　商事売買その他（消費者売買・交互計算・有
価証券）
２０～２２　匿名組合・仲立営業・問屋営業
２３～２６　運送営業・運送取扱営業
２７～３０　寄託・場屋営業・倉庫営業



2019-2010000329-17演習Ⅰ「（商法）」

畠田　公明

◎法律:A-4,C-1

1.商法の基礎的知識を理解し、説明することができる。　(A-4)

2.商法学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しょうとする姿勢を
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.商法の基礎的知識を理解し、説明することができる。　(A-4)

2.商法学の観点から、現代社会の諸問題を積極的に解決しょうとする姿勢を
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。



2019-2010000329-18演習Ⅰ「（商法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

前越　俊之

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では、おもに会社法に関する判例を取り上げ、これを報
告してもらう。教科書には必ず「判例はこうである」あるいは
「実務はこうなっている」という説明があるが、本演習は、
「なぜそうなのか」（あるいは「なぜそうであってはいけない
のか」）ということを徹底的に演習参加者に考えてもらう場に
したい。疑問を持ち、その疑問に解答を出すのは、他人なら
ぬ、演習の参加者自身である。なお、参加者の理解度を見て判
断するが、判例および文献の予習が、演習参加の前提である。
挑戦する勇気のある、やる気があり、勤勉な学生を歓迎する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商法（会社法）についての基本的な知識と理解を持っている。
(知識・理解)

商法（会社法）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)　－－－◎

判例および文献の予習が、演習参加の前提である。与えられた
課題に関し、予習し検討を加え、報告レジュメ等の作成を行う
こと（3時間）。また、検討が十分でない場合は、復習するこ
と（2時間）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に関し、報告、演習中の積極的な発言、提出物および
レポートから総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

未定である。テキストを指定しない可能性が高いが、必要
があると判断した場合、開講前に掲示等を行う予定であ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入
２～４　ゼミで採り上げる法的な問題の基礎的な理解（報
告と議論）
５～２９　報告・議論
３０　まとめ



2019-2010000329-18演習Ⅰ「（商法）」

前越　俊之

◎法律:A-4,C-1

1.商法（会社法）についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.商法（会社法）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.商法（会社法）についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.商法（会社法）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。



2019-2010000329-19演習Ⅰ「（知的財産法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

谷川　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　著作権に関するニュースは日々の報道の中にあふれていま
す。2018年には次のような話題がありました。
「漫画村」「Anitube」等に対するブロッキングの検討（4月）
ゲームバーの経営者が逮捕される（6月）
芥川賞候補作に盗作疑惑（7月）
奈良県の「金魚の電話ボックス」をめぐり提訴（9月）
フラダンスの振り付けに著作権を認める大阪地裁判決（9月）
　このように著作権の話題は身近である一方で、著作権法に
よって何が侵害とされ、何が許されているのかを正確に把握す
ることは困難です。この演習では、下記「テキスト等」欄記載
の新書を少しずつ読み進める中で、著作権に関する基本的な考
え方や学説・裁判例の動向を理解し、その知識を日常生活や将
来の仕事に活かしてもらうことを目的にしています。
　具体的には、各章のトピックに関連する事例について数名の
グループで検討・報告してもらうことを含めつつ読み進め、秋
頃までに同書を読み終えることを予定しています。また秋以降
には、それまでの学習の集大成として、グループによる判例報
告をしてもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

著作権制度についての基本的な知識を獲得する(知識・理解)

著作権制度が抱える現代的課題を積極的に解決しようとする姿
勢を持つ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に指定された範囲のテキストについて、六法で条文を確認
しながら読み、自分なりの疑問をもってゼミに臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミへの参加態度のほか、判例報告の準備の程度、報告内容な
どを総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

池村聡『はじめての著作権法』（日経文庫、2018年）
ISBN 978-4-532-11382-7　￥900＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

著作権法が収録されている六法（デイリー六法やポケット
六法のような小型のものでよい）も準備して、毎回持参す
ること。
ゼミの主体は教師ではなくゼミ生であるので、疑問や意見
がある場合は遠慮なく発言すること。また、一方的に何か
を教わってそれを丸暗記するというような受動的な態度で
参加しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　導入
2-25　テキストに沿って議論
26-29　判例報告
30　まとめ



2019-2010000329-19演習Ⅰ「（知的財産法）」

谷川　和幸

◎法律:A-4,C-1

1.著作権制度についての基本的な知識を獲得する　(A-4)

2.著作権制度が抱える現代的課題を積極的に解決しようとする姿勢を持つ　
(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.著作権制度についての基本的な知識を獲得する　(A-4)

2.著作権制度が抱える現代的課題を積極的に解決しようとする姿勢を持つ　
(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。



2019-2010000329-20演習Ⅰ「（刑法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石川　友佳子

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、刑法や刑事事件に関係するテーマやトピックを
できるだけ多く取り上げ、様々な観点から刑法の役割を考えてい
きます。ゼミ生には、「お互いが安全で快適な社会生活を送るた
めに、刑法にできることは何か」を見つけてほしいと思っていま
す。
　昨年、裁判例の精読やゼミ生によるグループ報告で取り上げら
れたテーマには、少年犯罪・少年法、冤罪、テロ、外国人犯罪、
殺人罪、放火罪、死刑・終身刑、検察官の使命・仕事などがあり
ました。また、夏休みには、刑務所参観に行きました。
　今年度も、ゼミ生の希望を聞きながら、様々なテーマをみんな
で勉強していく予定です。いずれのテーマでも、実際に起こった
事件の概要や法律・制度の現状について学んだ上で、現状の良い
点や疑問点を話し合い、現状をもっと良くするための「方法」を
考えてほしいと思います。
　前期は、全員で刑法に関する判例・裁判例を精読しながら、判
決文の読み方も学んでいきます。後期は、数人のグループをつ
くって、グループごとに興味のある刑法上のテーマを選択し、共
同報告を行います（ゼミ生はそれぞれ、共同報告の機会が2回ま
わってきます）。前期・後期ともに、ゼミ生には、少人数のメン
バーで、又はゼミ全体で、自分の思うこと・感じたことについて
意見交換をしてもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

刑法や刑事事件について、幅広い知識と視点をもつことができ
る。(知識・理解)

自分の思うこと・感じたことをわかりやすい言葉で表現し、人に
伝えることができる。(態度・志向性)

人の考え・視点を聞き、尊重することができる。(態度・志向性)

様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方法
で伝えられるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　前期は、担当教員から出された課題を行ってゼミに臨むこと。
　後期では、共同報告の担当グループは、ゼミの時間外に話し合
いや共同研究を行い、事前に報告資料を作成して受け渡し場所に
提出すること。報告者以外のゼミ生も事前に資料を受け取り、予
習のうえゼミに臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　共同研究・共同報告の内容、ゼミ（課外活動・イベントも含
む）での頑張り度・貢献度などを総合的に評価します。
　積極的に多くの発言をしてくれることは、とても重要なゼミ活
動です。たとえ、人前で話すことが苦手であったとしても、ゆっ
くり一言ずつでも話そうとする姿は、多くの人の心に響きます。
また、報告者の意見を熱心に聞き、真剣に考えようとする姿勢
も、報告者を勇気づけ、ゼミでの議論を活発にしてくれます。ど
れも、大切なゼミ貢献です。ゼミ生には、得意なことをさらに伸
ばし、苦手なことも諦めずに練習してくれることを期待していま
す。
　発言することが得意な人も、聞き上手な人も、それぞれの個性
を活かして、頑張ってください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　六法は必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　申込書の記載内容で選考する。
・1年間を通して、遅刻・無断欠席をすることなく、継続
的に出席できる人
・犯罪や刑事事件など、刑法に関心があり、真剣に考えて
みたいという本気の意欲がある人（少なくとも、刑法Ⅰを
履修・登録していること）
・ゼミの課外イベントに参加したり、企画したりするな
ど、ゼミ内でのつながりを大切にしたい人（ゼミ合宿や法
学部ゼミ行事への参加・企画もしてほしいと思っていま
す）
　成績は問いません。ゼミ募集要項をよく読んだ上で、ゼ
ミ参加への熱意を記載してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ゼミの導入授業、ゼミ生自己紹介
２．３．法律上の基礎知識の復習
４．～１２．判例精読・事例演習
１３．～２８．共同報告・討論
２９．３０．まとめ



2019-2010000329-20演習Ⅰ「（刑法）」

石川　友佳子

◎法律:A-4,C-1

1.刑法や刑事事件について、幅広い知識と視点をもつことができる。　(A-4)

2.自分の思うこと・感じたことをわかりやすい言葉で表現し、人に伝えること
ができる。　(C-1)

3.人の考え・視点を聞き、尊重することができる。　(C-1)

4.様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方法で伝えられ
るようになる。　(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.刑法や刑事事件について、幅広い知識と視点をもつことができる。　(A-4)

2.自分の思うこと・感じたことをわかりやすい言葉で表現し、人に伝えること
ができる。　(C-1)

3.人の考え・視点を聞き、尊重することができる。　(C-1)

4.様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方法で伝えられ
るようになる。　(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。



2019-2010000329-21演習Ⅰ「（刑法）」

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

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

　納得するまで考え検討する。これが本ゼミの基本方針です。
具体的事例を取り上げ、犯罪が成立するかどうかを、ゼミ生同
士で議論しながら考察していきます。例えば、死体を生きてい
る人と誤信し、日本刀で刺した場合に殺人未遂罪が成立するか
どうかという問題について、ゼミ生一人ひとりが、納得のいく
まで質疑応答を繰り返し検討します。議論をするために必要な
基本的初歩的知識・事項については、教員が説明しますが、判
例、文献については、教員はその調べ方をアドバイスするにと
どめ、ゼミ生に調べていただきます。なお、場合により模擬裁
判形式を取り入れゼミを進める予定です。
　広く浅くではなく、一つのことを徹底的に掘り下げたい。教
科書、文献、判例に書いていることを字面ではなく本当に理解
できるようになりたい。他人の考えをきちんと理解し、自ら思
考し、自分の言葉で相手に伝えるようになりたい。このような
意欲にあふれた学生諸君が集まることを期待しています

◎－－－　到達目標　－－－◎

刑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)

刑法的角度から、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)　－－－◎

・事前に指定された課題について検討する(60分)。
・報告を担当する場合には、レポートを作成しする(90分)。
・事後に演習中の議論についての理解を深めまとめる(60分)。
・最終レポートを作成する（8時間)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・刑法に関する基礎的事項・基本原理について、わかりやす
く、口頭及び文書で発表できること、また、刑法的角度から具
体的事案を分析・検討し、それを口頭及び文書で発表できるこ
とを評価基準とします。
・ゼミでの報告(40%)、質疑応答(30%）、最終レポート(30%）
によって評価します

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。必要に応じ判例等を指示ないし配付しま
す。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

じっくりと考えながらゼミを進めていきます。結論を急が
ないで落ち着いて考える方の応募を期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ゼミの概要説明
２～２９　報告・討論
３０　総括　



2019-2010000329-21演習Ⅰ「（刑法）」

小野寺　一浩

◎法律:A-4,C-1

1.刑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.刑法的角度から、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.刑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.刑法的角度から、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。



2019-2010000329-22演習Ⅰ「（刑事法）」

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

新屋　達之

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習では、刑法・刑事訴訟法を中心に、特定の制度あるい
は具体的事例を取り上げ、刑事法の基本的問題点を検討する予
定。余裕があれば、犯罪学・刑事政策といった関連領域も含め
て、検討対象とする。
　いまのところ、担当者があらかじめ用意した設例に対し、受
講者が自らの考えに従って解答を考え、それをテーマを報告し
てもらう方針（但し、変更可能性あり）。具体的な進め方など
は、演習開始の早い時期にも告知する。設例の提示などは、原
則として、ＦＵポータルを利用して行う。
　刑事法の場合、学説・実務の対立、実務の中でも裁判・検
察・弁護の間での意見対立が激しいが、対立する立場にも目配
りしながら、自身の立場を明らかにすることが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　刑事法ならびにそれと関連する憲法等の法学の基礎知識と法
的思考力を身につけ、社会において生起する刑事法現象とその
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)

　刑法・刑訴法・刑事政策といった刑事法領域、それと関連す
る人文・社会・自然科学についての基本的な知識と理解を持っ
ている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、受講者は、担当者の提示した設例につき、
関連する文献などを研究の上、問題の所在、学説・判例を踏ま
え、考えられる解決策を明らかにする（約90分）。
　演習後には、演習で明らかになった制度や事例の意義や問題
点について、改めて関連文献などで反芻することが重要となる
（約60分）。
　特に、刑事法の学修では、裁判傍聴が有益である。全員がま
とまって行くことは時間の関係から困難なので、各人が手すき
の時に積極的に裁判所に足を運ぶことが望ましい。
　ネット情報には誤ったものや不正確なものも多い。きちんと
した紙媒体の文献に当たること。また、ネット検索に際して
も、公的機関、弁護士会、NPOなどしっかりしたサイトを参照
し、特に個人的な書き込みなどは参照を避けることが必要であ
る。なお、演習時間中は、電子機器をしまっておくこと。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表やレポートの内容・方法、受講態度、演習への貢献度を
総合的に評価して判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　三井誠ほか編『入門刑事法』（有斐閣、第６版、
ISBN978-4-641-13923-7）
　この他、憲法・刑法・刑事訴訟法などの教科書や法令集
は各自のものを利用する。文献などは、FUポータルでの
提示、購入、担当者側での用意を適宜使いわける。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習の場合、通常の講義以上にまじめ・積極的な参加が
望まれる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１～３回　ガイダンス、分担割り振りなど
第４～３０回　具体的テーマに関する報告・討論



2019-2010000329-22演習Ⅰ「（刑事法）」

新屋　達之

◎法律:A-4,C-1

1.　刑事法ならびにそれと関連する憲法等の法学の基礎知識と法的思考力を身
につけ、社会において生起する刑事法現象とその法的諸問題について理解し、
説明することができる。　(A-4)

2.　刑法・刑訴法・刑事政策といった刑事法領域、それと関連する人文・社
会・自然科学についての基本的な知識と理解を持っている。　(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.　刑事法ならびにそれと関連する憲法等の法学の基礎知識と法的思考力を身
につけ、社会において生起する刑事法現象とその法的諸問題について理解し、
説明することができる。　(A-4)

2.　刑法・刑訴法・刑事政策といった刑事法領域、それと関連する人文・社
会・自然科学についての基本的な知識と理解を持っている。　(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。



2019-2010000329-23演習Ⅰ「（民事訴訟法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

　民事訴訟法は、私人間の紛争を解決し、公平、平等といった
理念を追い求めるエキサイティングな法律です。ぜひ本演習で
民事訴訟法の魅力を体感してください。民事訴訟法は３年次科
目なので、この演習Ⅰでは、公務員試験・司法書士や行政書士
等の各種資格試験・法科大学院入試等への対策になるように、
民法と行政法を扱います。これらの重要判例の検討を通じて、
各種試験に通用する力を養成します。法学は正解のない学問で
すが、公務員試験や各種資格試験の法律科目では「判例（最高
裁の判断）」の立場が正解とされます。それゆえ、重要判例を
学ぶことは試験対策になるのです。
　この演習は合宿等のイベントは無いので、イベントが苦手な
人も安心ですし、公務員試験や資格試験等の勉強に集中したい
人に最適なゼミです。落ち着いた雰囲気のゼミなので、人前で
話すのが苦手な人も安心です。もちろん何になりたいか決めて
ない人も大歓迎です。ゼミの中で将来のビジョンが見えてきま
す。
　演習の進め方は、指定した判例についてレジュメを作成・報
告してもらい、その後で質疑応答するという形式で行います
（報告は１人につき前期と後期に１回ずつの計２回です）。そ
の他、上級生による就職活動報告会、刑務所見学（刑務所は希
望者のみ）などもやる予定です。
　また、公務員試験や各種試験等に通用する法律の勉強の方法
論を、ゼミ生限定で教えてあげます。さらに、公務員になった
ゼミ卒業生との強力なネットワークがあるので、合格体験談を
先輩から直接聞くことができます。そして、民間企業にも卒業
生ネットワークによる独自のパイプを持っています。本演習は
やる気のある人にとっては有意義な時間が過ごせます。要は、
やる気次第です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸
問題について理解し、説明することができるようになる。(知
識・理解)

・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や
判例を収集・分析する力）を身につける。(態度・志向性)

・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表
する力）を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、報告者は当然ですが、報告しない人も全員
が事前に配付する判例解説プリントを熟読してくること（予習
60分）。事後学習として、その回の論点について教科書等で各
自復習すること（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミでの報告内容、議論における発言内容、レポートなどを
総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　六法を必ず持参して下さい。他のテキスト等については
授業開始時に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　志望理由と成績（単位取得状況）を総合的に判断して選
考します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス
2～15　報告・発表
16　後期ガイダンス
17～30　報告・発表



2019-2010000329-23演習Ⅰ「（民事訴訟法）」

安井　英俊

◎法律:A-4,C-1

1.・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸問題について
理解し、説明することができるようになる。　(A-4)

2.・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や判例を収集・
分析する力）を身につける。　(C-1)

3.・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表する力）を身
につける。　(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.・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸問題について
理解し、説明することができるようになる。　(A-4)

2.・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や判例を収集・
分析する力）を身につける。　(C-1)

3.・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表する力）を身
につける。　(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。



2019-2010000329-24演習Ⅰ「（国際法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長谷川　正国

◎－－－　概要　－－－◎

　冷戦の終結後、国際政治の構造は大きく変化しましたが、新
たな世界秩序の全体像はいまだ見えてきません。あらゆる分野
でグローバリゼーションは進行しているのですが、 世界はます
ます不安定化しているように見えます。それにもかかわらず、
国際社会には国際法が存在し、国々の行動を効果的に規制して
います。単なる現象にとらわれて、物事の本質を見逃してはな
りません。本演習の目的はこの国際法の基本的機能を理解する
ことです。国際法の論理的な構造は国内法とまったく同じで
す。ただし、国際法は国内社会とは大変異なる国際社会の法で
すので､ 国際法を理解する上で国際社会に関する知識、特に国
際政治・外交史、国際経済の知識は非常に重要です。本演習で
は、国際法の基本テキストや新聞記事を用いながら、国際法の
基本的知識の習得を目指します。演習は各自の希望を聞いた上
で割り当てたテーマについて各担当ゼミ生が報告し、それを全
員で討議するという方法をとります。また、ゼミ時間の後半の
20～30分程度、最新の国際時事問題について順番に報告しても
らいます。毎回全員に発言を求めます。もちろん、ゼミ生諸君
に完ぺきな報告など求めません。私は期待するのは､ 限られた
時間内で最善の努力をつくすこと、1回目の報告よりも2回目の
報告がより充実したものになること、すべての討議 に積極的に
参加すること、そして、国際法問題や国際政治・外交問題を自
分の問題として議論することができるようになること、です。
意欲あふれる学生の応募を期待します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自己のテーマに関する確実な知識を習得し、その内容を他の受
講者に分かりやすく説明できる。(知識・理解)

他の受講者の報告を理解し、その内容に関して的確な質問がで
きる。(態度・志向性)

現在世界で生起している問題の要点を理解し、それを法的観点
から説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　報告者ばかりでなく参加者全員に予習が義務づけられます。
そのために、次週の報告者は前の週に次週の報告のテーマを簡
単に解説することが求められます。（60分）
　授業の後は報告および議論の要点を整理し、疑問の箇所が見
つかった場合には必ず次週に質問して下さい。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
基本的な事実および理論を説得力をもって報告し、質問に対し
て適切に回答する。前回の内容よりも次回の内容がより充実し
たものであること。
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　－－－◎

国際条約集（有斐閣） その他の参考書は各自の研究の進
展に応じて適切に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　演習選択者のうち希望者に対してだけ（決して義務では
ありません）、英語論文の読解を指導します。これに関心
を有する学生の応募も歓迎します。

選考重視事項　成績よりも学習意欲と志望動機を重視しま
す。したがって、応募理由を詳しく書いて下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～2　導入授業 ゼミの進め方 ゼミ全体の主要テーマの決
定と各自テーマの決定
3～29　個別報告・討論 各報告のまとめ
30 　　総括授業



2019-2010000329-24演習Ⅰ「（国際法）」

長谷川　正国

◎法律:A-4,C-1

1.自己のテーマに関する確実な知識を習得し、その内容を他の受講者に分かり
やすく説明できる。　(A-4)

2.他の受講者の報告を理解し、その内容に関して的確な質問ができる。　(C-1)

3.現在世界で生起している問題の要点を理解し、それを法的観点から説明でき
る。　(A-4)

◎　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.自己のテーマに関する確実な知識を習得し、その内容を他の受講者に分かり
やすく説明できる。　(A-4)

2.他の受講者の報告を理解し、その内容に関して的確な質問ができる。　(C-1)

3.現在世界で生起している問題の要点を理解し、それを法的観点から説明でき
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。



2019-2010000329-25演習Ⅰ「（国際法・国際関係論）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山下　恭弘

◎－－－　概要　－－－◎

　皆さんは2年生になってはじめて、国際法・国際関係論の講
義－講義の詳しい内容は、シラバスをご覧ください－に接しま
す。この大学の講義は、他の多くの講義がそうであるように、
大人数・大教室で行われるため、学生一人ひとりに細かな指導
を行うのが困難な状況にあります。したがって、講義では十分
に理解できないままに終わってしまう人も多いはずです。演習
では少人数であることの利点を活かして、この講義の至らない
点を補いたいと思っています。
　演習の具体的な進め方は、国際法・国際関係論の諸問題のな
かから、参加者が興味を持った問題を順に取り上げて、毎回の
テーマを決め、報告者をたてて質疑応答といった形をとること
になります。報告者にはもちろん、事前の細かな指導を行うつ
もりです。報告者以外の参加者には、予定される報告について
十分な予習が求められます。ただし、4月の演習開始から当分
の間、演習のメインである「報告」に入る前に、参加者全員に
新聞の国際面を毎週じっくりと読んで来てもらって、国際法・
国際関係論とかかわりのある問題を探し出してもらいたいと
思っています。様々な記事をひろって、全員参加で、国際社会
の現状を好きに発言してもらいます。国際法・国際関係論の知
識が増すにつれて、皆さんの発言がしだいに学問的になってい
くことを期待しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国際法・国際関係論の基本的な知識と理解を持っている。
(知識・理解)

　国際法・国際関係論の観点から、国際社会が抱える諸問題を
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)　－－－◎

　報告者が報告の1週間前に配布するレジュメをもとに予習し
（60分）、演習に臨んでください。そして、報告やその後の質
疑応答で明らかとなった重要点や問題点などについて、教員が
補足説明を行いますから、それを参考にしながら復習するよう
に心掛けてください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告・発言の内容で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキスト・参考文献は、演習のなかで適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この演習を希望する人には、次の二点が求められます。
すなわち、1. 分からない所を「まあいいや」で済ませない
人、2. 国際法・国際関係論の講義をとるつもりの人、で
す。要するに「ヤル気」があるかどうかを選考で重視しま
すので、申込書の希望理由の欄に志望動機と自己アピール
を詳しく書いてください。成績その他は問いません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　ゼミの導入授業・課題等
2～9　  新聞の国際面を用いた全員参加の討論
10～29　報告・討論
30　　総括

　



2019-2010000329-25演習Ⅰ「（国際法・国際関係論）」

山下　恭弘

◎法律:A-4,C-1

1.　国際法・国際関係論の基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.　国際法・国際関係論の観点から、国際社会が抱える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.　国際法・国際関係論の基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.　国際法・国際関係論の観点から、国際社会が抱える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。



2019-2010000329-26演習Ⅰ「（国際私法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

北坂　尚洋

◎－－－　概要　－－－◎

国際私法は財産法と家族法の両方の分野を含み、広範な領域に
わたるものです。しかも、初めて学ぶ法律分野であり、いきな
り国際私法の内容から始めるのは難しいと思いますので、「演
習Ⅰ（国際私法）」では、国際私法をわかりやすく習得しても
らうための基礎作りを行います。具体的には、日本民法の中の
家族法（親族法）を取り上げながら、徐々に国際的な場面にお
ける問題を検討するつもりです。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本民法の中の家族法に関する法律知識を身につけながら、国
際私法のアウトラインを理解し、それを説明できるようにな
る。(知識・理解)

社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通
じて身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回のゼミで取り上げる事項については、第１回のゼミのと
きに一覧を配布します。予習・復習としては、その事項に関す
る教科書の該当ページを読み、理解を深めてください（それぞ
れ60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　積極性や到達目標への達成度を基準に、発言内容とレポート
等から評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　松川正毅『民法　親族・相続［第５版］』（有斐閣・２
０１８年

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　単位の取得だけを目的にする方、アルバイト等を優先し
ようと考えている方、クラブ活動や予備校等で忙しくて授
業時間以外は時間がない方、授業時間以外の活動には参加
したくない方の応募はご遠慮ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回～第３０回　個別報告



2019-2010000329-26演習Ⅰ「（国際私法）」

北坂　尚洋

◎法律:A-4,C-1

1.日本民法の中の家族法に関する法律知識を身につけながら、国際私法のアウ
トラインを理解し、それを説明できるようになる。　(A-4)

2.社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通じて身につけ
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.日本民法の中の家族法に関する法律知識を身につけながら、国際私法のアウ
トラインを理解し、それを説明できるようになる。　(A-4)

2.社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通じて身につけ
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。



2019-2010000329-27演習Ⅰ「（アジア法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

李　黎明

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習においては、履修する学生の意見を取入れて、演習の
内容と方式を決めます。よって、開講時に皆さんと詳しく相談
しますが、とりあえず予定案と要求される事項について記しま
す。
　本演習は、対アジア法務という観点から、アジアビジネスを
展開する際に必要とする一般知識のみでなく、関連する法知識
も検討します。各国の法制度をはじめ、その制度適用の法環境
も考察します。
従いまして、アジアビジネス法務の実態を調べながら、実際問
題を取り上げ、個人発表後に全員参加の討論で徹底的に議論し
ていきます。
学生一人一人の問題対処法を引き出すために、それなりの情報
収集や資料分析を行い、基本的な発表作業をやってもらいま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　①グローバルな視野と国際競争力を身に付ける。(知識・理
解)

 ②アジアビジネス法務に精通する人材となる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、アジアをはじめ、世界の時事問題を絶えず把握
し、演習参加の知識を準備しなければなりません。
復習として、本演習での発表や議論をまとめ、次回の発表内容
を強化する必要があります。
予習・復習については、各60分ほどの勉強が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習発表の点数、期末小論文の点数及び平常点（取り組み姿勢
等）によって、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

演習に必要な資料を毎回授業中に配布します。
参考資料については、その都度指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

基本的には志望動機、理由を重視します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～４回　　
  本ゼミの内容及び進め方について説明。
　ゼミ生一人一人の意見や要望を聞き出す。
　全員で本ゼミの内容を決め、またルール作り。

５～26回　　
  ゼミの内容とルールに従い、個人発表と全員討論。

27～30回　　
  小論文の作成と検討



2019-2010000329-27演習Ⅰ「（アジア法）」

李　黎明

◎法律:A-4,C-1

1.　①グローバルな視野と国際競争力を身に付ける。　(A-4)

2. ②アジアビジネス法務に精通する人材となる。　(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.　①グローバルな視野と国際競争力を身に付ける。　(A-4)

2. ②アジアビジネス法務に精通する人材となる。　(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。



2019-2010000329-28演習Ⅰ「（法社会学）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武士俣　敦

◎－－－　概要　－－－◎

法社会学とは、簡単にいえば、法の諸問題の原因や結果を科学
的見地から取扱い、社会における法の実際の働きを解明しよう
とする学問分野です。
　法社会学にはさまざまな問題領域がありますが、この演習で
は、いま日本で変革の過程にある司法制度を中心に勉強したい
と思います。具体的には社会的な論議を呼んでいる飲酒運転へ
の司法の対応に焦点をあて「飲酒運転をめぐる法と社会」とい
うテーマを設定します。飲酒運転厳罰化をめぐる社会、立法、
司法の動向とそれらの関係について考えていきます。憲法や訴
訟法などの学習とも関連づけて司法制度に関する全体的な基礎
知識をしっかりと身につけるとともに、つねに社会の中に法を
置いて考え、法の現実にたいする批判的思考を養うことを主眼
としたいと思います。長い目でみたとき法律そのものの学習に
もきっと役立つはずです。参加を待っています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

刑罰、行政処分、損害賠償に関する裁判過程の基礎を理解する
ことができる。(知識・理解)

テーマについて必要な資料を調査・収集して、それをもとにレ
ポートを作成し、報告できる。(態度・志向性)

司法と社会の相互作用の観察を通して法を批判的に視る姿勢を
もつことができる。(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。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミでの課題にたいする取り組みの度合（準備、内容、表現
力）。一年間を通じたその成長の度合をみます。勉学以外の面
での積極性も評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　教材として使用する資料は、こちらから配布するか、ま
たは入手を指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　ゼミの導入授業
２　　　学習テーマの予備的検討
３　　　法律文献資料の調査収集方法
４～７　飲酒運転厳罰化をめぐって
８～10　飲酒運転厳罰化の効果をめぐって
11～15　刑事裁判被害者参加をめぐって
16～18　法廷観察報告
19～20　判例についての理解とその読み方
21～25　飲酒運転懲戒免職処分をめぐって
26～30　飲酒運転死亡事故の賠償と制裁をめぐって



2019-2010000329-28演習Ⅰ「（法社会学）」

武士俣　敦

◎法律:A-4,C-1

1.刑罰、行政処分、損害賠償に関する裁判過程の基礎を理解することができ
る。　(A-4)

2.テーマについて必要な資料を調査・収集して、それをもとにレポートを作成
し、報告できる。　(C-1)

3.司法と社会の相互作用の観察を通して法を批判的に視る姿勢をもつことがで
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.刑罰、行政処分、損害賠償に関する裁判過程の基礎を理解することができ
る。　(A-4)

2.テーマについて必要な資料を調査・収集して、それをもとにレポートを作成
し、報告できる。　(C-1)

3.司法と社会の相互作用の観察を通して法を批判的に視る姿勢をもつことがで
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。



2019-2010000329-29演習Ⅰ「（法制史）」

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

野田　龍一

◎－－－　概要　－－－◎

　ねらいは「身の回りの問題に即して法律に興味をもつ」「法
の現場を訪ねて将来の進路を決定する」「個別発表で研究作法
を修得する」「歴史から法を知る」です。
　前学期は、福岡でおきた事件の中からテーマを選択し、その
テーマについて歴史的に研究します。海の中道飲酒運転事故、
就職内々定取消、セクハラ、ブルトーザ転用物訴権、弁護士み
なし成功報酬などを取り上げました。福岡の地名が出てくる
生々しい事件ばかりで、親近感があり、法律を身近に実感しま
した。
　夏休みには、福岡県警本部、福岡少年院、麓 刑務所を見学し
ました。110指令センターでは赤ランプ点灯に驚き、少年院で
は院長先生の話「少年の心のドアには、外付きのノブはない」
に感動し、刑務所では受刑者とすれ違い緊張しました。
　後学期は、グループで、テーマを設定し、とくに「歴史」を
重視して研究発表をおこないました。誤認逮捕、自動運転自動
車事故、ストーカー規制、過剰防衛、ブラックバイト、身代わ
り出頭、セクハラ、詐欺集団殺人事件、ながらスマホ事故、相
続法改正、公訴時効。どれも力のこもった報告でした。　
　毎回、公務員試験問題に挑戦します。
　その他、ボウリング会やクリスマス会も開催しました。ゼミ
の後では、ときどきですが、お菓子でなごやかになります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法の歴史を通じて法律学の基礎知識と法的思考を身につけるこ
とができる.
(知識・理解)

ゼミで身につけた法制史的観点から現代日本における法律諸問
題を積極的に解決しようと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)　－－－◎

　１週間前に次回のテーマを、次回のテーマをアナウンスしま
す。そのテーマについて、2時間かけて下調べをしてくださ
い。ゼミの後では、2時間かけてまとめを作成します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告資料（レジュメの完成度・プレゼンテーションの態度・討
論への積極的参加（質問）で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しません。教員およびゼミ参加者が資料
を作成し、教材とします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　野田ゼミは、心の優しい仲間と出会える「暖かい」「楽
しい」「役に立つ」ゼミです。皆さん、迷ったら、ぜひ野
田ゼミへどうぞ。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 取り上げる共通テーマの設定

２～13 共通テーマについての研究

14 前学期のまとめ

15 夏休み見学・後学期の計画

16̃26 各グループの研究発表

27̃29 野田ゼミ先輩の講演会

30 １年のまとめ（クリスマス新年お茶の会）



2019-2010000329-29演習Ⅰ「（法制史）」

野田　龍一

◎法律:A-4,C-1

1.法の歴史を通じて法律学の基礎知識と法的思考を身につけることができる.
　(A-4)

2.ゼミで身につけた法制史的観点から現代日本における法律諸問題を積極的に
解決しようと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.法の歴史を通じて法律学の基礎知識と法的思考を身につけることができる.
　(A-4)

2.ゼミで身につけた法制史的観点から現代日本における法律諸問題を積極的に
解決しようと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。



2019-2010000329-30演習Ⅰ「（社会保障法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山下　慎一

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習では、社会保障法という法分野の重要判例を検討する
ことを通じて、受講者が、法学部生としての基本的な能力を身
に着けることを目的とします。
　本演習は、毎回、「社会保障判例百選」所収の判例・裁判例
について、(1) 受講者が個人で報告を行い、(2) 当該報告内容に
ついて全受講者で討論を行う、という形式をとります。
　個人で自身の報告に責任を負うことで、自身の扱う問題を、
細かい点までごまかさずに深く理解する姿勢が身につきます。
報告の時間は、受講者の人数によりますが、およそ20～30分程
度です。
　また、2年次に判例の基本的な読み方・報告の仕方を理解し
ておくことは、3年次以降の法学部の学習において非常に有益
です。
　社会保障法は、憲法・民法・労働法・行政法など、幅広い法
領域と関わっているため、難解ですが、その反面、多角的に法
学を学ぶことのできる素材でもあります。自分の好みの法分野
を探したい人にもお勧めです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

将来必要とされる能力（資料収集・報告・討論の各能力）を身
につける。(知識・理解)

法学部生としての基礎的な考え方・ものの見方（法的思考）を
涵養し、社会保障（法）に関して、自分の頭で考えて、意見を
言えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　①予習
　(1) 報告者は、他の受講者を感心させるような高いクオリ
ティーの報告を目指して、1週間以上かけて準備をすること。
（600分）
　(2) 他の受講者は、報告者が答えに詰まるような鋭い質問を
投げかけるべく、事前に指定された資料を読み込み、考えを巡
らせておくこと。（60分）
　②復習
　当該回のゼミで担当教員から指摘された点を受講者全員が共
有し、次回のゼミでは同じ指摘を受けずに済むようにするこ
と。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　以下の三点を総合的に評価します。
　①報告の内容および事前準備（努力）の度合い
　②議論への参加の度合い
　③ゼミ全体への貢献の度合い

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　担当教員は、演習（ゼミ）を、大学の勉強において最も
重要なものであると考えています。問題を発見し、それに
関する自分の考えを深め、それを他人に伝え、そして議論
をする、という社会生活に必要な要素をすべて学ぶことが
できるためです。ただし本演習がそのような場になるか否
かは、履修者のやる気と努力にかかっています（その点で
は「厳しい」演習です）。よって、履修者の選考に当たっ
ては、申込書の記載から見られる「やる気・積極性」を重
視します。

　例年、数名が単位を落としています。やる気がない人に
とっては、厳しすぎると感じられるかもしれませんが、頑
張る人には精一杯の手助けをします。「楽」ではないが
「楽しい」ゼミにしたいと思っています。「ゼミだから簡
単に単位がもらえるだろう」というような甘い考えの方
は、応募をご遠慮ください。

　また、本演習は学外での活動・研修、他大学の学生との
交流等も数多く行う予定です。それらの活動に積極的に参
加する姿勢を求めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入（自己紹介・報告順の決定・報告方法）
２－２９　報告・討論
３０　演習全体の総括



2019-2010000329-30演習Ⅰ「（社会保障法）」

山下　慎一

◎法律:A-4,C-1

1.将来必要とされる能力（資料収集・報告・討論の各能力）を身につける。　
(A-4)

2.法学部生としての基礎的な考え方・ものの見方（法的思考）を涵養し、社会
保障（法）に関して、自分の頭で考えて、意見を言えるようになる。　(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.将来必要とされる能力（資料収集・報告・討論の各能力）を身につける。　
(A-4)

2.法学部生としての基礎的な考え方・ものの見方（法的思考）を涵養し、社会
保障（法）に関して、自分の頭で考えて、意見を言えるようになる。　(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。



2019-2010000329-31演習Ⅰ「（経済法）」

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

大橋　敏道

◎－－－　概要　－－－◎

　今年の２年次ゼミは、経済法の１分野である「消費者法」を
メインテーマに実施します。具体的には、食品の安全性、商品
の表示、悪徳商法、訪問販売、クレジット、広告規制など、特
に諸君の生活に身近な分野を取り上げる予定ですので、参加者
は事前に新聞等でこれらの問題について予備知識を得ておいて
ください。なお他の研究テーマも、ゼミ生諸君の希望を取り入
れてどしどし取り上げていますので、応募する学生は自分のや
りたいテーマを考えておいてください。ちなみにこれまで扱っ
たテーマは、ガソリン税などの税金問題、マスメディアをめぐ
る問題、国民年金問題、酒やたばこ・薬物をめぐる問題、環境
に関する問題などです。
　ゼミの方法としては、２～３人でチームを組んでもらい、１
テーマについて検討・発表するというやり方にする予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テーマの発見を通じて、大学における主体的な学習方法を身に
つける。(態度・志向性)

主要な消費者問題について基礎を学ぶことにより、将来、学生
自身が悪徳商法の被害者になるリスクを軽減する。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：担当者は予めテーマに即した資料をまとめておく。（90
分）
復習：次回のゼミのテーマについて、グループのメンバーと議
論しておく。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの発表やレポートの内容、発言回数による。特に発表を
重視するので、発表者はよく準備すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めませんが、中田邦博ほか『基本講義消費者法』
（日本評論社）は便利かと思われます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション・前期スケジュール決定
２～15　報告・討論
16　後期スケジュール決定
17～30　報告・討論



2019-2010000329-31演習Ⅰ「（経済法）」

大橋　敏道

◎法律:A-4,C-1

1.テーマの発見を通じて、大学における主体的な学習方法を身につける。　
(C-1)

2.主要な消費者問題について基礎を学ぶことにより、将来、学生自身が悪徳商
法の被害者になるリスクを軽減する。　(A-4)

◎　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.テーマの発見を通じて、大学における主体的な学習方法を身につける。　
(C-1)

2.主要な消費者問題について基礎を学ぶことにより、将来、学生自身が悪徳商
法の被害者になるリスクを軽減する。　(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。



2019-2010000329-32演習Ⅰ「（経済法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

屋宮　憲夫

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習では、経済法の中核となる 独占禁止法について学ん
でいきます。
　独占禁止法は、市場経済体制の基盤となる「公正かつ自由な
競争」を維持・促進する法律です。独占禁止法によって、競争
を制限する「カルテル」や「不公正な取引」が規制されなけれ
ば、大企業・資本家が一般消費者や小さな企業から不当に富を
奪い取る古典的資本主義の社会（わが国では戦前の経済社会）
に逆戻りしてしまいます。
　本演習では、独占禁止法の基本的な枠組みを把握して全体像
を理解したうえで、最近の具体的な事件の検討に進んでいきま
す。受講生自身で関連すると思われる事件の資料等を公正取引
委員会のホームページから選んでもらい、その内容の報告に基
づいて検討を進めます。その際には、3名～４名程度のグルー
プで資料検索、報告準備、報告を行い、質疑応答により演習を
進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

具体的規制事例を通して独占禁止法に関心を持つ(態度・志向
性)

独占禁止法の目的・規制内容を理解する(知識・理解)

独占禁止法の基礎的知識を得る(知識・理解)

演習における報告準備の方法、報告・質疑応答の方法を習得す
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各グループの報告の素材となる資料のコピー等を事前に配布
します。報告グループ以外の受講生は、事前にその素材を精読
してゼミに参加してください（30分程度）。
　報告グループは、報告の内容が理解しやすいようにレジュメ
や参考資料を作成し、報告に際して配布してください（120分
以上）。
　事後には、各自が報告した内容の検討に基づく整理を行い、
他グループの報告についてもレジュメ等の復習・内容確認など
を毎回行うことで、知識・理解を深めてください（30分程
度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告内容、質疑応答（報告者以外も含め）などの平常点で総
合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　ゼミで講読する文献・参考資料や事例研究の素材等を配
布します。参考書等は適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本演習と合わせて「経済法」講義を受講することを原則
とします。但し、時間割などで履修が困難な場合は受講要
件としませんが、授業テキスト等「経済法」の入門書を自
分で読み進めてください。具体的な研究内容や報告時期な
どは受講者と相談して決めます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ ゼミの導入授業
２～６　独占禁止法の基礎的事項に関する検
　　　　討報告・質疑応答
７～30　独占禁止法違反事件の事例検討報　　　　　告・
質疑応答



2019-2010000329-32演習Ⅰ「（経済法）」

屋宮　憲夫

◎法律:A-4,C-1

1.具体的規制事例を通して独占禁止法に関心を持つ　(C-1)

2.独占禁止法の目的・規制内容を理解する　(A-4)

3.独占禁止法の基礎的知識を得る　(A-4)

4.演習における報告準備の方法、報告・質疑応答の方法を習得する　(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.具体的規制事例を通して独占禁止法に関心を持つ　(C-1)

2.独占禁止法の目的・規制内容を理解する　(A-4)

3.独占禁止法の基礎的知識を得る　(A-4)

4.演習における報告準備の方法、報告・質疑応答の方法を習得する　(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。



2019-2010000329-33演習Ⅰ「（政治学）」

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

菅原　和行

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では、現代の公共政策について学びます。現代社会には
経済・財政問題、少子高齢化、環境問題など、さまざまな問題
が存在します。これらはどれも個人の努力では解決困難な問題
です。公共政策とは、こうした問題の解決を公的な課題として
捉え、その方策を提示するものです。公共政策を学ぶうえで
は、特定の課題や政策に関する知識を身につけるだけでは不十
分です。むしろ重要なのは、なぜその課題を解決するためにそ
の政策が選択されたのか、そのほかにどのような選択肢が想定
されるのか、といった抽象的・論理的な思考ができるようにな
ることです。これにより、新たな事態にも対処できる応用力
や、新たな政策を考える創造力が身につきます。今日、こうし
た思考能力は公務員はもとより、あらゆる職業において求めら
れるうえ、社会人として複雑で流動的な現代社会を生きていく
ためにも必須のものとなっています。本演習では理論的・実践
的な観点から、現代の政策問題や公共政策について考える力を
基礎から養います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

おもな政策問題や公共政策の基本的特徴について、自分自身の
言葉で説明できる。(知識・理解)

政策問題を解決するための方策について、自分自身で考え、提
示する、主体的な姿勢が身につく。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

日頃から政策問題や公共政策について調べ、自分自身で考える
習慣を身につけること（本科目の学習を含め、毎日30分程度、
新聞を読むことが望まれる）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容や質疑応答のほか、授業における発言や貢献の度合い
も考慮し、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　　前期ガイダンス
２～７　　新聞記事・論文等の検討
８～14  　報告・討論
15        前期まとめ
16 　　　 後期ガイダンス
17～22　　新聞記事・論文等の検討
23～29    報告・討論
30        後期まとめ



2019-2010000329-33演習Ⅰ「（政治学）」

菅原　和行

◎法律:A-4,C-1

1.おもな政策問題や公共政策の基本的特徴について、自分自身の言葉で説明で
きる。　(A-4)

2.政策問題を解決するための方策について、自分自身で考え、提示する、主体
的な姿勢が身につく。　(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.おもな政策問題や公共政策の基本的特徴について、自分自身の言葉で説明で
きる。　(A-4)

2.政策問題を解決するための方策について、自分自身で考え、提示する、主体
的な姿勢が身につく。　(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。



2019-2010000329-34演習Ⅰ「（政治過程論）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習では、国民国家の誕生から二つの世界大戦を経て現
代に至るヨーロッパ政治史について学びます。冷戦が終結して
30年が経過しましたが、世界では今もなお民族的・宗教的対立
や内戦、地球規模での環境問題など様々な問題が発生していま
す。現代社会が抱える諸問題について考える上では、歴史的な
視点を切り離すことはできません。また、現在の私たちの社会
がどのようにして形成されてきたのか、その背景として政治史
について学ぶことの意義は非常に大きいといえます。
　この演習は対象をヨーロッパの政治史とし、様々な観点から
検討していきます。それは単に外国の政治史を学ぶということ
にとどまるわけではありません。日本の民主主義体制はヨー
ロッパから多くのことを学び、発展してきました。私たちの暮
らす日本の政治について、ヨーロッパの過去の経験を通してと
らえなおすことができればと考えます。その際には、担当者が
在オーストリア日本大使館で専門調査員として勤務した経験を
活かし、政治や社会に関する具体的なテーマを取り上げながら
ヨーロッパについて歴史的な視点から解説を加えることで理解
を深めます。
　演習では参加者には様々なテーマでの報告を求め、学年末に
は各自がテーマを設定し、レポートを作成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ政治史を学ぶことを通じて、現代社会がどのように
して形成されてきたのかを説明することができる(知識・理解)

現代社会が抱える諸問題について、過去の歴史やヨーロッパと
の比較の視点から検討し、解決策を提示することができる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、問題意識を持ってテキストを読んでくること
はもちろん、討論の際に自分がどういった内容の発言・質問を
したいのか考えておく必要があります（60分）。復習では、報
告と討論を通して明らかになったこと、残された課題について
各自整理することが重要です（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告、質疑応答、学年末のレポートなどから総合的に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義開始時までに掲示等で指示します

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　無断欠席は認めません。演習の主役は学生ですので、学
生自身による自主的・能動的なゼミ運営が必要となりま
す。授業における討論のほか、学外での活動にも積極的に
参加することが求められます。報告作成において、
「Wikipedia」等の使用は認めません。また、ネット情報を
利用せざるをえない場合も、出所が明確であるものに限ら
れます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2～14　報告・討論
15　前期総括
16　後期オリエンテーション
17～27　報告と討論
28～29　レポート作成にむけて
30　総括



2019-2010000329-34演習Ⅰ「（政治過程論）」

東原　正明

◎法律:A-4,C-1

1.ヨーロッパ政治史を学ぶことを通じて、現代社会がどのようにして形成され
てきたのかを説明することができる　(A-4)

2.現代社会が抱える諸問題について、過去の歴史やヨーロッパとの比較の視点
から検討し、解決策を提示することができる　(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.ヨーロッパ政治史を学ぶことを通じて、現代社会がどのようにして形成され
てきたのかを説明することができる　(A-4)

2.現代社会が抱える諸問題について、過去の歴史やヨーロッパとの比較の視点
から検討し、解決策を提示することができる　(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。



2019-2010000330-01演習Ⅱ「（憲法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武居　一正

◎－－－　概要　－－－◎

「憲法の重要論点」について基本的観点から深く掘り下げよう
と思います。
　３人程度にグループ分けをして、グループ毎に選択したテー
マについて発表して貰うという形式でやりたいと思います。具
体的には、各グループにテキストから自由に発表項目を選んで
貰い、レジュメを準備した上で順番に報告して貰います。これ
に基づき、みんなで議論します。
従って、予め順番と内容を決める事が出来ませんが、指定した
テキストの目次にあるテーマはほとんど扱うことになると思い
ます。
　深く学ぶ予定なので、憲法Ⅰ・Ⅱを既に履修した人が望まし
いです。片方しか取れていなくても、やる気があれば考慮しま
す。そのやる気は「志望理由」に書いて下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法の基本理論について深く理解する。(知識・理解)

憲法の基本理論から現代社会の問題を考える。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定されたテキストの頁と事前配布されたレジュメを読
んで、質問を考えて来ること。１～２時間程度。
復習：受講後、その日の議論を思い出して、整理し、何がポイ
ントであったか確認し、不確実な点があればテキストを見て補
うこと。30分～１時間程度。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表準備への貢献度、発表内容、発言の積極性および内容、
ゼミ活動・運営への貢献度などを多角的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

曽我部・見平『古典で読む憲法』有斐閣、2016を用いま
す。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

■選考重視事項　成績とやる気です。
■その他　３年次以上対象なので４年生もいらっしゃい。
憲法に関心を持っているならば誰でも歓迎です。
　国Ⅰなどの公務員を目指す者には、個別に論文指導も考
えています。
　一緒に頑張ろう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ ゼミの進め方などについてガイダンス
２～29 グループ発表に基づくゼミ討論
30 まとめ



2019-2010000330-01演習Ⅱ「（憲法）」

武居　一正

◎法律:A-4,C-1

1.憲法の基本理論について深く理解する。　(A-4)

2.憲法の基本理論から現代社会の問題を考える。　(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.憲法の基本理論について深く理解する。　(A-4)

2.憲法の基本理論から現代社会の問題を考える。　(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。



2019-2010000330-02演習Ⅱ「（憲法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

實原　隆志

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の憲法学における代表的な論点について専門的に検討す
る。演習においては専門雑誌に掲載されている、比較的平易な
論文を扱う予定である。それらの論文を読み、全員で検討する
ことで、講義では触れられないような判例や学説にも触れても
らいたい。
　各回の演習においては1人に報告を求める。そして各回の報
告者は事前にレジュメを作成し、演習の際にそのレジュメを参
加者に配布する。それ以外の、報告を担当していない人には、
その論文や報告について理解できなかった点について質問をし
たり、紹介された学説や報告者の見解に対して意見を述べたり
してもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲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)

憲法学の観点から、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)　－－－◎

　各回の報告を担当する人には、各回で扱われる論文を読んだ
うえで、概要をレジュメにまとめてきてもらう。また他のゼミ
生が理解しにくそうな部分を分かりやすく解説したり、参考文
献として挙げられている文献にどのようなことが書かれている
のかも調べ、それもまとめてきてもらう。他方、報告を担当し
ない人には、指定された論文を事前に読み、質問したいことや
指摘したいことを考えてきてもらう。

準備に要する時間：60分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　担当した報告の内容、発言の積極性、演習に臨む姿勢等をも
とに評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。

◎－－－　参考書　－－－◎

芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法　第六版』　ISBN
978-4000227995
長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選Ⅰ 第6版』　ISBN
978-4641115170
長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選Ⅱ 第6版』　ISBN
978-4641115187
事前の購入を求める。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．各回のテーマの提示、前期の報告者の決定
2-15．憲法・人権論の報告・討論
16．後期の報告者の決定
17-30．憲法・統治機構論の報告・討論



2019-2010000330-02演習Ⅱ「（憲法）」

實原　隆志

◎法律:A-4,C-1

1.憲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.憲法学の観点から、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.憲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.憲法学の観点から、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。



2019-2010000330-03演習Ⅱ「（憲法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桧垣　伸次

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、憲法の主要な争点に関する演習問題を検討、
議論していきます。演習問題の解決のために判決、学説等の文
献の検討することにより、具体的事実に基づいた生きた法解釈
を学習していきたいと思います。憲法Ⅰ、Ⅱを履修した人が望
ましいですが、やる気さえあれば未履修の人でも歓迎します。
　ゼミの進め方としては、班分けをして、毎回1つの班が、演
習問題について検討・報告をして、その後に全員で討論する形
を考えています。報告班には、事前にレジュメを作成してもら
い、また、他のゼミ生には、関連判例等の文献をあらかじめ読
んでおいてもらいたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲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)

憲法学の観点から、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)　－－－◎

事前に該当する箇所に関する文献を読んできてもらいます（90
分）。また、日常的に新聞・テレビ・インターネット等の憲法
に関する記事に目を通し、最新の話題を把握しておいてくださ
い（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの参加態度（50%）、報告内容（50%。到達目標を達成
できているか否かを評価します）により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

このゼミは自主性を重んじます。勉強や遊びなど、様々な
ことをゼミ生自らが発案し、実行してください。ぜひ楽し
いゼミをつくりあげていってほしいと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ゼミの進め方について
2̃30　報告・討論



2019-2010000330-03演習Ⅱ「（憲法）」

桧垣　伸次

◎法律:A-4,C-1

1.憲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.憲法学の観点から、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.憲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.憲法学の観点から、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。



2019-2010000330-04演習Ⅱ「（行政法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・２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、行政法の重要判例を通して、行政法理論を確
実に習得することを目的として行います。ゼミで取り扱う判例
は、いずれも基本中の基本の判例です。受講生は、これらの判
例について報告してください。行政法は、簡単にいえば、行政
と私人との間の法律関係、行政内部の法律関係に関する法で
す。行政法は、公務員試験の必須科目です。学生の将来の進路
希望を聞きながら、適宜、公務員試験への取り組み指導も織り
交ぜていきたいと思います。「行政法のゼミ生らしい」議論が
できるようになることを期待しています。
　ゼミの前半では、行政法の重要判例についての報告をしても
らうという形で進めていきます。報告に際しては、指定された
判例を形式的に説明するのではなく、論点、報告判例の意義、
類似判例との関連性等についても、参考文献を読んで報告する
こととします。ゼミにおいては、教員が「相違点は？」「学説
は？」「なぜ？」「第1審の判断は？」と相当質問します。報
告者以外の学生にも質問します。ゼミの後半では、行政法に関
する研究テーマを考え、その研究についての発表をしてもらい
ます。テーマを考える際には、教員がアドヴァイスしますの
で、日頃から、自分の周りで起きている事柄に興味を持ってい
てください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政法の重要判例の内容を理解し、的確に論点を指摘し、批判
的検討ができるようになる。(知識・理解)

社会的事象について、行政法的観点から、問題点の抽出と検討
をし、自己の見解を構築することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

報告者は、報告の際、レジュメを必ず作成し、指定された判例
及びその類似判例を調べて報告すること。報告者は、報告の
際、報告内容に関わる問題を幾つか作成してくること。報告者
以外の人は、報告者が作成した問題について解答を求められる
こととなりますので、判例及び基本書などをよく読んでくるこ
と。
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　－－－◎

夏期休暇中及び授業終了時にレポートを課します。このレポー
ト（80％）、報告内容及びゼミへの積極的参加度（20％）を総
合して判断します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『行政判例百選第7版Ⅰ』『行政判例百選第７版Ⅱ』を使
用します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミの運営について、各自何らかの寄与、貢献をしてくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション（ゼミの運営、役割分担）
２　ゼミ報告の分担
３～20　報告・討論
21～29　研究テーマ報告
30　まとめ



2019-2010000330-04演習Ⅱ「（行政法）」

折登　美紀

◎法律:A-4,C-1

1.行政法の重要判例の内容を理解し、的確に論点を指摘し、批判的検討ができ
るようになる。　(A-4)

2.社会的事象について、行政法的観点から、問題点の抽出と検討をし、自己の
見解を構築することができる。　(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.行政法の重要判例の内容を理解し、的確に論点を指摘し、批判的検討ができ
るようになる。　(A-4)

2.社会的事象について、行政法的観点から、問題点の抽出と検討をし、自己の
見解を構築することができる。　(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。



2019-2010000330-05演習Ⅱ「（行政法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

田中　孝和

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では、行政法総論および行政救済法にかかわる判例を読
んでいきます。あらかじめ報告担当1-2人（受講者数によりグ
ループ人数の変更の可能性あり）を決め、担当者にはプリント
を作成の上で報告をしてもらいます。その後、全員で議論を行
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・行政法の基礎的な理論について理解できる。(知識・理解)

・行政法に関わる判例を調査、収集し、報告することができ
る。行政法の諸問題を積極的に報告および議論をし、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)　－－－◎

報告者は報告のためのプリントを用意してください。報告者以
外の者は、議論の参加のために報告箇所を事前に読んでおいて
ください（予習120分程度）。また授業後には復習をしておき
ましょう（120分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告プリントの内容、議論への参加などを評価の対象としま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

演習の初回までに掲示にて指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本演習受講者には、必ず、年数回報告を担当してもらいま
す。責任をもって報告ができる方の受講をお願いします。
報告者以外の方は議論のための準備をお願いします。ま
た、演習内で使用するテキストを各自で購入してもらうな
ど用意してもらう必要があります。グループにて報告して
もらう場合には、どのように報告するかなど、受講者同士
での事前の打ち合わせなどが必要になります。別々に報告
することは認めていません。
なお、受講者の人数により授業計画を一部変更することが
あります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
１　ガイダンス（報告の割り当て決めなど）
2-15　受講者による報告および全員での議論
16　後期ガイダンス（報告の割り当て決めなど）
17-30　受講者による報告および全員での議論

一部、就職に関するガイダンスなどを入れる場合がありま
す。



2019-2010000330-05演習Ⅱ「（行政法）」

田中　孝和

◎法律:A-4,C-1

1.・行政法の基礎的な理論について理解できる。　(A-4)

2.・行政法に関わる判例を調査、収集し、報告することができる。行政法の諸
問題を積極的に報告および議論をし、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.・行政法の基礎的な理論について理解できる。　(A-4)

2.・行政法に関わる判例を調査、収集し、報告することができる。行政法の諸
問題を積極的に報告および議論をし、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。



2019-2010000330-06演習Ⅱ「（行政法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小原　清信

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミは、「行政法の基本判例を理解する」というコンセ
プトです。また、公法系の択一問題を配付しますので、公務員
試験や行政書士試験などを視野に入れている学生には大変相性
がいいゼミになると思います。
　行政法はむつかしい科目と思う人が多いかもしれません。む
つかしいかどうかはともかくとして、民法や刑法と比較する
と、事例をイメージしにくいため、とっつきにくいのは確かで
しょうね。たとえば、「土地区画整理事業計画には処分性があ
る」という公務員試験の定番命題を丸暗記はできますが、これ
を理解するのには、「行政処分」「区画整理」「換地処分」な
どをていねいに理解していく必要があります。ゼミでは、行政
法の基本判例につきレジュメ発表をしていただきます。基本判
例の選定は、公務員試験の出題頻度を優先します。ゼミでは、
「最高裁の判決文（ただし多数意見）を忠実に読んで理解す
る」ことを目標とします。各種の試験本では、判例の要旨を数
行にまとめてありますが、判決原文をていねいに読んで、判決
文独特の難解な言い回しに慣れることも重要です。プロジェク
ターを用意していくので、画面を見ながら説明します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政法の基本的な判例・学説を理解し説明できる(知識・理解)

憲法・行政法（スタンダードコース）の問題が十分に理解でき
る(知識・理解)

行政法の個別のテーマについて必要な文献等を調査・収集し
て、それをもとに報告することができる(態度・志向性)

判例を通して得られた知識を活用して、地方公共団体や地域社
会における行政の課題について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)　－－－◎

「予習の指示」のプリントを毎回配付します。これをテキスト
とともに、１～２時間読んで予習してください。また、事後学
習（復習）としては、毎回配付された問題を１時間かけて解き
ます。詳細な解答解説を配付しますので、それを１時間程度か
けてチェックしてください。ゼミで報告を担当する場合は、別
途配付するプリントにしたがって、数時間かけて、レジュメを
作成し、プレゼンの準備をする必要があります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
行政法に関する基本的な判例の考えを自分の言葉で説明できて
いるかを評価の基準とします。
②評価方法
報告を担当する場合に作成するレジュメの内容、報告当日の口
頭のプレゼンテーション、教員の質問に対する応答、レポート
を評価します。
③割合
レジュメ（４０％）、レジュメ発表（２０％）、レポート（２
０％）、他の報告者への質問等積極的な態度（２０％）を評価
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「ＣＤＰver.3」小原清信著（新幸印刷）

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書は、ゼミの時間に案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前年度に行政法の授業科目を履修したか、今年度並行的に
履行すると相乗効果が出てよいでしょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ゼミのガイダンス
２　行政法領域案内
３～２２　判例報告と短答式問題研究
２３～３０　グループ別課題討議と報告



2019-2010000330-06演習Ⅱ「（行政法）」

小原　清信

◎法律:A-4,C-1

1.行政法の基本的な判例・学説を理解し説明できる　(A-4)

2.憲法・行政法（スタンダードコース）の問題が十分に理解できる　(A-4)

3.行政法の個別のテーマについて必要な文献等を調査・収集して、それをもと
に報告することができる　(C-1)

4.判例を通して得られた知識を活用して、地方公共団体や地域社会における行
政の課題について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.行政法の基本的な判例・学説を理解し説明できる　(A-4)

2.憲法・行政法（スタンダードコース）の問題が十分に理解できる　(A-4)

3.行政法の個別のテーマについて必要な文献等を調査・収集して、それをもと
に報告することができる　(C-1)

4.判例を通して得られた知識を活用して、地方公共団体や地域社会における行
政の課題について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。



2019-2010000330-07演習Ⅱ「（国際税法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

芳賀　真一

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、会社にかかる税金について、疑問を見つけ、
その答えを探していきます。株式会社は、どのような点で人類
最大の発明といわれているのでしょうか。金融技術は、どのよ
うに人々を幸せにしてきたのでしょうか。会社の利益はどのよ
うに計算するのでしょうか。法人税を安くするには、どうした
らいいのでしょうか。法人税は、配当の金額、企業グループの
形、借金の大きさに、どのような影響を与えているのでしょう
か。なぜ日本やアメリカは法人税率を下げたのでしょうか。な
ぜ韓国は法人税率を上げたのでしょうか。アップル、グーグ
ル、スターバックスなどの多国籍企業は、どのように税金を安
くしているのでしょうか。パナマ文書やパラダイス文書とは、
どのようなものでしょうか。
　3年次では、法人税を中心に、企業会計・ファイナンス・企
業の経営戦略にも関連付けながら、勉強していきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分か
りやすく説明することができる。(知識・理解)

日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの
仲間とともに積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っ
ている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の前に、分からない言葉を調べてきたり、自分の考えをま
とめてきたりしてください（1時間）。また、授業の後に、話
し合った内容や気付いたことをまとめると、知識が定着します
（1時間）。グループ報告の前には、打ち合わせをする必要が
あります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記目標の到達度やゼミへの貢献度から総合的に判断します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。必要に応じて、参考文献を紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２～１５．法人税についてのグループワークとグループ報
告
１６～２９．法人税と企業活動についてのグループワーク
とグループ報告
３０．まとめ



2019-2010000330-07演習Ⅱ「（国際税法）」

芳賀　真一

◎法律:A-4,C-1

1.日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分かりやすく説明
することができる。　(A-4)

2.日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの仲間とともに
積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っている。　(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.日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分かりやすく説明
することができる。　(A-4)

2.日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの仲間とともに
積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っている。　(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。



2019-2010000330-08演習Ⅱ「（民法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

下田　大介

◎－－－　概要　－－－◎

　法的なバランス感覚を身につけるのに、裁判例を検証するこ
とは、格好の素材です。民事訴訟では、原告と被告はいずれも
弁護士を立てるのが通常です。誰しも負け戦は嫌ですから、弁
護士は、勝訴の見込みありとの専門的判断に基づいて、提訴な
いし上訴を助言すると思われます。そうすると、敗訴当事者の
主張にも、それなりの説得力があるはずです。とくに破棄判決
の事例では、原審まで結論が逆だったのですから、なおさらで
す。
　本演習は、時間的制約から民法の「講義」では概説に留めざ
るを得ない背景事情まで掘り下げて、民事判例の当否を検証し
ます。受講生には数名のチームを組んで、①判例の事案と判旨
を紹介してもらい、法律の教科書には載っていない事象も含め
て、疑問点を洗い出します。そして、②それらを調査して再度
報告してもらい、紛争の背景事情や判決の射程を見定めた上
で、③受講生全員で結論の当否を討議します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

これまでに習得した諸科学についての基本的な知識と理解を駆
使して、報告を担当する裁判例で何が争われているのかを具体
的に読み取ることができる。(知識・理解)

裁判例の検証を通じて事案に応じた法的バランス感覚を身につ
け、それを多様な社会問題に応用して解決策を提示し、関係者
を説得しようとする姿勢を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　報告者には、予め報告概要（レジュメ）を作成して、受講生
に配布してもらいます。判例評釈や教科書等の関連項目を熟読
するほか、調査事項が法律以外の分野に及ぶこともあります。
できるだけ早めに準備を始めてください。また、実りある議論
のために、報告者以外のオーディエンスも、教科書等の関連箇
所をよく読んで臨んでください。
　報告回においては少なくとも２時間以上、それ以外の回には
１時間程度の予習・復習が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告（その準備を含む）、発言や質問の内容等を総合的に評価
します。やむを得ず欠席する場合には、理由を付けて、メール
等で連絡してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

六法を必ず持参してください。その他、適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

事前準備等で躓きそうなときは、できるだけ早めに、遠慮
なく研究室に質問に来てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：本演習の趣旨説明、ガイダンス
２～３：報告担当者の選定、事前準備等の指導
４～29：報告と疑問点の抽出、調査と再報告、討論
30：総括
※受講者の人数や習熟度に応じて変更することがありま
す。



2019-2010000330-08演習Ⅱ「（民法）」

下田　大介

◎法律:A-4,C-1

1.これまでに習得した諸科学についての基本的な知識と理解を駆使して、報告
を担当する裁判例で何が争われているのかを具体的に読み取ることができる。
　(A-4)

2.裁判例の検証を通じて事案に応じた法的バランス感覚を身につけ、それを多
様な社会問題に応用して解決策を提示し、関係者を説得しようとする姿勢を身
につける。　(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.これまでに習得した諸科学についての基本的な知識と理解を駆使して、報告
を担当する裁判例で何が争われているのかを具体的に読み取ることができる。
　(A-4)

2.裁判例の検証を通じて事案に応じた法的バランス感覚を身につけ、それを多
様な社会問題に応用して解決策を提示し、関係者を説得しようとする姿勢を身
につける。　(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。



2019-2010000330-09演習Ⅱ「（民法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

蓑輪　靖博

◎－－－　概要　－－－◎

　３年生は、将来・就職に向けた最後の準備期間です。
　福大生は日経新聞の評価で、コミュニケーション能力が全国
No1となりました。ダイヤモンド誌では確実に「大化けする人
材」がいるとの評価を受けています。一人一人の将来を見すえ
て、それぞれの良い部分を引き出し、磨くことが、このゼミの
戦略目標です。
　みなさんの最終目標（進路先）はそれぞれ異なりますが、ど
んな未来にも、法の知識と考え方を使って、問題解決する場面
があります。実際の問題は利害衝突の結果です。相手の立場に
なって考え、様々な批判や意見を想定して解答を用意し、それ
を言葉で説明することが求められます。
　そんな人材になってもらうため、このゼミでは、みなさんの
目標に適したテーマについて意見をぶつけ合い、討論してもら
います。自主的にテーマに取り組んでもらいます。なにより明
るく元気な人を歓迎します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

具体的な社会の争い・問題を認識し、論点を整理できる。(知
識・理解)

争い・問題の解決における法的説明をすることができる。(知
識・理解)

法的保護に値する様々な価値を認識し、整理できる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に、与えられた課題をこなすこと（60分）。発表・討論で
指摘された事柄・内容を確認・整理するとともに、授業後に、
次の課題への対策を講じておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表と討論における方法・発言の仕方・発言の内容、指示され
た課題への対応・取組内容を基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

六法は常にみられるように準備すること。出席できない場
合は連絡すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入授業①（ゼミの進め方、課題・スケジュール設定
など）
２～１４発表と討論
１５　前期のまとめ
１６　導入授業②（ゼミの進め方、課題・スケジュール設
定など）
１７～２９　発表と討論
３０　全体のまとめ



2019-2010000330-09演習Ⅱ「（民法）」

蓑輪　靖博

◎法律:A-4,C-1

1.具体的な社会の争い・問題を認識し、論点を整理できる。　(A-4)

2.争い・問題の解決における法的説明をすることができる。　(A-4)

3.法的保護に値する様々な価値を認識し、整理できる。　(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.具体的な社会の争い・問題を認識し、論点を整理できる。　(A-4)

2.争い・問題の解決における法的説明をすることができる。　(A-4)

3.法的保護に値する様々な価値を認識し、整理できる。　(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。



2019-2010000330-10演習Ⅱ「（商法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

久保　寛展

◎－－－　概要　－－－◎

会社法および（金融商品取引法等の）その他の商法関連科目に
関する判例の理解をいっそう深めたいと思います。すでに3年
生ですから、商法系の関連科目を一つでも受講していることで
しょう。将来、大半の学生が就職することになりますが、その
就職先である企業について法的な側面から幅広く考えていきま
す。当然、私の演習IIもゼミ形式ですので、グループ分けをし
て報告を担当してもらい、その後に議論を行うことにします。
ゼミ生全員がいわば商法科目の専門家として判例を扱いたいの
で、予習・復習は必ずしておいてください。また、ゼミは勉強
をするだけの場ではありませんので、親睦を深める意味におい
て課外活動も積極的に行います。勉強に厳しく、しかし時には
楽しくゼミを進めようと思っています。そのためには、皆さん
の最大限の協力が必要であることを、しっかり認識しておいて
ください。

◎－－－　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)

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)　－－－◎

開講時に配布するスケジュール表に従って講義を進めますが、
予習に際しては、毎回、事前に指定する判例およびそれを解説
した資料、または各テーマに関する資料を熟読し、自分なりに
疑問点を探し出しておいてください(60分)。その疑問点を質疑
応答に際して議論するとともに、復習に際しては議論した内容
を、判例や教科書等において確認する作業を行ってください
(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告の内容や議論における発言、質疑応答の状況などを総合的
に評価します。もちろん、そのときの報告や質疑が完全なもの
でなかったとしても、その意欲や努力は買おうと考えています
ので、積極的に議論に参加してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定する予定はありません。随時、報告担当班には
プリントを配布します。なお、六法は必ず持参してくださ
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本ゼミは、原則として3年生で構成します。また、前述の
ように、予習・復習をしっかりしてゼミに臨んでくださ
い。なお、ゼミは勉強するだけの場ではありません。数多
くの学生がいる中で、縁あって知り合ったのですから、課
外活動等を通じても、さらに親睦を深めたいと思います。
その一環として、可能な限り、ゼミ研修も開催しようと考
えています。なお、選考に際しては、基本的に申込用紙の
希望理由に基づき判断しますので、なぜこのゼミに入りた
いのか等をしっかりアピールして下さい（ただし、このゼ
ミは、2年次ゼミからの持ち上がりになる可能性もあるこ
とに注意してください）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　開講にあたって（自己紹介や今後の進行の説明等）
２～３　ガイダンス（班の編成、報告判例の割振り、係の
決定など）
４～１４　ゼミ報告および討論（なお、この間に別のガイ
ダンス等が入る場合があります。）
１５　前期の総括
１６　後期ゼミ開始（後期のゼミ進行の説明等）
１７　ガイダンス（後期の班の編成、報告判例の割振り、
係の決定など）
１８～２９　ゼミ報告および討論（なお、この間に別のガ
イダンス等が入る場合があります）
３０　後期の総括



2019-2010000330-10演習Ⅱ「（商法）」

久保　寛展

◎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.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.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.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。



2019-2010000330-11演習Ⅱ「（商法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

砂田　太士

◎－－－　概要　－－－◎

前期に一般的な事項または判例を検討し、後期は1993年より
行っている関西の大学（同志社大学法学部川口ゼミ、2009年度
からは関西学院大学法学部石田ゼミも参加）との対抗ゼミに備
えた授業となります。福岡と関西で隔年開催し、2019年度は12
月上旬に本学で開催します。対抗ゼミは、お互いの意見をぶっ
つけ合う絶好の機会であり、合同コンパにより関西人との親睦
を深められます（2018年度は同志社大学で実施し、ゼミ生は対
抗ゼミ・合同コンパ等を通じて大変多くの思い出をつくっ
た）。対抗ゼミは３大学総当たりで別個の３つの問題で行い、
問題ごとに各大学が反対の立場から討論するので、白熱した時
間となります。前期のゼミの進め方は、３人で１グループと
し、グループごとにひとつの問題を受け持ちその報告を通して
ゼミ生全員で検討する。報告担当者はもちろんのこと、ゼミ生
は必ず準備をしかつ発言しなければならない。
また、当日のみならず、準備段階での作業が、一体感を作りだ
しゼミらしくなったと多くの先輩が話しています。学年終了時
には、１年間の総仕上げとして対抗ゼミの成果をゼミ論集とし
て作成します）。さらに対抗ゼミを経験した学生は、自分自身
の意識の大きな変化に気がつき、それをその後の就職活動に活
かしています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会社法及び関係する法規制の概要について、理解して説明する
ことができる。(知識・理解)

判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資
料を収集し、自分の意見を形成し的確な表現をもって述べるこ
とができる。(態度・志向性)

他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、
他人と議論することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

報告者のみならず参加者は予習をすること（60分）。課題のみ
ならず、それを考えるための基礎的なことも予習をすること。
２年次に会社法を履修していない学生は、しっかりと準備をし
ておくこと。授業後は、復習をすること（30分）。とくに後期
は、対抗ゼミと論集作成があるので復習は重要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に達しているか否かについて、毎回、的確に、準備を
しているか否か、説明できたか否か、意見を述べたか否かを評
価基準として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストを用いる予定はないが、必ず最新の六法を持参す
ること。

◎－－－　参考書　－－－◎

会社法、商法等の講義で使用するまたは使用したテキス
ト。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず六法を持参すること。また会社法、商法等の講義で使
用するまたは使用したテキストを持参すること。準備した
こと、復習したことを問わず、受講生はとにかくメモをし
て、授業に臨むこと。講義室は談話室ではないので、行為
には注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　　　　ゼミの導入授業・課題等
２～２７　　　報告・討論・後期の対抗ゼミを含　　　　
　　　む
２８～３０  　論集作成
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砂田　太士

◎法律:A-4,C-1

1.会社法及び関係する法規制の概要について、理解して説明することができ
る。　(A-4)

2.判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資料を収集し、
自分の意見を形成し的確な表現をもって述べることができる。　(C-1)

3.他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、他人と議論す
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.会社法及び関係する法規制の概要について、理解して説明することができ
る。　(A-4)

2.判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資料を収集し、
自分の意見を形成し的確な表現をもって述べることができる。　(C-1)

3.他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、他人と議論す
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。



2019-2010000330-12演習Ⅱ「（商法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

畠田　公明

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習は、現在の企業社会において我々が日々の生活で密接
に係わっている企業、とりわけ会社についての法的知識・理解
をえるために、会社法を検討する。
　本演習では会社法の中で、とくに株式会社のガバナンス（統
治）を取り上げる。まず、会社法の総論として、会社法の意
義、会社の種類・特質、および会社の概念について概観した
後、株式会社のガバナンスとして、株主総会、取締役会、監査
役会、委員会設置会社、会計監査人、役員等の責任、株主代表
訴訟などの主要な論点を検討する。
　本年度は、授業計画に従い、項目ごとに簡単な概説をして、
その後で主要な判例を取り上げ、さらに、簡単な設問について
ゼミ生全員で検討する予定である。できれば数人のグループご
とに報告・質疑応答の方式をとりたい。
　本演習の目指すところは、各項目ごとに自由に自分の意見を
述べて議論をし意見交換する場を設けると同時に、教員と演習
参加者間の親睦をはかるものである。多数の積極的・意欲的な
学生の応募を期待する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会社法についての基本的な知識と理解を持っている。(知識・
理解)

会社法学の観点から、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)　－－－◎

・課題について、報告者はレジュメを作成すること。
・報告者以外のゼミ生は、事前に指定された資料を事前に読ん
でおくこと。
・授業中に、指定する設問について解答を求めるので、復習し
ておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

① 評価基準
・会社法の基本概念を理解し説明できることを評価の基準とす
る。
・裁判例の事案・判旨およびその問題点を要領よくまとめて説
明できることを評価の基準とする。
・設問に的確に答えて明確に自分の意見を述べることができる
こと評価の基準とする。
・自分の選んだ論点について積極的に解決しようとする姿勢で
もってレポートを作成できることを評価の基準とする。

②評価方法
・発表回数および内容、授業における発言および内容によって
評価する。
・課題レポートの作成および内容によって評価する。

③割合
・発表の回数・内容50％、授業における発言および内容30％、
課題レポート20％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

会社法の総論・ガバナンスの主要な論点に関する裁判例に
関する資料を事前に配付をする。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミ発表における質疑応答などに積極的に参加し自分の意
見を述べる意欲があることが求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 　　ゼミの進め方などについてのガイダンス
２～３ 会社法の意義・種類と特質
４ 　　株主の地位と権利・義務
５～７ 株主総会の権限・決議および総会決議の瑕疵
８　　 取締役
９～11 取締役会の権限・決議および取締役会決議の瑕疵
12～13 代表取締役の権限および表見代表取締役
14～17 取締役の義務（競業避止義務、利益相反取引、取
締役の報酬等）
18～19 監査役・会計監査人
20～23 指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社の
経営管理機構
24～27 役員等の責任（会社および第三者に対する責任）
28～30 株主代表訴訟等
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畠田　公明

◎法律:A-4,C-1

1.会社法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.会社法学の観点から、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.会社法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.会社法学の観点から、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。



2019-2010000330-13演習Ⅱ「（商法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

前越　俊之

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では、おもに会社法あるいは金融商品取引法に関する判
例を取り上げ、これを報告してもらう。教科書には必ず「判例
はこうである」あるいは「実務はこうなっている」という説明
があるが、本演習は、「なぜそうなのか」（あるいは「なぜそ
うであってはいけないのか」）ということを徹底的に演習参加
者に考えてもらう場にしたい。疑問を持ち、その疑問に解答を
出すのは、他人ならぬ、演習の参加者自身である。挑戦する勇
気のある、やる気があり、勤勉な学生を歓迎する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商法（会社法または金融商品取引法）についての基本的な知識
と理解を持っている。(知識・理解)

商法（会社法または金融商品取引法）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)　－－－◎

判例および文献の予習が、演習参加の前提である。与えられた
課題に関し、予習し検討を加え、報告レジュメ等の作成を行う
こと（3時間）。また、検討が十分でない場合は、復習するこ
と（2時間）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に関し、報告、演習中の積極的な発言、提出物および
レポートから総合的に判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

未定である。テキストを指定しない可能性が高いが、必要
があると判断した場合、開講前に掲示等を行う予定であ
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入
２～４　ゼミで採り上げる法的な問題の基礎的な理解（報
告と議論）
５～２９　報告・議論
３０　まとめ



2019-2010000330-13演習Ⅱ「（商法）」

前越　俊之

◎法律:A-4,C-1

1.商法（会社法または金融商品取引法）についての基本的な知識と理解を持っ
ている。　(A-4)

2.商法（会社法または金融商品取引法）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.商法（会社法または金融商品取引法）についての基本的な知識と理解を持っ
ている。　(A-4)

2.商法（会社法または金融商品取引法）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。



2019-2010000330-14演習Ⅱ「（刑法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石川　友佳子

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、刑事事件に関する判例・裁判例を題材として議
論しながら、「どの範囲で処罰することが適切か」を検討してい
きます。ゼミ生には、事件の詳細な事実関係と法的問題を調べて
もらい、自分だったら「被告人にどのような判断を下すか」を考
えてほしいと思います。
　例えば、以下の事例のＡには、どのような処罰・罪名が適切で
しょうか。
「Ａ男は、Ｘ子と恋愛関係にあったが、ある日別れ話を切り出し
た。ところが、Ｘ子は別れ話に応じるどころか心中を持ち出し、
あまりに執拗に『早く一緒に死にましょう』と迫ってきた。Ａ
は、Ｘと平穏に別れるのは不可能と考え、心中する気もないの
に、それに応じた。ある日、Ａはある山中に調合済みの致死量の
青酸カリが入った飲料水を持参し、『先に飲んでくれ。俺もすぐ
あとから飲む。一緒に天国へ行こう』などと言ってその飲み物を
Ｘに手渡した。Ｘは、予定通り青酸カリを一気に飲んで、やがて
中毒で死亡したが、Ａはその後、その場を立ち去った。」
　判例をベースにいくつかの事例を提示するので、それについ
て、ゼミ生には、少人数のメンバーで、又はゼミ全体で、自分の
思うこと・感じたことについて意見交換をしてもらいます。その
過程で、法律上の論点や問題点など出していきます。その後、そ
の論点について、グループの研究報告をしてもらい、最終的には
判決の妥当性について検討したいと考えています。
　ゼミ生には、年間を通して3回程度の共同報告が予定され、そ
の際には刑法専門書や法律雑誌を丹念に調べ精読する能力、及び
過去の判例を検索する技術が必要になります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

犯罪や処罰について、幅広い知識と視点をもつこと(知識・理解)

他者と協力して、誠実に課題に取り組むことができる。(態度・
志向性)

様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方法
で伝えられるようになること(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　共同報告の担当グループは、ゼミの時間外に話し合いや共同研
究を行い、事前に報告資料を作成して受け渡し場所に提出するこ
と。報告者以外のゼミ生も事前に資料を受け取り、予習のうえゼ
ミに臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　共同研究・共同報告の内容、ゼミ（課外活動・イベントも含
む）での頑張り度・貢献度などを総合的に評価します。
　積極的に多くの発言をしてくれることは、とても重要なゼミ活
動です。たとえ、人前で話すことが苦手であったとしても、ゆっ
くり一言ずつでも話そうとする姿は、多くの人の心に響きます。
また、報告者の意見を熱心に聞き、真剣に考えようとする姿勢
も、報告者を勇気づけ、ゼミでの議論を活発にしてくれます。ど
れも、大切なゼミ貢献です。ゼミ生には、得意なことをさらに伸
ばし、苦手なことも諦めずに練習してくれることを期待していま
す。
　発言することが得意な人も、聞き上手な人も、それぞれの個性
を活かして、頑張ってください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　六法は必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　申込書の記載内容で選考する。
・1年間を通して、遅刻・無断欠席をすることなく、継続
的に出席できる人
・犯罪や刑事事件など、刑法に関心があり、真剣に考えて
みたいという本気の意欲がある人（少なくとも、刑法Ⅰを
履修登録していること）
・ゼミの課外イベントに参加したり、企画したりするな
ど、ゼミ内でのつながりを大切にしたい人（ゼミ合宿や法
学部ゼミ行事への参加・企画もしてほしいと思っていま
す）
成績は問いません。ゼミ募集要項をよく読んだ上で、ゼミ
参加への熱意を記載してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ゼミ導入講義、ゼミ生自己紹介
２．～２８．事例演習・共同報告・討論
２９．３０．まとめ
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石川　友佳子

◎法律:A-4,C-1

1.犯罪や処罰について、幅広い知識と視点をもつこと　(A-4)

2.他者と協力して、誠実に課題に取り組むことができる。　(C-1)

3.様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方法で伝えられ
るようになること　(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.犯罪や処罰について、幅広い知識と視点をもつこと　(A-4)

2.他者と協力して、誠実に課題に取り組むことができる。　(C-1)

3.様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方法で伝えられ
るようになること　(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。



2019-2010000330-15演習Ⅱ「（刑法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

　刑法総論分野における基本的問題について、具体的事例を素
材として検討していきます。具体的には、暴行を受けた被害者
が高速道路に侵入し轢死した事例、自車を過失により衝突させ
病院に搬送しようとしたが途中で事故が発覚するのを恐れ山林
に被害者を遺棄しようとしたところ、車中で被害者が死亡した
事例、正当防衛において相手が攻撃をやめた後も暴行を続け傷
害を負わせた事例などを取り上げる予定です。ゼミは、基本的
には、具体的事例について、まず、条文だけを手がかりとして
ゼミ生同士が議論をし、その後、関係する判例、学説などを用
いて検討するという方法で進めますが、場合により模擬裁判形
式を用いるなどして議論を深める予定です。
　ゼミ生１人ひとりがきちんと理解することを目指します。自
分で納得するまでじっくりと考える学生の応募を期待していま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 刑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)

刑法学の観点から、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)　－－－◎

・事前に指定された課題について検討する(60分)。
・報告を担当する場合には、レポートを作成しする(90分)。
・事後に演習中の議論についての理解を深めまとめる(60分)。
・最終レポートを作成する（8時間)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　刑法総論に関する基礎的事項・基本原理についてわかりやす
く口頭及び文書で発表できること、また、刑法的総論的角度か
ら具体的事案を分析・検討しそれを口頭及び文書で発表できる
ことを評価基準とします。
　ゼミでの報告(40%)、質疑応答(30%）、最終レポート(30%）
によって評価します

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。必要に応じ判例等を指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

発言が苦手な学生も、少人数で行われる授業であることを
利用して、自分の考え方を他人に伝えることができるよう
になってほしいと思っています。ゼミでは積極的に発言し
て下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義の進行方法、講義全体の概観
　2から28　報告・討論　
　29、30　総括



2019-2010000330-15演習Ⅱ「（刑法）」

小野寺　一浩

◎法律:A-4,C-1

1. 刑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.刑法学の観点から、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. 刑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.刑法学の観点から、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。



2019-2010000330-16演習Ⅱ「（刑事訴訟法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

新屋　達之

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習では、刑事訴訟法に関する文献・判決の検討を通じ
て、その問題点を考える。現在のところ、えん罪問題を中心
に、関連する分野を取り上げる予定。えん罪問題は、数こそ多
くないにせよ、多くの刑事法の根本的問題と関わっている上、
日々生起する現実的な問題でもあり、専門家はもちろん、一般
市民であっても避けて通れないものである。そこで、えん罪を
通じて刑事訴訟法の基本的問題を考えることを予定としてい
る。
　テーマ的には、特に警察やその捜査のあり方が中心的な問題
となる。その周辺を取り巻く様々な問題（例えば、証拠法、上
訴・再審など）も取り上げることとしたいが、問題を深く考え
ることとしたい。この点で、判例・文献などの精読が求められ
る。
　テキストなどについては、開講時に提示予定。また、ＦＵ
ポータルで、適宜、文献などを提示する。
　最初の数回は、えん罪問題に関連する刑事訴訟法上の論点を
取り上げ、その後に、具体的な冤罪問題に入る予定。現在のと
ころ、毎回の報告担当者を定めた上での報告と質疑を予定して
いる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　刑事法学ならびにそれと関連する人文・社会・自然科学につ
いての基本的な知識と理解を持っている。

(知識・理解)

刑事法学・隣接関連領域の観点から、現代社会の諸問題（えん
罪問題）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)　－－－◎

　報告者は、文献ないし判決文を精読の上、問題点・具体的判
断を明らかにし、そこから考えられる法的問題（ならびに考え
られる解決策）を明らかにし（約180分）、それ以外の受講者
は、当該テーマに関する部分を熟読し、問題点を整理しておく
こと（約90分）。
　演習後には、演習で明らかになった問題点について、改めて
判決や関連諸制度を見直すことが重要となる（約60分）。
　また、刑事法の学修では、裁判傍聴が有益である。全員がま
とまってゆくことは時間の関係から困難なので、各人が手すき
の時に積極的に裁判所に足を運ぶことが望まれる。
　ネット情報には誤ったもの、不正確なものも多いので、報告
者はもちろん、それ以外の受講者も、きちんとした紙媒体の文
献に当たること。ネット検索の場合も、公的機関・弁護士会・
ＮＰＯなど、しっかりした情報を提供しているもののみを参考
とすること。個人的な書き込みなどは、基本的に参照不可。演
習時間中には、電子機器をしまうこと

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　発表やレポートの内容・方法、受講態度、その他、演習への
貢献度を総合的に評価して判断する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

未定。具体的なテーマを決定の後に、指示する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　テキストのほか、FUポータルでの提示などを併用す
る。
　憲法・刑法・刑事訴訟法の教科書や法令集は各自のもの
を利用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１～３回　ガイダンス、分担割り振りなど
第４～３０回　報告・討論



2019-2010000330-16演習Ⅱ「（刑事訴訟法）」

新屋　達之

◎法律:A-4,C-1

1.　刑事法学ならびにそれと関連する人文・社会・自然科学についての基本的
な知識と理解を持っている。

　(A-4)

2.刑事法学・隣接関連領域の観点から、現代社会の諸問題（えん罪問題）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.　刑事法学ならびにそれと関連する人文・社会・自然科学についての基本的
な知識と理解を持っている。

　(A-4)

2.刑事法学・隣接関連領域の観点から、現代社会の諸問題（えん罪問題）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。



2019-2010000330-17演習Ⅱ「（民事訴訟法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

　民事訴訟法は、私人間の紛争を解決し、公平、平等といった
理念を追い求めるエキサイティングな法律です。ぜひ本演習で
民事訴訟法の魅力を体感してください。この演習では、公務員
試験・司法書士や行政書士等の各種資格試験・法科大学院入試
等への対策になるように、民事訴訟法のみならず民法と行政法
の判例も扱います。これらの重要判例の検討を通じて、各種試
験に通用する力を養成します。法学は正解のない学問ですが、
公務員試験や各種資格試験の法律科目では「判例（最高裁の判
断）」の立場が正解とされます。それゆえ、重要判例を学ぶこ
とは試験対策になるのです。
　この演習は合宿等のイベントは無いので、イベントが苦手な
人も安心ですし、公務員試験や資格試験等の勉強に集中したい
人に最適なゼミです。落ち着いた雰囲気のゼミなので、人前で
話すのが苦手な人も安心です。もちろん何になりたいか決めて
ない人も大歓迎です。ゼミの中で将来のビジョンが見えてきま
す。
　演習の進め方は、指定した判例についてレジュメを作成・報
告してもらい、その後で質疑応答するという形式で行います
（報告は１人につき前期と後期に１回ずつの計２回です）。そ
の他、上級生による就職活動報告会、刑務所見学（刑務所は希
望者のみ）などもやる予定です。
　また、公務員試験や各種試験等に通用する法律の勉強の方法
論を、ゼミ生限定で教えてあげます。さらに、公務員になった
ゼミ卒業生との強力なネットワークがあるので、合格体験談を
先輩から直接聞くことができます。そして、民間企業にも卒業
生ネットワークによる独自のパイプを持っています。本演習は
やる気のある人にとっては有意義な時間が過ごせます。要は、
やる気次第です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸
問題について理解し、説明することができるようになる。(知
識・理解)

・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や
判例を収集・分析する力）を身につける。 (態度・志向性)

・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表
する力）を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、報告者は当然ですが、報告しない人も全員
が事前に配付する判例解説プリントを熟読してくること（予習
60分）。事後学習として、その回の論点について教科書等で各
自復習すること（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミでの報告内容、議論における発言内容、レポートなどを
総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　六法を必ず持参して下さい。他のテキスト等については
授業開始時に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　志望理由と成績（単位取得状況）を総合的に判断して選
考します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス
2～15　報告・発表
16　後期ガイダンス
17～30　報告・発表
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安井　英俊

◎法律:A-4,C-1

1.・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸問題について
理解し、説明することができるようになる。　(A-4)

2.・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や判例を収集・
分析する力）を身につける。 　(C-1)

3.・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表する力）を身
につける。　(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.・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸問題について
理解し、説明することができるようになる。　(A-4)

2.・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や判例を収集・
分析する力）を身につける。 　(C-1)

3.・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表する力）を身
につける。　(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。



2019-2010000330-18演習Ⅱ「（国際法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

  現代国際法は、伝統的な国際法の規律分野であった外交関係
や条約、海洋などに加えて、新しい問題を規律するようになっ
ています。人権、環境、貿易、宇宙などに関する規則が現代国
際法として発展してきました。この演習では、ゼミの共通テー
マを定めて、現代国際法の諸問題にアプローチしていきたいと
思います。受講生には、共通テーマに沿って、報告課題を見つ
けてもらい、ゼミの中で報告してもらいます。共通のテーマは
受講生と相談の上決定します。国際法総論を履修済みであるこ
とが前提ですが、未履修者でも国際法、国際関係、国際問題に
関心があり、やる気さえあれば、問題ありません。国際法の基
礎については、ゼミを通じて適宜指導しますので、安心して応
募してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際法の基礎を理解することができる。(知識・理解)

テーマについて必要な文献、資料を講読し、レジュメの作成、
報告を行うことができる。(態度・志向性)

国際法の知識を広げ、深めるために、他の受講生と討論を行い
ながら学ぶ姿勢を身につける。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（予習）報告者が報告の準備を行うのは当然ですが、他の受講
者も次週のテーマについて予習し、討論の準備を行うことが求
められます。そのため、報告者には、前の週の授業中に報告の
テーマと簡単な内容を発表してもらいます。（学習時間の目
安：90分）
（復習）授業の後、報告者は、討論の内容をまとめ、報告内容
とともにまとめてください。また、他の受講者は、報告と討論
を振り返り、議論の要点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（報告に使った資料の質、レジュメの質、報告の仕
方）、ゼミへの貢献度（討論への参加、質問の内容）の総合点
で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『国際条約集』（有斐閣）最新版のもの。
＊条約集は、毎回必ず持ってきてください。
個別報告に必要な資料については、適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本演習を受講するための条件ではありませんが、「国際法
総論」を履修済であることが望ましいです。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～2　導入授業（国際法概説）　＊5回目までに図書館ツ
アーを実施する予定です
3～4　条約集の使い方、読み方の練習（グループ・ワー
ク）
5　ゼミの進め方についての説明、報告テーマ・報告順の
決定
6～29　（前期）グループ報告、（後期）個別報告
30　総括
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萩原　一樹

◎法律:A-4,C-1

1.国際法の基礎を理解することができる。　(A-4)

2.テーマについて必要な文献、資料を講読し、レジュメの作成、報告を行うこ
とができる。　(C-1)

3.国際法の知識を広げ、深めるために、他の受講生と討論を行いながら学ぶ姿
勢を身につける。　(A-4)

◎　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.国際法の基礎を理解することができる。　(A-4)

2.テーマについて必要な文献、資料を講読し、レジュメの作成、報告を行うこ
とができる。　(C-1)

3.国際法の知識を広げ、深めるために、他の受講生と討論を行いながら学ぶ姿
勢を身につける。　(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。



2019-2010000330-19演習Ⅱ「（国際法・国際関係論）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山下　恭弘

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、報告と質疑応答を基本にして進められます。報
告のテーマは、皆さんが国際法・国際関係論を学び、興味を
持った事項になります。2年時に国際法または国際関係論をと
り、すでに基本を学習している人は、講義内容などを参考にし
ながら、報告のテーマを決めてください。ちなみに、昨年の例
では、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発の違法性、国際法に反す
る韓国・徴用工に関する最高裁判決、集団的自衛権行使容認を
めぐる諸問題、自由貿易に逆行する米中貿易戦争の行方などに
関心が集まり、自分の意見を交えた詳細な報告が行われまし
た。もちろん、講義内容以外でも、国際社会に関係のある問題
であれば、自由に報告することができます。どういったテーマ
にするか、選んだテーマをどのような形で報告するかなど、不
安に思う点があれば、細かな指導で対応します。報告者以外の
人は、予定される報告について予習が求められます。質疑応答
は全員参加ですので、予習は欠かせません。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国際法・国際関係論の基本的な知識と理解を持っている。
(知識・理解)

　国際法・国際関係論の観点から、国際社会が抱える諸問題を
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)　－－－◎

　報告者が報告の1週間前に配布するレジュメをもとに予習し
（60分）、演習に臨んでください。そして、報告やその後の質
疑応答で明らかとなった重要点や問題点などについて、教員が
補足説明を行いますから、それを参考にしながら復習するよう
に心掛けてください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　演習での評価は、「ヤル気」をみることになります。がん
ばって報告しているか、積極的に質疑応答に参加しているか、
これらの点が評価の決め手となります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは２年時の講義で使用したものが基本となりま
す。その他のテキスト・参考書・資料が必要となった場合
は、適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　選考で重視するのも「ヤル気」です。申込書のなかで、
ぜひ「国際社会にかかわりのある問題に関心があること」
をアピールするようにお願いします。申込書の希望理由の
欄だけでは書き尽くせない人は、欄外も使用して伝えたい
ことをすべて書いてください。しっかり読ませてもらいま
す。成績その他は問いません。
　演習は「全員参加」が基本です。参加していることを示
すために大いに「発言」してください。果敢に発言し、自
分の存在をアピールしてください。また、この演習では、
学外での活動も活発です。学内の演習で足りない点を補う
ための研究合宿がありますし、親睦をはかるためのコンパ
もあります。こうした活動にも積極的な参加が求められま
すので、アルバイトなどで参加できそうにない人はご遠慮
ください。また、報告その他で相談のある人は、オフィ
ス・アワーを参考にして研究室（文系センター９階の９０
８号室）に来てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　ゼミの導入授業・課題等
2～29  報告・討論
30　　総括



2019-2010000330-19演習Ⅱ「（国際法・国際関係論）」

山下　恭弘

◎法律:A-4,C-1

1.　国際法・国際関係論の基本的な知識と理解を持っている。
　(A-4)

2.　国際法・国際関係論の観点から、国際社会が抱える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.　国際法・国際関係論の基本的な知識と理解を持っている。
　(A-4)

2.　国際法・国際関係論の観点から、国際社会が抱える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。



2019-2010000330-20演習Ⅱ「（国際私法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

北坂　尚洋

◎－－－　概要　－－－◎

国際私法、国際民事手続法や国際取引法の法律問題が実際にど
のように解決されているのかを具体的に理解してもらうこと
が、「演習Ⅱ（国際私法）」での勉強の目標です。基礎的な法
律知識を確認しながら、ゆっくりと進めるつもりです。国際私
法は、初めて学ぶ法律分野であることに加えて、財産法と家族
法の両方の分野を含み、広範な領域にわたるものです。いきな
り本格的な議論をすることは難しいと思いますので、丁寧に進
めていきたいと思っています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際私法、国際民事手続法や国際取引法に関する基礎的な法律
知識を身につけ、それを説明できるようになる。(知識・理解)

社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通
じて身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回のゼミで取り上げる事項については、第１回のゼミのと
きに一覧を配布します。予習・復習としては、その事項に関す
る教科書の該当ページを読み、理解を深めてください（それぞ
れ60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　積極性や到達目標への達成度を基準に、発言内容とレポート
等から評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　松岡博編『国際関係私法入門[第４版]』（有斐閣・２０
１９年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　単位の取得だけを目的にする方、アルバイト等を優先し
ようと考えている方、クラブ活動や予備校等で忙しくて授
業時間以外は時間がない方、授業時間以外の活動には参加
したくない方の応募はご遠慮ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回～第３０回　個別報告



2019-2010000330-20演習Ⅱ「（国際私法）」

北坂　尚洋

◎法律:A-4,C-1

1.国際私法、国際民事手続法や国際取引法に関する基礎的な法律知識を身につ
け、それを説明できるようになる。　(A-4)

2.社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通じて身につけ
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.国際私法、国際民事手続法や国際取引法に関する基礎的な法律知識を身につ
け、それを説明できるようになる。　(A-4)

2.社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通じて身につけ
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。



2019-2010000330-21演習Ⅱ「（アジア法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

李　黎明

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習においては、履修する学生の意見を取入れて、演習の
内容と方式を決めます。よって、開講時に皆さんと詳しく相談
しますが、とりあえず予定案と要求される事項について記しま
す。
　前期においては、国際ビジネス法務に関する一般知識を内容
とします。例えば、企業活動の国際化に伴う国際商事紛争の管
理及び救済について検討します。
　後期においては、皆さんの進路・就活について、情報収取や
実戦計画等を詳しく準備します。その上に、先輩ないし関係者
をお招き、皆さんの進路選びをサポートします。　
本演習は国際情勢や比較法理論を検討しながら現実も重視しま
す。国際ビジネス法務の知識を身に付ける上に、競争力・実戦
力を向上させます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①国際問題に対処する緻密な思考力を身に付ける。(知識・理
解)

②アジアビジネス法務に精通する人材となる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、アジアをはじめ、国際ビジネス法務の問題を絶え
ず把握し、演習参加の知識を準備しなければなりません。
復習として、本演習での発表や議論をまとめ、次回の発表内容
を強化する必要があります。
予習・復習については、各60分ほどの勉強が必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習発表の点数、期末小論文の点数及び平常点（取り組み姿勢
等）によって、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

演習に必要な資料を毎回授業中に配布します。
参考資料については、その都度指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

基本的には志望動機、理由を重視します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～４回　　
  本ゼミの内容及び進め方について説明。
　ゼミ生一人一人の意見や要望を聞き出す。
　全員で本ゼミの内容を決め、またルール作り。

５～26回　　
  ゼミの内容とルールに従い、個人発表と全員討論。
　　先輩方や関係者をお招き、就職の経験談等伝授。

27～30回　　
  小論文の作成と検討



2019-2010000330-21演習Ⅱ「（アジア法）」

李　黎明

◎法律:A-4,C-1

1.①国際問題に対処する緻密な思考力を身に付ける。　(A-4)

2.②アジアビジネス法務に精通する人材となる。　(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

1.①国際問題に対処する緻密な思考力を身に付ける。　(A-4)

2.②アジアビジネス法務に精通する人材となる。　(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。



2019-2010000330-22演習Ⅱ「（法社会学）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武士俣　敦

◎－－－　概要　－－－◎

　最近は、ドラマや映画の弁護士ものだけでなく、テレビのバ
ラエティ番組、あるいは電車の広告などいろんな場でよく弁護
士を目にするようになりました。2004年にスタートした新しい
法曹養成制度のもとで弁護士人口も増えていることから、弁護
士のあり方に大きな変化が生じつつあります。そこで、この演
習では「現代弁護士論」というテーマで弁護士という職業につ
いてのさまざまなトピックを取り上げ、勉強していきたいと思
います。
　弁護士とは崇高な職業であるか。あるいは「悪しき隣人」と
いわれるような忌み嫌われる職業なのか。また、日本には弁護
士以外にも司法書士、行政書士といった隣接法律専門職が根づ
いているが、弁護士とこれらの専門職はどういう関係にあるの
だろうか。たてまえと実態の両面から、弁護士という職業とそ
の社会的役割の理解を深めていきたいと思います。学生諸君か
ら「将来は法律に関係する仕事がしたい」という声をよく聞き
ますが、そのような仕事をする人々は広い意味での法律家とい
えます。弁護士のみならず、より広い意味での法律職という存
在に関心をもつ学生諸君の参加を期待しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律専門職の資格制度について理解することができる。(知
識・理解)

法律事務の独占制度について理解することができる。(知識・
理解)

法律専門職の職業倫理の基礎を理解することができる。(知
識・理解)

テーマについて必要な資料を調査・収集して、それをもとにレ
ポートを作成し、報告できる。(態度・志向性)

日本の弁護士制度の今日的課題を理解し、意見をもつことがで
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。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミでの課題にたいする取り組みの度合（準備、内容、表現
力）。一年間を通じたその成長の度合をみます。勉学以外の面
での積極性も評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　教材として使用する資料は、こちらから配布するか、ま
たは入手を指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　ゼミの導入授業
２　　　関連文献等の資料解説と調査法
３～８　弁護士の制度と現状
９～15　弁護士制度の諸問題
16～20　弁護士業務の諸問題
21～25　弁護士論に関する重要論文講読
26～30　弁護士論に関する重要判例講読



2019-2010000330-22演習Ⅱ「（法社会学）」

武士俣　敦

◎法律:A-4,C-1

1.法律専門職の資格制度について理解することができる。　(A-4)

2.法律事務の独占制度について理解することができる。　(A-4)

3.法律専門職の職業倫理の基礎を理解することができる。　(A-4)

4.テーマについて必要な資料を調査・収集して、それをもとにレポートを作成
し、報告できる。　(C-1)

5.日本の弁護士制度の今日的課題を理解し、意見をもつことができる。　(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.法律専門職の資格制度について理解することができる。　(A-4)

2.法律事務の独占制度について理解することができる。　(A-4)

3.法律専門職の職業倫理の基礎を理解することができる。　(A-4)

4.テーマについて必要な資料を調査・収集して、それをもとにレポートを作成
し、報告できる。　(C-1)

5.日本の弁護士制度の今日的課題を理解し、意見をもつことができる。　(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。



2019-2010000330-23演習Ⅱ「（法制史）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

野田　龍一

◎－－－　概要　－－－◎

　民法が、債権関係および相続関係について改正されました。
改正民法を理解するには、改正理由を知る必要があります。そ
のためには、比較法および法制史の素養が、とても役に立ちま
す。野田ゼミのテーマは、「改正民法と法律の歴史」です。
　前学期は、担当教員が用意した資料にもとづき改正民法を歴
史的に研究します。たとえば、錯誤・消滅時効・危険負担・契
約不適合・保証・要物契約と諾成契約・居住権・特別受益・特
別寄与分・遺言の方式などについて、現行規定の歴史的沿革・
判例・外国の立法例・改正理由などを究明します。
　夏休みには、野田ゼミの皆さんの進路決定のために、法律に
関係のある各施設を見学します。平成31年度は、警察・拘置
所・検察庁・裁判所・刑務所・少年院・テレビ局生スタジオな
どの見学を予定しています。
　後学期は、前学期における研究をモデルに、各グループで、
改正民法各条の中から、1つテーマを設定し、研究発表をしま
す。
　ちなみに、平成30年の研究発表テーマは、以下のとおりでし
た。：公序良俗違反の契約と不法原因給付・契約不適合・相続
法改正・危険負担・ハラスメント・敷金の法律問題・バイト契
約・損害賠償額の予定・内定と内々定との取消・支援機構奨学
金の連帯保証と保証・弁護士報酬。どれも、力のこもった報告
でした。
　ゼミの中で、毎回、公務員試験問題を解き、公務員試験対策
に役立てます。
　ゼミの後は、ときどき、お菓子でなごみます。
　１月には、野田ゼミの先輩で、弁護士・司法書士・公務員と
して活躍中の皆さんを招いて講演会を開催します。
　ボーリング大会・クリスマスお茶の会も実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法の歴史を通じて、法律学のハイレベルの基礎知識と法的思考
を持っている。(知識・理解)

ゼミで学んだ法制史の観点から、現代社会の法律諸問題を積極
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)　－－－◎

１週間前に次回のテーマを予告します。事前に調べ問題意識
をもって参加しましょう。ゼミの後は、講義で学習したことと
のつながりを各自で確認し活用しましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　レジュメ内容・プレゼンテーション・討論への参加態度を評
価の基準
とし、それらを総合して評点を算定いたします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しません。教員およびゼミ参加者が資料
を作成し、教材とします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　心の優しい仲間ばかりです。将来の夢を見つけ、その夢
を実現できるゼミです。フジテレビの「あの人」も野田ゼ
ミです。
　「暖かい」「ホッとする」「楽しい」「役に立つ」野田
ゼミへ、ぜひどうぞ。
　野田ゼミは初めての人の大歓迎です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 民法改正の歴史的意味

２～13 共通テーマの研究

14 全体のまとめ

15 夏休みおよび後学期の計画

16～27 各グループによる個別報告

28̃29 野田ゼミ先輩の講演会

30 １年のまとめ（クリスマス新年お茶の会）



2019-2010000330-23演習Ⅱ「（法制史）」

野田　龍一

◎法律:A-4,C-1

1.法の歴史を通じて、法律学のハイレベルの基礎知識と法的思考を持ってい
る。　(A-4)

2.ゼミで学んだ法制史の観点から、現代社会の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.法の歴史を通じて、法律学のハイレベルの基礎知識と法的思考を持ってい
る。　(A-4)

2.ゼミで学んだ法制史の観点から、現代社会の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。



2019-2010000330-24演習Ⅱ「（経済法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大橋　敏道

◎－－－　概要　－－－◎

　今年の３年次ゼミのテーマは、福岡の経済に多大な影響を与
えている地場有力企業７社（福岡七社会）とその属する業界に
どのような法規制がされているかを中心に扱います。具体的に
は、電気（九州電力・九電工）・ガス（西部ガス）などのエネ
ルギー産業、金融業（福岡銀行・西日本シティ銀行）、鉄道
（JR九州）やバス（西日本鉄道）・航空などの運輸産業などで
すが、そのほかに電気通信・放送などのＩＴ産業、流通業な
ど、ほかの個別の産業ごとの法規制についても研究する予定で
す。諸君の将来の就職活動における、業界研究の一助となるこ
とも目的としています。なお、ほかの研究テーマも、ゼミ生諸
君の希望により取り上げていますので、応募する学生は自分の
やりたいテーマを考えておいてください。ちなみにこれまで
扱ったテーマは、自動車業界、アパレル業界、エンターテイン
メント業界、マスコミ業界、食品業界、旅行業界、化粧品業
界、おもちゃ・ペット業界などです。
　ゼミの方法としては、数人でチームを組んでもらい、１テー
マについて検討・発表するというやり方にする予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

いわゆる「規制産業」の法律を学習することにより、法律と経
済の密接な関係を理解する。(知識・理解)

テーマの発見を通じて、学生自身の自己分析や進路選択につな
げる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：担当者は予めテーマに即した資料をまとめておく。（90
分）
復習：次回のゼミのテーマについて、グループのメンバーと議
論しておく。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの発表やレポートの内容、発言回数による。特に発表を
重視するので、発表者はよく準備すること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

参考文献等は、ゼミの中で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション・前期スケジュール決定
２～15　報告・討論
16　後期スケジュール決定
17～30　報告・討論



2019-2010000330-24演習Ⅱ「（経済法）」

大橋　敏道

◎法律:A-4,C-1

1.いわゆる「規制産業」の法律を学習することにより、法律と経済の密接な関
係を理解する。　(A-4)

2.テーマの発見を通じて、学生自身の自己分析や進路選択につなげる。　(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.いわゆる「規制産業」の法律を学習することにより、法律と経済の密接な関
係を理解する。　(A-4)

2.テーマの発見を通じて、学生自身の自己分析や進路選択につなげる。　(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。



2019-2010000330-25演習Ⅱ「（経済法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

屋宮　憲夫

◎－－－　概要　－－－◎

　独占禁止法は、市場経済体制の基盤となる法制であり、「経
済憲法」と呼ばれる基本的法律です。この独占禁止法の主要な
規制項目は、私的独占の禁止・カルテルの禁止・不公正な取引
方法の禁止の３領域です。
　本演習では、これら主要規制領域ごとの重要な法解釈上の論
点に関して、具体的事例を題材として分析し、検討していきま
す。この検討に際しては、公正取引委員会の審決（または排除
命令など）や裁判所の重要判例などを取り上げて、受講生の研
究報告に基づき検討を進めていきます。
　本演習の進め方としては、まず独占禁止法の基本的な法的枠
組みの確認と基礎的概念などの理解からはじめて、主要規制に
関する重要事件の具体的な検討に進んでいきます。その際に
は、3名～4名のグループで、関心のある規制領域・適用事例を
選択し、資料検索、報告準備、報告を行い、質疑応答によって
演習を進めていきます。　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

独占禁止法の目的・規制内容を深く理解する(知識・理解)

主要違反行為の代表的事例を理解する(知識・理解)

研究報告や質疑応答を通して独占禁止法について自ら考える
(態度・志向性)

研究内容や自らの考えを他者に伝える能力(報告能力）を高め
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各グループの報告事例についての評釈などの概要資料を事前
に配布してゼミを進めていきますので、報告グループ以外の受
講生は、その配布資料を精読して出席してください（30分程
度）。
　報告グループは、担当する事例の原本を素材として研究を行
い、その報告の内容が理解しやすいようにレジュメや参考資料
を作成し、報告に際して配布してください（120分以上）。
　事後には、各自が報告した内容の検討に基づく整理を行い、
他グループの報告についてもレジュメなどの復習・内容確認な
どを毎回行うことで、知識・理解を深めてください（30分程
度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告内容、質疑応答（報告者以外も含め）などの平常点で総
合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　報告事例などに関する参考資料などを配付します。参考
書などは適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　２年次に「経済法」講義を履修したこと又は３年次に履
修することが必要となります。３年次講義履修者は、授業
との進度が異なりますので、年度の初めから「経済法」授
業のテキストを各自読み進めてください。
　研究報告の内容や時期などについては受講生と相談し決
めていきます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ ゼミの導入授業
２～６　独占禁止法の概要・基礎的概念に関
する検討報告・質疑応答
７～30　独占禁止法違反事件の審決（排除命　　令」）・
判例の検討報告・質疑応答



2019-2010000330-25演習Ⅱ「（経済法）」

屋宮　憲夫

◎法律:A-4,C-1

1.独占禁止法の目的・規制内容を深く理解する　(A-4)

2.主要違反行為の代表的事例を理解する　(A-4)

3.研究報告や質疑応答を通して独占禁止法について自ら考える　(C-1)

4.研究内容や自らの考えを他者に伝える能力(報告能力）を高める　(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.独占禁止法の目的・規制内容を深く理解する　(A-4)

2.主要違反行為の代表的事例を理解する　(A-4)

3.研究報告や質疑応答を通して独占禁止法について自ら考える　(C-1)

4.研究内容や自らの考えを他者に伝える能力(報告能力）を高める　(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。



2019-2010000330-26演習Ⅱ「（政治学）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

櫛田　久代

◎－－－　概要　－－－◎

　前期は、佐々木毅編著『民主政とポピュリズム―ヨーロッ
パ･アメリカ･日本の比較政治学』（筑摩選書、2018年）を読み
ます。現代日本を含め世界各国において、ポピュリズム現象が
議会制民主政治にどのような影響を与えているのかが本書の
テーマです。本書を通してグローバル化と政治の相互関係と民
主政治について考えてみたいと思っています。
　後期は、日本の政治制度や政治をテーマにしたテキストを用
いる予定です。また、後期末は、各自でテーマを決め、個人発
表を行います。発表に基づき、最終的に、レポートを作成しま
す。
【演習の方法】
テキストを輪読する際、グループ（4人～5人程度）単位でレ
ジュメを作成し内容報告を行います。報告を担当するグループ
は、司会、報告（発表レジュメを用意）、論点提示を担当しま
す。その他の学生は、質問・討論担当です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学術的な文献を読む力、口頭発表、そして、文章表現の力を高
め、協同作業を担うことができる。(知識・理解)

憲法と民主主義の相互作用について理解し、自分の意見をもっ
て、説明することができる。(態度・志向性)

比較の視点をもち、各国の政治制度についての理解を深め、社
会的諸問題に対して解決策を提示できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

発表グループはレジュメを用意してください。それ以外のグ
ループに所属している学生も文献を読み演習に出席してくださ
い。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容、質疑応答、学年末のレポートにより総合的に評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

佐々木毅編著『民主政とポピュリズム―ヨーロッパ･アメ
リカ･日本の比較政治学』（筑摩選書、2018年）。関連資
料に関しては適宜配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

演習では、ゼミ生全員がそれぞれの役割を担っています。
毎回のゼミの積み重ねの先に、年度末のゼミレポート報告
会およびゼミレポートの作成作業があります。やむを得ず
欠席した場合は、ゼミ課題を自習するようにしてくださ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ ガイダンス
2～25 報告・討論
26～29 個人発表
30 レポートの提出とまとめ



2019-2010000330-26演習Ⅱ「（政治学）」

櫛田　久代

◎法律:A-4,C-1

1.学術的な文献を読む力、口頭発表、そして、文章表現の力を高め、協同作業
を担うことができる。　(A-4)

2.憲法と民主主義の相互作用について理解し、自分の意見をもって、説明する
ことができる。　(C-1)

3.比較の視点をもち、各国の政治制度についての理解を深め、社会的諸問題に
対して解決策を提示できる。　(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.学術的な文献を読む力、口頭発表、そして、文章表現の力を高め、協同作業
を担うことができる。　(A-4)

2.憲法と民主主義の相互作用について理解し、自分の意見をもって、説明する
ことができる。　(C-1)

3.比較の視点をもち、各国の政治制度についての理解を深め、社会的諸問題に
対して解決策を提示できる。　(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。



2019-2010000330-27演習Ⅱ「（政治学）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

廣澤　孝之

◎－－－　概要　－－－◎

　現代におけるデモクラシーは、各国における投票率の低下や
政治的無関心の増大に示されているように大きな危機の時代を
羽と化得ている。この演習では、現代デモクラシーが抱えるさ
まざまな課題を中心して、現代社会の諸課題を解決し、現代デ
モクラシーにおける主要な担い手となるための対応を軸にさま
ざまな問題についての基礎的理解を深めていくことにしたい。
　具体的な演習の進め方としては、希望するテーマごとにグ
ループを作り、各グループ単位で報告をしてもらうことにす
る。また行政機関やNPOなどでの聞き取りにも積極的に取り組
むことにしたい。
　この演習は、知識の習得よりも、明確な課題意識や問題解決
へ向けての柔軟な思考力の養成を目指すものです。参加者の積
極的な議論を期待しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代デモクラシーの基本的諸問題について正確な知識を持つ。
(知識・理解)

広範な議題に対して広く関心を持ち、積極的に議論に参加する
姿勢をもつ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

報告を担当するときだけでなく、毎回取り上げる文献資料を十
分に読み込んでから演習に参加することを求めたい(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習での報告・討論など平常点(60%) と年度末に提出する課題
レポート(40%)

◎－－－　テキスト　－－－◎

配布した資料及び指示する文献資料を使用する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回～第５回　文献購読
第６回～第２９回　グループ別の報告
第３０回　総括討論



2019-2010000330-27演習Ⅱ「（政治学）」

廣澤　孝之

◎法律:A-4,C-1

1.現代デモクラシーの基本的諸問題について正確な知識を持つ。　(A-4)

2.広範な議題に対して広く関心を持ち、積極的に議論に参加する姿勢をもつ。
　(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。



2019-2010000423-01演習Ⅱa「（民法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

生田　敏康

◎－－－　概要　－－－◎

　１，２年で学んだ民法の知識をもとに、民法学のテーマにつ
いて一緒に議論し、勉強したいと思います。今年度は、民法全
般を対象に、とりわけ財産法（総則・物権・債権）の重要論点
につき、演習問題等を解くことによって民法の理解を確かなも
のとすることを目標とします。
　周知のとおり、民法（債権法）の改正が実現し、2020年4月
に施行されることになっているので、改正法をベースとした論
点を取り上げたいと思います。報告、質問、議論の仕方、資料
の収集方法、レジュメの書き方、レポートの作成方法などは適
宜、指導します。
　なお、本演習は、２年連続して履修することが予定されてい
ます。したがって、卒業論文を作成したい、公務員試験、資格
試験、法科大学院進学などをめざしてじっくりと勉強したい、
４年生になってもゼミを履修したい、と考えている３年生には
うってつけであると思います。ちなみに、これまで本ゼミから
は、弁護士、法科大学院進学者、公務員（福岡県中級職・福岡
市上級職・春日市上級職）、中学校教員、銀行員等を輩出して
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法の主要論点および民法改正の概要について理解することが
できる。(知識・理解)

与えられた問題について必要な文献等を調査して、それをもと
に報告することができる。(知識・理解)

自分の意見を論理的に述べ、他人の意見をしっかりと理解し、
建設的な議論ができる。(態度・志向性)

演習で得た知識・思考力を活かし、就職活動、公務員試験等で
役立てることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　報告の対象となっている部分について予習し、指定された資
料等については報告者以外の受講者も事前に読んでおくこと。
報告者は討論において提起された質問や議論を整理して、レ
ポート等の作成にこれらを活用できるようにしておくこと
（120分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　民法の主要論点および民法改正の概要を理解できているかど
うか、与えられた問題について十分な準備のもと口頭で報告
し、文章で書くことができるか、教員および他の受講者からの
質問に的確に答え、または議論することができるかを評価基準
として、報告および提出されたレポート等の内容により評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　民法の講義科目で使用した（使用している）テキストを
しっかり読んでおいてください。六法は必携です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　ガイダンス
第２回～２９回　　報告・討論
第３０回　　総括（まとめ）



2019-2010000423-01演習Ⅱa「（民法）」

生田　敏康

◎法律:A-4,C-1

1.民法の主要論点および民法改正の概要について理解することができる。　
(A-4)

2.与えられた問題について必要な文献等を調査して、それをもとに報告するこ
とができる。　(A-4)

3.自分の意見を論理的に述べ、他人の意見をしっかりと理解し、建設的な議論
ができる。　(C-1)

4.演習で得た知識・思考力を活かし、就職活動、公務員試験等で役立てること
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.民法の主要論点および民法改正の概要について理解することができる。　
(A-4)

2.与えられた問題について必要な文献等を調査して、それをもとに報告するこ
とができる。　(A-4)

3.自分の意見を論理的に述べ、他人の意見をしっかりと理解し、建設的な議論
ができる。　(C-1)

4.演習で得た知識・思考力を活かし、就職活動、公務員試験等で役立てること
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。



2019-2010000423-02演習Ⅱa「（民法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

畑中　久彌

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、一回の授業で二つのことをします。
【１】　レジュメによる報告
（前期）教員より「債権総論」分野の課題を出し、学生はその
課題についてレジュメを作成し、ゼミで報告します（１回の授
業で１人または２人）。報告の後、教員・報告者・その他の学
生で質疑応答を行います。また、後期でのテーマ発表に備え
て、各自、自分のテーマについての下調べをします。
（後期）自分の興味のある民法の問題を報告します（１回の授
業で１人）。
【２】　パワーポイントで法律関係のニュースを発表します
（10枚程度のスライド数。１回の授業で１人）。１ヶ月以内に
報道された、法律に関係するニュースを取り上げます。発表後
はグループに分かれ、報告について良かった点と質問したい点
をまとめ、グループごとにそれらを発表します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法を中心に、法学とそれ以外の学問および国内外の事情を知
り、基本的な理解をすることが出来る。(知識・理解)

社会問題の検討を通して、現代社会の問題解決に対する積極的
姿勢を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【１】について。予習：自分のテーマに関連する資料を探し、
読み込み、報告資料を作る。復習：授業での質疑応答をふまえ
て、報告資料に加筆・修正をする。それを積み重ねて、文章に
していく。120分を要する。
【２】について。予習：報告するニュースを探す。それをコ
ピーするのではなく、自分なりに補充したり分析したりして、
パワーポイントのスライドを作る。復習：教員および他の学生
からの評価・質問を思い出し、次の報告に活かす。60分を要す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　自分の力で資料を集め、分析し、自分なりの工夫をこらして
レジュメとパワーポイントのスライドを作り、発表できたか、
質疑に応答できたか、論文を作成できたかを評価基準としま
す。レジュメ、パワーポイントのスライド、口頭での報告、応
答の仕方、論文の内容、質問の回数や中身などを総合的に考慮
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　六法。なお、担当する問題に応じて、参考となる資料を
指示します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.民法に関する課題の報告者およびニュースの発表者の順
番決め、民法の資料の説明
2.パワーポイントによるスライド・発表の仕方の説明
3̃30.報告および質疑応答



2019-2010000423-02演習Ⅱa「（民法）」

畑中　久彌

◎法律:A-4,C-1

1.民法を中心に、法学とそれ以外の学問および国内外の事情を知り、基本的な
理解をすることが出来る。　(A-4)

2.社会問題の検討を通して、現代社会の問題解決に対する積極的姿勢を持つ。
　(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.民法を中心に、法学とそれ以外の学問および国内外の事情を知り、基本的な
理解をすることが出来る。　(A-4)

2.社会問題の検討を通して、現代社会の問題解決に対する積極的姿勢を持つ。
　(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。



2019-2010000423-03演習Ⅱa「（民法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミは、大学において学びたいテーマを自ら選択し、自己
の責任において勉強に取り組むことを求めます。講義で聴いた
判例にかぎらず、自分にとって興味ある事件を取り上げ、判例
とそこにある法律の解釈を自らのものにしていく作業を１年を
通じて行うことになります。テーマを選ぶ、資料を収集して、
読み、報告要旨を作成し、そして報告する、という講義とは異
なった作業の連続です。ゼミ生諸君は年間を通して３回程度の
報告と年度末にはレポート提出がもとめられます。（大学にお
いて何を学んだかは、就職活動において非常に重要です。履歴
書･エントリーシート或は就職における面接において作成した
レポートついて話し・書くことができるように、精力的に取り
組む必要があります。）さらに、報告者でないゼミ生諸君は、
あらかじめ配布された報告要旨を読み、批判し、討論をするこ
とが求められます。
　ゼミを盛り上げていこうというゼミ生一人一人の積極的な取
り組みが必要です。「よく学び、よく遊べ」がモットーです。
勉強に限らず、ゼミ旅行など様々な活動を通じて学生生活を充
実させていこうという意欲ある学生諸君の参加を期待します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法の基本的事項を理解した上で、基本的な問題解決能力を習
得する。(知識・理解)

判例や資料集等の収集能力を見つけ、読み解き、説明すること
が出来る。(態度・志向性)

民法を理解するだけでなく、歴史・社会背景から問題の所在を
理解する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

報告者は、事前に報告要旨を作成の上、ゼミ生全員に配布して
おくこと。報告者でない場合には、事前に読んで、質問等を考
えてくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミにおける報告・発言や提出されたレポート等により集めた
資料の分析・解釈、自己の見解が明確に示すことができている
かを総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めません。ただし、六法は必携。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　ゼミガイダンス（講義計画の説明）
第２～29回　報告・討論
第30回　反省会・レポート提出



2019-2010000423-03演習Ⅱa「（民法）」

道山　治延

◎法律:A-4,C-1

1.民法の基本的事項を理解した上で、基本的な問題解決能力を習得する。　
(A-4)

2.判例や資料集等の収集能力を見つけ、読み解き、説明することが出来る。　
(C-1)

3.民法を理解するだけでなく、歴史・社会背景から問題の所在を理解する。　
(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.民法の基本的事項を理解した上で、基本的な問題解決能力を習得する。　
(A-4)

2.判例や資料集等の収集能力を見つけ、読み解き、説明することが出来る。　
(C-1)

3.民法を理解するだけでなく、歴史・社会背景から問題の所在を理解する。　
(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。



2019-2010000423-04演習Ⅱa「（知的財産法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

谷川　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　著作権に関連する実際の紛争（裁判例）を素材に、模擬裁判
風のディベートを行う。
　1つの事件につき、数名からなる原告グループ、被告グルー
プを割り当て、原告グループは原告の立場から、被告グループ
は被告の立場から、それぞれに有利な結論を導くべく立論し、
議論を行う。その他の学生も、数名ずつの裁判官グループを構
成し、適宜質問を挟みつつ議論を聞き、グループで話し合っ
て、最終的にどちらの立場に説得力があったかを判断し、グ
ループごとの判決を下す。という模擬裁判風のディベートを構
想している。
　さしあたり前期は争点が分かりやすい著作権侵害訴訟を取り
上げ、1つの事件を2週に分け、第1週に事件の概要の説明と論
点の整理を、第2週に絞り込まれた論点についてのより充実し
た弁論と判決を行う形で進める。後期のすすめ方については、
前期の状況を見ながら決定する。
　素材とする裁判例については、下級審と上級審で判断が分か
れたものや、判決の論理・結論に対して有力な批判が存在する
ものなど、必ずしも当該判決で敗訴した当事者に勝ち目がない
わけではなく、立論の仕方によってどちらとも転びうるような
事案を選定するよう努めたい。現時点で考えている裁判例とし
ては次の通り。「風にそよぐ墓標」事件（知財高判平成25年9
月30日）、キャンディ・キャンディ事件（最判平成13年10月25
日）、すいか写真事件（東京高判平成13年6月21日）、風水ブ
ログ事件（東京地判平成28年1月29日）、ときめきメモリアル
事件（最判平成13年2月13日）など。

◎－－－　到達目標　－－－◎

著作権法に関する基本的な知識の習得(知識・理解)

著作権法に関する紛争について、知識をもとに解決のあり方を
提示することができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

原告又は被告グループになった回については、判決文を丹念に
読み、学説の評価を調べ、グループメンバー同士で事前の打ち
合わせをするなど、ゼミの場での議論を有意義なものとするた
めに、授業外時間における相当の準備が要求される。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事前準備の程度、報告の内容、議論への貢献度等を総合的に考
慮して評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・著作権法についてこれまで勉強したことがなくても構い
ませんが、可能であれば前期開講の講義「知的財産法」を
受講するようにしてください。
・他大学で行われている類似の「模擬裁判風ディベート」
ゼミの様子については、下記URLの記事を参考にしてくだ
さい。
https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2017/06/12/28854/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　導入
2-29　報告・討論
30　まとめ



2019-2010000423-04演習Ⅱa「（知的財産法）」

谷川　和幸

◎法律:A-4,C-1

1.著作権法に関する基本的な知識の習得　(A-4)

2.著作権法に関する紛争について、知識をもとに解決のあり方を提示すること
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.著作権法に関する基本的な知識の習得　(A-4)

2.著作権法に関する紛争について、知識をもとに解決のあり方を提示すること
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。



2019-2010000423-05演習Ⅱa「（社会保障法）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山下　慎一

◎－－－　概要　－－－◎

　近時、社会保障をめぐるトピックが注目を集めていますが、
メディア等における報道・言説には、法的な観点が不足あるい
は欠落しているように感じられます。しかしながら、歴史的に
も実際的にも、社会保障を法的な観点から把握することは、と
ても重要です。
　本演習では、上記のような問題意識から、社会保障に関する
法的問題を検討します。
　毎回の講義の進め方は、 (1) 受講者が自身の関心あるテーマ
について、個人で30分程度の報告を行い、(2) 当該報告内容に
ついて全受講者で討論を行う、という形式をとります。
　それぞれの受講者の報告のテーマは、受講者自身の興味関心
に沿って選んで頂きます。報道で知った問題を法的観点から掘
り下げてみる、というのでも結構ですし、社会保障に関する裁
判例の評釈でも結構です。
　３・４年生の合同演習ということで、学年を超えた（学習
面・学生生活面での）交流を意図しています。
　また、大学での勉強の集大成として、ゼミ生全員に（4年生
だけでなく3年生も）ゼミ論文を提出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会で必要とされる能力（資料収集・報告・討論の各能力）を
研鑽する。(知識・理解)

法学部生としての考え方・ものの見方（法的思考）を発展さ
せ、社会保障をめぐる諸問題に関して、「法的な視点」に基づ
いた私見を言えるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　①予習
　(1) 報告者は、他の受講者を感心させるような高いクオリ
ティーの報告を目指して、1週間以上かけて準備をすること。
（840分）
　(2) 他の受講者は、報告者が答えに詰まるような鋭い質問を
投げかけるべく、事前に指定された資料を読み込み、考えを巡
らせておくこと。（60分）
　②復習
　当該回のゼミで担当教員から指摘された点を受講者全員が共
有し、次回のゼミでは同じ指摘を受けずに済むようにするこ
と。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　以下の三点を総合的に評価します。
　①報告の内容および事前準備（努力）の度合い
　②議論への参加の度合い
　③ゼミ全体への貢献の度合い
　なお、前記のとおり全員にゼミ論文を提出してもらいます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　担当教員は、演習（ゼミ）を、大学の勉強において最も
重要なものであると考えています。問題を発見し、それに
関する自分の考えを深め、それを他人に伝え、そして議論
をする、という社会生活に必要な要素をすべて学ぶことが
できるためです。ただし本演習がそのような場になるか否
かは、履修者のやる気と努力にかかっています（その点
で、「厳しい」ゼミです）。よって、履修者の選考に当
たっては、申込書の記載から見られる「やる気・積極性」
を重視します。
　なお、これまで担当者（山下慎一）の演習を受講したこ
とがなく、本演習から新規受講を希望する応募者は、下記
の教員メールアドレスに12月中にご連絡下さい。

　「ゼミだから簡単に単位がもらえるだろう」というよう
な甘い考えの方は、応募をご遠慮ください。ゼミの雰囲気
は堅苦しくはないですが、受講生には、報告や議論、ゼミ
論文において高度な水準を要求します。例年、数名が単位
を落としています。相応の「覚悟」をお持ちの方の受講を
期待します。
　最後に、ここ数年連続して、「前期で卒業単位が揃った
ので後期から演習には参加しない」という大変自分勝手な
4年生がいますが、そのようなことをされると授業計画が
大幅に狂うので、本当に、本当に迷惑です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 導入（自己紹介・報告順の決定・報告方法）
2～29 報告・討論
30 演習全体の総括



2019-2010000423-05演習Ⅱa「（社会保障法）」

山下　慎一

◎法律:A-4,C-1

1.社会で必要とされる能力（資料収集・報告・討論の各能力）を研鑽する。　
(A-4)

2.法学部生としての考え方・ものの見方（法的思考）を発展させ、社会保障を
めぐる諸問題に関して、「法的な視点」に基づいた私見を言えるようになる。
　(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.社会で必要とされる能力（資料収集・報告・討論の各能力）を研鑽する。　
(A-4)

2.法学部生としての考え方・ものの見方（法的思考）を発展させ、社会保障を
めぐる諸問題に関して、「法的な視点」に基づいた私見を言えるようになる。
　(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。



2019-2010000423-06演習Ⅱa「（政治過程論）」

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

東原　正明

◎－－－　概要　－－－◎

　現在、日本をはじめとして世界ではナショナリズムやポピュ
リズムの高まり、民族的・宗教的対立、環境問題など数多くの
問題が発生し、解決が求められる重要な政治課題となっていま
す。さらに日本国内では、2011年3月の福島第一原発事故以
降、脱原発の世論が拡大しているほか、現行憲法下の平和主義
についても議論となっています。また、貧困の拡大や社会保障
のあり方など、日本社会は様々な問題を抱えています。
　このような認識のもと、私たちの暮らすこの国が直面する多
様な問題と向き合うためにも、諸外国の事例について学ぶこと
はとても有益です。本演習では、ヨーロッパ諸国の歴史や政治
制度、それぞれの国の政治的課題などについて理論的な点もふ
まえながら多角的に考察します。それによって私たちは、日本
という国家のあり方を相対化し、捉え直すことができるのでは
ないかと考えます。その際には、担当者が在オーストリア日本
大使館で専門調査員として勤務した経験を活かし、政治や社会
に関する具体的なテーマを取り上げながらヨーロッパの現実の
諸問題について解説を加えることで理解を深めます。
　演習では参加者には様々なテーマでの報告を求め、学年末に
は各自がテーマを設定し、レポートを作成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパの主要国の歴史や政治制度などを学ぶことを通じ
て、それらの国々の政治的な諸課題を説明することができる
(知識・理解)

日本社会が直面する様々な問題について、ヨーロッパとの比較
の視点から検討し、解決策を提示することができる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、問題意識を持ってテキストを読んでくること
はもちろん、討論の際に自分がどういった内容の発言・質問を
したいのか考えておく必要があります（60分）。復習では、報
告と討論を通して明らかになったこと、残された課題について
各自整理することが重要です（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告、質疑応答、学年末のレポートなどから総合的に評価しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義開始時までに掲示等で指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　無断欠席は認めません。演習の主役は学生ですので、学
生自身による自主的・能動的なゼミ運営が必要となりま
す。授業における討論のほか、学外での活動にも積極的に
参加することが求められます。報告作成において、
「Wikipedia」等の使用は認めません。また、ネット情報を
利用せざるをえない場合も、出所が明確であるものに限ら
れます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2～14　報告・討論
15　前期総括
16　後期オリエンテーション
17～27　報告と討論
28～29　レポート作成にむけて
30　総括



2019-2010000423-06演習Ⅱa「（政治過程論）」

東原　正明

◎法律:A-4,C-1

1.ヨーロッパの主要国の歴史や政治制度などを学ぶことを通じて、それらの
国々の政治的な諸課題を説明することができる　(A-4)

2.日本社会が直面する様々な問題について、ヨーロッパとの比較の視点から検
討し、解決策を提示することができる　(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.ヨーロッパの主要国の歴史や政治制度などを学ぶことを通じて、それらの
国々の政治的な諸課題を説明することができる　(A-4)

2.日本社会が直面する様々な問題について、ヨーロッパとの比較の視点から検
討し、解決策を提示することができる　(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。



2019-2010000423-07演習Ⅱa「（政治学）」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

菅原　和行

◎－－－　概要　－－－◎

本演習は、公共政策に関する発展的な学習を目的としていま
す。公共政策では、公平性、効率性、人権の保障、環境の保全
など、さまざまな価値の実現が求められます。これらはどれも
「正しい」価値ではありますが、それらがつねに調和し、共存
できるとは限りません。異なる価値の実現を企図した政策の間
ではしばしば衝突も起こるため、政策間の調整も必要になりま
す。また、現代の政策課題の多くは、複合的な性格をもつこと
にも留意しなければなりません。たとえば、少子高齢社会への
対応には、福祉政策、医療政策、経済政策、財政政策、労働政
策などの多様な政策が関係します。こうした場合、個々の政策
を個別に捉えるのではなく、政策間の関係を理解し、体系的に
捉える視点も必要になります。本演習では、新聞記事や論文の
検討、報告・討論などを通して、公共政策の複雑な性格や構造
を理解できるよう学習します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公共政策における多様な価値や規範を理解し、政策同士がどの
ような場合に競合しうるかを説明できる。(知識・理解)

政策間の関係を理解し、体系的に捉え、広い視野に立って政策
を検討する姿勢が身につく。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

日頃から政策問題や公共政策について調べ、自分自身で考える
習慣を身につけること（本科目の学習を含め、毎日30分程度、
新聞を読むことが望まれる）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容や質疑応答のほか、授業における発言や貢献の度合い
も考慮し、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　　前期ガイダンス
２～７　　新聞記事・論文等の検討
８～14  　報告・討論
15        前期まとめ
16 　　　 後期ガイダンス
17～22　　新聞記事・論文等の検討
23～29    報告・討論
30        後期まとめ



2019-2010000423-07演習Ⅱa「（政治学）」

菅原　和行

◎法律:A-4,C-1

1.公共政策における多様な価値や規範を理解し、政策同士がどのような場合に
競合しうるかを説明できる。　(A-4)

2.政策間の関係を理解し、体系的に捉え、広い視野に立って政策を検討する姿
勢が身につく。　(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.公共政策における多様な価値や規範を理解し、政策同士がどのような場合に
競合しうるかを説明できる。　(A-4)

2.政策間の関係を理解し、体系的に捉え、広い視野に立って政策を検討する姿
勢が身につく。　(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。



2019-2010000331-01演習Ⅲ「（憲法）」

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

桧垣　伸次

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、現代起こっているさまざまな憲法問題につい
て検討します。特に、社会の変化により出てきた新たな問題
や、従来十分に論じてこられなかった問題にどのように対処し
ていくべきかについて考えたいと思います。憲法を一通り学ん
だことを前提にするため、憲法Ⅰ、Ⅱを履修した人が望ましい
ですが、やる気さえあれば未履修の人でも歓迎します。
　ゼミの進め方としては、前期は、班分けをして、毎回班ごと
に一つのテーマについて報告してもらい、それに基づいて議論
を進めるというやり方を考えています。報告班は、まずテーマ
を自ら選んでもらいます。そして、そのテーマについて、どの
ような憲法問題があるのかを考え、関連判例及び学説を検討し
たうえで、私見を述べてもらいます。自ら興味をもって学ぶ姿
勢が必要になります。後期は、憲法に関する本を1冊（あるい
は２冊）輪読します。どの本にするのかは、相談して決めま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲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)

憲法学の観点から、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)　－－－◎

事前に該当する箇所に関する文献を読んできてもらいます（90
分）。また、日常的に新聞・テレビ・インターネット等の憲法
に関する記事に目を通し、最新の話題を把握しておいてくださ
い（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

ゼミでの参加態度（50%）、報告内容（50%。到達目標を達成
できているか否かを評価します）により評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

このゼミは自主性を重んじます。勉強や遊びなど、様々な
ことをゼミ生自らが発案し、実行してください。ぜひ楽し
いゼミをつくりあげていってほしいと思います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ゼミの進め方について
2̃30　報告・討論



2019-2010000331-01演習Ⅲ「（憲法）」

桧垣　伸次

◎法律:A-4,C-1

1.憲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.憲法学の観点から、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.憲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.憲法学の観点から、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。



2019-2010000331-02演習Ⅲ「（国際税法）」

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

芳賀　真一

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、税金についての疑問をたくさん見つけ、その
答えを探していきます。同時に、税金の問題について、人々の
意見がどのように違っているかも考えてみましょう。そして、
その解決策を自分なりに考えてみましょう。
　公平に税金をとるために、所得税にはどのようなしくみが設
けられているのでしょうか。その仕組みは、税金を公平にする
ことにどれだけ貢献できているのでしょうか。法人税は、企業
行動にどのように影響し、経済にどのような損失をもたらして
いるのでしょうか。そうした損失を減らすために、どのような
取り組みがなされてきたのでしょうか。各国の税制の違いは、
どのような問題を引き起こしているのでしょうか。多国籍企業
はどのように税金逃れをしているのでしょうか。
　４年次では、課題、個人報告、グループ報告、ディベートを
組み合わせて進めていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分か
りやすく説明することができる。(知識・理解)

日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの
仲間とともに積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っ
ている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業の前に、分からない言葉を調べてきたり、自分の考えをま
とめてきたりしてください（1時間）。また、授業の後に、話
し合った内容や気付いたことをまとめると、知識が定着します
（1時間）。グループ報告の前には、打ち合わせをする必要が
あります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記目標の到達度やゼミへの貢献度から総合的に判断します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

指定しません。必要に応じて、参考文献を紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション
２～２９．国際課税についてグループワークとグループ報
告
３０．まとめ



2019-2010000331-02演習Ⅲ「（国際税法）」

芳賀　真一

◎法律:A-4,C-1

1.日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分かりやすく説明
することができる。　(A-4)

2.日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの仲間とともに
積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っている。　(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.日本の税制の基本的なしくみ、考え方、問題点について、分かりやすく説明
することができる。　(A-4)

2.日本の税制の問題点について、その重要性を理解して、ゼミの仲間とともに
積極的に議論しながら解決方法を探す姿勢を持っている。　(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。
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 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

蓑輪　靖博

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんの進路は公務員、資格試験、民間会社、進学など
様々ですが、社会では法の知識と考え方を使い、様々な問題を
自分の頭で考え、解決することが必要です。
　実際の問題は様々な利害衝突の結果です。解決には、実態や
背景を様々な角度から整理・分析し、衝突する価値を理解・整
理し、何を保護すべきかを判断しなければなりません。さら
に、判断した結論を皆さんが納得するためには、それが正義に
適っていることの論理的な説明が必要となります。これらを上
手に行うためには、社会で生きる様々な人（様々な価値観や解
決の考え方）、つまり学生同士で討論し、鍛えあうことがよい
でしょう。
　このゼミでは、議論に必要な調査・分析を踏まえ、自分の意
見をぶつけ合ってもらいます。それにより、自分で考え、決定
したことの正当性を確認するとともに、説明能力も高めること
ができます。大学生活の集大成を作ってください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

具体的な社会の争い・問題を整理し、理解できる。(知識・理
解)

法的説明により特定の価値を保護すべき理由づけをすることが
できる。(知識・理解)

社会的法感情を踏まえて法的保護に値する様々な価値を整理・
衡量できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に、与えられた課題をこなすこと（60分）。発表・討論で
指摘された事柄・内容を確認・整理するとともに、授業後に、
次の課題への対策を講じておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表と討論における方法・発言の仕方・発言の内容、指示され
た課題への対応・取組内容を基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは用いない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

六法は常にみられるように準備すること。出席できない場
合は連絡すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入授業①（ゼミの進め方、課題・スケジュール設定
など）
２～１４発表と討論
１５　前期のまとめ
１６　導入授業②（ゼミの進め方、課題・スケジュール設
定など）
１７～２９　発表と討論
３０　全体のまとめ
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蓑輪　靖博

◎法律:A-4,C-1

1.具体的な社会の争い・問題を整理し、理解できる。　(A-4)

2.法的説明により特定の価値を保護すべき理由づけをすることができる。　
(A-4)

3.社会的法感情を踏まえて法的保護に値する様々な価値を整理・衡量できる。
　(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.具体的な社会の争い・問題を整理し、理解できる。　(A-4)

2.法的説明により特定の価値を保護すべき理由づけをすることができる。　
(C-1)

3.社会的法感情を踏まえて法的保護に値する様々な価値を整理・衡量できる。
　(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。



2019-2010000331-04演習Ⅲ「（民法）」

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

下田　大介

◎－－－　概要　－－－◎

　本演習では、受講生が各自で選定した一件の民事判例につい
て、通年を通じて掘り下げて検討し、判例評釈の形式でレポー
トを作成してもらいます。このレポートは、卒業論文ではあり
ませんが、法学部における学習・研究の集大成として、卒業論
文に準じるようなレベルのものを目指します。また、分量にし
て２万字以上を想定しています。そのため、長い文章を書きた
くない学生には、申込みをお勧めできません。
　受講生はまず、検討する判例を自ら選定します。そして、当
該判例の論点（つまり、何が問題となっているのか）を抽出し
て報告してもらいます。その上で、その論点を関連する法制度
やルールを復習し、場合によっては、法律の教科書等には載っ
ていない事柄についても調査を求めることがあります。次い
で、当該判例の評釈等を熟読し、その論点について、これまで
主張されてきた見解やそれらの対立点を整理・報告してもらい
ます。そして、他の受講生とともに、いずれの見解が妥当か、
その理由は何か、また対立を止揚する新たな見解を打ち出すこ
とはできないかを議論・検討します。
　これらと併行して、段階的にレポートを執筆していき、中間
報告会等を経て、各自、最終回までにレポートを完成させま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

これまでに習得した諸科学の基本的な知識と理解を、研究する
判例における争点の文脈で捉え直し、より専門的・発展的な事
項によって補強することができる。(知識・理解)

ひとつの裁判例を徹底的に検証することを通じて、ニュース等
で見聞きする社会問題にはそれぞれ複雑な背景があることを知
り、その解決のために丹念な調査をする姿勢を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　上記（概要参照）のようなレポートを完成させるには、十分
な取材と分析が必要です。各段階において、できるだけ具体的
な課題を設定するよう努めますので、相応の時間を掛けて準備
してください。概ね各回、２時間以上の予習・復習が必要で
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　基本的に、提出されたレポートによって評価します。レポー
トの執筆過程における平常点を加味することがあります。最終
回までに一定の水準を満たすレポートを提出できなかった場合
には、単位を認定しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特定のテキストは使用しません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

申込み（または履修）の要件ではありませんが、すでに民
法（財産法）関連の科目を履修していることが望ましいで
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 本演習の趣旨説明、ガイダンス
２～４ 法律文献の検索、判例の選定、レポートの書き方
等の指導
５～２５ 関連項目の学習、検討判例の論点の抽出、判例
評釈の熟読と評価、レポート執筆
２６～２９ レポートの中間報告会、結論や理由づけの当
否の討議、レポートの修正・推敲
３０ レポート提出、総括

※受講者の人数や習熟度に応じて変更することがありま
す。
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下田　大介

◎法律:A-4,C-1

1.これまでに習得した諸科学の基本的な知識と理解を、研究する判例における
争点の文脈で捉え直し、より専門的・発展的な事項によって補強することがで
きる。　(A-4)

2.ひとつの裁判例を徹底的に検証することを通じて、ニュース等で見聞きする
社会問題にはそれぞれ複雑な背景があることを知り、その解決のために丹念な
調査をする姿勢を身につける。　(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.これまでに習得した諸科学の基本的な知識と理解を、研究する判例における
争点の文脈で捉え直し、より専門的・発展的な事項によって補強することがで
きる。　(A-4)

2.ひとつの裁判例を徹底的に検証することを通じて、ニュース等で見聞きする
社会問題にはそれぞれ複雑な背景があることを知り、その解決のために丹念な
調査をする姿勢を身につける。　(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。



2019-2010000331-05演習Ⅲ「（企業金融法）」

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

砂田　太士

◎－－－　概要　－－－◎

近年の企業に関する金融問題（金融取引・証券取引を含む）に
ついて、受講生とともに１年間かけて検討します。授業は、ゼ
ミ生をグループ分けし発表グループの報告を中心にゼミ生全員
で討論します。発表グループはもちろんのこと、ゼミ生は、必
ず準備をしかつ授業では発言をすることになります。学年終了
時には、１年間の総仕上げとして、さらには卒業後の思い出の
ために、ゼミ論集を作成します。何人かで１グループを構成
し、グループごとにひとつの問題を受け持ちその報告を通して
ゼミ生全員で検討する。受講生については、十分に商法、民法
を学んだ者が望ましいが、過去の成績を問わないので「是非ゼ
ミで勉強したい」、まだ一度もゼミを経験していないので「一
度はゼミを経験したい」と思う学生は大歓迎です。ただし、卒
業単位の帳尻あわせのために参加を希望する学生、ただ出席す
ればよいと考えている学生、および就職活動のためにゼミを休
むことが多い学生は、ご遠慮下さい。本ゼミに参加して、卒業
前の１年間で、あなたがたが学んだことを総復習するととも
に、一生付き合うことのできる友人をつくろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業金融を中心として、会社法及び関係する法規制の概要につ
いて、理解して説明することができる。(知識・理解)

判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資
料を収集し、自分の意見を形成し的確な表現をもって述べるこ
とができる。(態度・志向性)

他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、
他人と議論することができる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

課題について、報告者のみならず参加者は予習をすること（60
分）。課題のみならず、それを考えるための基礎的なことも予
習をすること。授業後は復習すること（30分）。論集を作成す
ること及び演習の内容には私法の総まとめ的な事項もあります
ので、復習が重要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に達しているか否かについて、毎回、的確に、準備を
しているか否か、説明できたか否か、意見を述べたか否かを評
価基準として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストを用いる予定はないが、必ず最新の六法を持参す
ること。

◎－－－　参考書　－－－◎

会社法、商法、民法等の講義で使用するまたは使用したテ
キスト。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず、六法を持参すること。また会社法、商法、民法等の
講義で使用するまたは使用したテキストを持参するとよ
い。準備したこと、復習したことを問わず、受講生はとに
かくメモをして、授業に臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　　　　ゼミの導入授業・課題等
２～２７　　　報告・討論・対抗ゼミ支援を含む
２８～３０  　論集作成



2019-2010000331-05演習Ⅲ「（企業金融法）」

砂田　太士

◎法律:A-4,C-1

1.企業金融を中心として、会社法及び関係する法規制の概要について、理解し
て説明することができる。　(A-4)

2.判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資料を収集し、
自分の意見を形成し的確な表現をもって述べることができる。　(C-1)

3.他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、他人と議論す
ることができる。

◎　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-4,C-1

1.企業金融を中心として、会社法及び関係する法規制の概要について、理解し
て説明することができる。　(A-4)

2.判例、事例、問題文を読み、そこでの問題点を把握し必要な資料を収集し、
自分の意見を形成し的確な表現をもって述べることができる。　(C-1)

3.他人の意見を聞きそれを理解して、的確な質問・意見を述べ、他人と議論す
ることができる。

◎　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。



2019-2010000331-06演習Ⅲ「（企業金融法）」

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

畠田　公明

◎－－－　概要　－－－◎

　現在の企業社会では、我々が日々の生活で密接に係わってい
る企業、とりわけ会社に関する法ついての基本的な知識・理解
が必要とされます。本演習は、会社法の中でとくに株式会社の
ファイナンス（資金調達）、さらに金融商品取引法を中心に取
り上げます。まず、コーポレート・ファイナンスの意義（企業
価値・株式評価）を取り上げます。そして、資金調達の方法と
して、募集株式の発行等、新株予約権の発行等、社債の発行等
を検討します。さらに、組織再編として、事業譲渡等、組織変
更、合併、会社分割、株式交換・株式移転を検討した後に、企
業買収（M&A）の主要な論点を検討し、また、金融商品取引法
の基本的な問題を検討します。
　本年度は、授業計画に従い、項目ごとに簡単な概説をして、
その後で主要な判例を取り上げ、さらに、簡単な設問について
ゼミ生全員で検討する予定です。できれば数人のグループごと
に報告・質疑応答の方式をとりたいと考えています。
　本演習の目指すところは、各項目ごとに自由に自分の意見を
述べて議論をし意見交換する場を設け、それとともに教員と演
習参加者間の親睦をはかるものです。多数の積極的・意欲的な
学生の応募を期待します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

企業金融法についての基本的な知識と理解を持っている。(知
識・理解)

企業金融法の観点から、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)　－－－◎

・課題について、報告者はレジュメを作成すること。
・報告者以外のゼミ生は、事前に指定された資料を事前に読ん
でおくこと。
・授業中に、指定する設問について解答を求めるので、復習し
ておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・会社法のファイナンスの基本概念を理解し説明できることを
評価の基準とする。
・裁判例の事案・判旨およびその問題点を要領よくまとめて説
明できるとを評価の基準とする。
・設問に的確に答えて明確に自分の意見を述べることができる
こと評価の基準とする。
・自分の選んだ論点について積極的に解決しようとする姿勢で
もってレポートを作成できることを評価の基準とする。

②評価方法
・発表回数および内容、授業における発言および内容によって
評価する。
・課題レポートの作成および内容によって評価する。

③割合
・発表の回数・内容50％、授業における発言および内容30％、
課題レポート20％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

会社法のファイナンスの主要な論点に関する裁判例に関す
る資料を事前に配付をする。

◎－－－　参考書　－－－◎

とくになし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ゼミ発表における質疑応答などに積極的に参加し自分の意
見を述べる意欲があることが求められる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ 　　ゼミの進め方などについてのガイダンス
２～４　コーポレート・ファイナンスとは何か（ファイナ
ンスの意義・資金調達の方法）
５～９ 株式・新株予約権の発行等
10 　　社債の発行
11～18 　組織再編（事業譲渡・合併・会社分割・株式交
換・株式移転等）
19～21 企業買収（M&A）の意義・企業買収の手続）
22～25 企業買収（M&A）の予防・防衛に関する裁判例）
26～27 不実開示に関する責任
28～30 不公正取引（内部者取引・相場操縦等）
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畠田　公明

◎法律:A-4,C-1

1.企業金融法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.企業金融法の観点から、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.企業金融法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.企業金融法の観点から、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。



2019-2010000331-07演習Ⅲ「（刑法）」

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

石川　友佳子

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、グループによる研究報告をしてもらい、ゼミ
生全員で議論します。
　前期には、刑法上の問題に限定せず、それぞれのゼミ生が関
心を持ったテーマで共同報告してもらいたいと思います。ジャ
ンルは問いません。趣味に関する好きなテーマ、就活をしてい
て関心を持ったテーマ、もしくは試験勉強をしていて疑問に
思ったテーマなど、何でも構いません。報告者は、聞き手にわ
かりやすく伝える、興味を持ってもらう等を意識して、取り組
んでほしいと思います。
　後期には、刑法上の諸問題について勉強したいと考えていま
すが、その方法はゼミ生と相談の上、決定したいと考えていま
す。
例えば、
・一つのテーマを全員で研究する。
昨年度は、ストーカー規制法やＤＶ防止法をテーマとして、い
くつかの細目に分け、報告・研究をしてもらいました。
・刑事事件に関する判例をベースにした事例を検討・研究す
る。
上記のものに限定しません。ゼミ生は、希望を教えてくださ
い。
ゼミ生には、ゼミの時間外でのグループの話し合いや共同研
究、そして報告者以外のゼミ生も予習をした上で質問や意見を
述べるなど積極的に議論に参加することが必要になります。
　4年生は、就職活動や公務員試験など、忙しくなると思いま
す。ゼミ報告やその他のゼミスケジュールについては、臨機応
変に、お互いに助け合いながら進めていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

犯罪や処罰について、幅広い知識と視点をもつこと(知識・理解)

他者と協力して、誠実に課題に取り組むことができる。(態度・
志向性)

様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方
法で伝えられるようになること(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　研究報告の担当グループは事前に報告レジメを作成して受け
渡し場所に提出し、報告者以外のゼミ生も事前にレジメを受け
取り、予習のうえゼミに臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　共同研究・共同報告の内容、ゼミ（課外活動・イベントも含
む）での頑張り度・貢献度などを総合的に評価します。
　積極的に多くの発言をしてくれることは、とても重要なゼミ
活動です。たとえ、人前で話すことが苦手であったとしても、
ゆっくり一言ずつでも話そうとする姿は、多くの人の心に響き
ます。また、報告者の意見を熱心に聞き、真剣に考えようとす
る姿勢も、報告者を勇気づけ、ゼミでの議論を活発にしてくれ
ます。どれも、大切なゼミ貢献です。ゼミ生には、得意なこと
をさらに伸ばし、苦手なことも諦めずに練習してくれることを
期待しています。
　発言することが得意な人も、聞き上手な人も、それぞれの個
性を活かして、頑張ってください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　六法は必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　持ち上がりを優先します。
　課外活動も含めたゼミ参加への熱意を書いてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ゼミ導入講義、ゼミ生自己紹介
２．～１５．共同報告・討論
１６．～２８．事例演習・共同報告・討論
２９．３０．まとめ
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石川　友佳子

◎法律:A-4,C-1

1.犯罪や処罰について、幅広い知識と視点をもつこと　(A-4)

2.他者と協力して、誠実に課題に取り組むことができる。　(C-1)

3.様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方法で伝えられ
るようになること　(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.犯罪や処罰について、幅広い知識と視点をもつこと　(A-4)

2.他者と協力して、誠実に課題に取り組むことができる。　(C-1)

3.様々な報告方法・技術を学び、自身の報告内容を最も適した方法で伝えられ
るようになること　(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。



2019-2010000331-08演習Ⅲ「（民事訴訟法）」

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

安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

　演習Ⅲでは、今までの総まとめとして民事紛争処理過程を俯
瞰的に捉え、訴訟そのものに限らず、紛争解決のための法的交
渉（リーガル・ネゴシエーション）についても学習します。ゼ
ミの具体的な内容としては、ディベート（討論）と模擬交渉
（オリジナルの事例問題を使った交渉の練習）を中心に行いま
す。毎回違うテーマを提示しますので、そのテーマについて全
員で討論または模擬交渉してもらいます。また、進路が決まっ
た者から順番に、内定先の会社についてプレゼンをしてもら
い、下級生の前で就職活動の体験談（公務員や資格試験の場合
は合格体験談）も報告してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸
問題について理解し、説明することができるようになる。(知
識・理解)

・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や
判例を収集・分析する力）を身につける。 (態度・志向性)

・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表
する力）を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、報告者は当然ですが、報告しない人も全員
が事前に配付する判例解説プリントを熟読してくること（予習
60分）。事後学習として、その回の論点について教科書等で各
自復習すること（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミでの報告内容、議論における発言内容、レポートなどを
総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　六法を必ず持参して下さい。他のテキスト等については
授業開始時に指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　志望理由と成績（単位取得状況）を総合的に判断して選
考します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　ガイダンス
2～15　報告・発表
16　後期ガイダンス
17～30　報告・発表



2019-2010000331-08演習Ⅲ「（民事訴訟法）」

安井　英俊

◎法律:A-4,C-1

1.・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸問題について
理解し、説明することができるようになる。　(A-4)

2.・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や判例を収集・
分析する力）を身につける。 　(C-1)

3.・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表する力）を身
につける。　(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.・判例の分析を通して、リーガルマインドを身につけ、法的諸問題について
理解し、説明することができるようになる。　(A-4)

2.・社会人として通用するリーガル・リサーチ能力（法律文献や判例を収集・
分析する力）を身につける。 　(C-1)

3.・社会人として通用するプレゼンテーション能力（人前で発表する力）を身
につける。　(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。



2019-2010000331-09演習Ⅲ「（国際私法）」

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

北坂　尚洋

◎－－－　概要　－－－◎

「演習Ⅲ（国際私法）」では、これまでに学んだことの復習を
しながら、国際私法、国際民事手続法や国際取引法の法律問題
がどのように解決されているのかを具体的に理解してもらおう
と思っています。前期のゼミのテーマは、参加者に希望する
テーマを自由に選んでもらうつもりです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

これまでに学んだことの復習をしながら、国際私法、国際民事
手続法や国際取引法の法律問題がどのように解決されているの
かを具体的に理解し、それを説明できるようになる。(知識・
理解)

社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通
じて身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回のゼミで取り上げる事項については、第１回のゼミのと
きに一覧を配布します。予習・復習としては、その事項に関す
る教科書の該当ページを読み、理解を深めてください（それぞ
れ60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　積極性や到達目標への達成度を基準に、発言内容とレポート
等から評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　松岡博編『国際関係私法入門［第４版］』（有斐閣・２
０１９年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　単位の取得だけを目的にする方、アルバイト等を優先し
ようと考えている方、クラブ活動や予備校等で忙しくて授
業時間以外は時間がない方、授業時間以外の活動には参加
したくない方の応募はご遠慮ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回～第３０回　個別報告



2019-2010000331-09演習Ⅲ「（国際私法）」

北坂　尚洋

◎法律:A-4,C-1

1.これまでに学んだことの復習をしながら、国際私法、国際民事手続法や国際
取引法の法律問題がどのように解決されているのかを具体的に理解し、それを
説明できるようになる。　(A-4)

2.社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通じて身につけ
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.これまでに学んだことの復習をしながら、国際私法、国際民事手続法や国際
取引法の法律問題がどのように解決されているのかを具体的に理解し、それを
説明できるようになる。　(A-4)

2.社会で必要とされる思考力・判断力・行動力も、人間関係を通じて身につけ
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。



2019-2020000463-01外国法政論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎－－－　概要　－－－◎

米国と日本は、それぞれ世界第１位、第３位の経済力を維持し
ているが、両国の経済は、経済危機、災害、政治的行き詰まり
からの圧力を受けている。このような事情がありながら、日米
関係がいまだ貴重な地域的及びグローバルな役割を果たしてい
る。そこで、第二次世界大戦後における日米同盟およびグロー
バル・パートナーシップの政治、貿易及び安全保障の問題につ
いても自分の外交官の経験および国際関係論やアジア太平洋関
係論の研究を活かし講義する。そして、その問題の中で、特に
日米関係における、トランプ政権の外交及び政策の影響につい
て、一緒に検証する。この講義は日本語でおこなっています、

◎－－－　到達目標　－－－◎

特に、第二次大戦後における、日米関係の地域的及びグローバ
ルな役割について、一緒に検証する。(知識・理解)

この講義を通して、日米同盟及びグローバルパートナーシップ
の政治貿易及び安全保障の問題について知識を深める。(知
識・理解)

日米の社会問題をより深く理解することができます、(態度・
志向性)

講義、本、小テスト、期末試験を通じて、日米関係をはじめと
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(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
講義に先立って、指定された文献を読まなくてはならない(30
分)。この資料や新聞を読むことに加え、国内や国際ニュース
番組を見ることが必要である。講義後に質問をし、意見を述べ
られるよう準備することも大事である。指定文献の重要な部分
には下線を引くことが有効である。
復習
受講生は各自のノートを講義後に見直し、理解できていない点
がないかチェックする(30分)。次の機会を見つけて、その点を
担当教員と討議する。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

講義テーマに関して、中間試験40％、および期末試験50％、小
テスト10％によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義開始前に掲示等でお知らせします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義は、日本語で行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

前期
　１．日米の認識ギャップ
　２．日米関係の全体像
　３．日米の貿易政策
　４．日米の貿易摩擦
　５．日米自動車問題
　６．米国大統領選挙
　７．中間試験
　８．政府政策と国民Ⅰ
　９．政府政策と国民Ⅱ
１０．オバマ政権の遺産
１１．日米防衛問題Ⅰ
１２．日米防衛問題Ⅱ
１３．日米防衛問題Ⅲ
１４．今後のトランプ政権
１５．まとめ
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Ｓ．Ａ．　ウエストン

◎経営法:A-3,B-3,C-3

1.特に、第二次大戦後における、日米関係の地域的及びグローバルな役割につ
いて、一緒に検証する。　(A-3)

2.この講義を通して、日米同盟及びグローバルパートナーシップの政治貿易及
び安全保障の問題について知識を深める。　(A-3)

3.日米の社会問題をより深く理解することができます、　(C-3)

4.講義、本、小テスト、期末試験を通じて、日米関係をはじめとする、グロー
バル化する世界の状況について意識を高める　(B-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。

◎法律:A-4

1.特に、第二次大戦後における、日米関係の地域的及びグローバルな役割につ
いて、一緒に検証する。

2.この講義を通して、日米同盟及びグローバルパートナーシップの政治貿易及
び安全保障の問題について知識を深める。

3.日米の社会問題をより深く理解することができます、　(A-4)

4.講義、本、小テスト、期末試験を通じて、日米関係をはじめとする、グロー
バル化する世界の状況について意識を高める

◎　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。



2019-2020000458-01会社実務特別演習「16台以前」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

久保　寛展

◎－－－　概要　－－－◎

この特別演習は、会社法の各論点についてよりいっそう理解を
深めるためのものです。会社法の講義では、時間の制約上、会
社法上の主要論点につき簡単に紹介したにとどまるものも少な
くありません。そこで、会社法を受講したことを前提に、基本
的に会社法の総論・設立から取締役の義務・責任、募集株式の
発行にいたるまで、それぞれ設問を用意し検討を行いたいと思
います。場合によっては新聞等の資料も用いて実務上の扱いに
も触れ、理解の一助にしようと考えています。ゼミを深化させ
た形で行い、また特別演習という性質から、受講生には深い知
識と判断力を求めます。報告者は、参加人数にもよりますが、1
人もしくは数人で数回担当してもらうこともありますし、適宜
質疑も行います。その意味では、受講生の負担が大きい反面、
非常に内容の濃い演習にしたいと思っていますので、積極的か
つ真摯に会社法に取り組みたい学生の受講を期待しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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。(知識・理解)

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、説明することができる。(知識・
理解)

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。(技能)

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。(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)　－－－◎

開講時に配布するスケジュール表に従って講義を進めますが、
予習に際しては、毎回、事前に指定する判例およびそれを解説
した資料、または各テーマに関する資料を熟読し、自分なりに
疑問点を探し出しておいてください(60分)。その疑問点を質疑
応答に際して議論するとともに、復習に際しては議論した内容
を、判例や教科書等において確認する作業を行ってください(60
分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告の内容や議論における発言、質疑応答の状況などを総合的
に評価します。もちろん、そのときの報告や質疑が完全なもの
でなかったとしても、その意欲や努力は買おうと考えています
ので、積極的に議論に参加してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定する予定はありません。随時、報告担当班には
プリントを配布します。なお、六法は必ず持参してくださ
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本演習は、原則として3年生で構成します。また、前述の
ように、予習・復習をしっかりしてゼミに臨んでくださ
い。なお、可能な限り、課外活動（研修）の開催も考えて
います。なお、選考に際して、基本的に申込用紙の希望理
由によって判断しますので、なぜこの特別演習に入りたい
のか等をしっかりアピールして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　開講にあたって（自己紹介や今後の進行の説明等）
２～３　ガイダンス（班の編成、報告判例の割振り、係の
決定など）
４～１４　ゼミ報告および討論（なお、この間に別のガイ
ダンス等が入る場合があります。）
１５　前期の総括
１６　後期ゼミ開始（後期のゼミ進行の説明等）
１７　ガイダンス（後期の班の編成、報告判例の割振り、
係の決定など）
１８～２９　ゼミ報告および討論（なお、この間に別のガ
イダンス等が入る場合があります）
３０　後期の総括



2019-2020000458-01会社実務特別演習「16台以前」

久保　寛展

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

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-1)

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、説明することができる。　(A-2)

3.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-1)

4.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-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。



2019-2010000306-03会社法

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限, 木・２時限　　試験時間割：2020/01/20　１時限　　

砂田　太士

◎－－－　概要　－－－◎

　後掲の到達目標を達成することができるように、現代の企業
活動の担い手である株式会社に関する法規制を中心に、会社法
の基本的な事項を講義します。そのために授業では、具体的な
例を挙げたり、問題を提起することにより、その場で考えそれ
を表明することで、自ら「学ぶ」という姿勢を身につけていた
だきたい。これは学生にとってはもっとも基本的なことです
が、実はなかなかできないことです。「学ぶ」とは、決して与
えられたものを暗記することではありません。講義は、授業計
画にそって基本的な事項を話しますが、進捗状況により、関係
する事項をまとめて講義したり、１項目を複数回に分けて講義
をしたり、単元のまとめを行うことがあるので、必ずしも授業
計画の順のとおりに進行するものではありません。
　またFUポータルを利用して資料配付（復習用）を行う予
定。学生が講義内容を理解したか否か、または課題を行ってき
たか否かをチェックするために、小テストを適宜行う（Ｂ５判
横書きのルーズリーフノートまたはレポート用紙を持参するこ
と）。単元のまとめの意味で、時間をかけた小テストを行うこ
とがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法規制の目的、条文の意味等を理解し、法的問題を体系的に説
明することができること(知識・理解)

会社に関する法規制を理解し述べることができること(知識・
理解)

具体的な事例について、条文等を的確に指摘してどのように対
応をするのかを述べることができること(技能)

会社組織、会社活動等から生ずる問題について、解決策または
予防策を述べることができること(技能)

社会に寄与する起業、組織再編等を理解して、そこから生ずる
問題点の解決策または予防策を述べることができること

会社法の全体像を理解し、それに基づき現代の企業に関する問
題点を説明することができること(態度・志向性)

社会規範としての会社法制及びその法理を理解して、国内外の
社会発展に寄与する方策を述べることができること

会社におけるガバナンス体制について、諸外国のそれと比較し
て説明することができること (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストを読んだり、関連する法規制について調べてお
くこと（30分）。授業終了後は復習をすること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験点＋平常点の合計点に基づいて、学年点を決定する。
配分は、原則として、定期試験点７割、平常点３割とする。平
常点は小テスト点に基づく。採点は、到達目標に達しているか
否かについて、基礎的事項を理解しているか否か、問題を理解
し的確に解答を述べているか否かを評価基準として行う。なお
定期試験点が０点の場合には、学年点は０点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

髙橋＝砂田＝片木＝久保＝藤林『プリメール会社法（新
版）』（法律文化社）3,132円（消費税込）
ISBN978-4-589-03789-3。

◎－－－　参考書　－－－◎

『会社法判例百選〔第３版〕』(有斐閣、2016年)2,592円
（税込）　ISBN ISBN978-4-641-11530-9
『会社法重要判例〔第２版〕』（成文堂、2016年）2,160円
（税込）　ISBN ISBN978-4-7923-2695-1
『会社法の争点』(有斐閣、2009年)2,469円（税込）　ISBN
ISBN978-4-641-11321-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず最新版の六法を用意すること。授業中は、私語の厳
禁、スマートホン等の利用を禁止し、マナー・常識知らず
の行為の場合には、教育上の配慮・指導がなされるので注
意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１  基礎的事項①－会社法入門、新会社法の特徴、会社の種
類
２　基礎的事項②－株式会社の基本概念、株式会社の区分
３  株式会社の設立①－設立方法
４　株式会社の設立②－発起人
５  株式会社の設立③－定款
６　株式会社の設立④－出資の引受、履行
７　株式会社の設立⑤－募集設立における創立総会
８  株式会社の設立⑥－設立関与者の責任
９  株式会社の設立⑦－設立の瑕疵
10  基礎的事項と設立のまとめ
11　株式①－株式とは、株式と社債、株券
12  株式②－株式の権利（株主の権利）、種類株式
13  株式③－株式の譲渡、株主名簿
14  株式④－単元株制度、株式の併合・分割、自己株式の取
得
15　ガバナンス①－株主総会　意義、権限、招集手続、議
事
16　ガバナンス②－株主総会　議決権行使、決議の方法、
決議の瑕疵
17　ガバナンス③－取締役（選任・任期・権限）
18　ガバナンス④－取締役の義務（一般的な義務、個別具
体的な義務）
19　ガバナンス⑤－取締役の責任（会社に対する責任、第
三者に対する責任）
20　ガバナンス⑥－取締役会、代表取締役
21  ガバナンス⑦－監査役、監査役会、会計参与、会計監査
人
22　ガバナンス⑧－委員会型（監査等委員会設置会社、指
名委員会等設置会社）
23　ファイナンス①－募集株式の発行
24  ファイナンス②－新株予約権の発行
25  ファイナンス③－社債の発行
26　会社の計算・公開
27　会社の組織変更・組織再編
28　会社の消滅（清算・倒産処理）
29　持分会社
30　全体の復習
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砂田　太士

◎法律:A-1,A-4,B-1,B-2,C-1,C-3

1.法規制の目的、条文の意味等を理解し、法的問題を体系的に説明することが
できること　(A-1)

2.会社に関する法規制を理解し述べることができること　(A-4)

3.具体的な事例について、条文等を的確に指摘してどのように対応をするのか
を述べることができること　(B-1)

4.会社組織、会社活動等から生ずる問題について、解決策または予防策を述べ
ることができること　(B-2)

5.社会に寄与する起業、組織再編等を理解して、そこから生ずる問題点の解決
策または予防策を述べることができること

6.会社法の全体像を理解し、それに基づき現代の企業に関する問題点を説明す
ることができること　(C-1)

7.社会規範としての会社法制及びその法理を理解して、国内外の社会発展に寄
与する方策を述べることができること

8.会社におけるガバナンス体制について、諸外国のそれと比較して説明するこ
とができること 　(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:A-1,A-4,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2,C-3

1.法規制の目的、条文の意味等を理解し、法的問題を体系的に説明することが
できること　(A-1)

2.会社に関する法規制を理解し述べることができること　(A-4)

3.具体的な事例について、条文等を的確に指摘してどのように対応をするのか
を述べることができること　(B-1)

4.会社組織、会社活動等から生ずる問題について、解決策または予防策を述べ
ることができること　(B-2)

5.社会に寄与する起業、組織再編等を理解して、そこから生ずる問題点の解決
策または予防策を述べることができること　(B-3)

6.会社法の全体像を理解し、それに基づき現代の企業に関する問題点を説明す
ることができること　(C-1)

7.社会規範としての会社法制及びその法理を理解して、国内外の社会発展に寄
与する方策を述べることができること　(C-2)

8.会社におけるガバナンス体制について、諸外国のそれと比較して説明するこ
とができること 　(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。



2019-2010000394-01海商法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/24　３時限　　

佐野　誠

◎－－－　概要　－－－◎

四方を海に囲まれたわが国では古くから海運業が発達してきた
が、この海運業に関する私法が海商法である。
本講座では、海商法についての基礎知識を学んだ上で、そこで
発生する具体的な法律問題を取り上げる。
なお、担当教員は損害保険会社勤務経験があるが、この経験を
活かして海商法に関する具体的な法的紛争事例などを紹介しつ
つ講義を進める予定である。
また、海商法の対象である海運事業等についての理解を深める
ため、商学部科目（関連教育科目）の「海運と航空」も併せて
受講することを薦める。

なお、本講義では成績評価を極めて厳しく行っており、単位取
得のためには相当の勉強・努力が必要とされる（前回は履修者
の4割が単位を取得できなかった）。したがって、楽に単位を
取得したいと思っている学生や就職活動のため授業に出ること
が困難な学生は本講義を履修すべきでない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

海商法の基礎概念を理解する。(知識・理解)

海商法の国際性を理解し、国際関係についての理解に資するよ
うになる。

海運事業において発生する法律問題について分析・検討するこ
とができる。(技能)

海運事業において発生する国際的な法律問題について分析・検
討することができる。(技能)

メディアにおける海運事業に関する報道に関心を持ち、法的な
観点から問題を捉えようとする姿勢を持つようになる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定した教科書の該当部分を読んでおくこと（60分）。
復習：授業で指摘した重要事項を中心に再確認すること（60
分）。
なお、不明な点は遠慮なく質問されたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標のうち「海商法の基礎概念を理解しているか」
を成績評価の基準とする。
成績評価は定期試験によって行なう。

◎－－－　テキスト　－－－◎

箱井崇史『基本講義現代海商法（第3版）』成文堂
（2018）（2500円＋税）
(ISBN978-4-7923-2719-4)

◎－－－　参考書　－－－◎

江頭憲治郎『商取引法』弘文堂　ISBN 978-4-335-31544-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に当たっては、六法（海商法は昨年改正されたので
平成31年版が必要）およびテキストを必ず持参すること。
　基本的に時間通り授業を開始するので遅刻をしないこ
と。開始を遅らせることは、時間通り着席している学生の
貴重な時間を奪うことになる。
　私語や携帯電話の使用は、他の学生の受講権を侵害する
迷惑行為であり厳禁する。注意しても止まない場合は退出
させ、その学生には単位は付与しない。
　授業で使用する資料は次のインターネットサイトに掲載
するので、ここからダウンロード、印刷して持参するこ
と。
FUポータル→授業支援（学生）→授業管理（学生）→海
商法→講義照会（「見る」をクリック）→授業実施日で次
回の授業日を開く

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　序論
３　船舶
４　海上企業
５　海上企業の補助者
６　海上企業の責任と責任制限
７　海上物品運送契約の意義と種類
８　船荷証券
９　海上物品運送契約の履行
10　海上物品運送人の責任
11　海上旅客運送契約
12　海上危険
13　海上企業金融
14　海上売買
15　海上保険



2019-2010000394-01海商法

佐野　誠

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.海商法の基礎概念を理解する。　(A-1)

2.海商法の国際性を理解し、国際関係についての理解に資するようになる。

3.海運事業において発生する法律問題について分析・検討することができる。
　(B-1)

4.海運事業において発生する国際的な法律問題について分析・検討することが
できる。　(B-2)

5.メディアにおける海運事業に関する報道に関心を持ち、法的な観点から問題
を捉えようとする姿勢を持つようになる。　(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-1,A-3,B-1,B-3,C-2

1.海商法の基礎概念を理解する。　(A-1)

2.海商法の国際性を理解し、国際関係についての理解に資するようになる。　
(A-3)

3.海運事業において発生する法律問題について分析・検討することができる。
　(B-1)

4.海運事業において発生する国際的な法律問題について分析・検討することが
できる。　(B-3)

5.メディアにおける海運事業に関する報道に関心を持ち、法的な観点から問題
を捉えようとする姿勢を持つようになる。　(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。



2019-2010000321-01環境法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/16　４時限　　

安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

「新たな詩人よ
雲から光から嵐から
透明なエネルギーを得て
人と地球にとるべき形を暗示せよ 」
　　　－　宮沢賢治『生徒諸君に寄せる』より　－

　言うまでもなく宮沢賢治は日本を代表する詩人・童話作家の一人である
が、賢治が、日本人としてはかなり早い段階で（まだ「環境問題」という
概念すらなかった時代に）「環境問題」というものを意識していた人物で
あることをご存知だろうか。　
　環境問題とは、極めてシンプルに言うならば、「人間」と「自然」の対
立の問題である。たとえば、人類史において最初の環境破壊は「製鉄」
だったといわれている。鉄を生産するためには燃料が必要であり、その燃
料を確保するために森の木々を伐採したからである。その後、近代の産業
革命以降、人類は自然を開発・利用し、次々に新しい産業・技術を生み出
していったが、その副産物として「公害」が発生することとなった。
　環境法は、そのような社会背景のもとで環境問題を法学の観点から扱う
新しい法分野である。本講義では、まず環境法の歴史的・沿革的な解説を
行い、次に身近な問題として九州で起きている環境紛争について概観す
る。そして、原子力発電をめぐる法的紛争や、地球温暖化防止条約などの
最新のトピックも紹介し、環境法のエキサイティングさを体感していただ
く。また、環境政策と環境立法についても解説を加える。環境法の勉強を
通じて、みなさんも賢治の言う「新たな詩人」になっていただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

環境法と環境政策の基礎知識とリーガルマインドを身につけ、環境問題解
決の法の仕組みを説明できる(知識・理解)

環境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
体などの環境行政のしくみについて理解し、説明することができる。(知
識・理解)

環境法が学際的知識を基盤とする法領域であることを理解し、関連する他
の領域の情報にも関心を払い、それを総合的に活かして問題解決に取組む
能力を自らが育てる。(知識・理解)

環境法の知識を活かして、社会に起こる環境問題の本質を見抜き、その解
決に取り組む方向を示すことができる。(技能)

環境法、環境政策の知識にもとづき、環境マインドを見つけるともに、日
常生活の中において、常に環境を配慮した行動をとることができる。(技
能)

環境法の知識を活かし、環境問題についての自己の意見を法的根拠にもと
づいて述べることができる。

環境法に関する知識を活かし、日常生活および企業活動において生起する
環境問題を把握し、それについて解決のあり方を提示することができる。

環境法の観点から、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)

環境法の知識を活かし、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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　シラバスにそって講義を行なうので、参考文献等で該当箇所に予め目を
とおしておくことが望ましい（予習60分）。講義のあとレジュメに参考文
献等で必要な情報を加筆しておくことは理解を深めるためにも有用である
（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって評価する。試験では、問題を理解し的確に解答を述べ
ているか否かを評価基準とする。　
　試験範囲は授業で扱ったところ全部である。なお、持ち込みは禁止。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に定めない。適宜レジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

環境法　ISBN 4641183414
環境影響評価の制度と法　ISBN 4797250178
環境法BASIC第2版　ISBN 9784641137547
淡路剛久＝阿部泰隆編『環境法』（有斐閣、2011年）
浅野直人『環境影響評価の制度と法』（信山社、1998年）
大塚直『環境法BASIC（第2版』（有斐閣、2016年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義にまじめに出席し、法律の専門科目として真剣に勉
強しようとする覚悟のない学生は最初から登録を遠慮して
いただきたい。
　当然のことであるが、講義中の私語は厳禁とする。違反
者には退席を命じるので相応の覚悟の上で、登録するこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　環境法の沿革と体系
２　環境法の考え方
３　九州の環境紛争①　川内・玄海原発訴訟
４　九州の環境紛争②　水俣病訴訟
５　九州の環境紛争③　諫早湾干拓開門訴訟
６　原発訴訟総論
７　公害訴訟総論
８　水環境と環境法
９　 大気環境と環境法
１０　生物多様性の保全と環境法
１１　循環型社会づくりと環境法
１２　地球温暖化対策と環境法
１３　環境政策と環境法（環境基本法・環境
　　　基本計画）
１４　環境影響評価制度
１５　環境紛争処理と環境法
　　　



2019-2010000321-01環境法

安井　英俊

◎法律:A-1,A-2,A-3,B-3,B-4,C-1,C-2

1.環境法と環境政策の基礎知識とリーガルマインドを身につけ、環境問題解決
の法の仕組みを説明できる　(A-1)

2.環境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
などの環境行政のしくみについて理解し、説明することができる。　(A-2)

3.環境法が学際的知識を基盤とする法領域であることを理解し、関連する他の
領域の情報にも関心を払い、それを総合的に活かして問題解決に取組む能力を
自らが育てる。　(A-3)

4.環境法の知識を活かして、社会に起こる環境問題の本質を見抜き、その解決
に取り組む方向を示すことができる。　(B-3)

5.環境法、環境政策の知識にもとづき、環境マインドを見つけるともに、日常
生活の中において、常に環境を配慮した行動をとることができる。　(B-4)

6.環境法の知識を活かし、環境問題についての自己の意見を法的根拠にもとづ
いて述べることができる。

7.環境法に関する知識を活かし、日常生活および企業活動において生起する環
境問題を把握し、それについて解決のあり方を提示することができる。

8.環境法の観点から、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)

9.環境法の知識を活かし、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-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,B-1,B-2

1.環境法と環境政策の基礎知識とリーガルマインドを身につけ、環境問題解決
の法の仕組みを説明できる　(A-1)

2.環境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
などの環境行政のしくみについて理解し、説明することができる。

3.環境法が学際的知識を基盤とする法領域であることを理解し、関連する他の
領域の情報にも関心を払い、それを総合的に活かして問題解決に取組む能力を
自らが育てる。

4.環境法の知識を活かして、社会に起こる環境問題の本質を見抜き、その解決
に取り組む方向を示すことができる。

5.環境法、環境政策の知識にもとづき、環境マインドを見つけるともに、日常
生活の中において、常に環境を配慮した行動をとることができる。

6.環境法の知識を活かし、環境問題についての自己の意見を法的根拠にもとづ
いて述べることができる。　(B-1)

7.環境法に関する知識を活かし、日常生活および企業活動において生起する環
境問題を把握し、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)

8.環境法の観点から、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。

9.環境法の知識を活かし、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。

◎　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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安井　英俊

◎化学化学:A-3

1.環境法と環境政策の基礎知識とリーガルマインドを身につけ、環境問題解決
の法の仕組みを説明できる

2.環境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
などの環境行政のしくみについて理解し、説明することができる。

3.環境法が学際的知識を基盤とする法領域であることを理解し、関連する他の
領域の情報にも関心を払い、それを総合的に活かして問題解決に取組む能力を
自らが育てる。　(A-3)

4.環境法の知識を活かして、社会に起こる環境問題の本質を見抜き、その解決
に取り組む方向を示すことができる。

5.環境法、環境政策の知識にもとづき、環境マインドを見つけるともに、日常
生活の中において、常に環境を配慮した行動をとることができる。

6.環境法の知識を活かし、環境問題についての自己の意見を法的根拠にもとづ
いて述べることができる。

7.環境法に関する知識を活かし、日常生活および企業活動において生起する環
境問題を把握し、それについて解決のあり方を提示することができる。

8.環境法の観点から、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。

9.環境法の知識を活かし、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。

◎　化学科　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　化学現象を原子・分子構造などに基づいて考察できる。　
A-2　実験結果を解釈するための定量的な方法を理解し、説明できる。
A-3　人文科学・社会科学・自然科学についての基本的な知識を身につけ
ているとともに、実社会と化学のつながりを理解するための幅広い知識
をもっている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　化学の基礎知識を、実験や解析に応用することができる。　
B-2　実験から得られた結果を考察し、論理的に発表および議論すること
ができる。　
B-3　英語で化学に関する情報を収集し、活用することができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　科学的思考に基づいて問題の解決に取り組み、実社会に貢献する姿
勢をもっている。
C-2　化学の専門知識と科学の基礎知識を平易な言葉で人に伝えようとす
る姿勢をもっている。　
C-3　集団の中で個人の役割を理解し、自主的かつ協調性を持って行動し
ようとする姿勢をもっている。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限, ４時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

城前　奈美

◎－－－　概要　－－－◎

　観光産業は、旅行業、宿泊業、運輸業など他業種から成る複
合産業である。したがって、観光に関する法律も多岐にわた
る。その中で、観光事業者に直接関係しているのは、旅行業者
なら「旅行業法」、宿泊業者なら「旅館業法」、バス事業者な
ら「運送事業法」である。
　しかし、旅行業者なら「旅行業法」だけ知っていれば良いと
いうわけではない。他の観光関連分野の法律も知っておく必要
がある。それに、「商法」や「民法」などの関連する分野の法
律は必要になる。
　ただし、観光事業者の法律知識は裁判官や弁護士などの法律
のプロとは異なる。必要なのは観光事業者のプロとして、観光
の知識と法律の知識を併せ持つことに強みがある。いわば実学
としての法律である。
　本講義では、旅行業法を中心に、運輸交通・宿泊などの関連
する法規を学ぶ。講義形式が中心となるが、小課題に取り組み
ながら理解を深めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

旅行業法や関連法規に関する知識を身につけ、観光産業のしく
みについて説明することができる。(知識・理解)

旅行業法の改正について、日本の国際観光動向から、改正に至
る経緯を説明することができる。(知識・理解)

旅行業法に係る法的問題を把握し、それについて意見を述べる
ことができる。(技能)

旅行業法の国際面での法的問題を把握し、それについて意見を
述べることができる。(技能)

旅行者もしくは観光関連事業者が関与する法律を理解し、活用
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)　－－－◎

毎回の授業の最初に、前回の授業内容に係る小テストを実施す
るので、復習しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験80％
国家試験である旅行業務取扱管理者試験における旅行業法、観
光関連法規について、同試験レベルの出題がなされる。
小課題20％
各授業時間で取り組む小課題については、丸付けをして解説
し、フィードバックする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

JTB総合研究所（編）『旅行業実務シリーズ1：2019旅行業
法及びこれに基づく命令』JTB総合研究所

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　観光関連産業界への就職を考えている学生を想定して授
業を進めていくので、観光に関心があることが望ましい。
　この講義は、2時限連続で隔週に開講するため、講義日
は講義開始までに掲示する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.観光（産業）とは
2.日本の国際観光の動向
3.観光関連法規
4.旅行業と法律（旅行業の定義）
5.　同　　　　（営業保証金）
6.　同　　　　（旅程管理）
7.　同　　　　（旅行業協会）
8.旅行業界の経緯と法律
9.宿泊業界の現状と法律
10.航空業界の現状と法律
11.鉄道業と法律
12.バスと法律
13.フェリーと法律
14.観光地づくりと法規制
15.まとめ
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城前　奈美

◎経営法:A-2,A-3,B-2,B-3,C-3

1.旅行業法や関連法規に関する知識を身につけ、観光産業のしくみについて説
明することができる。　(A-2)

2.旅行業法の改正について、日本の国際観光動向から、改正に至る経緯を説明
することができる。　(A-3)

3.旅行業法に係る法的問題を把握し、それについて意見を述べることができ
る。　(B-2)

4.旅行業法の国際面での法的問題を把握し、それについて意見を述べることが
できる。　(B-3)

5.旅行者もしくは観光関連事業者が関与する法律を理解し、活用することがで
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。

◎法律:A-4

1.旅行業法や関連法規に関する知識を身につけ、観光産業のしくみについて説
明することができる。　(A-4)

2.旅行業法の改正について、日本の国際観光動向から、改正に至る経緯を説明
することができる。　(A-4)

3.旅行業法に係る法的問題を把握し、それについて意見を述べることができ
る。　(A-4)

4.旅行業法の国際面での法的問題を把握し、それについて意見を述べることが
できる。　(A-4)

5.旅行者もしくは観光関連事業者が関与する法律を理解し、活用することがで
きる。　(A-4)

◎　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。



2019-2010000311-02企業金融法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/25　３時限　　

前越　俊之

◎－－－　概要　－－－◎

企業の資金調達方法としては、株式・社債・借入・企業間信用の
ように外部資金を調達する方法と、利潤の内部留保・減価償却な
どを利用して内部資金を調達する方法がある。一方、いわゆるバ
ブル経済崩壊をうけてデフレの時代が続いてきた。1990年代に入
り、わが国でも「証券化」（資産流動化）の手法によって資金調
達をするとともに、証券化により同時に株主資本率の向上を図る
企業も増えている。
本講義は、前年度開講の会社法を受講したことを基礎として、そ
こで取り上げられなかった会社の資金調達および組織変更をとり
あつかう。コーポレート・ガバナンス（企業統治）の観点から企
業を見た場合、企業組織の側面からばかりでなく、資金調達
（ファイナンス）の観点から見ることで、企業および企業経営者
の行動を深く理解することができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

商法・民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。(知識・理解)

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。

企業金融法についての基本的な知識と理解を持っている。(知
識・理解)

企業金融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。(技能)

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、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。(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
積極的に取り組むための基礎的知識を得る。(態度・志向性)

企業統治および法令遵守に関する知識を基にして、企業等におい
て活動する基礎的知識を持つ。

外国の法制度に関心を有し、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つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前に、講義レジュメ、資料等を予習し、また教科書の指定の
箇所を熟読した上で、講義に出ること。予習時間1時間。なぜな
ら、単に講義を聴くだけでは、会社法の理解が困難だからであ
る。講義を聴いて、解らない点、疑問点があれば、復習しさらに
質問をすれば理解が深まる。復習時間1時間。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

条文を丸写ししたような理解でなく、関係する法律ついてその目
的・意図、機能、背景等まで理解できているかを評価する。原則
として、定期試験によって評価する。講義の進行、学習効果とい
う観点から、小テスト、レポート等を課す場合がある。この場
合、定期試験90％、小テスト・レポート等10％を目安として総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

西山芳喜編「アクチュアル企業法〔第2版〕」（法律文化
社・2016年）

◎－－－　参考書　－－－◎

龍田節＝前田雅弘「会社法大要〔第2版〕」（有斐
閣・2017年）、岸田雅雄「ゼミナール会社法〔第7版〕」
（日本経済新聞社・2012年）。
江頭憲治郎他編「会社法判例百選〔第3版〕」別冊ジュリ
スト229号（有斐閣・2016年）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義中に、会社法、商法、民法、金融商品取引法、民事訴
訟法、刑法等の条文を参照する。従って、講義に出席する
際は、最新の六法（但し、コンパクトなものでよい）を
持ってくること

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入
２　資金調達の方法（１）
３　資金調達の方法（２）
４　新株発行の意義
５　新株発行の手続
６　種類株式
７　新株予約権
８　新株の第三者割当
９　新株等の不公正発行（１）
10　新株等の不公正発行（２）
11　社債発行の意義と手続
12　企業再編（１）
13　企業再編（２）
14　企業買収
15　まとめ
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前越　俊之

◎法律:A-1,A-4,B-1,B-2,C-1,C-3

1.商法・民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-1)

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。

3.企業金融法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

4.企業金融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-1)

5.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、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-2)

6.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
り組むための基礎的知識を得る。　(C-1)

7.企業統治および法令遵守に関する知識を基にして、企業等において活動する
基礎的知識を持つ。

8.外国の法制度に関心を有し、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つ。　(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:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.商法・民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-1)

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-2)

3.企業金融法についての基本的な知識と理解を持っている。

4.企業金融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-1)

5.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、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-2)

6.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
り組むための基礎的知識を得る。　(C-1)

7.企業統治および法令遵守に関する知識を基にして、企業等において活動する
基礎的知識を持つ。　(C-2)

8.外国の法制度に関心を有し、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つ。

◎　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。



2019-2020000409-01企業取引決済法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　４時限　　

前越　俊之

◎－－－　概要　－－－◎

われわれの日常生活では、モノを購入する場合、現金で支払い
をする事が多い。最近では、電子マネーで支払いをすることも
増えている。金額の大きいモノを買う場合は、クレジット・
カードで支払いをする者もいる。しかし、企業が企業活動にお
いて取引をする場合、現金を用いることはなく、今日でも手形
で支払いをするのが主流である。従って、例えば、就職後、職
場で手形を振出したり、あるいは手形を受け取ったりするかも
しれない。法（とりわけ私法）は、通常は、常識に従って行動
している者の味方である。ところが、企業決済に関わる手形・
小切手法の問題は、技術的な側面が強く、単に常識に従って行
動していただけでは、思わぬ失敗を犯しかねない。マンガでも
「ナニワ金融道」の中で、手形を届けることを頼まれた従業員
が、相手方に「受取り署名してくれ」と騙されて、手形に裏書
署名をして莫大な金額の責任を負う話があった。

◎－－－　到達目標　－－－◎

手形法、小切手法、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。(知識・理解)

企業取引決済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)

手形法、小切手法、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。(技能)

企業取引決済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、企業活動において生起する法的問題を把握
し、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ための基礎知識を得る。(態度・志向性)

企業統治およびに関する法令遵守に冠する知識を基にして、企
業等において活動するための基礎的な知識を得る。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

受講前に、講義レジュメ、資料等を予習して、また教科書の指
定の箇所を熟読の上、講義に出席すること。予習時間1時間。な
ぜなら、単に講義に出席するだけでは、手形・小切手法を理解
することが困難だからである。講義を聞いて解らない点、疑問
な点があれば、復習や質問をして理解を深めればよい。復習時
間1時間。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

条文を丸写ししたような理解でなく、関係する法律ついてその
目的・意図、機能、背景等まで理解できているかを評価する。
原則として、定期試験によって評価する。講義の進行、学習効
果という観点から、小テスト、レポート等を課す場合がある。
この場合、定期試験90％、小テスト・レポート等10％を目安と
して総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

大塚龍児他「商法Ⅲ－手形・小切手〔第5版〕」（有斐閣S
シリーズ・2018年）2484円

◎－－－　参考書　－－－◎

川村正幸「手形・小切手法〔第4版〕」（新世社・2018
年）　
関俊彦「金融手形小切手法〔新版〕」（商事法務研究
会・2003年）　
神田秀樹他編「手形小切手判例百選〔第7版〕」（別冊
ジュリスト222号）（有斐閣・2014年）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義中に、手形法、小切手法、商法、会社法、民法、民事
訴訟法等の条文を参照する。従って、講義に出席する際
は、最新の六法（但し、コンパクトなものでよい）を持っ
てくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　手形法・小切手法を学ぶこと
２　手形・小切手は社会の中でどのように使われている
か；為替手形、約束手形、小切手
３　法律は手形・小切手をどのようなものと考えているか
①；有価証券
４　法律は手形・小切手をどのようなものと考えているか
②；証拠証券、免責証券、金券
５　手形・小切手を振り出してみる①；原因関係、商業手
形、融通手形
６　手形・小切手を振り出してみる②；手形署名、手形行
為、手形理論
７　手形・小切手を振り出してみる③；意思表示の瑕疵に
関する条項と手形行為
８　手形・小切手を振り出してみる④；会社による手形振
出、手形の偽造・変造
９　手形・小切手を振り出してみる⑤；手形要件
10　手形・小切手を振り出してみる⑥；白地手形
11　手形を満期前に譲渡する①；裏書、裏書の連続
12　手形を満期前に譲渡する②；人的抗弁の制限
13　手形が盗まれてしまった！①；善意取得
14　手形が盗まれてしまった！②；公示催告、除権決定、
手形訴訟
15　まとめ



2019-2020000409-01企業取引決済法

前越　俊之

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.手形法、小切手法、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-1)

2.企業取引決済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.手形法、小切手法、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-1)

4.企業取引決済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、企業活動に
おいて生起する法的問題を把握し、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
り組むための基礎知識を得る。　(C-1)

6.企業統治およびに関する法令遵守に冠する知識を基にして、企業等において
活動するための基礎的な知識を得る。　(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。



2019-2020000402-01企業取引法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/22　６時限　　

砂田　太士

◎－－－　概要　－－－◎

　商法の入門をかねた講義なので、受講生は、民法との対比を
含めて商法典のうち商行為法を中心に企業取引法の基礎的な法
知識および特徴を修得します（１年次で学んだ民法を、しっか
り復習しておくこと）。後掲の到達目標達成のために授業で
は、具体的な例を挙げたり、問題を提起することにより、その
場で考えてそれを表明することで、自ら「学ぶ」という姿勢を
身につけていただきたい。「学ぶ」とは、決して与えられたも
のを暗記することではありません。授業計画に掲げる項目にそ
い講義しますが、これらの中には、民法との違い、会社法その
他の商法全体を貫く考え方等の基礎的な事項があるので、確実
に学び基礎を築きましょう。講義は、授業計画にそって進めま
すが、進捗状況により、関係する事項をまとめて講義したり、
１項目を複数回に分けて講義をしたり、単元のまとめを行うこ
とがあるので、必ずしも後掲の授業計画の順のとおりに進行す
るものではありません。これら以外にも、重要な項目はありま
す。講義は基本的な事項の説明にとどまることが多いですが、
考える授業をめざすので、問題を提起したりまたは具体的な例
を取り上げることにより、受け身で授業を受けるのではなく積
極的に授業に参加していただきたい。着実に学び復習し、暗記
ではなく考えることが大事です。
　またFUポータルを利用して資料配付（復習用）を行う予
定。学生が講義内容を理解したか否か、または課題を行ってき
たか否かをチェックするために、小テストを適宜行う（Ｂ５判
横書きのルーズリーフノートまたはレポート用紙を持参するこ
と）。単元のまとめの意味で、時間をかけた小テストを行うこ
とがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法規制の目的、条文の意味等を理解し、法的問題を体系的に説
明することができること(知識・理解)

具体的な事例について、条文等を的確に指摘してどのように対
応をするのかを述べることができること(技能)

商取引から生ずる問題について、解決策または予防策を述べる
ことができること(技能)

企業取引に関する問題点を解明し、取引が円滑に行われる方策
を述べることができること(態度・志向性)

社会規範としての商法・商事法を貫く考え方を理解して、企業
間取引規制が社会発展に寄与することを述べることができるこ
と(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストを読んだり、関連する法規制について調べてお
くこと（30分）。授業終了後は復習をすること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験点＋平常点の合計点に基づいて、学年点を決定する。
配分は、原則として、定期試験点７割、平常点３割とする。平
常点は小テスト点に基づく。採点は、到達目標に達しているか
否かについて、基礎的事項を理解しているか否か、問題を理解
し的確に解答を述べているか否かを評価基準として行う。なお
定期試験点が０点の場合には、学年点は０点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田太士＝久保寛展「企業取引法」（中央経済社、2018
年）2,808円（消費税込）、ISBN：978-4-502-24791-0

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業時に示すが、テキスト記載の文献を参考
にすると良い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず最新版の六法を用意すること。授業中は、私語の厳
禁、スマートホン等の利用を禁止し、マナー・常識知らず
の行為の場合には、教育上の配慮・指導がなされるので注
意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１  商法の特徴と商行為（絶対的商行為、営業的商行為、
附属的商行為）
２  商行為の通則①－契約の成立
３　商行為の通則②－多数当事者間の債務、保証
４  商行為の通則③－債務の履行・債権担保
５  商行為の通則④－代理及び委任
６  商行為の通則⑤－商行為の営利性
７  商事売買①－売主の供託・競売権、確定期売買の解除
８  商事売買②－買主の検査通知義務、買主の保管・供託
義務
９  交互計算、匿名組合
10  仲立業
11  問屋
12　運送営業・運送取扱営業
13  寄託・倉庫営業
14  その他－信託法
15　全体の復習
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砂田　太士

◎経営法:A-1,B-1,B-2,C-1,C-2

1.法規制の目的、条文の意味等を理解し、法的問題を体系的に説明することが
できること　(A-1)

2.具体的な事例について、条文等を的確に指摘してどのように対応をするのか
を述べることができること　(B-1)

3.商取引から生ずる問題について、解決策または予防策を述べることができる
こと　(B-2)

4.企業取引に関する問題点を解明し、取引が円滑に行われる方策を述べること
ができること　(C-1)

5.社会規範としての商法・商事法を貫く考え方を理解して、企業間取引規制が
社会発展に寄与することを述べることができること　(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。



2019-2020000390-01企業法総論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/27　５時限　　

砂田　太士

◎－－－　概要　－－－◎

　企業活動に関する法規制のうち、商法の入門をかねて商法総
則を講義します。本講義は２年次後期の会社法を含めた商法の
体系的な講義の入口であり、また商法分野の基礎的な事項を講
義します。後掲の到達目標達成のために、授業では、具体的な
例を挙げたり、問題を提起することにより、その場で考えてそ
れを表明することで、自ら「学ぶ」という姿勢を身につけてい
ただきたい。「学ぶ」とは、決して与えられたものを暗記する
ことではありません。これは学生にとってはもっとも基本的な
ことですが、実はなかなかできないことです。限られた授業時
間ですべてを講義することはできないので、授業計画に掲げる
項目にそい講義しますが、これらの中には、会社法その他の商
法全体を貫く考え方等の基礎的な事項があるので、確実に身に
つけてしっかり基礎を築きましょう。講義は、授業計画にそっ
て進めますが、進捗状況により、関係する事項をまとめて講義
したり、１項目を複数回に分けて講義をしたり、単元のまとめ
を行うことがあるので、必ずしも後掲の授業計画の順のとおり
に進行するものではありません。これら以外にも、重要な項目
はあります。講義は基本的な事項の説明にとどまることが多い
ですが、考える授業をめざすので、問題を提起したりまたは具
体的な例を取り上げることにより、受け身で授業を受けるので
はなく積極的に授業に参加していただきたい。着実に学び復習
し、暗記ではなく考えることが大事です。
　またFUポータルを利用して資料配付（復習用）を行う予定。
学生が講義内容を理解したか否か、または課題を行ってきたか
否かをチェックするために、小テストを適宜行う（Ｂ５判横書
きのルーズリーフノートまたはレポート用紙を持参するこ
と）。単元のまとめの意味で、時間をかけた小テストを行うこ
とがある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法規制の目的、条文の意味等を理解し、法的問題を体系的に説
明することができること(知識・理解)

具体的な事例について、条文等を的確に指摘してどのように対
応をするのかを述べることができること(技能)

商人の営業活動から生ずる問題について、解決策または予防策
を述べることができること(技能)

商法・商事法に関する問題点を解明し、商人として取り組む法
的姿勢を述べることができること(態度・志向性)

社会規範としての商法・商事法を貫く考え方を理解して、商人
としての在り方を示すことができること(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストを読んだり、関連する法規制について調べてお
くこと（30分）。授業終了後は復習をすること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験点＋平常点の合計点に基づいて、学年点を決定する。
配分は、原則として、定期試験点７割、平常点３割とする。平
常点は小テスト点に基づく。採点は、到達目標に達しているか
否かについて、基礎的事項を理解しているか否か、問題を理解
し的確に解答を述べているか否かを評価基準として行う。なお
定期試験点が０点の場合には、学年点は０点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

近藤光男編『現代商法入門（10版）』（有斐閣・アルマ、
2019年）2,160円（消費税込）、ISBN 978-4-641-22120-8。
なお2018年度「企業実務と法」の履修者は、使用した同書
第９版を用いても良いが、法改正があるので気をつけるこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業時に示すが、テキスト記載の文献を参考
にすると良い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず最新版の六法を用意すること。授業中は、私語の厳
禁、スマートホン等の利用を禁止し、マナー・常識知らず
の行為の場合には、教育上の配慮・指導がなされるので注
意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１  商法入門－商法の概念と特徴、商法の講義内容の概観
２  商人とは－商人の意義、資格、営業能力
３  営業とは－営業の自由、営業所
４  商号①－商号の意義、選定方法、登記
５  商号②－商号権、不正な商号の使用
６  商号③－名板貸、商号の譲渡
７　商号④－商号の譲渡
８  営業の譲渡①－意義、営業譲渡の方法
９  営業の譲渡②－営業の賃貸借、経営委任との　　　　
　　　　　相違
10　商業帳簿－意義、種類
11　商業登記－意義、手続、効力
12  商人の補助者①－商人の補助者とは、商業　　　　　
　　　　使用人の意義と種類
13  商人の補助者②－支配人、その他の補助者
14  企業取引の補助者（代理商ほか）
15  全体の復習



2019-2020000390-01企業法総論

砂田　太士

◎経営法:A-1,B-1,B-2,C-1,C-2

1.法規制の目的、条文の意味等を理解し、法的問題を体系的に説明することが
できること　(A-1)

2.具体的な事例について、条文等を的確に指摘してどのように対応をするのか
を述べることができること　(B-1)

3.商人の営業活動から生ずる問題について、解決策または予防策を述べること
ができること　(B-2)

4.商法・商事法に関する問題点を解明し、商人として取り組む法的姿勢を述べ
ることができること　(C-1)

5.社会規範としての商法・商事法を貫く考え方を理解して、商人としての在り
方を示すことができること　(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。



2019-2020000492-01企業法務特別演習「17台」

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

久保　寛展

◎－－－　概要　－－－◎

この特別演習は、会社法の各論点についてよりいっそう理解を
深めるためのものです。会社法の講義では、時間の制約上、会
社法上の主要論点につき簡単に紹介したにとどまるものも少な
くありません。そこで、会社法を受講したことを前提に、基本
的に会社法の総論・設立から取締役の義務・責任、募集株式の
発行にいたるまで、それぞれ設問を用意し検討を行いたいと思
います。場合によっては新聞等の資料も用いて実務上の扱いに
も触れ、理解の一助にしようと考えています。ゼミを深化させ
た形で行い、また特別演習という性質から、受講生には深い知
識と判断力を求めます。報告者は、参加人数にもよりますが、1
人もしくは数人で数回担当してもらうこともありますし、適宜
質疑も行います。その意味では、受講生の負担が大きい反面、
非常に内容の濃い演習にしたいと思っていますので、積極的か
つ真摯に会社法に取り組みたい学生の受講を期待しています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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。(知識・理解)

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、説明することができる。(知識・
理解)

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。(技能)

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。(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)　－－－◎

開講時に配布するスケジュール表に従って講義を進めますが、
予習に際しては、毎回、事前に指定する判例およびそれを解説
した資料、または各テーマに関する資料を熟読し、自分なりに
疑問点を探し出しておいてください(60分)。その疑問点を質疑
応答に際して議論するとともに、復習に際しては議論した内容
を、判例や教科書等において確認する作業を行ってください(60
分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告の内容や議論における発言、質疑応答の状況などを総合的
に評価します。もちろん、そのときの報告や質疑が完全なもの
でなかったとしても、その意欲や努力は買おうと考えています
ので、積極的に議論に参加してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

とくに指定する予定はありません。随時、報告担当班には
プリントを配布します。なお、六法は必ず持参してくださ
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本演習は、原則として3年生で構成します。また、前述の
ように、予習・復習をしっかりしてゼミに臨んでくださ
い。なお、可能な限り、課外活動（研修）の開催も考えて
います。なお、選考に際して、基本的に申込用紙の希望理
由によって判断しますので、なぜこの特別演習に入りたい
のか等をしっかりアピールして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　開講にあたって（自己紹介や今後の進行の説明等）
２～３　ガイダンス（班の編成、報告判例の割振り、係の
決定など）
４～１４　ゼミ報告および討論（なお、この間に別のガイ
ダンス等が入る場合があります。）
１５　前期の総括
１６　後期ゼミ開始（後期のゼミ進行の説明等）
１７　ガイダンス（後期の班の編成、報告判例の割振り、
係の決定など）
１８～２９　ゼミ報告および討論（なお、この間に別のガ
イダンス等が入る場合があります）
３０　後期の総括



2019-2020000492-01企業法務特別演習「17台」

久保　寛展

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

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-1)

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、説明することができる。　(A-2)

3.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-1)

4.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-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。



2019-2010000451-01キャリアプランニング「（隔週講義）」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

坂本　眞一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、将来の進路として公務部門を視野に入れている
者を主な対象としています。
　授業では、今後の進路選択に資するよう、現職の公務員（国
家公務員、地方公務員）等による講演を通じ、公務員やその具
体的な職務に対する理解を深めていただきます。また、可能で
あれば地方公共団体の担当者等から、具体的な採用試験や公務
員として求められる人材等の話を伺うことも考えています。
　なお、この授業は内閣府に所属する教員が担当します。教員
は、国の行政機関において政策立案等に従事してきた経験を活
かして、外部講師の講演内容を補足し、行政の仕組みや現状等
について説明する講義を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の行政活
動や公務員の職務について理解することができる。(知識・理
解)

行政に関する基礎知識を身につけ、公務をめぐる諸問題につい
て理解することができる。(知識・理解)

行政や公法の知識を活用し、国、地方公共団体の行政活動に生
起する諸問題を把握し、考察することができる。(技能)

公共部門に関する知識を活かし、公務をめぐる諸問題を把握
し、考察することができる。(技能)

法律や行政等の幅広い知識を活用し、行政をめぐる諸問題を把
握し、考察することができる。(技能)

法律や行政等の幅広い知識を活用し、国や地方公共団体の行政
が直面する諸問題に関心をもちながら、今後のキャリア形成を
図ろうとする姿勢をもっている。(態度・志向性)

法律や行政等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢
献しようという意識をもちながら、今後のキャリア形成を図ろ
うとする姿勢をもっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　下記レポートの作成に備えて、毎回授業後に授業の概要をま
とめておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績の評価はレポート（２回）により行う予定です。なお、
到達目標に対する達成度の評価に当たっては、公務員の職務に
対する理解が十分に深まったか、講義を踏まえて今後のキャリ
アプランニングに対する十分な考察を行えたかを基準とする予
定です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない予定です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　定期試験を実施しない科目のため、再試験を受験するこ
とはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※下記は仮の予定であり、具体的な日程等も講師の都合に
より決まります（なお現職公務員の担当回は、担当教員も
共同で授業を担当します）。
※外部機関を訪問して授業を行う可能性があります。その
場合は授業日の時限内で実施する予定ですが、移動時間を
含めると授業前後の時間に影響する可能性があります。
※後期開始時に具体的な日程等を掲示等でお知らせしま
す。

１・２　ガイダンス・講義

３・４　北方領土問題対策協会専務理事　
　　　　古矢一郎
　　　（元福岡大学法学部教授・内閣府参事官）

５・６　総務省前佐賀行政評価事務所長　
　　　　中村正人（福岡大学OB)

７・８　北九州市保健福祉局長寿社会対策課長
　　　　名越雅康　　　   　
   
９　福岡大学就職・進路支援センター事務室担当者

１０～１３　現職公務員等による講演

１４　担当教員による補足的な講義

１５　まとめ



2019-2010000451-01キャリアプランニング「（隔週講義）」

坂本　眞一

◎法律:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2

1.行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の行政活動や公務員の
職務について理解することができる。　(A-2)

2.行政に関する基礎知識を身につけ、公務をめぐる諸問題について理解するこ
とができる。　(A-3)

3.行政や公法の知識を活用し、国、地方公共団体の行政活動に生起する諸問題
を把握し、考察することができる。　(B-2)

4.公共部門に関する知識を活かし、公務をめぐる諸問題を把握し、考察するこ
とができる。　(B-3)

5.法律や行政等の幅広い知識を活用し、行政をめぐる諸問題を把握し、考察す
ることができる。　(B-4)

6.法律や行政等の幅広い知識を活用し、国や地方公共団体の行政が直面する諸
問題に関心をもちながら、今後のキャリア形成を図ろうとする姿勢をもってい
る。　(C-1)

7.法律や行政等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとい
う意識をもちながら、今後のキャリア形成を図ろうとする姿勢をもっている。
　(C-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-1,B-2,C-1,C-2

1.行政に関する基礎知識を身につけ、国、地方公共団体の行政活動や公務員の
職務について理解することができる。　(A-2)

2.行政に関する基礎知識を身につけ、公務をめぐる諸問題について理解するこ
とができる。　(A-1)

3.行政や公法の知識を活用し、国、地方公共団体の行政活動に生起する諸問題
を把握し、考察することができる。　(B-1)

4.公共部門に関する知識を活かし、公務をめぐる諸問題を把握し、考察するこ
とができる。　(B-2)

5.法律や行政等の幅広い知識を活用し、行政をめぐる諸問題を把握し、考察す
ることができる。　(B-2)

6.法律や行政等の幅広い知識を活用し、国や地方公共団体の行政が直面する諸
問題に関心をもちながら、今後のキャリア形成を図ろうとする姿勢をもってい
る。　(C-1)

7.法律や行政等の幅広い知識を活かし、公共分野や地域社会に貢献しようとい
う意識をもちながら、今後のキャリア形成を図ろうとする姿勢をもっている。
　(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。



2019-2010000426-02行政法Ⅰ「JJ9-10」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限, 火・３時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

田中　孝和

◎－－－　概要　－－－◎

　自動車の運転をするのに行政（公安委員会）による許可（免
許）が必要であったり、レストランなどの食べ物を扱う営業を
するにも行政による許可が必要であったりとわが国では行政と
われわれとの関係について定めているさまざまな法令が存在し
ています。もちろんこれ以外にも、建築、都市計画、学校教
育、医療、環境など、行政に関する法はここでは紹介すること
ができないほど数多く存在しています。
　本講義ではでは行政とわれわれ私人との間の法関係を意識し
ながら行政法の基本的な考え方をを学習していきます。基本的
に教科書をメインとして補足のためのプリントで講義をおこな
います（授業の進行状況により授業計画の順序が変更される場
合があります。その場合は事前に告知します）。
　なお、行政法は法律科目の中でも普段あまりなじみがないた
め理解が難しい科目であるといわれているので、特に重要なと
ころは時間をかけて解説したり、復習をすることに時間をあて
たりして講義を展開していきたいと考えています。。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政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。(知識・理解)

行政法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。(技能)

行政法学の知識を活かし、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(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で講義した個所につき、テキストを読んで復習しましょう
（120分程度）。また毎授業の最後に次回該当箇所につき教科
書をひととおり読んで予習しておきましょう（120分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による：行政法総論について基本的なことがらが十分
に理解できているかが評価の基準となります。
受講者が授業を理解しているかを確認するために小テストを1
回～複数回行う予定にしており、正解の場合評価に加えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業の初回までに掲示にて指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中における私語を厳禁とし、違反する者に対しては必
要な措置をとることとします
なお、授業中、受講者を指名して教科書および条文を読ん
でもらう場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1行政と法　行政はどのような活動をしているのか（１）
2行政と法　行政はどのような活動をしているのか（２）
3行政法の基本的な原理（１）法治主義　法律による行政
の原理
4行政法の基本的な原理（２）法治主義　法律による行政
の原理
5行政活動の基本的な原理（３）行政法の一般原則
6行政活動の基本的な原理（４）行政上の法関係
7行政組織法（１）行政主体と行政機関
8行政組織法（２）権限の委任と代理
9行政による規範定立（１）法規命令
10行政による規範定立（２）行政規則
11行政行為（１）行政行為とは
12行政行為（２）行政行為の内容
13行政行為（３）行政行為の効力
14行政行為（４）行政行為の無効、取消、撤回など
15行政行為（５）行政行為の無効、取消、撤回など
16行政行為（６）行政行為の附款など
17行政裁量（１）
18行政裁量（２）
19行政契約
20行政指導
21行政計画
22行政上の義務履行確保（１）行政上の強制
23行政上の義務履行確保（２）行政上の制裁
24行政調査　即時強制
25行政手続（１）行政手続
26行政手続（２）行政手続法　
27行政手続（３）行政手続法　
28情報公開・個人情報保護（１）
29情報公開・個人情報保護（２）
30まとめ

授業の進行により、計画が変更されることがあります。そ
の際は事前にお伝えします。また、小テスト以外に、授業
の進行状況を見て、授業時間中に、復習として簡単な問題
を出し、解いてもらう時間を設ける場合があります。



2019-2010000426-02行政法Ⅰ「JJ9-10」

田中　孝和

◎法律:A-2,B-3,C-2

1.行政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-2)

2.行政法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-3)

3.行政法学の知識を活かし、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-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-4,B-2

1.行政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-4)

2.行政法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-2)

3.行政法学の知識を活かし、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

◎　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。



2019-2010000440-01金融商品取引法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/27　４時限　　

前越　俊之

◎－－－　概要　－－－◎

証券市場は言うまでもなく企業の資金調達の場である。また、われわ
れ一般市民も、その資産の一部を証券投資に回している。1929年10月
24日合衆国を襲った「暗黒の木曜日」は、単に証券取引所での証券価
格の大暴落にとどまらず、企業の倒産、大量の失業者・破産者の発
生、最終的には世界大戦に至るほどの経済の低迷を招いた。近年で
も、やはり合衆国におけるサブプライム問題に端を発した2008年9月
の「リーマン・ショック」は、世界的な金融危機を招いた。証券市場
は、証券を保有する者に限らず、経済活動のインフラストラクチャー
であることで、われわれの日常生活にも極めて大きな影響力を有して
いる。
本講義を受講することで、金融商品、証券市場、上場会社の情報開
示、公認会計士による財務諸表監査の意義、証券会社の投資勧誘規
制、投資者保護の意味等について、その基本的な仕組みとその関係を
知ることができる。おもに「金融商品取引法」を中心に講義が進む
が、同法の体系、趣旨を踏まえ、個別の問題（粉飾決算に関する損害
賠償請求、インサイダー取引規制、証券会社の説明義務違反等）を同
法がどのように規制し、どのように解決しようとしているのかを知る
ことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

金融商品取引法・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。(知識・理解)

金融商品取引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。

金融商品取引法についての基本的な知識と理解を持っている。(知
識・理解)

金融商品取引法・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。(技能)

法律学の知識を活用し、リーガルマインドにもとづいて、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。(技能)

金融商品取引法学の観点から、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)

企業統治および法令遵守に関する知識を基にして、企業等において活
動する基礎的な知識を得る。

外国の法制度に関心を有し、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つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前に、講義レジュメ、資料等を予習し、また教科書の指定の箇所
を熟読した上で、講義に出ること。予習時間1時間。なぜなら、単に
講義を聴くだけでは、金融商品取引法の理解が困難だからである。講
義を聴いて、解らない点、疑問点があれば、復習しさらに質問をすれ
ば理解が深まる。復習時間１時間。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

条文を丸写ししたような理解でなく、関係する法律ついてその目的・
意図、機能、背景等まで理解できているかを評価する。原則として、
定期試験によって評価する。講義の進行、学習効果という観点から、
小テスト、レポート等を課す場合がある。この場合、定期試験90％、
小テスト・レポート等10％を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

徳本穣編「スタンダード商法Ⅳ　金融商品取引法」（法律
文化社・2019年）

◎－－－　参考書　－－－◎

近藤光男他「金融商品取引法入門〔第4版〕」（商事法務
研究会・2015年）、松尾直彦「金融商品取引法〔第5
版〕」（商事法務研究会・2018年）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の中でたびたび引用するので、六法を持参して講義を
受けること。金融商品取引法は、毎年のように改正が行わ
れているので、最新の六法をそろえることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入
２　金融商品取引法とは何か
３　金融商品取引法の制定過程と制定の意義
４　金融商品取引法の目的条項
５　有価証券・デリバティブ取引等の定義
６　情報開示（１）情報開示の意義と手続き
７　情報開示（２）情報開示義務違反に対する規制①発行
市場
８　情報開示（３）情報開示義務違反に対する規制②流通
市場
９　情報開示（４）情報開示義務違反に対する規制③
10　情報開示（５）株式公開買付制度
11　不公正取引の禁止（１）相場操縦、偽計取引
12　不公正取引の禁止（２）内部者取引
13　投資勧誘規制（１）金融商品取引業者に対する規制
14　投資勧誘規制（２）適合性原則・説明義務違反に対す
る規制
15　まとめ



2019-2010000440-01金融商品取引法

前越　俊之

◎法律:A-1,A-4,B-1,B-2,C-1,C-3

1.金融商品取引法・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-1)

2.金融商品取引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。

3.金融商品取引法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

4.金融商品取引法・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-1)

5.法律学の知識を活用し、リーガルマインドにもとづいて、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-2)

6.金融商品取引法学の観点から、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)

7.企業統治および法令遵守に関する知識を基にして、企業等において活動する
基礎的な知識を得る。

8.外国の法制度に関心を有し、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つ。　(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:A-1,A-2,A-4,B-1,B-2,C-1,C-2,C-3

1.金融商品取引法・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-1)

2.金融商品取引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-2)

3.金融商品取引法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

4.金融商品取引法・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-1)

5.法律学の知識を活用し、リーガルマインドにもとづいて、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-2)

6.金融商品取引法学の観点から、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)

7.企業統治および法令遵守に関する知識を基にして、企業等において活動する
基礎的な知識を得る。　(C-2)

8.外国の法制度に関心を有し、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つ。　(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。



2019-2010000470-01警察活動の理論と実務「15台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限　　

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

　警察活動について、理論と実務との架橋を念頭に置き、法学部専任
教員と警察実務を担う警察官および県警一般職員とが共同で講義を行
います。
　全15回の講義においては、犯罪予防・対策を中心として、市民の安
全を守るためにどのような活動が行われているかを具体的に紹介し、
現在の警察活動の実態について把握し、そこでの問題点、課題につい
て明らかにしていきます。警察活動の組織・制度について、現実の活
動から理論的に分析することにより、警察活動についての基本的な知
識を獲得するにとどまらず、現実の事象を理論的に分析するという思
考方法を修得し、社会の現実を法的に分析するという力を涵養するこ
とをも目指します。
　警察活動について学問的な興味関心を有する学生にとっては、法理
論が現実に社会の中でどのように機能しているかを理解する絶好の機
会と言えるでしょう。また、警察官を志望している学生にとっては、
実際の警察活動を知ることができ、自らの進路を選択するうえで大い
に参考になると思います。
　講義は、各回の講義に専任教員と県警の担当者が出講し、基本的
に、教員が講義の趣旨・概要を説明した後、警察の講義担当者が講義
を行い、教員の司会のもとに学生と警察の講義担当者との間で質疑を
し、教員が問題点、課題等を中心として総括するという方法で進めて
いきます。
　この講義の特色は、現職の警察官・警察職員が、これまでの実務経
験を基に警察活動の実際について講義をすることにあります。質疑へ
の参加など、積極的な姿勢で授業に参加してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

警察活動に関わる法について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。(知識・理解)

警察活動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。(知識・理解)

警察活動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。(技能)

警察活動について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、警察活動に関わるる問題を把握し、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)

警察活動に関する知識を活かし、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。(態度・志向性)

警察活動についての基本的な知識と理解を持っている。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎回の講義で次週の予習ポイントを指示するので、それに従い予習
する（60分)。
・講義後は講義時に配付した資料を用いさらに検討し、講義内容をま
とめる(60分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)評価基準　警察活動の実態、理論的・現実的問題を理解し、それを
どのように解決しているかを把握した上で、あるべき警察活動につい
て説明できる。
(2)評価方法　定期試験及び講義時に実施する小テストによる。なお、
小テストの追試験は行わない。
(3)評価割合　定期試験60パーセント、小テスト40パーセント

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。講義時に必要資料を配付する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・外部の講師との共同講義であるため、福大生として失礼
のないような態度で受講すること。受講態度に問題がある
場合には、厳しく対処する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回「警察制度の概要と福岡県警察の取組」
担当者：小野寺一浩教授（大学）、西村善和警視(県警警
務課管理官)
第2回「犯罪の起きにくい社会づくり」
担当者：新屋達之教授（大学）、中村健一警視（県警生活
安全総務課管理官）
第3回「少年の非行・被害防止に向けた取組」
担当者：新屋達之教授（大学）、平田謙悟警視（県警少年
課管理官）
第4回「サイバー犯罪の現状と対策」
担当者：石川友佳子准教授（大学）、川口由記警視（県警
サイバー犯罪対策課管理官）
第5回「犯罪被害者支援の在り方」
担当者：桧垣伸次准教授（大学）、林礼二警視（県警被害
者支援・相談課長)
第6回「性犯罪の抑止」
担当者：石川友佳子准教授（大学）、西田哲也警視（県警
刑事部統括参事官兼総務部統括参事官兼生活安全部統括参
事官）
第7回「警察捜査」
担当者：桧垣伸次准教授（大学）、橋本浩輔警視（県警捜
査第一課管理官）
第8回「暴力団対策」
担当者：石川友佳子准教授（大学）、井町由紀夫警視(県
警組織犯罪対策課管理官）
第9回「科学捜査」
担当者：新屋達之教授（大学）、中園毅彦氏（県警科学捜
査研究所管理官）
第10回「薬物対策」
担当者：石川友佳子准教授（大学）、多良木伸一警視（県
警薬物銃器対策課管理官）
第11回「警備警察の役割」
担当者：新屋達之教授（大学）、江口勝則警視（県警公安
第一課管理官)
第12回「交通警察」
担当者：桧垣伸一准教授（大学）、長田昌之警視（県警交
通企画課統括管理官)
第13回「捜査をめぐる諸問題」
担当者：小野寺一浩教授（大学）、佐藤治夫警視（県警刑
事総務課管理官）
第14回「警察の犯罪対策」
担当者：小野寺一浩教授（大学）、宇田川佳宏警視長（県
警警務部長）
第15回「総括」
担当者：桧垣伸次准教授（大学）



2019-2010000470-01警察活動の理論と実務「15台以降」

小野寺　一浩

◎法律:A-2,A-3,B-3,B-4,C-2

1.警察活動に関わる法について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-2)

2.警察活動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-3)

3.警察活動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-3)

4.警察活動について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、警察活動に関わるる問題を把握し、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)

5.警察活動に関する知識を活かし、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-2)

6.警察活動についての基本的な知識と理解を持っている。

◎　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-4

1.警察活動に関わる法について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。

2.警察活動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。

3.警察活動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。

4.警察活動について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、警察活動に関わるる問題を把握し、それについて解決のあり方を提示する
ことができる。

5.警察活動に関する知識を活かし、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。

6.警察活動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。



2019-2010000122-02経済法

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限, 木・２時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

大橋　敏道

◎－－－　概要　－－－◎

　「経済法」は、日本の経済政策を法律面からとらえることを
目的とする科目です。経済政策というと、景気対策を一番に思
い浮かべる人が多いかと思いますが、それ以外にもさまざまな
政策があります。この講義を聴けば、郊外に広がるイオンモー
ルや街中を走るバス・タクシーをはじめ、日本経済に法律がど
れほど影響を与えているかを知って、諸君はきっと驚くことで
しょう。

　経済法は単なる学問の対象だけではありません。経済法を知
らずに企業に入ると、万一法律に違反したとき自分の会社に多
額の制裁が科されるだけでなく、うっかり荷担した社員の君た
ちも刑罰に処せられ、会社を辞めさせられる羽目に陥るかもし
れません。従ってこの講義の目的は、受講生が将来、企業実務
に携わる上で無用な法律トラブルを回避し、スムーズにビジネ
スを展開できるようになるための、主要な経済法に関する知識
を身につけることにあります。

　経済政策を法律面からみると規制（ムチ）と補助金（アメ）
に大別されます。そのうち規制の方は、①全業種に共通して市
場の競争を促進する競争政策(独占禁止法)と、②金融業や通信
業など、個別の業種に関する直接規制(業法)に分けられます。
本講義では前半に①を、後半で②を取り上げる予定です。シラ
バスに載ってない業種でも、諸君の希望があれば説明したいと
思いますので、自分がどの業種に関心があるか、頭の中で整理
しておくといいでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)独禁法違反行為について理解し、説明できるようになる。
(知識・理解)

(2)個別業種固有の規制手法について理解し、説明できるように
なる。(知識・理解)

(3)具体的な紛争事例について、独禁法に基づいて判断した結論
を文章で表現できるようになる。(技能)

(4)個別業種における企業活動の中から、独禁法の観点に基づい
て問題点を発見し解決策を指摘できるようになる。(技能)

(5)将来、法律実務家、政策実務家または企業人となるにおい
て、競争政策の見地を常に意識できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に教科書の指定された部分と、FUポータルで配布するプ
リントを予習し（60分）、事後にノートを復習してください
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による。試験では、設定した問題について、学習した
理論に基づいて的確に説明できることが評価基準となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

岸井大太郎ほか『経済法（第8版）』（有斐閣、2016年、
￥2916、ISBN:978-4641220713）

◎－－－　参考書　－－－◎

白石忠志『独禁法講義（第8版）』（有斐閣）　
小田切宏之『競争政策論（第2版）』（日本評論社）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　出席し、ノートをとることが重要。テキストの順序に
従って講義を進めるので、テキストを毎回持ってくるこ
と。また、FUポータルでプリントを配布するので、各回
の講義の前日までに確認すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション
２　独禁法の手続・基礎概念
３　カルテル①～カルテルとは何か？その法律上の論点に
ついて
４　カルテル②～談合などのカルテルに対する法的措置
５　私的独占について
６　結合・集中規制①～市場集中規制
７　結合・集中規制②～一般集中規制
８　不公正な取引方法①～様々な条件付取引
９　〃②再販売価格の拘束、取引拒絶
１０　〃③差別対価、差別取扱い
１１　〃④不当廉売、抱き合わせ販売
１２　〃⑤優越的地位の濫用、取引妨害
１３　事業者団体の活動規制
１４　知的財産権と独禁法の関係について
１５　国際的な違反行為をどう独禁法で取り締まるか
１６　直接規制の概要、規制緩和の理論
１７　個別業界に対する政府規制①～電力（東京電力、九
州電力など）
１８　〃②原発事故の賠償
１９　〃③ガス・石油
２０  〃④電気通信（NTTなど）
２１  〃⑤放送（TV局）
２２  〃⑥小売（デパート、スーパー、ショッピングモー
ルなど）
２３　〃⑦航空（JAL、ANAなど）
２４　〃⑧鉄道（JR九州など）、バス（西鉄など）
２５　〃⑨タクシー、トラック運送
２６　〃⑩中小企業対策（どのような保護政策がとられて
いるか）
２７ 〃⑪農業
２８  〃⑫銀行
２９　〃⑬保険会社
３０　〃⑭証券会社
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大橋　敏道

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.(1)独禁法違反行為について理解し、説明できるようになる。　(A-1)

2.(2)個別業種固有の規制手法について理解し、説明できるようになる。　(A-1)

3.(3)具体的な紛争事例について、独禁法に基づいて判断した結論を文章で表現
できるようになる。　(B-1)

4.(4)個別業種における企業活動の中から、独禁法の観点に基づいて問題点を発
見し解決策を指摘できるようになる。　(B-2)

5.(5)将来、法律実務家、政策実務家または企業人となるにおいて、競争政策の
見地を常に意識できるようになる。　(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-1,A-2,B-1,B-2,C-2

1.(1)独禁法違反行為について理解し、説明できるようになる。　(A-1)

2.(2)個別業種固有の規制手法について理解し、説明できるようになる。　(A-2)

3.(3)具体的な紛争事例について、独禁法に基づいて判断した結論を文章で表現
できるようになる。　(B-1)

4.(4)個別業種における企業活動の中から、独禁法の観点に基づいて問題点を発
見し解決策を指摘できるようになる。　(B-2)

5.(5)将来、法律実務家、政策実務家または企業人となるにおいて、競争政策の
見地を常に意識できるようになる。　(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。



2019-2010000422-03刑法Ⅰ

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限, 水・２時限　　試験時間割：2020/01/21　４時限　　

石川　友佳子

◎－－－　概要　－－－◎

　刑法とは、犯罪と刑罰について定めた法、すなわち、どのよ
うな行為を行えば犯罪となり、それに対してどのような刑罰が
科されるかが規定された法のことをいいます。この刑法Ⅰ講義
では、刑事法の中核といえる刑法について、特にその中でも最
も重要な役割を果たしている「刑法典」を中心に概説していき
たいと思います。
　刑法は、犯罪者に対して、死刑、懲役刑、及び罰金刑など過
酷な刑罰を科することができます。なぜ犯罪者を処罰すること
ができるのか。何のために処罰するのか。そして、どのような
行為を処罰すべきであるのか。刑法学では、このような「刑罰
とは何か」、「犯罪とは何か」、そして「刑法の役割」といっ
た問題が検討されなければなりません。
　刑法典では、犯罪と刑罰全体に共通する一般原則が規定され
た部分（刑法総則）と個々の犯罪についてその成立要件とこれ
に科される刑罰が規定された部分（刑法各則）との２つの部分
から構成されており、この刑法Ⅰ講義では、刑法総則の部分に
ついて講義を行っていきます。刑法学の基本概念や基礎理論に
ついて概説し、それを踏まえた上で、最終的には具体的事案の
検討を通じて刑法的思考方法の習得を目的とします。
　はじめて刑法を勉強するにあたっては、聞きなれない専門用
語や刑法特有の原理・原則から極めて難解なイメージをもたれ
ることも多いのですが、できるだけ多くの具体例を挙げてわか
りやすく講義をすすめていきたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

なぜ慎重に犯罪の成否を検討することが必要なのかを理解し、
説明できるようになる。(知識・理解)

現在の犯罪処罰や刑法の条文・制度に関して、良い点や不十分
な点を見つけ、説明できるようになる。(態度・志向性)

判例など、実際に起こった事件について、刑法上の知識を用い
て、自分なりの考えが示せるようになる。(技能)

現在の犯罪処罰や刑法の条文・制度に関して、その不十分な点
をどのように解決するかを、自分の言葉で考えられるようにな
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

レジメやノートを再読し、理解を深めること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績により評価する。及び、必要に応じて、復習の
ための小テストを行い、評価に含める場合がある。
フィードバックとして小テストを回収後、解答の解説を行ない
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しないが、六法を必ず持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて、講義時に指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

配布資料の他、六法を毎回持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．刑法の基礎理論（１）
　　－刑法の意義、刑法の機能
２．刑法の基礎理論（２）
　　－罪刑法定主義
３．犯罪論体系概説
　　構成要件該当性（１）
　　－構成要件概念、構成要件要素、
　　　犯罪類型の諸形態
４・５．構成要件該当性（２）
　　　　－因果関係
６．構成要件該当性（３）
　　　　－不作為犯
７．違法性（１）
　　－違法性の意義、正当化の一般原理
８・９．違法性（２）
　　　　－正当防衛
１０．違法性（３）
　　　－緊急避難
１１・１２．違法性（４）
　　　　　　－正当行為
１３．責任（１）
　　　－責任の意義、故意
１４・１５．責任（２）
　　　　　　－故意・事実の錯誤
１６・１７．責任（３）
　　　　　　－過失
１８．責任（４）
　　　－違法性の意識、違法性の錯誤
１９．責任（５）
　　　－責任能力、期待可能性
２０．２１．２２．未遂犯
　　　－未遂犯の処罰根拠、不能犯、中止犯
２３．２４．共犯（１）
　　　－共犯と正犯、共犯の処罰根拠、
　　　　間接正犯
２５．２６．共犯（２）
　　　－共同正犯
２７．２８．共犯（３）
　　　－狭義の共犯、共犯論の諸問題
２９．３０．罪数
　　　　　　　



2019-2010000422-03刑法Ⅰ

石川　友佳子

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.なぜ慎重に犯罪の成否を検討することが必要なのかを理解し、説明できるよ
うになる。　(A-1)

2.現在の犯罪処罰や刑法の条文・制度に関して、良い点や不十分な点を見つ
け、説明できるようになる。　(C-1)

3.判例など、実際に起こった事件について、刑法上の知識を用いて、自分なり
の考えが示せるようになる。　(B-1)

4.現在の犯罪処罰や刑法の条文・制度に関して、その不十分な点をどのように
解決するかを、自分の言葉で考えられるようになる。　(B-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,B-2

1.なぜ慎重に犯罪の成否を検討することが必要なのかを理解し、説明できるよ
うになる。　(A-1)

2.現在の犯罪処罰や刑法の条文・制度に関して、良い点や不十分な点を見つ
け、説明できるようになる。　(B-2)

3.判例など、実際に起こった事件について、刑法上の知識を用いて、自分なり
の考えが示せるようになる。　(B-2)

4.現在の犯罪処罰や刑法の条文・制度に関して、その不十分な点をどのように
解決するかを、自分の言葉で考えられるようになる。　(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。



2019-2010000360-04憲法Ⅰ「18台以前」

 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：2019/07/26　５時限　　

實原　隆志

◎－－－　概要　－－－◎

　多くの国において憲法は、最高法規であると同時に国家の基
本的枠組みについて定める基本法でもある。そして、日本国憲
法も含めた世界各国の憲法は、人権規定と統治規定で構成され
ている。人権規定で保障される権利として表現の自由や経済的
自由、人身の自由、また幸福追求権などがあり、幸福追求権に
はプライバシー権や自己決定権などが含まれる。他方、統治に
ついては立法府である国会、行政府である内閣、司法府である
裁判所について規定されており、地方自治に関する規定もあ
る。
　憲法学においてはそれぞれの規定の歴史的沿革や理論的基
礎、解釈上の争いが扱われるが、本講義ではそのうち人権規定
に関係する事柄を扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法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。(知識・理解)

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。(知識・理解)

憲法学についての基本的な知識と理解を持っている。

憲法の知識を活かし、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)

憲法の歴史的・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。(技能)

憲法学の観点から、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)

憲法学の知識を活かし、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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　 初回の講義でい詳しい予定表を配布する。それを参照しなが
ら、各自の必要に応じて予習（30分以上）・復習（30分以上）
がなされていることを想定している。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法　第六版』（岩波書
店、2015年）ISBN: 978-4000227995

◎－－－　参考書　－－－◎

長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選Ⅰ 第6版』　ISBN
978-4641115170
長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選Ⅱ 第6版』　ISBN
978-4641115187
事前の購入を求める

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
　　第一部　総論～憲法の概略
　　　第１章　憲法と立憲主義
２．　第2章　日本憲法史
３．　第3章　国民主権の原理
４．第二部　基本的人権
　　　第5章　基本的人権の原理～人権規定の概説①
５．　第6章　基本的人権の限界～人権規定の概説②
６．　第7章　包括的基本権と法の下の平等①
７．　第7章　包括的基本権と法の下の平等②
　　　第8章　精神的自由権（一）
　　　　－内心の自由①
８．　　－内心の自由②
９．　　－内心の自由③
　　　第9章　精神的自由権（二）
        －表現の自由①
10．    －表現の自由②
11．　　－表現の自由③
12．　第10章　経済的自由権
13．　第11章　人身の自由
　　　第12章　国務請求権と参政権
14．　第13章　社会権
15．総括、前期試験について



2019-2010000360-04憲法Ⅰ「18台以前」

實原　隆志

◎法律:A-1,A-2,B-1,B-5,C-1,C-2

1.憲法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-1)

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-2)

3.憲法学についての基本的な知識と理解を持っている。

4.憲法の知識を活かし、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)

5.憲法の歴史的・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。　(B-5)

6.憲法学の観点から、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)

7.憲法学の知識を活かし、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-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-4

1.憲法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。

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。

3.憲法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

4.憲法の知識を活かし、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。

5.憲法の歴史的・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。

6.憲法学の観点から、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。

7.憲法学の知識を活かし、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。

◎　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。



2019-2010000361-04憲法Ⅱ「18台以前」

 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：2020/01/21　５時限　　

實原　隆志

◎－－－　概要　－－－◎

　多くの国において憲法は、最高法規であると同時に国家の基
本的枠組みについて定める基本法でもある。そして、日本国憲
法も含めた世界各国の憲法は、人権規定と統治規定で構成され
ている。人権規定で保障される権利として表現の自由や経済的
自由、人身の自由、また幸福追求権などがあり、幸福追求権に
はプライバシー権や自己決定権などが含まれる。他方、統治に
ついては立法府である国会、行政府である内閣、司法府である
裁判所について規定されており、地方自治に関する規定もあ
る。
　憲法学においてはそれぞれの規定の歴史的沿革や理論的基
礎、解釈上の争いが扱われるが、本講義ではそのうち統治規定
に関係する事柄を扱う。憲法が国家に対して権限を与えると同
時にその権限を制限する規範でもあることなどを明らかにし、
最後に平和主義について規定する憲法９条について解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法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。(知識・理解)

憲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。(知識・理解)

憲法の知識を活かし、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。

憲法についての基本的な知識と理解を持っている。(技能)

憲法の歴史的・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。(技能)

憲法学の観点から、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)

憲法学の知識を活かし、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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　 初回の講義でい詳しい予定表を配布する。それを参照しなが
ら、各自の必要に応じて予習（30分以上）・復習（30分以上）
がなされていることを想定している。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績によって評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法　第六版』（岩波書
店、2015年）ISBN: 978-4000227995

◎－－－　参考書　－－－◎

長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選Ⅰ 第6版』　ISBN
978-4641115170
長谷部・石川・宍戸編『憲法判例百選Ⅱ　第6版』　ISBN
978-4641115187
事前の購入を求める

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション～統治機構・概説
　　第三部　統治機構
　　　第14章　国会①
２．　第14章　国会②
３．　第14章　国会③
４．　第14章　国会④
５．　第15章　内閣①
６．　第15章　内閣②
　　　第16章　裁判所①
７．　第16章　裁判所②
８．　第16章　裁判所③
９．　第17章　財政・地方自治①
10．　第17章　財政・地方自治②
11．　第18章　憲法の保障①
12．　第18章　憲法の保障②
13．　第18章　憲法の保障③
　　　第４章　平和主義の原理①
14．　第４章　平和主義の原理②
15．総括、後期試験について



2019-2010000361-04憲法Ⅱ「18台以前」

實原　隆志

◎法律:A-1,A-2,B-1,B-5,C-1,C-2

1.憲法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-1)

2.憲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-2)

3.憲法の知識を活かし、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。

4.憲法についての基本的な知識と理解を持っている。　(B-1)

5.憲法の歴史的・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。　(B-5)

6.憲法学の観点から、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)

7.憲法学の知識を活かし、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-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-4

1.憲法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。

2.憲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。

3.憲法の知識を活かし、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。　(A-4)

4.憲法についての基本的な知識と理解を持っている。

5.憲法の歴史的・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。

6.憲法学の観点から、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。

7.憲法学の知識を活かし、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。

◎　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。



2019-2010000242-01国際関係論

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限, 金・４時限　　試験時間割：2020/01/25　３時限　　

山下　恭弘

◎－－－　概要　－－－◎

　今年度の講義は「国際関係と日本」について、具体的には、
①日本の政治外交、②日本の経済外交、③日本の国際協力の三
点がテーマになる。また、以上のテーマに言及する前に、日本
が置かれている国際状況を正しく理解してもらうために、第二
次大戦後から今日まで－いわゆる米ソ冷戦からポスト冷戦の時
代－の国際状況に関する「歴史」の講義と、今日の国際状況を
大きく特徴づけるもの、すなわち、多発するテロにも関係する
「地域紛争」の講義を予定している。これら一連の講義を通じ
て、今後の日本が国際社会の場で果たすべき役割を考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国際関係論の基礎知識と思考力を身につけ、国際社会が抱え
る諸問題について理解し、説明することができる。（知識・理
解）

　国際関係論の知識を活かして、国際社会が抱える諸問題の解
決のあり方を提示することができる。(技能)

　国際的な法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。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画を見て、テキストの該当項目を予習し（60分）、内
容の理解に努めること。授業後は、授業中にまとめたノートを
読み返し、復習を欠かさないこと（60分）。とくに小テストが
あることを意識し、ノートに記された論理展開を参考にしなが
ら、答案の作成を試みること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義の時間中に適宜小テストを行う。受け取った答案は、添
削・採点・返却する。この小テストは、講義の理解度をチェッ
クする目的で行われ、講義の進み具合を見ながら、適宜行われ
る。学年点は、定期試験点と小テストの平均点を合計し決定す
る。定期試験と小テストの点数の配分は、原則として、定期試
験６割、小テスト４割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　原 彬久編『国際関係学講義』有斐閣、開講時に出ている最
新版を使用する。価格は2300円＋税、ISBNは
978-4-641-14916-8

◎－－－　参考書　－－－◎

　上記テキストの巻末に「参考文献一覧」があり、基礎文献
が詳しく紹介されている。ぜひ参考にしてもらいたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の初日にガイダンスを予定している。このガイダンス
で、小テストに関する基本事項、テキストの見方、ノートの
とり方など、国際関係論の履修に役立つ情報を伝える。な
お、定期試験と同様に、詳細な答案を要求される小テストが
あることに注意してもらいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス：第1回

２　米ソ冷戦からポスト冷戦へ：第2回～第7回
　① 冷戦の始まり
　② アジアにおける冷戦
　③ 冷戦とその変容
　④ 冷戦の終焉
　⑤ 冷戦後の世界
　⑥ 小括－２の項目のポイント整理・説明

３ 地域紛争への視角：第8回～第13回
　① 地域紛争の原因
　② 地域紛争を激化させるもの
　③ 難民という犠牲者
　④ 原理主義の挑戦
　⑤ 核の拡散
　⑥ 小括－３の項目のポイント整理・説明

４　日本の政治外交：第14回～第20回
　① 政治外交の基本－憲法
　② 政治外交の基本－日米安保条約
　③ 戦後補償からはじまったアジア外交
　④ 中国への対応
　⑤ 朝鮮半島への対応
　⑥ アジア太平洋地域のなかの日本
　　 －安全保障問題を中心にして
　⑦ 小括－４の項目のポイント整理・説明

５　日本の経済外交：第21回～第25回
　① 経済大国への道－占領期の経済外交
　② 経済大国への道－ガット加入問題
　③ 経済摩擦への対応
　④ 日本経済外交の変容
　⑤ 小括－５の項目のポイント整理・説明

６　日本の国際協力：第26回～第29回
　① 日本のODA
　② 国連による平和維持活動と日本の貢献
　③ 日本の国際協力のあり方
　　 －国連安保理常任理事国入りの是非
　④ 小括－６の項目のポイント整理・説明

７　総括：第30回
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山下　恭弘

◎法律:B-3,C-3

1.　国際関係論の基礎知識と思考力を身につけ、国際社会が抱える諸問題につ
いて理解し、説明することができる。（知識・理解）

2.　国際関係論の知識を活かして、国際社会が抱える諸問題の解決のあり方を
提示することができる。　(B-3)

3.　国際的な法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-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:A-3,B-3,C-3

1.　国際関係論の基礎知識と思考力を身につけ、国際社会が抱える諸問題につ
いて理解し、説明することができる。（知識・理解）　(B-3)

2.　国際関係論の知識を活かして、国際社会が抱える諸問題の解決のあり方を
提示することができる。　(A-3)

3.　国際的な法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-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。



2019-2020000430-01国際経済法

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 水・５時限　　試験時間割：2019/07/26　３時限　　

屋宮　憲夫

◎－－－　概要　－－－◎

　企業活動の国際化の進展（輸出入取引や海外直接投資などの
増大）により「国際的な経済活動に関する法」が、その重要性
を増しています。このような法は、取引のやり方やその法的効
果についての「私法的意義を持つ法」と国際取引が行われる市
場のルールを設定する「公法的意義を持つ法」とに大きく分け
ることができます。後者の「国際取引に関する公法的規制に関
する法」が「国際経済法」です。
　世界貿易機関（WTO）など国際経済機関の活動の活発化、
欧州連合（EU）や北米自由貿易協定（NAFTA）などの経済共
同体や自由貿易地域の構築、多国間の国際貿易交渉（TPPな
ど）及び国際貿易協定の増大、国際取引に関わる各国の国内法
（通商法、経済法など）の積極的立法と運用などによって、国
際経済法という法分野が従来にも増して重要な意義を持ってき
ています。
　このような国際経済法の領域では、通商自由の原則を守り、
公正な国際競争の促進をめざす「自由主義的法制」と国内産業
の保護を目的とした各国の通商法・国内法による「保護主義的
法制」とが複雑に交錯しています。
 この講義においては、この広範な領域に及ぶ国際経済法につい
て、中核となるWTO法制（1947年に成立して自由貿易秩序を
構築してきた「関税及び貿易に関する一般協定（GATT）」を
発展させ1995年に発足しました。）を中心に、その主要な理念
と法構造の解説、国内通商法などとの相互関係について、
GATT／WTOの場で問題とされた実例や最近のわが国をめぐる
状況などに言及しながら、なるべくわかりやすく説明したいと
思います。また、国際経済法に関して現在進行中の状況や法的
問題点（競争政策の調和、競争の限界、経済発展の格差問題、
地域的自由貿易協定など）についても付言します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際取引の現状と問題に関心を持つ(態度・志向性)

国際経済法の意義・内容を理解する(技能)

ＷＴＯ／ＧＡＴＴ体制の制度概要を理解する(知識・理解)

ＧＡＴＴ・ＷＴＯ等の諸協定の運用状況を理解する(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各回の講義に際してレジュメ・資料を配布します。レジュ
メ・資料にポイント等を書き込みながら受講した後、これを整
理しつつ適宜復習をしてください（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として、定期試験の成績によって評価します。講義に際
して、簡単な小テストを実施することがあります。小テストの
結果は成績に加味することがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　講義の際にレジュメ及び参考資料を配布します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　小寺彰・中川淳司編『基本経済条約集』（有斐閣）が法
規の参照に便利です。
　図書館にありますので参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.序説（国際経済法の意義）
2.市場経済と国家規制（競争法の展開）
3.国際経済法の展開とその構造
4.ガットの成立と主要原則・主要機能
5.ガットからWTOへの展開
6.WTOの法的構造と機構
7.国際通商交渉・多角的貿易交渉
8.緊急輸入制限（セーフガード）(1)－意義と展開
9.緊急輸入制限（セーフガード）(2)－各国の法制と運用
10.アンチダンピング(1)－意義
11.アンチダンピング(2)－各国の法制と運用
12.相殺関税制度
13.紛争解決の構造と手続
14.不公正貿易に対する報復措置
15.国家安全保障に基づく通商制限(1)－意義
16.国家安全保障に基づく通商制限(2)－各国の運用
17.政府調達
18.基準認証制度
19.衛生植物検疫制度
20.国際直接投資規制(1)－意義
21.国際直接投資規制(2)－各国の運用
22.サービス貿易(1)－意義と展開
23.サービス貿易(2)－協定、各国の法制と運用
24.知的財産権と国際取引
25.国内法の域外適用問題・対抗立法(1)－意義と展開
26.国内法の域外適用問題・対抗立法(2)－各国の法制と運
用
27.競争政策法規と通商制限
28.途上国問題とWTO体制
29.地域経済統合・経済連携
30.まとめ（現状と課題について）
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屋宮　憲夫

◎経営法:A-3,B-3,C-3

1.国際取引の現状と問題に関心を持つ　(C-3)

2.国際経済法の意義・内容を理解する　(B-3)

3.ＷＴＯ／ＧＡＴＴ体制の制度概要を理解する　(A-3)

4.ＧＡＴＴ・ＷＴＯ等の諸協定の運用状況を理解する　(B-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。

◎法律:A-4

1.国際取引の現状と問題に関心を持つ　(A-4)

2.国際経済法の意義・内容を理解する　(A-4)

3.ＷＴＯ／ＧＡＴＴ体制の制度概要を理解する　(A-4)

4.ＧＡＴＴ・ＷＴＯ等の諸協定の運用状況を理解する　(A-4)

◎　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。



2019-2010000121-01国際私法

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限, 木・１時限　　試験時間割：2019/07/29　３時限　　

北坂　尚洋

◎－－－　概要　－－－◎

　人々の国際的な移動が頻繁になり、また、インターネットが
急速に普及するにつれて、家族関係や財産関係も急速に国際化
し、それに伴って、さまざまな国際的な法律問題が生じていま
す。このうち、この講義は、国際的な法律関係に適用される法
は何かという問題を解決する国際私法を中心に説明するもので
す。

　講義では、国際家族法・国際財産法の順に、事例や設例を使
いながらできるだけ具体的に説明するつもりです。国際私法の
総論上の問題（本国法の決定、反致や公序など）については、
関連する項目に付随させて説明したいと思っています。

　①国際的な法律分野に興味のある方、②戸籍に関係する部分
があるので、市役所で働きたいと思っている方（地方公務
員）、③法科大学院へ進学を希望する方で、司法試験での選択
科目として国際私法（「国際関係法（私法系）」）を選択しよ
うと考えている方には特に向いていると思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際私法の概要を理解する。(知識・理解)

現代社会で生じている問題を理解する。

授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。(技
能)

法規範に基づいて結論を示すことができる。(技能)

現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。
(態度・志向性)

国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、事前に配布するレジュメを読んできてくださ
い（60分）。復習としては、授業で話した内容を教科書で復習
しておいてください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、理解度・論理的思考能力を基準に、学期末試験に
よって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　松岡博編『国際関係私法入門［第４版］』（有斐閣・２
０１９年）
　

◎－－－　参考書　－－－◎

櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法　第１巻・第２
巻』（有斐閣・２０１１年）、小出邦夫『逐条解説　法の
適用に関する通則法』（有斐閣・２００９年）、櫻田嘉章
＝道垣内正人編『国際私法判例百選［第２版］』（有斐
閣・２０１２年）、横山潤『国際私法』（三省堂・２０１
２年）、澤木敬郎＝道垣内正人『国際私法入門［第８
版］』（有斐閣・２０１８年）、櫻田嘉章『国際私法［第
６版］』（有斐閣・２０１２年）、野村美明＝高杉直＝久
保田隆編『ケーススタディ国際関係私法』（有斐閣・２０
１５年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の講義には、教科書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　１　はじめに：　国際私法とは
　　２　婚姻の成立１
　　３　婚姻の成立２
　　４　婚姻の成立３
　　５　婚姻の効力１
　　６　婚姻の効力２
　　７　離婚１
　　８　離婚２
　　９　離婚３
　１０　実親子関係の成立１　
　１１　実親子関係の成立２
　１２　養親子関係の成立１
　１３　養親子関係の成立２
　１４　親子間の法律関係１
　１５　親子間の法律関係２
　１６　扶養
　１７　相続１
　１８　相続２
　１９　遺言１
　２０　遺言２
　２１　自然人１
　２２　自然人２
　２３　法人
　２４　契約１
　２５　契約２
　２６　契約３
　２７　物権
　２８　不法行為１
　２９　不法行為２
　３０　おわりに：　国際私法のまとめ



2019-2010000121-01国際私法

北坂　尚洋

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1,C-3

1.国際私法の概要を理解する。　(A-1)

2.現代社会で生じている問題を理解する。

3.授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。　(B-1)

4.法規範に基づいて結論を示すことができる。　(B-2)

5.現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(C-1)

6.国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(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:A-1,A-3,B-1,B-3,C-3

1.国際私法の概要を理解する。　(A-1)

2.現代社会で生じている問題を理解する。　(A-3)

3.授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。　(B-1)

4.法規範に基づいて結論を示すことができる。　(B-3)

5.現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。

6.国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(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。



2019-2020000433-01国際税法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/25　１時限　　

芳賀　真一

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、国際税法の基本的なしくみを理解すること、
国際税法の課題を理解することを目標とします。パナマ文書や
パラダイス文書、アップル・グーグル・スターバックス・ファ
イザー・アマゾンなどの多国籍企業の租税回避策など、最近の
話題についても見ていきます。
　国際税法は、思っているよりも身近な問題かもしれません。
みなさんは、海外に赴任するかもしれません（海外在留邦人数
は、20年で2倍の130万人に増えています）。みなさんの就職す
る会社は、海外の拠点で生産しているかもしれません（日本企
業の海外拠点数は10年で2倍の7万拠点に増えています。日本の
製造業の海外生産比率は20％を超えています）。海外で販売し
ているかもしれません（日本企業の海外売上高比率が50％を超
えているという報告があります）。外国企業にブランドや特許
の使用料を支払っているかもしれません（世界のクロスボー
ダーの使用料の支払いは、20年で9倍に増えています）。海外
の企業や投資家から資金を調達しているかもしれません（世界
のクロスボーダーの投資残高は、この20年で11倍に増えていま
す）。みなさんも、インターネットを通じて外国の会社から、
音楽データや書籍データを購入したことがあると思います。こ
うした国をまたいだ経済活動に、どの国で、どのように課税さ
れるのでしょうか。
　より良い税制を作ろうという各国の努力と、経済活動が国を
またいだときに各国の税制の違いから生じる矛盾と、それを解
決しようとしてきた先人たちの努力と創意とを、一緒に見てい
きましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際課税の基本的なしくみと考え方について、分かりやすく説
明できる。(知識・理解)

国際税法の抱えている問題について、国際課税の基本的なしく
みに結び付けて、分かりやすく説明できる。(技能)

国際税法の抱えている問題について、国際課税の考え方と結び
つけて、自分の意見を述べることができる。(技能)

税法における問題について、主体的に考え、積極的に議論に参
加することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①予習については、毎回の講義時に指示します（資料に目を通
す、語句を調べるなど）。（1時間）
②復習については、レジュメとワークシートを見直して、テー
マについて自分の言葉で説明できるようにしてください。（1
時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①講義で提出するワークシート40%
②定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。（講義で参考書を紹介します。
各自、自分にあったものを使ってください。）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①　グループワークをします。リラックスして、楽しく、
粘り強く、取り組んでください。
②　前提知識は、不要です。一から勉強していくので、辛
抱強く取り組んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．　はじめに
２．　国際課税の現状
３．　国際税法の目的と構造
４．　国際的二重課税
５．　居住者と内国法人の定義
６．　国内源泉所得の定義
７．　源泉徴収課税と総合課税
８．　外国税額控除
９．　タックスヘイブン税制
１０．移転価格税制
１１．過少資本税制と過大利子支払税制
１２．外国子会社配当益金不算入税制
１３．有害な税の競争
１４．多国籍企業の租税回避スキーム
１５．BEPSプロジェクト



2019-2020000433-01国際税法

芳賀　真一

◎経営法:A-3,B-2,B-3,C-3

1.国際課税の基本的なしくみと考え方について、分かりやすく説明できる。　
(A-3)

2.国際税法の抱えている問題について、国際課税の基本的なしくみに結び付け
て、分かりやすく説明できる。　(B-2)

3.国際税法の抱えている問題について、国際課税の考え方と結びつけて、自分
の意見を述べることができる。　(B-3)

4.税法における問題について、主体的に考え、積極的に議論に参加することが
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。

◎法律:A-4

1.国際課税の基本的なしくみと考え方について、分かりやすく説明できる。　
(A-4)

2.国際税法の抱えている問題について、国際課税の基本的なしくみに結び付け
て、分かりやすく説明できる。

3.国際税法の抱えている問題について、国際課税の考え方と結びつけて、自分
の意見を述べることができる。

4.税法における問題について、主体的に考え、積極的に議論に参加することが
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。



2019-2020000493-01国際知的財産法「17台」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/27　４時限　　

谷川　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　知的財産法について、国際的側面に焦点を当てて取り扱う。
　特許法や著作権法、商標法などの知的財産法は基本的には日
本国内で日本における権利の侵害が問題となる場面で適用され
る。しかし現実の紛争の中には、外国との関わりを有する渉外
事案も存在する。
　例えばドイツで販売された商品を日本に輸入して転売する行
為（並行輸入）、日本の映画コンテンツの海賊版ファイルが外
国に所在するサーバ上に保管されて配信されているケースな
ど。これらの渉外事案において、どこまで日本の法律が適用で
きるのか、そもそも日本国内の裁判所で裁判を行うことが可能
なのか、という問題が生じる。これらは「国際私法」や「国際
民事手続法」という科目でも扱われる問題だが、ここでは知的
財産法の事例を素材に概説する。
　また、知的財産法の内容をどのように定めるかは基本的には
各国の立法裁量にゆだねられる問題であるが、各国の法制度が
あまりに異なると商品の流通やビジネスにおいて著しい支障が
生じることから、世界の多くの国は条約を締結して、各国の知
的財産法制度の内容を似たものに統一しようと試みている。こ
れらの条約による規律やその他外国の法制度についても紹介を
行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際取引でどのような場合に知的財産権が問題となるかを理解
し、説明できる(知識・理解)

知的財産権に関する国際法および外国法に関する基礎知識を身
につける(知識・理解)

知的財産法に関する条約を読解できる(技能)

企業活動において生起する国際知的財産法に関する法的問題を
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)

知的財産法に関する国際裁判管轄及び準拠法の考え方を説明で
きる(技能)

国際的な知的財産法に関する問題意識を持つ(態度・志向性)

グローバル化する世界の状況における知的財産権の現代的課題
に関心を持つ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業内容を復習すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

知的財産法の国際的側面について、国際私法の基本的な考え方
や知的財産法に特有の議論、知的財産法に関連する条約等の内
容について理解し、説明できるかを定期試験の結果のみ
（100％）に基づいて判定する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。授業時にレジュメを配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

茶園成樹編著『知的財産関係条約』（有斐閣、2015年）　
ISBN 978-4-641-14483-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

可能であれば前期開講科目「知的財産法」を受講すること
が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　国際知的財産法総論
2　知的財産制度の概要
3　商標登録と国際信義
4　商品流通と知的財産権①（消尽論）
5　商品流通と知的財産権②（並行輸入、追及権）
6・7　国際裁判管轄
8・9　準拠法
10　知的財産関係条約の概要
11　著作権法に関する条約
12　保護期間・戦時加算
13　特許法に関する条約
14・15　外国の法制度と日本法の対比

講義の進行の程度によって、順序が変更し、また一つの
テーマが複数回にわたる場合がある。



2019-2020000493-01国際知的財産法「17台」

谷川　和幸

◎経営法:A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,C-2,C-3

1.国際取引でどのような場合に知的財産権が問題となるかを理解し、説明でき
る　(A-2)

2.知的財産権に関する国際法および外国法に関する基礎知識を身につける　
(A-3)

3.知的財産法に関する条約を読解できる　(B-1)

4.企業活動において生起する国際知的財産法に関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.知的財産法に関する国際裁判管轄及び準拠法の考え方を説明できる　(B-3)

6.国際的な知的財産法に関する問題意識を持つ　(C-2)

7.グローバル化する世界の状況における知的財産権の現代的課題に関心を持つ
　(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。



2019-2010000468-01国際取引法「15台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/25　４時限　　

北坂　尚洋

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、国際取引の中心となる物品の取引に焦点を当て
ます。特に、物品の取引における売買、運送、保険、支払にす
る問題を取り上げ、国際取引法に関する基礎知識・基礎理論、
及び、関連する国際私法の知識・理論を説明してみるつもりで
す。その上で、技術移転、プラント輸出、生産物責任（製造物
責任）についても説明します。

　①国際的な法律分野に興味のある方、②国際取引に関係する
企業で働きたいと思っている方、③法科大学院へ進学を希望す
る方で、司法試験での選択科目として国際私法（「国際関係法
（私法系）」）を選択しようと考えている方には特に向いてい
ると思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際取引法の概要を理解する。(知識・理解)

現代社会で生じている問題を理解する。

授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。(技
能)

法規範に基づいて結論を示すことができる。(技能)

現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。
(態度・志向性)

国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、事前に配布するレジュメを読んできてくださ
い（60分）。復習としては、授業で話した内容を教科書で復習
しておいてください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、理解度・論理的思考能力を基準に、学期末試験に
よって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　松岡博編『国際関係私法入門［第４版］』（有斐閣・２
０１９年

◎－－－　参考書　－－－◎

佐野寛『国際取引法［第４版］』（有斐閣・２０１４
年）、高桑昭『国際商取引法［第３版］』（有斐閣・２０
１１年）、澤田壽夫＝柏木昇＝杉浦保友＝高杉直＝森下哲
朗＝増田史子『マテリアルズ国際取引法［第３版］』（有
斐閣・２０１４年）、松岡博編『レクチャー国際取引法
［第２版］』（有斐閣・２０１８年）、野村美明＝高杉直
＝久保田隆編『ケーススタディ国際関係私法』（有斐閣・
２０１５年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の講義には、教科書を持ってくること。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　１　はじめに：国際取引法とは
　　２　国際売買に関する基礎知識
　　３　インコタームズ　
　　４　ウィーン売買条約
　　５　国際売買契約の準拠法　
　　６　国際運送に関する基礎知識
　　７　国際海上物品運送法
　　８　国際保険に関する基礎知識
　　９　国際保険と法
　１０　国際支払に関する基礎知識
　１１　国際支払の方法
　１２　信用状統一規則
　１３　国際支払と法
　１４　技術移転、プラント輸出、生産物責任（製造物責
任）
　１５　おわりに：　国際取引法のまとめ



2019-2010000468-01国際取引法「15台以降」

北坂　尚洋

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1,C-3

1.国際取引法の概要を理解する。　(A-1)

2.現代社会で生じている問題を理解する。

3.授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。　(B-1)

4.法規範に基づいて結論を示すことができる。　(B-2)

5.現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(C-1)

6.国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(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:A-1,A-3,B-1,B-3,C-3

1.国際取引法の概要を理解する。　(A-1)

2.現代社会で生じている問題を理解する。　(A-3)

3.授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。　(B-1)

4.法規範に基づいて結論を示すことができる。　(B-3)

5.現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。

6.国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(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。



2019-2010000386-01国際法各論

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 木・２時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

山下　恭弘

◎－－－　概要　－－－◎

　今年度の国際法各論は、「個人と国際法」「国際紛争の平和
的解決」「国際安全保障」「国際人道法」を中心に講義を進め
る。これらのテーマはいずれも、21世紀の国際社会が取り組む
べき最重要な課題である。
本講義では、この四つのテーマの過去・現在・未来を詳述す
る。すなわち、そもそも国際社会はなぜこれらの問題に取り組
むに至ったか、国際社会の現状はどうかの二点を明らかにす
る。そして最後に、国際社会は将来これらの問題にいかに対応
すべきかを問いかけることになる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国際法の基礎を学びとり、その思考方法を身につけて、国際
社会が抱える諸問題を的確に論じることができる。（知識・技
能）

　国際法の知識を生かして、国際社会が抱える諸問題の解決の
あり方を提示することができる。(技能)

　国際法に関心を有し、グローバル化する国際社会の状況に積
極的に対応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)　－－－◎

　授業計画を見て、テキストの該当項目を予習し（60分）、内
容の理解に努めること。授業後は、授業中にまとめたノートを
読み返し、復習を欠かさないこと（60分）。とくに小テストが
あることを意識し、ノートに記された論理展開を参考にしなが
ら、答案の作成を試みること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義の時間中に適宜小テストを行う。受け取った答案は、添
削・採点・返却する。この小テストは、講義の理解度をチェッ
クする目的で行われ、講義の進み具合を見ながら、適宜行われ
る。学年点は、定期試験点と小テストの平均点を合計し決定す
る。定期試験と小テストの点数の配分は、原則として、定期試
験６割、小テスト４割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　杉原高嶺『基本国際法 第３版』有斐閣、刊行は2018年2
月、価格は2200円の予定。刊行が講義に間に合わない場合
は、同書の第２版を使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　杉原高嶺『国際法学講義 第２版』有斐閣、5200円、ISBNは
978-4-641-04664-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の初日にガイダンスを予定している。このガイダンス
で、小テストに関する基本事項、テキストの見方、ノートの
取り方など、国際法各論の履修に役立つ情報を伝える。な
お、定期試験と同様に、詳細な答案を要求される小テストが
あることを十分に覚悟したうえで、受講するかどうかを決め
てもらいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス：第1回

２　個人と国際法：第2回～第9回
　①個人の地位
　②国籍
　③外国人の法的地位
　④難民の保護
　⑤政治犯罪人の保護
　⑥国際人権保障の展開－歴史
　⑦国際人権保障の展開－条約の実施制度
　⑧小括：２の項目のポイント整理・説明

３　国際紛争の平和的解決：第10回～第15回
　①国際紛争と平和的解決手続の関係
　②非裁判手続－周旋・仲介・審査・調停
　③非裁判手続－国連による紛争解決
　④裁判手続－歴史的展開
　⑤裁判手続－ICJの利用
　⑥小括：３の項目のポイント整理・説明

４　国際安全保障：第16回～第22回
　①武力行使の規制
　②集団安全保障
　③平和維持活動（PKO）
　④武力行使の規制をめぐる論点
　⑤集団安全保障をめぐる論点
　⑥平和維持活動をめぐる論点
　⑦小括：４の項目のポイント整理・説明

５　国際人道法：第23回～第29回
　①戦争法から国際人道法へ
　②国際人道法の成立基盤
　③戦闘手段・方法の規制
　④武力紛争犠牲者の保護
　⑤国際人道法の履行確保－歴史的展開
　⑥国際人道法の履行確保
　　－国際刑事裁判所の成立と活動
　⑦小括：５の項目のポイント整理・説明

６　総括：第30回
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山下　恭弘

◎法律:B-3,C-3

1.　国際法の基礎を学びとり、その思考方法を身につけて、国際社会が抱える
諸問題を的確に論じることができる。（知識・技能）

2.　国際法の知識を生かして、国際社会が抱える諸問題の解決のあり方を提示
することができる。　(B-3)

3.　国際法に関心を有し、グローバル化する国際社会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-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:A-3,B-3,C-3

1.　国際法の基礎を学びとり、その思考方法を身につけて、国際社会が抱える
諸問題を的確に論じることができる。（知識・技能）　(A-3)

2.　国際法の知識を生かして、国際社会が抱える諸問題の解決のあり方を提示
することができる。　(B-3)

3.　国際法に関心を有し、グローバル化する国際社会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-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：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限, 金・１時限　　試験時間割：2019/08/01　４時限　　

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

　国家間の関係を主に規律する国際法の基礎を学習し、法的な
観点から国際社会の仕組みとそこで生じる課題について論じら
れるようになることを目指します。
　国内社会には憲法、民法、刑法などがあり、その国に暮らす
人々の社会生活を規律しています。国家を主な構成員とする国
際社会には国際法があり、国々の行動を規律しています。この
講義を通じて、国際法の基礎を身につけます。国際社会の構成
員である国家、国際組織、個人に関する国際法の原則、規則、
仕組みを学びます。さらに、国際法の存在形態、条約法、国内
法との関係、空間秩序といった基本的な事柄について学習しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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。

国際法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。(技能)

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。(態度・志
向性)

国際法の知識を活かし、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。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義中に次回の講義で扱うテーマと教科書の範囲を指定します
ので、熟読してから講義に出席してください。（学習時間の目
安：60分）
講義の後は、授業中にまとめたノートを読み返し、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　－－－◎

成績は、定期試験の得点で評価します。評価は、講義で学んだ
基本的な内容、概念、考え方を的確に用いて国際社会の仕組み
や課題を法的な観点から論じる能力を基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『国際法』第3版（有斐閣アルマ、2016年）
ISBN 9784641220638 定価2100円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

『国際条約集』（有斐閣）最新の版　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

開講は前期のみで、講義は週2回行います。繰り返しにな
りますが、成績評価は、定期試験の得点だけで行います。
講義の内容をきちんと理解するためには、予習・復習を欠
かさず、毎回出席し、講義に集中してノートをとることが
重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 国際法概説①国際社会と国際法
2 国際法概説②国際法の歴史的発展
3 国家と国際法①国家の成立
4 国家と国際法②国家の変動
5 国家と国際法③国家主権と国家の基本的権利義務
6 国家と国際法④国家管轄権　
7 国家機関①国家免除　
8 国家機関②外交・領事関係
9 国際組織と国際法①国際組織の発展過程
10 国際組織と国際法②国連の構成　
11 国際組織と国際法③専門機関、地域的機関　
12 人と国際法①国籍、外国人の地位
13 人と国際法②国際人権保障
14 人と国際法③難民の保護
15 国際法の存在形態①条約、慣習国際法
16 国際法の存在形態②法の一般原則、国際組織の決議
17 条約法①締結手続
18 条約法②留保
19 条約法③解釈
20 条約法④終了および運用停止
21 国際法と国内法の関係
22 国家責任①国家責任の意義と機能、国際違法行為の構
成要件
23 国家責任②違法性阻却事由
24 国家責任③外交的保護
25 国家領域と領域主権
26 南極、宇宙
27 海洋法①　歴史的展開
28 海洋法②　国連海洋法条約の内容
29 海洋法③　国連海洋法条約の内容
30 総括



2019-2010000382-01国際法総論

萩原　一樹

◎法律:B-3,C-3

1.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。

2.国際法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-3)

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-3)

4.国際法の知識を活かし、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。

◎　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,B-3,C-3

1.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-3)

2.国際法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-3)

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。

4.国際法の知識を活かし、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)

◎　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。



2019-2010000469-01国際民事手続法「15台以降」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/21　４時限　　

北坂　尚洋

◎－－－　概要　－－－◎

　人々の国際的な移動が頻繁になり、また、インターネットが
急速に普及するにつれて、家族関係や財産関係も急速に国際化
し、それに伴って、さまざまな国際的な法律問題が生じていま
す。このうち、この講義は、国際的な民事紛争を裁判で解決す
る際に生じる手続法上の問題を説明するものです。

　講義では、まずは、国際家族法に関する問題を裁判で解決す
る際に生じる問題を説明します。その上で、国際財産法に関す
る問題を裁判で解決する際に生じる問題を説明します。事例や
設例を使いながらできるだけ具体的に説明するつもりです。

　①国際的な法律分野に興味のある方、②戸籍に関係する部分
があるので、市役所で働きたいと思っている方（地方公務
員）、③法科大学院へ進学を希望する方で、司法試験での選択
科目として国際私法（「国際関係法（私法系）」）を選択しよ
うと考えている方には特に向いていると思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際民事手続法の概要を理解する。(知識・理解)

現代社会で生じている問題を理解する。

授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。(技
能)

法規範に基づいて結論を示すことができる。(技能)

現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。
(態度・志向性)

国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習としては、事前に配布するレジュメを読んできてくださ
い（60分）。復習としては、授業で話した内容を教科書で復習
しておいてください（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、理解度・論理的思考能力を基準に、学期末試験に
よって評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　松岡博編『国際関係私法入門［第４版］』（有斐閣・２
０１８年
　

◎－－－　参考書　－－－◎

本間靖規＝中野俊一郎＝酒井一『国際民事手続法［第２
版］』（有斐閣・２０１２年）、櫻田嘉章＝道垣内正人編
『国際私法判例百選［第２版］』（有斐閣・２０１２
年）、横山潤『国際私法』（三省堂・２０１２年）、澤木
敬郎＝道垣内正人『国際私法入門［第８版］』（有斐閣・
２０１８年）、櫻田嘉章『国際私法［第６版］』（有斐
閣・２０１２年）、佐藤達文＝小林康彦『一問一答 平成
２３年民事訴訟法等改正』（商事法務・２０１２年））、
野村美明＝高杉直＝久保田隆編『ケーススタディ国際関係
私法』（有斐閣・２０１５年）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の講義には、教科書を持ってくること。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　１　はじめに：国際民事手続法とは
　　２　家事事件の国際裁判管轄権①
　　３　家事事件の国際裁判管轄権②　
　　４　国際家事事件における送達・証拠収集・当事者
　　５　家事事件に関する外国裁判の承認①
　　６　家事事件に関する外国裁判の承認②
　　７　家事事件における国際訴訟競合
　　８　財産事件の国際裁判管轄権①　
　　９　財産事件の国際裁判管轄権②
　１０　裁判権免除
　１１　国際財産事件における送達・証拠収集・当事者
　１２　財産事件に関する外国判決の承認①
　１３　財産事件に関する外国判決の承認②
　１４　財産関係事件における国際訴訟競合
　１５　おわりに：国際民事手続法のまとめ
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北坂　尚洋

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1,C-3

1.国際民事手続法の概要を理解する。　(A-1)

2.現代社会で生じている問題を理解する。

3.授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。　(B-1)

4.法規範に基づいて結論を示すことができる。　(B-2)

5.現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(C-1)

6.国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(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:A-1,A-3,B-1,B-3,C-3

1.国際民事手続法の概要を理解する。　(A-1)

2.現代社会で生じている問題を理解する。　(A-3)

3.授業で学んだことを論理的に説明する能力を身につける。　(B-1)

4.法規範に基づいて結論を示すことができる。　(B-3)

5.現代社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。

6.国際社会で生じる新たな問題に関心をもち、解決を考える。　(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：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柳　景子

◎－－－　概要　－－－◎

　【！注意！】この授業は、定期試験を実施しないため、追試験及び再試験を受験
できません。また、下記の通り、成績評価は授業中の小テストが60％を占めていま
すので、就職活動等で授業に出席できない方は、履修を慎重に検討して下さい。
　本講義は、民法の債権各論部分について、代表的な制度を理解し、条文を参照し
た上で、法律の用語を用いながらこれらの制度を自分で説明できるようになること
を目的とするものです。
　債権各論には、契約法や不法行為法といった、民法の重要分野が多数含まれてい
ます。契約法は、私たちが日常でする取引（売り買い、貸し借り等）や、ビジネス
の世界での取引の基盤となるルールを扱う法分野です。また、不法行為は、交通事
故など、他人に損害を与えてしまった場合の賠償関係を扱う法分野です。したがっ
て、これらを理解し、一定の知識を有すること、さらに、ここで得た知識を法的
（論理的）な文章で記述し、説明することは、将来「法学部卒業者」という資格で
社会人となる皆さんには非常に重要な能力であるといえます。
　なお、この授業では、レジュメ（授業用資料）の公開、各種連絡、小テストの実
施、レポートの提出等、すべてe-ラーニングシステムのMoodle （ムードル）を使
います（詳細は下記「履修上の注意」参照。）ので、必ず各自でインターネット環
境、PC環境を整え、日常的にMoodleにアクセスできるようにしておいてくださ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法の債権各論部分の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規定する適切な条
文を参照した上で、条文及び法律用語を用いながらこれらの制度を論理的な文章で
説明できる。(知識・理解)

企業活動にも関係が深い民法に関する基礎知識を身につけ、基本的な企業取引のし
くみについて理解し、説明することが出来る。

民法の債権各論部分の事例問題に対して、法的根拠にもとづいて妥当な結論を導
き、かつ、文章で表現することができる。(技能)

民法の債権各論部分の知識を総合的に活用し、身近な法的問題を把握し、それにつ
いて法的根拠にもとづいて解決のあり方を提示することができる。(技能)

民法学の観点から、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)　－－－◎

【予習】
教科書の該当箇所、及び、関連条文を読んでおくこと。（45分）
【復習】
予習段階で分からなかったところを確認し、教科書やノート等を読み返しておくこ
と。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【！注意！】この授業は、定期試験を実施しないため、追試験及び再試験を受験で
きません。また、下記の通り、成績評価は授業中の小テストが60％を占めています
ので、就職活動等で授業に出席できない方は、履修を慎重に検討して下さい。

【成績評価基準】

民法の債権各論部分の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規定する適切な条
文を参照した上で、条文及び法律用語を用いながらこれらの制度を論理的な文章で
説明できているかを評価基準とする。
企業活動にも関係が深い民法に関する基礎知識を身につけ、基本的な企業取引のし
くみについて理解し、説明することができているかを評価基準とする。
民法の債権各論部分の事例問題に対して、法的根拠にもとづいて妥当な結論を導
き、かつ、文章で表現することができているかを評価基準とする。
民法の債権各論部分の知識を総合的に活用し、身近な法的問題を把握し、それにつ
いて法的根拠にもとづいて解決のあり方を提示することができているかを評価基準
とする。
民法学の観点から、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
るかを評価基準とする。

【成績評価方法】
・小テスト［60%］：10回程度実施。問題の公開および回答締切を同じ授業時間内
とする。ただし、2～3回は、回答期限を翌日までとする。実施方法は、eラーニン
グシステム(Moodle)を主とし、当日インターネットにアクセスできない受講生のた
めに用紙の配布も併用する。
・レポート［40％］：1回実施。問題公開から採点まで、すべてeラーニングシステ
ム(Moodle)上で行う。レポート作成期間約1週間。

※追試・再試は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1. 六法
下記のいずれかについて、最新年度版のものを入手し、毎回の授業に必ず持参し
て下さい。
標準タイプのもの
・有斐閣『ポケット六法』
・三省堂『デイリー六法』

より軽量でかさばらないタイプのもの
・信山社『法学六法』

2. 教科書
下記の2冊を入手して下さい。

・松井和彦ほか『契約法（日評ベーシックシリーズ）』（日本評論社、2018）
¥1,900（税別）
・生田敏康ほか『民法入門』（法律文化社、2017）※法学部1年生の指定教科書。

※下記「参考書」の1または2を入手した場合、上記『契約法』を新たに購入する
必要はありません。
※民法特講の履修者、公務員試験やロー・スクール入試（司法試験）の受験予定
者をはじめ、今後も民法の学習に力を入れたい受講生は、上記『民法入門』の代
わりに、下記「参考書」3または4を入手することをおすすめします。

◎－－－　参考書　－－－◎

後藤巻則『契約法講義〔第4版〕』（弘文堂、2017）
中田裕康『契約法』（有斐閣、2017）
吉村良一『不法行為法〔第5版〕』（有斐閣、2017）
潮見佳男『債権各論II不法行為法〔第3版〕』（新世社、2017）

そのほか、順次刊行される改正民法に対応した契約法、不法行為法関係の教科書

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1. Moodle について
　この授業では、福岡大学のe-ラーニングシステム、Moodle （ムードル）を使い
ます。連絡事項の伝達、課題提出、授業用の資料の配布等、すべてMoodleを通し
て行います。したがって、大学のメール（@cis のメール）の送受信、FUポータル
及びMoodleへのアクセスが確実にできるように、スマートフォン、PC等の環境を
整えて下さい。また、紙媒体での授業の資料配布は原則として行いません。毎回
の授業前に、各自で資料をダウンロードし、印刷していただきますので、プリン
ターによる印刷環境を確保してください。これらの環境が整っていないと、この
授業での単位取得は困難となります。

2. 追・再試験について
この授業は、定期試験を実施しないため、追試験及び再試験を受験できません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

債権各論_履修上の注意
債権法導入
契約の成立
意思表示の復習
レポート課題の練習問題
レポート課題（練習）の解説
債務不履行による損害賠償請求
説明義務違反
同時履行の抗弁
危険負担
契約の解除の要件
契約の解除の効果
手付
契約内容の不適合
危険負担・契約内容不適合・解除
賃貸借
賃貸借
賃貸借
賃貸借
その他の契約・請負
請負
委任
事務管理・不当利得
不法行為
不法行為
不法行為
不法行為
まとめ
まとめ
まとめ
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柳　景子

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.民法の債権各論部分の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規定する適
切な条文を参照した上で、条文及び法律用語を用いながらこれらの制度を論理
的な文章で説明できる。　(A-1)

2.企業活動にも関係が深い民法に関する基礎知識を身につけ、基本的な企業取
引のしくみについて理解し、説明することが出来る。

3.民法の債権各論部分の事例問題に対して、法的根拠にもとづいて妥当な結論
を導き、かつ、文章で表現することができる。　(B-1)

4.民法の債権各論部分の知識を総合的に活用し、身近な法的問題を把握し、そ
れについて法的根拠にもとづいて解決のあり方を提示することができる。　
(B-2)

5.民法学の観点から、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-1,A-2,B-1,B-2

1.民法の債権各論部分の代表的な制度の内容を理解し、当該制度を規定する適
切な条文を参照した上で、条文及び法律用語を用いながらこれらの制度を論理
的な文章で説明できる。　(A-1)

2.企業活動にも関係が深い民法に関する基礎知識を身につけ、基本的な企業取
引のしくみについて理解し、説明することが出来る。　(A-2)

3.民法の債権各論部分の事例問題に対して、法的根拠にもとづいて妥当な結論
を導き、かつ、文章で表現することができる。　(B-1)

4.民法の債権各論部分の知識を総合的に活用し、身近な法的問題を把握し、そ
れについて法的根拠にもとづいて解決のあり方を提示することができる。　
(B-2)

5.民法学の観点から、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。

◎　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。



2019-2010000467-02債権総論

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

生田　敏康

◎－－－　概要　－－－◎

　債権とは債権者が債務者に対し一定の給付を請求できる権利
であり、物権とならぶ財産権の一つである。
　債務者が債務を履行しない場合、債権者は債務の履行を強制
することができるとともに、債務不履行によって生じた損害の
賠償を請求することができる。
　また、債権を有していたとしても、債務者に財産がなければ
債権を回収することができず、債権者はそのための手立てを考
えなければならない。その一つは、債務者の財産の減少を防止
することであり、もう一つは、債務不履行が生ずる場合に備え
て連帯債務者や保証人を立てるなど債権回収の方法を予め講じ
ておくことである。
　債権は弁済や相殺などにより消滅するが、このうち相殺は簡
易な債権回収手段として重要な役割を果たしている。さらに債
権はそれ自体、一つの財産権として譲渡の対象となるととも
に、その侵害に対して不法行為による損害賠償などの救済が可
能である。
　上記の諸論点につき、本講義では債権の回収という観点から
授業を行う予定である。講義は判例・通説に立脚して行うの
で、公務員試験、法科大学院入試、その他の資格試験の受験に
役立つであろう。
　なお、民法（債権関係）改正が実現したので、改正法に従っ
て授業を行う。最新版の六法を用意しておくこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

債権総論の概要について理解できる。(知識・理解)

企業取引に関する民法上の問題について説明することができ
る。

債権総論の知識を用いて日常生活で生ずる法的問題について自
己の見解を述べることができる。(技能)

債権総論の知識を用いて企業取引で生ずる法的問題について説
明することができる。(技能)

日常生活、取引、地域社会で生起する諸問題に積極的に取り組
も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)　－－－◎

・六法、テキスト、レジュメで次回の内容を予習しておくこと
（60分）。
・授業で習ったことをノートに整理しておくこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．成績評価基準
　債権総論の重要論点について理解しているか、論理的に文章
を書けているかを基準に評価する。
２．評価方法、評価割合およびフィードバック
　定期試験50％、中間テスト40％、ミニテスト（授業中に随時
実施）10％の割合で評価する。定期試験以外の評価割合が高
く、定期試験の一夜漬け勉強だけでは単位を取得できないので
注意すること。中間テストおよびミニテスト実施後、その解説
を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

開講時までに指示する。
＊六法（最新版）は必ず持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜、指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

レジュメをＦＵポータルでアップする。
　一方的な講義に終わらせないため、授業中に発言を求め
るとともに、条文などを読んでもらう（六法は初回授業時
から必ず持参すること）。
　なお、授業の欠席（中間テストの不受験等）に関し、部
活・サークル活動や就職活動などを理由とする抗弁は一
切、認めないので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　民法の体系と債権法
2　債権の目的（特定物債権・種類債権）
3　債権の目的（金銭債権・利息債権）
4　債権の効力・履行の強制
5　債務不履行の意義
6　履行遅滞・履行不能・不完全履行
7　安全配慮義務・信義則上の義務違反
8　損害賠償
9　過失相殺・金銭債務の特則
10　賠償額の予定・損害賠償による代位
11　第三者による債権侵害
12　債権者代位権の意義・要件
13　債権者代位権の効果・転用
14　詐害行為取消権の意義・要件
15　詐害行為取消権の効果
16　中間テスト
17　多数当事者の債権債務・人的担保
18　連帯債務
19　保証債務
20　連帯保証・共同保証・根保証
21　債権譲渡の意義・譲渡制限特約
22　債権譲渡と債務者の抗弁
23　債権譲渡の第三者への対抗
24　債務の引受け・契約上の地位の移転
25　弁済の意義・弁済の提供
26　弁済受領者
27　弁済の充当・弁済による代位
28　相殺の意義・要件
29　相殺の効力・相殺の禁止
30　差押えと相殺



2019-2010000467-02債権総論

生田　敏康

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.債権総論の概要について理解できる。　(A-1)

2.企業取引に関する民法上の問題について説明することができる。

3.債権総論の知識を用いて日常生活で生ずる法的問題について自己の見解を述
べることができる。　(B-1)

4.債権総論の知識を用いて企業取引で生ずる法的問題について説明することが
できる。　(B-2)

5.日常生活、取引、地域社会で生起する諸問題に積極的に取り組もうとする姿
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-1,A-2,B-1,B-2

1.債権総論の概要について理解できる。　(A-1)

2.企業取引に関する民法上の問題について説明することができる。　(A-2)

3.債権総論の知識を用いて日常生活で生ずる法的問題について自己の見解を述
べることができる。　(B-1)

4.債権総論の知識を用いて企業取引で生ずる法的問題について説明することが
できる。　(B-2)

5.日常生活、取引、地域社会で生起する諸問題に積極的に取り組もうとする姿
勢を持っている。

◎　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。



2019-2010000125-01社会保障法

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限, 金・２時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

山下　慎一

◎－－－　概要　－－－◎

　社会保障法は法律学の応用領域であるといわれ、内容も複雑
です。しかし、例えば皆さんが病院に行ったときに保険証を出
したり、皆さんが年金を払っていたり、皆さんのおじいさん・
おばあさんが介護を受けていたりする場面は、実は社会保障法
の領域に属しています。また、皆さんは生活保護をめぐる「不
正受給」等の報道を耳にしたことがあるかもしれません。これ
も社会保障法の領域です。つまり、社会保障法は皆さんの身近
にあると言えます。
　社会保障法は、社会保障を法的な観点から分析する学問で
す。そこでは、（近時「流行」しているように感じられる）個
人の好悪感情や「倫理・道徳」観とは一定の距離を置いた、冷
静な議論が求められます。社会保障を法的な観点から評価する
ための訓練をすることが、この授業の狙いです。
　なお、本講義においては、毎回の講義時間の最後の時間（２
０分程度）を利用して「感想文」を書いていただきます。その
意図は、（１）受講者自身が、文章を書くことによって、講義
内容を活きた知識として身に付けること、（２）提出された感
想文を読むことで、教員が、受講者の理解度と講義方法の成否
をチェックし、次回以降の講義にフィードバックすることで
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会保障の全体像を把握する。(知識・理解)

社会保障の権利を、「法的な」観点から把握できるようにな
る。 (技能)

社会保障をめぐる言説を、法的な観点から評価できるようにな
る。(態度・志向性)

社会保障の給付行政にかかる法的仕組みを理解する。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　（１）予習について（60分）
毎回の講義の最後に、次回の講義の予告をするので、参考書の
該当箇所を読んだり、新聞やインターネットで調べたりして、
イメージをつかんできてください。予習をすると、講義の内容
の理解が容易になるので、「感想文」を書く上で非常に有益で
す。
　（２）復習について（60分）
　講義で配布したレジュメを、講義終了後に、複数回、繰り返
し読んでください。次の回の講義冒頭で、前回の講義の復習と
して、レジュメに設けた空欄を埋めてもらい、各自に答えてい
ただきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価は定期試験によって行います。ただし、感想文のう
ち特に優れたものについては、成績評価に反映します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

moodleを通じて配布するレジュメを使用します。それ以外
のテキストは使用しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

笠木映里ほか『社会保障法』有斐閣、2018年　ISBN
978-4-641-14494-1
　上記のほか、講義中に、適宜指示・配布します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション―社会保障とは？
２．社会保障の生成・発展
３．社会保障の概念と体系
４．医療保険（１）―概説
５．医療保険（２）―健康保険と国民健康保険
６．医療保険（３）―医療供給体制
７．高齢者医療
８．年金保険（１）―概説
９．年金保険（２）―国民年金と厚生年金保険
１０．年金保険（３）―企業年金等
１１．介護保険（１）―要介護認定等と保険給付
１２．介護保険（２）―サービス供給の仕組みと費用負担
１３．労災保険（１）―概説
１４．労災保険（２）―業務上／外の認定
１５．労災保険（３）―通勤災害等
１６．ここまでの講義内容の確認
１７．雇用保険（１）―概説
１８．雇用保険（２）―給付制限及び不正受給
１９．社会手当（１）―概説、児童手当
２０．社会手当（２）―児童扶養手当、特別児童扶養手当
２１．社会福祉サービス（１）―概説、児童福祉
２２．社会福祉サービス（２）―母子・障害者・高齢者福
祉等
２３．生活保護法（１）―概説
２４．生活保護法（２）―基本原理、行政組織
２５．生活保護法（３）―保護の実施・種類・方法、被保
護者の権利義務等
２６．社会保障法の共通事項
２７．社会保障法における権利救済
２８．社会保障法と憲法・条約（１）―憲法25条・13条
２９．社会保障法と憲法・条約（２）―憲法14条、条約
３０．講義の総括
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山下　慎一

◎法律:A-1,A-2,B-2,C-1

1.社会保障の全体像を把握する。　(A-1)

2.社会保障の権利を、「法的な」観点から把握できるようになる。 　(B-2)

3.社会保障をめぐる言説を、法的な観点から評価できるようになる。　(C-1)

4.社会保障の給付行政にかかる法的仕組みを理解する。　(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,B-1,C-2

1.社会保障の全体像を把握する。　(A-1)

2.社会保障の権利を、「法的な」観点から把握できるようになる。 　(B-1)

3.社会保障をめぐる言説を、法的な観点から評価できるようになる。　(C-2)

4.社会保障の給付行政にかかる法的仕組みを理解する。

◎　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：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
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伊藤　和枝

◎－－－　概要　－－－◎

　司法書士として２０年以上の実務経験を活かしながら、現在も
日々商業登記業務である会社の登記手続きに従事している者とし
て、実際に携わった会社登記の事例等を参考資料等（登記簿、定
款等）とともに、商業登記制度の必要性、活用法及び現状につい
て講義する。
　商業登記制度は、商人に関する一定の事項を登記簿に記載し、
これを一般に周知させることで取引の安全を図るとともに商人の
信用を維持するための制度である。「商業登記法」は、この制度
を規律する法律である。すなわち、商業登記法とは、商法や会社
法、その他の実体法で定める法律行為（実体法上の行為、例え
ば、商号変更や本店移転など）を適正に実行するための手続法で
ある。
　このように、商業登記法を学習するには、まず、実体法である
会社法などの知識が不可欠である。したがって、授業では、商業
登記法のみならず、会社法などの関係する実体法についても学習
する。
　また、視覚的に学習できるように、実在する会社の登記簿（登
記事項証明書）などの資料を見ながらの講義となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会社等の登記事項証明書について、基本的な知識を身に着けら
れ、登記事項証明書が読み取れる。(知識・理解)

実在する会社の登記事項証明書について読み解き、自己の意見を
述べることができる。(技能)

法務局（登記所）に行き、就職等を考えている会社の登記事項証
明書を請求することができる。(技能)

ビジネス社会において重要な役割を持っている会社について、商
業登記法の観点から、会社の仕組み（機関）や経営状態（株式
数、資本金）等について、意味や必要性について考えるようにな
る。(態度・志向性)

商業登記法とこれに密接に関連する会社法の知識を同時に身につ
けられ、会社の仕組みについて理解し、説明することができる。

法務局（登記所）で会社の登記簿を一般人に公開することによっ
て、会社の信用の維持を図っていくための商業登記制度の重要性
について深く考えられるようになる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回授業内容を復習し専門用語の意味を理解しておくこと、及
び、次回の授業範囲を予習しておくこと（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　商業登記法が正確性・明瞭性・迅速性という公示機能と混乱防
止という予防機能を発揮することによって、社会経済活動のなか
で円滑な取引を保障するために作られた広く一般に公開された制
度であるということを理解できているかを成績評価基準とする。
　原則として、定期試験及び平常点で評価する。講義の進行に
よっては小テストを課す場合があるが、この場合は、定期試験約
８０％、平常点もしくは小テスト等役２０％として、総合的に評
価する。
　定期試験は、「問題および解答用紙」は１枚となる予定。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「商業登記法入門」　神崎満治郎　著
　（有斐閣）　（２，６００円＋税）
　

◎－－－　参考書　－－－◎

「一問一答　新・会社法」（株式会社商事法務）相澤哲編
著　定価　２，８００円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　条文を確認しながら授業を進めるので、六法は必ず持参
すること。六法は　「詳細登記六法［平成３１年版］」
（株式会社きんざい）が最適であるが、他の六法でもよ
い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　　　　　　　
1　商業登記制度の意義
2　商業登記の機能
3　登記の種類
4　商業登記に関する法令
5　商業登記を担当する国家機関
6　登記の種類
7　登記の効力（１）
8　登記の効力（２）
9　登記に関する帳簿の公開
10　印鑑の証明
11　登記の申請
12　印鑑の提出
13　登記申請の却下
14　登記申請の取下げ
15　商号の登記
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伊藤　和枝

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.会社等の登記事項証明書について、基本的な知識を身に着けられ、登記事項
証明書が読み取れる。　(A-1)

2.実在する会社の登記事項証明書について読み解き、自己の意見を述べること
ができる。　(B-1)

3.法務局（登記所）に行き、就職等を考えている会社の登記事項証明書を請求
することができる。　(B-2)

4.ビジネス社会において重要な役割を持っている会社について、商業登記法の
観点から、会社の仕組み（機関）や経営状態（株式数、資本金）等について、
意味や必要性について考えるようになる。　(C-1)

5.商業登記法とこれに密接に関連する会社法の知識を同時に身につけられ、会
社の仕組みについて理解し、説明することができる。

6.法務局（登記所）で会社の登記簿を一般人に公開することによって、会社の
信用の維持を図っていくための商業登記制度の重要性について深く考えられる
ようになる。

◎　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-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.会社等の登記事項証明書について、基本的な知識を身に着けられ、登記事項
証明書が読み取れる。　(A-1)

2.実在する会社の登記事項証明書について読み解き、自己の意見を述べること
ができる。　(B-1)

3.法務局（登記所）に行き、就職等を考えている会社の登記事項証明書を請求
することができる。　(B-2)

4.ビジネス社会において重要な役割を持っている会社について、商業登記法の
観点から、会社の仕組み（機関）や経営状態（株式数、資本金）等について、
意味や必要性について考えるようになる。　(C-1)

5.商業登記法とこれに密接に関連する会社法の知識を同時に身につけられ、会
社の仕組みについて理解し、説明することができる。　(A-2)

6.法務局（登記所）で会社の登記簿を一般人に公開することによって、会社の
信用の維持を図っていくための商業登記制度の重要性について深く考えられる
ようになる。　(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。



2019-2020000454-01商事法総合講義

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

砂田　太士

◎－－－　概要　－－－◎

　商事法に関して、会社法及び商法が改正された。また営業的
商行為の一つとして信託の引受けがあり、信託法もまた改正さ
れている。そこで、本講義では、改正された事項を取り上げ
て、後掲の到達目標を達成することができるように講義しま
す。まず、会社法の改正については、平成26年改正法の概要と
その中で機関設計について述べます。次いで、本格的な改正と
なった商行為法について、民法との関係も含めて、商行為法の
総論部分、運送に関わる法改正を取り上げます。さらに、信託
法について述べます。会社法の改正は別として、意外と身近に
あることが、これらの改正に関わることに気がつくでしょう。
授業では、具体的な例を挙げたり、問題を提起することによ
り、その場で考えそれを表明することで、自ら「学ぶ」という
姿勢を身につけていただきたい。これは学生にとってはもっと
も基本的なことですが、実はなかなかできないことです。「学
ぶ」とは、決して与えられたものを暗記することではありませ
ん。講義は、授業計画にそって基本的な事項を話しますが、進
捗状況により、関係する事項をまとめて講義したり、１項目を
複数回に分けて講義をしたり、単元のまとめを行うことがある
ので、必ずしも授業計画の順のとおりに進行するものではあり
ません。受講者数が少ないときは、演習形式で行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会社法改正について、その背景を理解して説明することができ
ること(知識・理解)

商法の特徴および法規制の目的、条文の意味等を理解し、体系
的に述べることができること(知識・理解)

商法改正の経緯を理解して、体系的に述べることができること

商行為法と民法との関係を理解して、説明することができるこ
と(技能)

会社法改正について、その背景を理解して説明することができ
ること。(技能)

信託法改正の経緯を理解して、体系的に述べることができるこ
と(態度・志向性)

商法、会社法、信託法における具体的な例について、検討して
意見を述べることができること(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前にテキストを読んだり、関連する法規制について調べてお
くこと（30分）。授業終了後は復習をすること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験点＋平常点の合計点に基づいて、学年点を決定する。
配分は、原則として、定期試験点７割、平常点３割とする。平
常点は小テスト点に基づく。試験では、基礎的事項を理解して
いるか否か、問題を理解し的確に解答を述べているか否かを評
価基準とする。なお定期試験点が０点の場合には、学年点は０
点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

砂田太士＝久保寛展「企業取引法」（中央経済社、2018
年）2,808円（消費税込）、ISBN：978-4-502-24791-0 。会
社法と信託法の項目については、六法を用いて行います
が、会社法受講者は使用したテキストを持参するとよい。

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業時に示すが、テキスト記載の文献を参考
にすると良い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず最新版の六法を用意すること。授業中は、私語の厳
禁、スマートホン等の利用を禁止し、マナー・常識知らず
の行為の場合には、教育上の配慮・指導がなされるので注
意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１  本講義の目的－法改正の経緯とその特徴
２  会社法－平成26年改正法の概要
３　会社法－株式会社の機関設計
４　商法改正の概要
５　商行為法の改正①－通則関係
６  商行為法の改正②－取引関係
７  商行為法の改正③－運送法関係・総論
８  商行為法の改正④－運送法関係・陸上運送
９  商行為法の改正⑤－運送法関係・海上運送・　　　　
　　　　　　航空運送
10  信託法①－信託とは、他の法規制との関係
11  信託法②－信託の設定、委託者
12  信託法③－受託者
13　信託法④－受益者、その他の関係者
14　信託法⑤－自己信託、目的信託
15　全体の復習



2019-2020000454-01商事法総合講義

砂田　太士

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.会社法改正について、その背景を理解して説明することができること　(A-1)

2.商法の特徴および法規制の目的、条文の意味等を理解し、体系的に述べるこ
とができること　(A-2)

3.商法改正の経緯を理解して、体系的に述べることができること

4.商行為法と民法との関係を理解して、説明することができること　(B-1)

5.会社法改正について、その背景を理解して説明することができること。　
(B-2)

6.信託法改正の経緯を理解して、体系的に述べることができること　(C-1)

7.商法、会社法、信託法における具体的な例について、検討して意見を述べる
ことができること　(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。

◎法律:A-4

1.会社法改正について、その背景を理解して説明することができること

2.商法の特徴および法規制の目的、条文の意味等を理解し、体系的に述べるこ
とができること

3.商法改正の経緯を理解して、体系的に述べることができること　(A-4)

4.商行為法と民法との関係を理解して、説明することができること

5.会社法改正について、その背景を理解して説明することができること。

6.信託法改正の経緯を理解して、体系的に述べることができること

7.商法、会社法、信託法における具体的な例について、検討して意見を述べる
ことができること

◎　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。



2019-2010000322-02消費者法「JJ9-10」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/22　５時限　　

大橋　敏道

◎－－－　概要　－－－◎

　現代の大衆消費社会においては、事業者とわれわれ消費者の
間の情報量や交渉力に大きな格差が生じており、また、悪徳商
法や欠陥商品、偽装表示などにより消費者の利益が不当に侵害
されるケースが急増していることは、諸君もニュース等で聞き
及んでいることと思う。そのため、消費者と事業者の格差を是
正し、両者の実質的平等を確保することを目的とした法律が、
民商法・刑法・行政法・経済法など様々な法領域において制定
されてきているが、「消費者法」はこれらを統合的に研究する
新しい学問分野である。

　消費者法は、個別の取引において消費者と事業者の間の格差
を是正することを目的とする消費者私法と、安全の確保や表示
の適正化など消費者が事業者と対等な取引ができる基盤を整備
する行政的規制の2種類に大別される。この講義は主に前者を
中心に、必要に応じて行政的規制の説明も織り交ぜつつ進める
予定である。事前に教科書の指定された部分と、FUポータル
で配布するプリントを予習すること。なおテキストの順序に
沿って講義を進めるが、消費者法は頻繁に改正される分野であ
るため、テキストの記述や六法の条文も既に古くなっている箇
所がある。そのような箇所は講義で特に詳しく説明するので、
ノートをとること。そして事後学習でもノートによる復習が重
要である。また、六法も必ず最新のものを授業に持ってきても
らいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)主要な消費者問題と消費者法を理解する。(知識・理解)

(2)個別の事案について、学習した法令を適切に適用することが
できる。(技能)

(3)個々の事業活動に潜在する問題点について、消費者利益の観
点から解決策を指摘できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に教科書の指定された部分と、FUポータルで配布するプ
リントを予習すること。事後に、ノートを復習すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験による。試験では、設定した問題について、学習した
理論に基づいて的確に説明できることが評価基準となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

中田邦博・鹿野菜穂子編『基本講義消費者法(第3版)』（日
本評論社）。
最新の六法（2019年版）。それ以前のものは条文が変わっ
ているので不可。

◎－－－　参考書　－－－◎

日弁連編『消費者法講義（第5版）』（日本評論社）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストの順序に沿って講義を進めるので、テキストと六
法を携行すること。なお、FUポータルでプリントを配布
するので、各回の講義の前日までに確認すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 消費者法総論１～消費者問題の原因、歴史
2 消費者法総論２～消費者基本法ほか
3 消費者契約法１～総論
4 消費者契約法２～消費者の契約取消権
5 消費者契約法３～不当条項の無効、消費者団体訴訟
6 特定商取引法１～総論、悪徳商法一覧
7 特定商取引法２～訪問販売、資格商法
8 特定商取引法３～通信販売、マルチ商法ほか
9 消費者信用１～クレジット
10 消費者信用２～サラ金
11 安全の確保に関する規制１～食品、家庭用品
12 安全の確保に関する規制２～製造物責任法
13 表示に関する規制１～食品
14 表示に関する規制２～家庭用品
15 表示に関する規制3～景品表示法
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大橋　敏道

◎法律:A-1,B-1,B-2

1.(1)主要な消費者問題と消費者法を理解する。　(A-1)

2.(2)個別の事案について、学習した法令を適切に適用することができる。　
(B-1)

3.(3)個々の事業活動に潜在する問題点について、消費者利益の観点から解決策
を指摘できるようになる。　(B-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,B-1

1.(1)主要な消費者問題と消費者法を理解する。　(A-1)

2.(2)個別の事案について、学習した法令を適切に適用することができる。　
(B-1)

3.(3)個々の事業活動に潜在する問題点について、消費者利益の観点から解決策
を指摘できるようになる。

◎　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。



2019-2010000444-01親族法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/08/01　１時限　　

道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義の対象となるのは、民法第四編「親族編」である。こ
の分野については家族法と称されることがある。私人間の利益
調節をその役割とする民法という法規範の中にあって、財産法
（総則・物権・債権法）とは少々異なって、主として夫婦と未
成熟の子を中心とする（近代）家族及びこれらを取り巻く血縁
関係の利害調整について機能する。本講義もこの部分に焦点を
当てる。
　一方で、現代社会の進展は法の予想するところよりも先に進
んでいるようである。民法制定以降、幾度もの改正を経ている
が、家族を取り巻く社会状況や意識は著しい変化に十分に対応
できているか疑問なしとしない。離婚の増加・少子化はいうま
でもないところであるが、離婚の容易な社会は再婚をも容易に
している。再婚の増加は、血のつながらない家族関係を多く生
み出している。生殖補助医療をめぐる事件も目につき始めた。
海外に目をやると、同性婚も導入され始めている。家族を取り
巻く状況は複雑になる一方である。このような状況にあって
は、我々は決して新しいとはいえない法律で対処して行かねば
ならない。単純に法律問題として扱うことのできないテーマも
多い。社会学・歴史・哲学など幅広い視点も求められる。こう
した点にも配慮しながら講義を進める予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

親族法の基本的な知識の習得(知識・理解)

家事事件についての判例等の資料を収集し、適切に説明でき
る。(技能)

身分行為（婚姻や離婚）についての実践的理解 (技能)

これらを基礎とした家族をめぐる社会現象の理解(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講生には、テキストを精読の上、参考となる判例を読んで
おくこと（60分）。また、テーマごとに小テストを実施するの
で、復習は欠かせない（60分）。復習の方が効率がよいので、
受講生諸君には、受講後にも資料や判例を読むなどの作業を勧
める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義で取り扱った知識・考え方についての確認、与えられた
説例に論理的に分析し、記述できるか否かを基準として筆記試
験により評価する。
　小テスト・レポートの評価は全体の20％程度をめどに、総合
的な評価を考えている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高橋・床谷・棚村著「民法７　親族・相続」（第５判）有
斐閣2017年09月ISBN 978-4-641-22104-8
　六法は必ず携帯すること。（出版社はどこでもよい。ポ
ケット六法/デイリー六法のような携帯用のもので十分で
ある。）
　なお、教科書は、すでに持っているものがあれば、あら
ためて買うには及ばない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 親族法概論̶家事事件の特殊性と家庭裁判所̶
2 婚姻の成立
3 婚姻の効果　̶身分上の効果̶
4 婚姻の効果　̶財産上の効果̶
5 離婚　̶有責離婚と破綻離婚̶
6 離婚の効果　̶身分上の効果̶
7 離婚の効果　̶財産上の効果̶
8 事実婚とその法的保護　̶含む婚約・結納̶
9 親子　̶嫡出子̶
10 親子　̶非嫡出子̶
11普通養子
12 特別養子
13 新しい親子　̶生殖補助医療と親子関係̶
14 親権・後見
15 扶養



2019-2010000444-01親族法

道山　治延

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.親族法の基本的な知識の習得　(A-1)

2.家事事件についての判例等の資料を収集し、適切に説明できる。　(B-1)

3.身分行為（婚姻や離婚）についての実践的理解 　(B-2)

4.これらを基礎とした家族をめぐる社会現象の理解　(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-1,B-1

1.親族法の基本的な知識の習得　(A-1)

2.家事事件についての判例等の資料を収集し、適切に説明できる。　(B-1)

3.身分行為（婚姻や離婚）についての実践的理解 　(B-1)

4.これらを基礎とした家族をめぐる社会現象の理解

◎　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。



2019-2010000407-01情報処理論「ペア中國」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限, 木・５時限　　試験時間割：2019/07/26　６時限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、情報という視点から現代社会の諸問題を広範に取
り上げるものであるが、法学部の専門科目として設置されるこ
とから、社会科学の視点に重点を置きつつ、人間科学・社会科
学・自然科学の各領域を横断し、情報という座標軸の上で私た
ちは今どこにいるのかという基本的理解を目指す。
　ディジタル技術やインターネット、人工知能など、最近の情
報技術の急速な展開にともなって顕在化してきた諸問題を、単
にその技術的な背景や応用という領域で概観するのではなく、
「ヒトと情報」という一般的かつ人類史的な問題圏の中に位置
づけ直してみること、すなわち、一方では人類が既に負ってい
る持続的な課題を再確認すること、他方では新たな技術とそれ
による急速な変化によって顕在化してきた課題をそのような背
景に照らして再構成すること、それによって私たちの今を理解
するとともに新たな可能性を模索するための出発点としたい。
　こうした情報技術の進展によって大きく変貌を遂げているの
は、民主主義が展開される公的情報空間でもある。マス・メ
ディアやインターネットなどの情報をめぐる私たちの日常的現
実に、社会科学的な迂回路を経ることで新たな光を当てるこ
と、それは、同時に、既存情報によって構成された常識を問い
直すという意味で、学的営為の具体的な実習でもある。それを
通して、新たな情報空間を運営してゆく主体的および客観的な
条件の探求と学習を進めること、それは、教職資格取得という
本科目のひとつの目的に応じたものであるとともに、「公共財
としての情報空間」の課題を理解しその可能性を具体化しうる
主体の練成でもある。
　講義の構成は、現時点で必要かつ実用的なコンピューター操
作の実習を中心とした中國担当分と、情報とヒト・社会に関す
る問題圏を概括的に取り上げる岩倉担当分からなる。
　また、本講義は受講者持参のノートパソコンを用いて進める
ので、登録の際には留意すること（自分のノートパソコンを
持っていない者は、後期に開講される情報処理論に登録するこ
と）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日々進展しつつある情報技術の最前線について概観するとと
もに、現代の情報技術の展開の表層を超えて、情報と人類の基
礎的な問題圏に定位しつつ、情報空間のこれからの方向性への
感覚を涵養する。(知識・理解)

　公的な情報空間の健全な発展を担い、その共同的主体となる
資質を涵養する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習においては、予め公開している授業資料をもとに事前学
習を行なうこと。復習においては、授業終了後に課したレポー
ト課題に取り組むこと。（中國）
　配布資料や参照を指示された情報などには、確実に取り組む
こと。また、課題レポートにも確実に取り組むこと。（岩倉）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験を行うが、実習を重視するという本講義の性格上、
実習の中で課される課題やレポートなども等しく重視し、総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しないが、副教材として通読すべきものは
講義の中で適宜指示する。また、関連する印刷資料も適宜配
付する。その他、インターネット上の情報など多様な素材を
授業時間外で確認しておくよう指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、ノートパソコンが持参可能な者のみ履修を認め
る。当該パソコンは、授業の課題をこなせるだけの能力を備
えたものでなければならない。すなわち、できるだけ新しい
ＯＳと十分なメモリが登載され、学内ネットワークに接続で
きなければならない。確認が必要な場合には、登録の前に相
談の機会を設けるので、掲示などの案内に注意すること。
　本講義は、コンピューターを用いた実習の要素が大きく、
出席はもちろん、時間外での積極的な学習姿勢も求められ
る。実習でのコンピューター操作のみならず、随時出される
課題にも、積極的に取り組んでいただきたい。
　また、情報をめぐる日々の出来事にも鋭敏な感覚をもって
注目していてもらいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

岩倉担当分
１　情報社会という課題の顕在化
２　情報とディジタル技術
３　コンピューターとネットワーク社会
４　インターネットという情報空間
５　情報収集と情報発信
６　情報とヒト
７　情報としての「わたしたち」
８　情報としての nation
９　情報とメディアの歴史社会学
10　民主主義と情報
11　メディアの内と外 － 宣伝・広報・プロパガンダ
12　情報と法・経済 － 知的財産権
13　新たな情報技術と既存メディア
14　公的情報空間の文法
15　公共財としての情報空間
中國担当分
前半はHTMLと呼ばれる言語を用い、後半はHSPと呼ばれる
言語を用いて実習を行う。HTMLではホームページを作成
し、サーバーに転送して動作を確認する。HSPではWindows
上で動作するアプリケーションの作成を行う。
１　HTML概説
２　BodyにおけるStyleの設定方法
３　Bodyにおける段落（Pタグ、DIVタグ）の設定方法
４　MarginとPaddingの設定方法
５　Frameの設定方法
６　Tableの設定方法
７　ホームページの公開
８　HSP概説
９　HSPにおける変数、算術演算子の記述方法
10　HSPにおける制御文の記述方法
11　HSPにおける入出力制御の方法
12　HSPにおける簡単なアプリケーション作成
13　HSPにおけるマルチメディアアプリケーション作成
14　HSPにおけるネットワークアプリケーション作成
15　HSPプログラミングの総合演習



2019-2010000407-01情報処理論「ペア中國」

岩倉　正博

◎法律:A-4,B-4

1.　日々進展しつつある情報技術の最前線について概観するとともに、現代の
情報技術の展開の表層を超えて、情報と人類の基礎的な問題圏に定位しつつ、
情報空間のこれからの方向性への感覚を涵養する。　(A-4)

2.　公的な情報空間の健全な発展を担い、その共同的主体となる資質を涵養す
る。　(B-4)

◎　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.　日々進展しつつある情報技術の最前線について概観するとともに、現代の
情報技術の展開の表層を超えて、情報と人類の基礎的な問題圏に定位しつつ、
情報空間のこれからの方向性への感覚を涵養する。　(A-4)

2.　公的な情報空間の健全な発展を担い、その共同的主体となる資質を涵養す
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。



2019-2010000407-02情報処理論「ペア中國」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限, 木・５時限　　試験時間割：2020/01/21　６時限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、情報という視点から現代社会の諸問題を広範に取
り上げるものであるが、法学部の専門科目として設置されるこ
とから、社会科学の視点に重点を置きつつ、人間科学・社会科
学・自然科学の各領域を横断し、情報という座標軸の上で私た
ちは今どこにいるのかという基本的理解を目指す。
　ディジタル技術やインターネットなど、最近の情報技術の急
速な展開にともなって顕在化してきた諸問題を、単にその技術
的な背景や応用という領域で概観するのではなく、「ヒトと情
報」という一般的かつ人類史的な問題圏の中に位置づけ直して
みること、すなわち、一方では人類が既に負っている持続的な
課題を再確認すること、他方では新たな技術とそれによる急速
な変化によって顕在化してきた課題をそのような背景に照らし
て再構成すること、それによって私たちの今を理解するととも
に新たな可能性を模索するための出発点としたい。
　マス・メディアやインターネットなどの情報をめぐる私たち
の日常的現実に、社会科学的な迂回路を経ることで新たな光を
当てること、それは、同時に、既存情報によって構成された常
識を問い直すという意味で、学的営為の具体的な実習でもあ
る。それを通して、新たな情報空間を運営してゆく主体的およ
び客観的な条件の学習を進めること、それは、教職資格取得と
いう本科目のひとつの目的に応じたものであるとともに、「公
共財としての情報空間」の課題を理解しその可能性の展開を担
う主体の練成でもある。
　講義の構成は、現時点で必要かつ実用的なコンピューター操
作の実習を中心とした中國担当分と、情報とヒト・社会に関す
る問題圏を概括的に取り上げる岩倉担当分からなる。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日々進展しつつある情報技術の最前線について概観するとと
もに、現代の情報技術の展開の表層を超えて、情報と人類の基
礎的な問題圏に定位しつつ、情報空間のこれからの方向性への
感覚を涵養する。(知識・理解)

　公的な情報空間の健全な発展を担い、その共同的主体となる
資質を涵養する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習においては、予め公開している授業資料をもとに事前学
習を行なうこと。復習においては、授業終了後に課したレポー
ト課題に取り組むこと。（中國）
　配布資料や参照を指示された情報などには、確実に取り組む
こと。また、課題レポートにも確実に取り組むこと。（岩倉）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験を行うが、実習を重視するという本講義の性格上、
実習の中で課される課題やレポートなども等しく重視し、総合
的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しないが、副教材として通読すべきもの
は講義の中で適宜指示する。また、関連する印刷資料も適
宜配付する。その他、インターネット上の情報など多様な
素材を授業時間外で確認しておくよう指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、コンピューターを用いた実習の要素が大き
く、出席はもちろん、時間外での積極的な学習姿勢も求め
られる。実習でのコンピューター操作のみならず、随時出
される課題にも、積極的に取り組んでいただきたい。
　また、情報をめぐる日々の出来事にも鋭敏な感覚をもっ
て注目していてもらいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

岩倉担当分
１　情報社会という課題の顕在化
２　情報とディジタル技術
３　コンピューターとネットワーク社会
４　インターネットという情報空間
５　情報収集と情報発信
６　情報とヒト
７　情報としての「わたしたち」
８　情報としての nation
９　情報とメディアの歴史社会学
10　民主主義と情報
11　メディアの内と外 － 宣伝・広報・プロパガンダ
12　情報と法・経済 － 知的財産権
13　新たな情報技術と既存メディア
14　公的情報空間の文法
15　公共財としての情報空間
中國担当分
前半はHTMLと呼ばれる言語を用い、後半はHSPと呼ばれ
る言語を用いて実習を行う。HTMLではホームページを作
成し、サーバーに転送して動作を確認する。HSPでは
Windows上で動作するアプリケーションの作成を行う。
１　HTML概説
２　BodyにおけるStyleの設定方法
３　Bodyにおける段落（Pタグ、DIVタグ）の設定方法
４　MarginとPaddingの設定方法
５　Frameの設定方法
６　Tableの設定方法
７　ホームページの公開
８　HSP概説
９　HSPにおける変数、算術演算子の記述方法
10　HSPにおける制御文の記述方法
11　HSPにおける入出力制御の方法
12　HSPにおける簡単なアプリケーション作成
13　HSPにおけるマルチメディアアプリケーション作成
14　HSPにおけるネットワークアプリケーション作成
15　HSPプログラミングの総合演習



2019-2010000407-02情報処理論「ペア中國」

岩倉　正博

◎法律:A-4,B-4

1.　日々進展しつつある情報技術の最前線について概観するとともに、現代の
情報技術の展開の表層を超えて、情報と人類の基礎的な問題圏に定位しつつ、
情報空間のこれからの方向性への感覚を涵養する。　(A-4)

2.　公的な情報空間の健全な発展を担い、その共同的主体となる資質を涵養す
る。　(B-4)

◎　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.　日々進展しつつある情報技術の最前線について概観するとともに、現代の
情報技術の展開の表層を超えて、情報と人類の基礎的な問題圏に定位しつつ、
情報空間のこれからの方向性への感覚を涵養する。　(A-4)

2.　公的な情報空間の健全な発展を担い、その共同的主体となる資質を涵養す
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。



2019-2010000407-03情報処理論「ペア赤木」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限, 火・５時限　　試験時間割：2020/01/21　６時限　　

道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

 　本講義は、必要且つ実用的なコンピュータの操作の実習を中
心とする赤木担当部分と情報と社会・法を中心に取り扱う道山
担当部分からなるが、教職指定科目であることを念頭に各々が
独自にテーマを絞り込む予定である。
（道山担当分）道山担当分については、主として、「情報と
法」を主題に講義を進めていく。コンピュータをめぐる問題
は、デジタル通信技術の進展やインターネットの普及を抜きに
は考えられない段階にあり、IoTやAIと呼ばれる技術による新
たな状況も生じている。法律はこうした進歩について行ってい
るとは言えない。こうした状況の中で、立ち位置を確認すると
共に、その問題点を探っていきたい。又、情報の利用者として
だけではなく、将来教員となる諸君の責務をも含めて検討した
い。
（赤木担当）本講義は、教職必須科目として、プログラミング
教育に必要となる基本的な考え方と操作、および問題解決能力
の習得を目指す。講義は全期間を三段階に分けて行う。第一段
階では、コンピューターの内部構造と動作の仕組みを確認した
上で、コンピューターの処理手順について理解することを目指
す。第二段階では、目的とするコンピューター作業の実施に必
要な動作を全て見出し、各動作をコンピューター処理に適した
手順で組み合わせるアルゴリズム構築の実習を行う。この実習
を通じて「プログラミング的思考」の習得を目指す。第三段階
では、目的とするコンピューター作業を実施するためのコー
ディング（プログラムコードの作成）の実習を行い、コーディ
ングの過程で発生する様々な問題の解決に必要な技能の取得と
プログラミング的思考の定着を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

情報社会で求められるプログラミングの基本的な知識、考え
方、および操作を理解し、プログラミングの過程で発生する初
歩的な問題を解決することができる。 (知識・理解)

コンピューターで実施したい作業内容をコンピューターの処理
手順に最適なアルゴリズムへと変換するためのプログラミング
的思考ができる。(技能)

プログラミング的思考は、社会や身近で発生する問題の解決手
順を考える場合にも適用できることに気付き、コンピューター
の働きをより良い人生や社会作りに活かそうとするきっかけに
なる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

道山担当分
　講義の性質上、様々な知識が求められる。適宜、図書を指定
して、レポートの提出を求める予定である（60分）。
赤木担当分
　毎回の講義終了時には講義内容に関するレポート課題を課す
ので、確実に取り組んで提出すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験により評価する。また、各担当者から出される課題
や小テストについても評価の対象である（概ね４０％を目処と
する）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に定めない。

◎－－－　参考書　－－－◎

　講義中に適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本講義は、教職指定科目であることから出席・各担当者
から出される課題等については、厳格に取り扱う予定であ
る。
　なお、本講義は、自己所有のノートコンピュータを用い
て講義を進める。windows、MacOS、Linux（Linux使用者
は、システム環境の構築について十分な知識を有するこ
と）等のOSを搭載し、HDDに開発環境をインストールで
きる十分な空き容量があること。無線LANに対応している
こと。タブレット等（IPadやSurface）は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

赤木担当分
第1回　コンピューターの仕組みとプログラミング
第2回　プログラミング的思考
第3回　演習・解説
第4回　アルゴリズムの説明
第5回　アルゴリズムの構築実習
第6回　演習・解説
第7回　プログラミング環境の構築と言語の説明
第8回　キー入力と画面出力の説明と実習
第9回　変数、文字、および算術計算の説明と実習
第10回　制御文の説明と実習
第11回　演習・解説およびアプリケーション課題の説明
第12回　アプリケーション作成実習１
第13回　アプリケーション作成実習２
第14回　アプリケーション作成実習３
第15回　総合演習とまとめ
道山担当分
第1回　情報とはなにか？
　　--デジタルデータ--
第2回　コンピュータを起動させる　--様々なOS--
第3回　メールとは何か。メールを送る
第4回　文書を書く
第5回　情報を検索する。
第6回　情報を評価する
第7回　情報を公開する
第8回　コンピュータのセキュリティを維持する
第9回　人に見せる技術
第10回　インターネットによる取引　ネット上の契約
第11回　インターネットによる取引　電子マネー
第12回　インターネットと犯罪
第13回　コンピュータと知的財産　著作権
第14回　コンピュータと知的財産　プログラム特許
第15階　まとめ　
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道山　治延

◎法律:A-4,B-4

1.情報社会で求められるプログラミングの基本的な知識、考え方、および操作
を理解し、プログラミングの過程で発生する初歩的な問題を解決することがで
きる。 　(A-4)

2.コンピューターで実施したい作業内容をコンピューターの処理手順に最適な
アルゴリズムへと変換するためのプログラミング的思考ができる。　(B-4)

3.プログラミング的思考は、社会や身近で発生する問題の解決手順を考える場
合にも適用できることに気付き、コンピューターの働きをより良い人生や社会
作りに活かそうとするきっかけになる。　(B-4)

◎　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.情報社会で求められるプログラミングの基本的な知識、考え方、および操作
を理解し、プログラミングの過程で発生する初歩的な問題を解決することがで
きる。 　(A-4)

2.コンピューターで実施したい作業内容をコンピューターの処理手順に最適な
アルゴリズムへと変換するためのプログラミング的思考ができる。　(A-4)

3.プログラミング的思考は、社会や身近で発生する問題の解決手順を考える場
合にも適用できることに気付き、コンピューターの働きをより良い人生や社会
作りに活かそうとするきっかけになる。　(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。



2019-2010000448-02政治学原論「JJ6-10」

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限, 木・３時限　　試験時間割：2019/07/24　３時限　　

廣澤　孝之

◎－－－　概要　－－－◎

　現代政治を理解する上で必要な基礎理論について講義する。
現代政治学は、行動論革命以来大きく進歩した実証的・計量的
分析を重視するとともに、伝統的な規範的考察の重視という難
しい課題を抱え、何を中心的課題とするかに関する議論が錯綜
している。この講義ではこうした点に留意しつつ、諸学説を網
羅的に取り上げて議論するのではなく、現代政治の理解に必要
な諸理論を厳選しできるだけ平易に解説する。
　具体的には権力論、リーダーシップ論、政治責任、政治意識
などの政治原論にかかる部分と、統治機構や選挙をはじめとす
る政治制度、政治過程、公共政策など現代政治の動態的分析に
かかる部門に分けて講義を行う。今年度はとくに流動化する世
界の政治状況のなかで大きく変容しつつある現代政治の動態分
析について詳述することにしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代政治理論に関する基礎知識を習得する。(知識・理解)

政治的な判断力を習得し、様々な政策的課題に対して主体的に
考察することができる。(態度・志向性)

現代の政府が抱えている諸課題について公正な立場から問題を
提起することができる。(技能)

政治学的考察の歴史的な歩みたどることができる。(技能)

政治経済の諸課題に積極的に立ち向かう姿勢を身に着ける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

まず教科書を丁寧に読むことが基本である。講義の前後に繰り
返し教科書を読み、講義での説明も含めて自分なりにまとめ直
してみることが重要である(60分)。日頃の学習が大切で、定期
試験前のつめこみではとても十分な理解は望めないことに留意
してほしい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験60％と平常点40％(平常点は中間考査・レポート提出
等による)との総合評価とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

廣澤孝之著『政治学読本』法律文化社、2010年、
ISBN978-4-589-03226-3

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1 回　 序論
第2 回　 「政治」の概念
第3 回　 権力論
第4 回　 支配と正統性
第5 回　 イデオロギー
第6 回　 政治文化論
第7 回　 ファシズム
第8 回　 リーダーシップ
第9 回　 公共の利益
第10 回　近代政治原理(1)
第11 回　近代政治原理(2)
第12 回　民主政の展開
第13 回　政治体制
第14 回　現代世界の民主政
第15 回　大統領制と議院内閣制
第16 回　政党
第17 回　選挙
第18 回　官僚制
第19 回　利益集団
第20 回　地方分権
第21 回　ナショナリズム
第22 回　公共政策(1)
第23 回　公共政策(2)
第24 回　福祉国家論
第25 回　グローバル･デモクラシー
第26 回　貧困の克服
第27 回　平和研究
第28 回　現代政治の課題(1)
第29 回　現代政治の課題(2)
第30 回　結論



2019-2010000448-02政治学原論「JJ6-10」

廣澤　孝之

◎法律:A-3,B-3,B-5,C-1,C-3

1.現代政治理論に関する基礎知識を習得する。　(A-3)

2.政治的な判断力を習得し、様々な政策的課題に対して主体的に考察すること
ができる。　(C-3)

3.現代の政府が抱えている諸課題について公正な立場から問題を提起すること
ができる。　(B-3)

4.政治学的考察の歴史的な歩みたどることができる。　(B-5)

5.政治経済の諸課題に積極的に立ち向かう姿勢を身に着ける。　(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-3,C-3

1.現代政治理論に関する基礎知識を習得する。　(A-3)

2.政治的な判断力を習得し、様々な政策的課題に対して主体的に考察すること
ができる。　(C-3)

3.現代の政府が抱えている諸課題について公正な立場から問題を提起すること
ができる。

4.政治学的考察の歴史的な歩みたどることができる。

5.政治経済の諸課題に積極的に立ち向かう姿勢を身に着ける。

◎　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。



2019-2010000474-01西洋政治史「16台以降」

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限, 木・４時限　　試験時間割：2020/01/20　６時限　　

櫛田　久代

◎－－－　概要　－－－◎

　アメリカ合衆国を軸に、近代から現代に至る西洋政治史を学
びます。元々イギリス植民地であったアメリカ合衆国は、ヨー
ロッパ移民からなる国でした。移民を送り出すヨーロッパと受
け入れるアメリカは、旧大陸と新大陸として表と裏のように対
をなして西洋政治史を動かしてきました。18～19世紀において
アメリカ合衆国は、ヨーロッパから見ればイギリスの元植民地
である新興国にすぎませんでしたが、20世紀の二つの世界大戦
を経て、超大国として国際的地位をゆるぎないものにしていま
す。しかし、21世紀の今日、対抗軸としてのEU、中国の台
頭、テロの脅威にさらされ、アメリカの世紀の衰退がささやか
れています。ナショナリズム、帝国主義、民主主義、資本主
義、冷戦、そして、グローバル化の中で、欧米関係の展開から
西洋世界の政治の歴史を学ぶことは、アメリカそのものが大西
洋から太平洋へと視点を変えつつある今、現代の国際社会を考
える視点を提供するものとなります。
　授業は、配布するプリントを中心に進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

欧米政治に関する基礎知識をもち、現代政治社会の諸問題の背
景を理解し、説明することができる。(知識・理解)

欧米の政治および政治制度の歴史的・社会的・思想的背景をふ
まえ、政治が目指すものを考えることができる。(技能)

欧米の歴史的・政治的・思想的背景をふまえ、現代的諸問題と
解決方法について考えることができる。(態度・志向性)

グローバル化する世界の状況に積極的に関心を持つことができ
るようになる。(態度・志向性)

◎－－－　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：
・欧米政治の歴史的・社会的・思想的背景についての基礎的知
識を身に付けている。
・現代の欧米政治の諸問題を歴史的文脈から構造的に理解し、
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あるいは小テスト
30％。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。配布資料を用います。

◎－－－　参考書　－－－◎

齊藤眞・古矢旬『アメリカ政治外交史』第2版、東京大学
出版会、2012年　ISBN 9784130322188
20世紀の歴史　上 (ちくま学芸文庫) 　ISBN 4480098666
20世紀の歴史 下 (ちくま学芸文庫)　ISBN 4480098674

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 冷戦後の時代（１）
3. 冷戦後の時代（２）
4. 冷戦後の時代（３）
5. 経済のグローバル化
6. アメリカの中のヨーロッパ
7. イギリス帝国とイギリス北米植民地（１）
8. イギリス帝国とイギリス北米植民地（２）
9. アメリカの独立と建国（１）
10. アメリカの独立と建国（２）
11. フランス革命と世界（１）
12. フランス革命と世界（２）
13. 19世紀ヨーロッパ世界（１）ナポレオン戦争
14. 19世紀ヨーロッパ世界（２）ウィーン体制
15. 19世紀ヨーロッパ世界（３）帝国主義
16. 19世紀ヨーロッパ世界（４）ナショナリズム
17. 19世紀ヨーロッパ世界（５）ドイツ、イタリア
18. 19世紀アメリカ（１）憲法制定
19. 19世紀アメリカ（２）連邦制
20. 19世紀アメリカ（３）アメリカの民主政治
21. 労働運動の政治化（１）社会民主主義
22. 労働運動の政治化（２）共産主義
23. 第一次世界大戦
24. 戦間期（１）戦後体制
25. 戦間期（２）世界恐慌
26. 戦間期（３）ファシズム
27. 第二次世界大戦
28. 冷戦（１）
29. 冷戦（２）
30. まとめ



2019-2010000474-01西洋政治史「16台以降」

櫛田　久代

◎法律:A-3,B-5,C-1,C-3

1.欧米政治に関する基礎知識をもち、現代政治社会の諸問題の背景を理解し、
説明することができる。　(A-3)

2.欧米の政治および政治制度の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、政治が
目指すものを考えることができる。　(B-5)

3.欧米の歴史的・政治的・思想的背景をふまえ、現代的諸問題と解決方法につ
いて考えることができる。　(C-1)

4.グローバル化する世界の状況に積極的に関心を持つことができるようにな
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:A-3,C-3

1.欧米政治に関する基礎知識をもち、現代政治社会の諸問題の背景を理解し、
説明することができる。　(A-3)

2.欧米の政治および政治制度の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、政治が
目指すものを考えることができる。

3.欧米の歴史的・政治的・思想的背景をふまえ、現代的諸問題と解決方法につ
いて考えることができる。

4.グローバル化する世界の状況に積極的に関心を持つことができるようにな
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。



2019-2010000412-01西洋法制史

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

野田　龍一

◎－－－　概要　－－－◎

　法学部に入学して民法を勉強しない人はいません。日本の民
法は、ローマ法以来2000年の伝統のうえに成り立っています。
民法の勉強が好きになるためには、ローマ法以来の西洋におけ
る法律の歴史（西洋法制史）が役立ちます。
　わが国では、最近、債権法および相続法の領域で、「平成の
大改正」がおこなわれました。この講義では、こうしたわが国
の現況をふまえて、一連の改正の意味を、西洋法伝統の観点か
ら学びます。
　この講義を受ければ、民法がおもしろくなります。ぜひ受講
してください。
　講義では、最初に、具体的な法律問題を考えます。ついで、
日本民法典の条文を確認します。さらに、その条文に関する学
説・判例をふまえます。最後に、当該条文の西洋法における歴
史を比較法史的方法で勉強します。最後に、その条文が、い
ま、なぜ、改正を必要とするのか、法のグローバル化の観点か
らすれば、改正民法をどう位置づけるべきか、について考えま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

西洋法の基本的な歴史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)

西洋法の伝統における公共性の歴史に関する素養を活用し、現
代社会における諸問題の解決策を提示できる。

西洋法制史をふまえて、あるべき法のあり方を提示することが
できる。(技能)

西洋法の伝統に関心を抱き、法のグローバル性およびローカル
性とに対応することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回の講義の最後に、次回の講義テーマを予告します。その
テーマについて、２時間かけて民法の勉強をしておいてくださ
い。
　毎回の講義にあって、西洋法の歴史の観点から、問題提起を
します。その問題を考えながら、２時間かけて必ず講義の復習
をしてください。
　理解できなかった場合には、質問するようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価基準：定期試験の答案を評価するさいには、①問題設定
の明確さ；②論述の正確さ；③論文構成の完成度；④自分の意
見の明快な提示を評価基準とします。
　評価方法：定期試験の答案のみで評価します。割合は、定期
試験の答案が100％となります。その他の評価方法はありませ
ん。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。毎回配布するプリントでもって
教材とします。

◎－－－　参考書　－－－◎

原田慶吉『日本民法典の史的素描』　ISBN
3032-740090-4226
原島重義『民法学における思想の問題』　ISBN
978-4-423-731147
有斐閣『ポケット六法平成31年版』　ISBN
978-4-641-00919-6
『六法全書』は、平成31年版であれば、『ポケット六法』
でなくてもかまいません。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本年度は、集中講義として、西村安博先生の日本法制史講
義およびわたくしのローマ法講義も開講されます。この西
洋法制史講義とあわせ、ぜひ受講してください。とくに、
日本法制史は面白いです。
『六法全書』を机上に置いて受講してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．権利能力・意思能力・行為能力
２．意思表示
３．代理
４．無効・取消
５．条件・期限・負担
６．消滅時効と除斥期間
７．履行請求
８．債務不履行による損害賠償請求
９．契約の解除
10.危険負担と保管責任
11.受領遅滞
12.債権者代位権
13.詐害行為取消権
14.保証債務
15.債権譲渡
16.損害賠償額の予定と裁判官の介入
17.弁済・債権の準占有者への弁済
18.相殺と相殺禁止
19.契約締結上の過失
20.契約の成立
21.契約の解釈と作成者不利の原則
22.不当条項規制
23.第三者のためにする契約
24.事情変更の法理・不安の抗弁
25.贈与の取消・撤回・解除
26.売買などにおける契約不適合
27.使用貸借・消費貸借・賃貸借・雇用・請負
28.委任と事務管理
29.寄託・商事寄託・組合・和解
30.相続法改正と西洋法伝統



2019-2010000412-01西洋法制史

野田　龍一

◎法律:A-4,B-5,C-3

1.西洋法の基本的な歴史概念について基本的な知識と理解を持っている。　
(A-4)

2.西洋法の伝統における公共性の歴史に関する素養を活用し、現代社会におけ
る諸問題の解決策を提示できる。

3.西洋法制史をふまえて、あるべき法のあり方を提示することができる。　
(B-5)

4.西洋法の伝統に関心を抱き、法のグローバル性およびローカル性とに対応す
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:A-4,B-3,C-3

1.西洋法の基本的な歴史概念について基本的な知識と理解を持っている。　
(A-4)

2.西洋法の伝統における公共性の歴史に関する素養を活用し、現代社会におけ
る諸問題の解決策を提示できる。　(B-3)

3.西洋法制史をふまえて、あるべき法のあり方を提示することができる。

4.西洋法の伝統に関心を抱き、法のグローバル性およびローカル性とに対応す
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。



2019-2010000319-01税法Ⅰ

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 金・２時限　　試験時間割：2019/07/24　１時限　　

芳賀　真一

◎－－－　概要　－－－◎

　みなさんは、税金について、どのようなことを知っています
か。どのような印象を持っていますか。
　日本には、何種類の税金があるのでしょうか。外国と比べ
て、日本の税金は高いのでしょうか。お金持ちはもっと税金を
払うべきでしょうか（それとも、所得税の半分を4%のお金持
ちが負担している現状は不公平でしょうか）。税金は本当に人
を幸せにしているのでしょうか（もし税金がなければ、私たち
はもっと幸せになれるのでしょうか）。新聞紙が大きすぎて読
めないのも税金のせいだというのは、本当でしょうか。誰が税
金を決めているのでしょうか。
　小学生も所得税を負担していることを知っていますか。103
万円の壁って本当にあるのでしょうか。ゴーン会長の報酬に
は、どのように課税されるのでしょうか。家族で営む事業から
の所得は、誰の所得になるでしょうか。仮装通貨で稼いだ利益
には、どのように課税されるのでしょうか。競馬で1億円儲け
た人に、なぜ6億円もの税金が課されそうになったのでしょう
か。離婚したシングルマザーより、未婚のシングルマザーのほ
うが税金が重いって本当でしょうか。100年以上前から所得税
よりも消費税のほうが経済学者に人気があるのは、なぜでしょ
うか。
　マイクロソフトが1990年ごろまで配当を行わなかったのは、
なぜでしょうか。業績の良い会社は、なぜ株式発行ではなく、
借金で資金調達しようとするのでしょうか。利益と所得の違い
は、どこにあるのでしょうか。大企業は、もっと税金を負担す
べきでしょうか（日本の会社の70%が赤字だというのは本当で
しょうか）。
　この講義では、「所得税法」を中心に、「租税法の基礎」と
「租税法の全体像」について学習します。より良い税制を作ろ
うとしてきた先人たちの努力と創意の積み重ねと、どうしても
解消できない税法の矛盾とを、一緒に見ていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

税法の基本的なしくみと考え方について、分かりやすく説明で
きる。(知識・理解)

税法の抱えている問題について、税法の基本的なしくみに結び
付けて、分かりやすく説明できる。(技能)

税法の抱えている問題について、税法の考え方に結び付けて、
自分の意見を述べることができる。(技能)

税法における問題について、主体的に考え、積極的に議論に参
加することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①予習については、毎回の講義時に指示します（資料に目を通
す、語句を調べるなど）。（1時間）
②復習については、レジュメとワークシートを見直して、テー
マについて自分の言葉で説明できるようにしてください。（1
時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①講義で提出するワークシート40%
②定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは指定しません。（講義で参考書を紹介します。
各自、自分にあったものを使ってください。）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

①　グループワークをします。リラックスして、楽しく、
粘り強く、取り組んでください。
②　前提知識は、不要です。一から勉強していくので、辛
抱強く取り組んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．　はじめに
（租税法の基礎）
２．　租税とは
３．　租税法とは
４．　租税法学とは
５．　租税法律主義
６．　租税公平主義
７．　租税法と私法
（所得税法）
８．　所得税のしくみ
９．　所得の意義
１０．事業所得・不動産所得
１１．利子所得・配当所得
１２．給与所得
１３．退職所得・山林所得
１４．譲渡所得
１５．一時所得・雑所得
１６．所得の年度帰属・所得の人的帰属
１７．所得控除と税額控除
１８．税率
１９．所得税と消費税の違い
（法人税法）
２０．法人税のしくみ
２１．法人税の目的
２２．法人税法と企業会計
２３．無償取引
２４．売上原価・減価償却費・資産の評価損
２５．役員給与・寄附金・交際費
（発展）
２６．事業体課税
２７．配当政策・資本構成
２８．金融所得課税
２９．租税回避
３０．まとめ



2019-2010000319-01税法Ⅰ

芳賀　真一

◎法律:A-2,B-2,B-4,C-1

1.税法の基本的なしくみと考え方について、分かりやすく説明できる。　(A-2)

2.税法の抱えている問題について、税法の基本的なしくみに結び付けて、分か
りやすく説明できる。　(B-2)

3.税法の抱えている問題について、税法の考え方に結び付けて、自分の意見を
述べることができる。　(B-4)

4.税法における問題について、主体的に考え、積極的に議論に参加することが
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-2,B-1,B-2,C-2

1.税法の基本的なしくみと考え方について、分かりやすく説明できる。　(A-2)

2.税法の抱えている問題について、税法の基本的なしくみに結び付けて、分か
りやすく説明できる。　(B-2)

3.税法の抱えている問題について、税法の考え方に結び付けて、自分の意見を
述べることができる。　(B-1)

4.税法における問題について、主体的に考え、積極的に議論に参加することが
できる。　(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。



2019-2010000445-01相続法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/27　５時限　　

道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は民法第五編「相続」を対象とする。人が死ぬとその
者が有していた権利・義務は、その法的主体を失うことにな
る。であれば、無主物になるのであろうか。そうはならない。
相続人がその権利義務を承継し、新たな所有者・権利者とな
る。この当たり前と思われる制度は決して当たり前なのではな
く、自明でもない。古墳時代には多くが副葬されたし、現行法
上も相続されない権利義務関係も少なくない。
　一方で、相続を取り巻く法意識は変わりつつあるようであ
る。多くの人が遺言を書き、遺産分割における紛争も増えてい
る。このところ、相続に関する重要な最高裁判決も散見され
る。中でも、非嫡出子の相続分に関する最高裁判決は、大法廷
を開いて、判例変更をするものであった。相続法の改正も意図
されているようである。「人生５０年」と言われた時代に作ら
れた法律は、老々介護がごく当たり前の世の中で、どのように
運用されるべきか、あるいは、変わるべきなのか、考えねばな
らないようである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

相続法の基本的な知識の習得 (知識・理解)

相続に関する判例等の資料を収集し、理解した上で、適切に説
明できる。(技能)

相続をめぐる実践的な知識の習得（遺言を書くことができる。
遺産分割のために必要な準備ができる）(技能)

家族間における財産関係をめぐる紛争・社会現象に対する理解
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講生は、テキストを精読の上、参考となる判例を読んでお
くことを勧める（60分）。また、テーマごとに小テストを実施
するので、復習は欠かせない（60分）。復習の方が効率がよい
ので、受講生諸君には、受講後にも資料や判例を読むなどの作
業を勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　筆記試験を基本に評価する。評価基準としては、講義内容の
知識の定着を確認し、事例問題において、学説・判例を踏まえ
た上で、知識を踏まえた論理的・実践的な思考・解釈をするこ
とができるかを問う予定である。
　小テストについては全体の20%を目処に、筆記試験を含めた
総合的な評価を考えている。

◎－－－　テキスト　－－－◎

高橋・床谷・棚村著「民法７　親族・相続」（第５判）有
斐閣2017年09月ISBN 978-4-641-22104-8
　六法は必ず携帯すること。（出版社はどこでもよい。ポ
ケット六法/デイリー六法のような携帯用のもので十分で
ある。）
 　なお、教科書について、既に持っているものがあれ
ば、新たに買うには及ばない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　相続法の講義は、財産法的要素が少なくない。物権法・
債権法を履修済みであるか、少なくとも履修中であること
が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　相続法概論
２　相続人　̶含む放棄と承認̶
３　相続欠格と相続人廃除
４　相続の開始と相続の回復
５　遺産の範囲
６　相続分　̶特別受益と寄与分̶
７　遺産の分割
８　財産分離と相続人の不存在
９　遺言とは何か　̶遺言の方式と死因贈与̶
１０　遺言の方式　̶普通方式の遺言̶
１１　遺言の方式　̶特別方式の遺言̶
１２　遺贈
１３　遺言の効力発生と遺言の撤回
１４　遺言の執行
１５　遺留分



2019-2010000445-01相続法

道山　治延

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.相続法の基本的な知識の習得 　(A-1)

2.相続に関する判例等の資料を収集し、理解した上で、適切に説明できる。　
(B-1)

3.相続をめぐる実践的な知識の習得（遺言を書くことができる。遺産分割のた
めに必要な準備ができる）　(B-2)

4.家族間における財産関係をめぐる紛争・社会現象に対する理解　(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-1,B-1

1.相続法の基本的な知識の習得 　(A-1)

2.相続に関する判例等の資料を収集し、理解した上で、適切に説明できる。　
(B-1)

3.相続をめぐる実践的な知識の習得（遺言を書くことができる。遺産分割のた
めに必要な準備ができる）　(B-1)

4.家族間における財産関係をめぐる紛争・社会現象に対する理解

◎　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。



2019-2010000328-01卒業論文

 期別：集中通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

　「卒業論文」は、４年次に通年科目として専門教育科目の
「選択科目」に設置されている。全ての学生が作成するもので
はなく、作成を希望する者のみが指導教員の下で、指導を受け
ながら４月から１１月にかけて論文を作成する。論文を提出
後、行われる口頭試問を含めて成績評価される。作成した論文
について合格の基準を満たした者のみが単位として認められ
る。
　申込前に指導を希望する教員（指導教員：法学部専任教員に
限る）を決定し、その教員の許可を得た場合に限り、申込書を
提出し「卒業論文」を科目登録することができる。

◎－－－　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)

法学的・政治学的角度から、具体的な問題について社会的・思
想的背景をふまえ適正な解決方法を提示できる。(技能)

法学的・政治学的観点から、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)　－－－◎

　指導教員の指導に従う（60時間)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　単位認定は、卒業論文と指導教員を含む２名の審査員による
口頭試問で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　※「卒業論文」は、大学所定の様式（Ａ４判400字詰原
稿用紙50枚以上。なお、ワープロによる原稿の場合はＡ４
判１枚1,000字20枚以上。）に従い、所定の期日に提出し
なければならない。
　※「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」「演習Ⅱa」「演習Ⅱb」「演習
Ⅲ」のいずれを履修しなくとも、「卒業論文」を履修する
ことができる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

2019年3月15日(金)～29日(金)
　『卒業論文履修届』法学部事務室窓口提出

※『卒業論文履修届』提出後、「Web履修申請」の集中講
義欄に科目登録されているか確認すること。

2019年4月～11月
　　論文作成

2019年11月11日(月)～11月15日(金)（予定）
　　論文提出

2019年12月中旬
　　口頭試問



2019-2010000328-01卒業論文

小野寺　一浩

◎法律:A-4,B-5,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.法学的・政治学的角度から、具体的な問題について社会的・思想的背景をふ
まえ適正な解決方法を提示できる。　(B-5)

3.法学的・政治学的観点から、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.法学的・政治学的角度から、具体的な問題について社会的・思想的背景をふ
まえ適正な解決方法を提示できる。

3.法学的・政治学的観点から、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。



2019-2010000452-01大学院連携特別演習Ⅰ

 期別：集中通年　　単位数：4　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、4年次の大学院進学希望者を中心により深く学
びたい学生が、大学院法学研究科の講義科目に参加すること
で、１年間、基礎を磨き、さらに特定の問題を詳細に検討する
ことで、自己の意見を的確に他人に伝える術を身につけること
になります。したがって、生半可の態度でこの授業に参加する
ことはできません。履修にあたり、次のような条件がありま
す。

・当該年度に卒業見込がある学生であること。
・大学院の担当教員の許可を条件とすること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　｢大学院連携特別演習Ⅰ」は、大学院の公法専攻博士課程前
期の主要講義科目との合併になります。(詳細については、別
冊「講義要目及び募集要項」を参照）
　もちろん、大学院の授業を受けるという強い意思があること
が必要ですが、たとえ履修をしていても、大学院の授業につい
ていくことができない場合には、受講をやめていただくことが
ありますので、この点に気をつけて履修してください。

◎－－－　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)

法学的角度から特定の問題について適正な法と政治のあり方を
提示することができる。(技能)

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)　－－－◎

・今まで学んだことを再度復習する(60分)。
・問題については報告担当か否かにかかわらず、授業を理解す
るために必要な書籍・論文・判例を読む（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験を実施しないので、到達目標との関係で、授業におけ
る、準備、報告および質疑応答等で評価する。評価は、準備、
報告、発言（質問・応答）、レポート等が、的確になされてい
るか否かを基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　

◎－－－　授業計画　－－－◎

　添付にて大学院連携特別演習Ⅱに該当する大学院講義科
目及び講義内容一覧表を掲載します。詳細については、別
冊「講義要目及び募集要項」を参照してください。



2019-2010000452-01大学院連携特別演習Ⅰ

小野寺　一浩

◎法律:A-4,B-5,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.法学的角度から特定の問題について適正な法と政治のあり方を提示すること
ができる。　(B-5)

3.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.法学的角度から特定の問題について適正な法と政治のあり方を提示すること
ができる。

3.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。



2019-2010000453-01大学院連携特別演習Ⅱ

 期別：集中通年　　単位数：4　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

小野寺　一浩

◎－－－　概要　－－－◎

　この演習は、4年次の大学院進学希望者を中心により深く学
びたい学生が、大学院法学研究科の講義科目に参加すること
で、１年間、基礎を磨き、さらに特定の問題を詳細に検討する
ことで、自己の意見を的確に他人に伝える術を身につけること
になります。したがって、生半可の態度でこの授業に参加する
ことはできません。履修にあたり、次のような条件がありま
す。

・当該年度に卒業見込がある学生であること。
・大学院の担当教員の許可を条件とすること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　｢大学院連携特別演習Ⅱ」は、大学院の民刑法専攻博士課程
前期の主要講義科目との合併になります。(詳細については、
別冊「講義要目及び募集要項」を参照）
　もちろん、大学院の授業を受けるという強い意思があること
が必要ですが、たとえ履修をしていても、大学院の授業につい
ていくことができない場合には、受講をやめていただくことが
ありますので、この点に気をつけて履修してください。

◎－－－　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)

法学的角度から、特定の問題について、適正な法と政治のあり
方を提示することができる。(技能)

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)　－－－◎

・今まで学んだことを再度復習する(60分)
・問題については報告担当か否かにかかわらず、授業を理解す
るために必要な書籍・論文・判例を読む（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験を実施しないので、到達目標との関係で、授業におけ
る、準備、報告および質疑応答等で評価する。評価は、準備、
報告、発言（質問・応答）、レポート等が、的確になされてい
るか否かを基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　添付にて大学院連携特別演習Ⅱに該当する大学院講義科
目及び講義内容一覧表を掲載します。詳細については、別
冊「講義要目及び募集要項」を参照してください。



2019-2010000453-01大学院連携特別演習Ⅱ

小野寺　一浩

◎法律:A-4,B-5,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.法学的角度から、特定の問題について、適正な法と政治のあり方を提示する
ことができる。　(B-5)

3.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.法学的角度から、特定の問題について、適正な法と政治のあり方を提示する
ことができる。

3.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。



2019-2010000252-01知的財産法

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限, 火・３時限　　試験時間割：2019/07/31　６時限　　

谷川　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

　発明や著作物（映画、漫画、音楽、ゲーム等のコンテン
ツ）、商標（ブランド）、営業秘密などの物理的実体のない情
報について財産的価値を承認し、その保護と利用について定め
ている諸法を総称して「知的財産法」と呼ぶ。この講義では知
的財産法に含まれる諸法（特許法、著作権法、商標法、不正競
争防止法など）を概説することで、受講生が知的財産法制度の
全体像を身につけることを目標とする。（なお、知的財産法の
国際的側面に関しては、後期開講の「国際知的財産法」という
科目で扱うので、この講義では扱わない。）
　知的財産法の中でも、ニュース等で身近な話題でありながら
特に現代的課題を多く抱えているのが著作権法である。そのた
め、講義の半分程度を著作権法の概説に充てる。
　著作権法が終わったところで1回、特許法が終わったところ
で1回の、合計2回、授業内テストを行う。（この点で去年とは
大幅に変わっているので注意せよ。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

知的財産法制度の存在意義について説明できる(知識・理解)

特許請求の範囲の文言解釈の手法を理解している(技能)

類似する二つの作品が著作権侵害になるかどうかの判断ができ
る(技能)

現代社会において知的財産法制度が抱える問題を把握できる
(技能)

現代社会において知的財産法制度が抱える問題を解決しようと
する姿勢を持つ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定テキストの予定個所に目を通して予習を行い、授業終了後
には復習をすること。
　その際、指定テキストの随所に「確認問題」「応用問題」が
付されているので、これらについて自分なりに考えてみるこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

知的財産法制度の基本的な内容について、具体的な問題に直面
した際にその解決の指針を得られる程度の理解が身に付いたか
どうかを、2回の授業内テスト（各20％）および定期試験の結
果（60％）に基づいて判定する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

茶園成樹編著『知的財産法入門　第2版』（有斐閣、2017
年） 2,600円＋税 ISBN 978-4-641-14498-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最新版の六法を持参すること。小型の六法では意匠法、商
標法、不正競争防止法は省略されていることが多いので、
そのような六法を常用する場合には、別途不足する法令を
各自、電子媒体の持込みや印刷等の方法で用意する必要が
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　知的財産法総論
2　著作権法①（総論）
3・4　著作権法②（著作物性、二次的著作物）
5・6　著作権法③（著作者・職務著作）
7・8　著作権法④（著作権の内容―類似性）
9・10　著作権法⑤（著作権の内容―支分権該当行為）
11・12　著作権法⑥（著作権の制限）
13　著作権法⑦（保護期間・権利侵害）
14　著作権法⑧（著作者人格権）
15　授業内テストその1（著作権法）
16　著作権法まとめ
17　特許法①（総論）
18・19　特許法②（発明該当性・特許要件）
20・21　特許法③（発明者・冒認出願・職務発明）
22・23　特許法④（出願手続・権利の活用）
24　特許法⑤（権利侵害）
25　授業内テストその2（特許法）
26　特許法まとめ・意匠法
27・28　商標法
29・30　不正競争防止法

講義の進行の程度によって、順序が変更し、また一つの
テーマが複数回にわたる場合がある。授業内テストの実施
日も、講義の進行の程度に応じて変わりうるので注意する
こと。



2019-2010000252-01知的財産法

谷川　和幸

◎法律:A-1,B-1,B-2,B-4,C-1

1.知的財産法制度の存在意義について説明できる　(A-1)

2.特許請求の範囲の文言解釈の手法を理解している　(B-1)

3.類似する二つの作品が著作権侵害になるかどうかの判断ができる　(B-2)

4.現代社会において知的財産法制度が抱える問題を把握できる　(B-4)

5.現代社会において知的財産法制度が抱える問題を解決しようとする姿勢を持
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-1,B-1,B-2,C-2

1.知的財産法制度の存在意義について説明できる　(A-1)

2.特許請求の範囲の文言解釈の手法を理解している　(B-1)

3.類似する二つの作品が著作権侵害になるかどうかの判断ができる　(B-2)

4.現代社会において知的財産法制度が抱える問題を把握できる

5.現代社会において知的財産法制度が抱える問題を解決しようとする姿勢を持
つ　(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。



2019-2020000365-01中小企業と法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/25　５時限　　

李　黎明

◎－－－　概要　－－－◎

　大企業と中小企業とは、様々な違いがあるし、直面している
問題も異なるため、政策面においても、法制度においても、
別々に考える必要があるわけである。

　本講義においては、グローバル経済における中小企業の法実
務を踏まえ、中小企業促進法制と組織法制の活用を検討する。
つまりビジネス実務から考える中小企業と法である。更に、中
小企業特有の問題（中小企業の事業承継等）についても特講す
る。

　本講義の目的は、企業法務に関する専門知識の獲得のみでな
く、中小企業を認識することによって、自分の適格性や今後の
進路等を正確に判断することも狙いの一つである。

　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　中小企業に関する経営法的知識の習得と国際ビジネスに必要
な実戦力の向上(知識・理解)

　中小企業設立の手順や法的な手続きについてよくわかる。
(技能)

　中小企業と大企業との違いを理解し、自分の適格性もわか
る。(態度・志向性)

　経営法的知識やビジネスの実践力を身に付ける。(知識・理
解)

　法学とビジネスの関係を理解し、遵法意識が定着する。(態
度・志向性)

　海外進出中小企業の法務について、その実戦力を身に付け
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　　
　予習として、講義内容を記載するレジュメを読む必要があ
る。
　復習として、指定される宿題を完成し、提出する必要があ
る。
　予習・復習については、各60分ほどの勉強が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験により評価する。
　評価のポイント～講義に対する理解力、関連情報の把握力、
独自の思考力及び論理的表現力。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　毎回講義の内容をまとめたレジュメと関連の資料を配布
する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　　講義中その都度紹介または配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　双方向の教学を実現するために、時々意見交換や質疑応
答を行う。

　授業中私語厳禁

◎－－－　授業計画　－－－◎

総論
１、講義内容と進め方についての説明
２、中小企業の意義と現実
３、中小企業政策の史的展開と国際的比較
４、中小企業法制の整備と国際的比較
５、中小企業促進法制概説
６、中小企業組織法制概説
各論
７、中小企業の組織形態
８、中小企業の設立と法
９、中小企業の経営と法
10、中小企業の雇用と法
11、中小企業の紛争管理と法
12、中小企業の海外進出と法
13、中小企業における法実務のまとめ
14、中小企業の課題
15、総括



2019-2020000365-01中小企業と法

李　黎明

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.　中小企業設立の手順や法的な手続きについてよくわかる。　(B-1)

2.　中小企業に関する経営法的知識の習得と国際ビジネスに必要な実戦力の向
上　(A-1)

3.　中小企業と大企業との違いを理解し、自分の適格性もわかる。　(C-1)

4.　経営法的知識やビジネスの実践力を身に付ける。　(A-2)

5.　法学とビジネスの関係を理解し、遵法意識が定着する。　(C-2)

6.　海外進出中小企業の法務について、その実戦力を身に付ける。　(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。

◎法律:A-4

1.　中小企業設立の手順や法的な手続きについてよくわかる。

2.　中小企業に関する経営法的知識の習得と国際ビジネスに必要な実戦力の向
上

3.　中小企業と大企業との違いを理解し、自分の適格性もわかる。

4.　経営法的知識やビジネスの実践力を身に付ける。　(A-4)

5.　法学とビジネスの関係を理解し、遵法意識が定着する。

6.　海外進出中小企業の法務について、その実戦力を身に付ける。

◎　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。



2019-2010000416-01倒産処理法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　２時限　　

安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、民事手続法のなかの倒産処理法（破産法、民事再
生法、会社更生法）を扱うものである。皆さんは、「倒産」と
聞いてどのようなイメージを持つだろうか。おそらく、多くの
人が、「人生の終わり」「不幸の始まり」といったネガティブ
なイメージを持つだろう。資本主義社会においては、市場原理
に基づく自由競争の末に「勝ち負け」が存在するのだから、経
営破綻する企業や、借金を背負い過ぎて自己破産する個人が出
てくるのは、ある意味自然な現象である。
　しかし、借金が返せなくなった企業や個人を放置しては、債
権者も困るし、破産した当事者も窮地に追い込まれることにな
る。そこで、倒産処理法を駆使することによって、債権者に平
等な分配を図り、破産者を法的に保護することが必要となるの
である。
　本講義では、以上のような倒産処理手続について、近時の判
例・学説、および法改正の動向もまじえながら概説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

倒産処理法についての知識を深め、倒産制度の意義と機能を理
解する。(知識・理解)

倒産処理の実務について具体的に説明できるようになる。(技
能)

倒産処理法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、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。(技能)

倒産処理法の観点から、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)

倒産処理法の知識を活かし、企業活動や地域社会に貢献しよう
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)　－－－◎

事前学習として、民法の知識を深めておくことが必要である
（予習60分）。
事後学習として、各自参考書等でその回の講義内容について復
習しておくことが必要である（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する。試験では、問題を理解し的確に解
答を述べているか否かを評価基準とする。
試験範囲は授業で扱ったところ全部である。なお、持ち込みは
禁止。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義は、配布するレジュメに沿って行うが、自習用テキス
トして、徳田和幸『プレップ破産法［第６版］』（弘文
堂、2015年）（ISBN 978-4-335-31322-6）をおすすめす
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤眞『破産法・民事再生法[第3版]』（有斐閣、2014年）
ISBN 978-4-641-13673-1
中島弘雅・佐藤鉄男『現代倒産手続法』（有斐閣、2013
年）
ISBN 978-4-641-12482-0
藤田広美『破産・再生』（弘文堂、2012年）
ISBN 978-4-335-35527-1
　その他、最新の参考書が出版されていれば、講義の際に
紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の際、最新版の六法を持参すること(携帯用六法で
よい)。
　倒産処理法は手続法のなかでも発展科目であり難解なの
で、理解するためには民法と民事訴訟法の知識が必要不可
欠である。そのため、少なくとも「民法入門」、「民法総
則」及び「民事訴訟法」の単位を修得済みであることを前
提とする。上記の科目の単位を修得していない者の履修は
おすすめできない。
　本気で勉強しなければ単位取得は困難であるから、真に
学ぶ気のある者のみ登録すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　倒産処理法の世界への招待
2　倒産処理制度の概観
3　破産手続の開始
4　破産手続の機関
5　破産債権
6　相殺権
7　別除権
8　否認権
9　破産財団の形成
10　破産手続の終了
11　消費者の倒産
12　倒産犯罪
13　民事再生法
14　会社更生法
15　総括



2019-2010000416-01倒産処理法

安井　英俊

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1,C-2

1.倒産処理法についての知識を深め、倒産制度の意義と機能を理解する。　
(A-1)

2.倒産処理の実務について具体的に説明できるようになる。　(B-1)

3.倒産処理法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、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-2)

4.倒産処理法の観点から、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)

5.倒産処理法の知識を活かし、企業活動や地域社会に貢献しようとする姿勢を
持っている。　(C-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,B-1,B-2,C-1,C-2

1.倒産処理法についての知識を深め、倒産制度の意義と機能を理解する。　
(A-1)

2.倒産処理の実務について具体的に説明できるようになる。　(B-1)

3.倒産処理法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、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-2)

4.倒産処理法の観点から、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)

5.倒産処理法の知識を活かし、企業活動や地域社会に貢献しようとする姿勢を
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。



2019-2010000459-01ドイツ法「13台以降」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　５時限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

ドイツの法・政治制度を概括的に取り上げる。近代法の一類型
を代表するもの、また、明治日本の諸制度の原型という一般的
視点を超えて、２１世紀の今なぜドイツなのかという視点も重
視したい。過去に向かっては、ドイツ法の歴史的変遷を概観
し、近代への転換期のヨーロッパの中で近隣諸国と対照しつ
つ、ドイツの近代法体系が誕生する過程を、思想・理論・制度
などの面から振り返る。近代以降は、激動の歴史の中で、二度
の世界大戦を経て、憲法秩序および民主主義制度が経験した挫
折を踏まえて再興された、戦後西ドイツの法・政治制度を中心
に取り上げる。更に未来に向かっては、分断国家を経て、ベル
リンの壁崩壊後に再統一を果たすと同時に、ＥＵという大きな
枠組みの中の中核的存在へと転換しつつあるドイツを軸に、ア
メリカやヨーロッパで続く激変で顕わになった２１世紀が直面
する人類史的な新たな課題の中で、ドイツ法の変遷と新たな議
論状況を紹介する。明治維新１５０年余および戦後７０年余を
経た今、日本が、そして、アジアが未だに課題としている問題
圏も浮き彫りにしたい。とりわけ、「憲法クーデター」下に
陥っている日本の状況は、ナチスの失敗を想起させるものであ
り、憲法・民主主義の原理的再検討と併行しつつドイツの歩み
を辿る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　ドイツの歴史的歩みが提示している視点を読み取る中で、２
１世紀の人類社会の課題に立ち向かう理論的視座を獲得する。
(知識・理解)

　人類史的な普遍的視座を踏まえて、私たちの足元にある喫緊
の課題に立ち向かう主体的資質を涵養する。(態度・志向性)

　日本の近代法制度の範となったドイツでの歴史的転換と対比
しつつ、日本の現行法制度も課題を理解する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

補助教材を適宜指定したり印刷資料を配付する予定であり、関
連する時事情報やインターネット上の情報とも併せて、それぞ
れ確実に取り組んでおくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験により判定する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

教科書は使わないが、参考文献や関連資料などは講義の中
で適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の中では映像素材などを用いたり、印刷資料などを配
布するとともに、授業時間外でも、インターネット上の情
報など多様な素材に積極的に取り組んでもらいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

ドイツの法・政治制度に関連する基本的な論点を歴史的な
流れに沿って挙げておくが、順序や論点などを変更するこ
ともある。
１　ドイツとドイツ法をどのように問題とするか
２　ドイツ法の源流
３　ローマ法経受とローマ法学
４　近代法学の誕生
５　法実証主義の展開と批判
６　ワイマール体制
７　ナチス支配
８　東西分断と戦後体制
９　戦後の法理論・論争
10　ベルリンの壁崩壊とドイツ再統一
11　憲法をめぐる論争と基本法改正①
12　憲法をめぐる論争と基本法改正②
13　ＥＵとドイツ
14　２１世紀の憲法論争
15　憲法秩序の未来



2019-2010000459-01ドイツ法「13台以降」

岩倉　正博

◎法律:A-4,C-3

1.　ドイツの歴史的歩みが提示している視点を読み取る中で、２１世紀の人類
社会の課題に立ち向かう理論的視座を獲得する。　(A-4)

2.　人類史的な普遍的視座を踏まえて、私たちの足元にある喫緊の課題に立ち
向かう主体的資質を涵養する。　(C-3)

3.　日本の近代法制度の範となったドイツでの歴史的転換と対比しつつ、日本
の現行法制度も課題を理解する。　(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:A-3,B-3,C-3

1.　ドイツの歴史的歩みが提示している視点を読み取る中で、２１世紀の人類
社会の課題に立ち向かう理論的視座を獲得する。　(A-3)

2.　人類史的な普遍的視座を踏まえて、私たちの足元にある喫緊の課題に立ち
向かう主体的資質を涵養する。　(C-3)

3.　日本の近代法制度の範となったドイツでの歴史的転換と対比しつつ、日本
の現行法制度も課題を理解する。　(B-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。



2019-2010000402-01ドイツ法セミナーⅠ

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　ドイツは、ベルリンの壁崩壊から30年を経た。第一次大戦の
敗北、ワイマール共和制、ナチスという人類史的犯罪と第二次
大戦の敗北、冷戦下の東西分断国家、ベルリンの壁崩壊から再
統一、EU 拡大発展の中核的担い手へと、過去１世紀のドイツ
は激動の歴史を体験し、人類史上の功罪を含めて現代世界で独
自の位置を占めている。かつて日本が範として明治国家を建設
し、同盟を結んだ第二次大戦では敗北し戦後はともに経済復興
を遂げたが、戦争責任や歴史認識をめぐる基本姿勢をはじめと
して、両者の実態は大きく異なっている。そのようなドイツと
いうフィルターないし鏡を用いて、21世紀の人類世界の展望、
そして、アジアの中の日本の課題を探る。最近の現実に鑑み、
今年度は、「憲法」を中心に近現代のドイツを取り上げる。
　「憲法クーデター」によって憲法が脳死状態に陥っており世
界標準では紛うことなき「極右」政権下の日本の現実は、かつ
てナチスが辿った道でもある。21世紀の私たちの足下でなぜこ
のような事態が出現してしまったのかを、社会科学はどのよう
に診断し治療の指針を提示することができるのか。これはま
た、改憲であれ護憲であれ、憲法を巡る混乱とも表裏一体であ
る。こうした課題は、グローバル化の中で顕在化した諸課題を
理解するための世界認識・歴史認識とも関連している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

そもそも「憲法」とは何であるかを、かつて明治国家が範とし
たドイツの激動の歴史の中で再確認するとともに、他方では、
21世紀に憲法が直面している状況を理解できる。(知識・理解)

人間科学・社会科学の新たな動向を理解でき、そうした知的領
域への導入となる知識を身につけることができる。(態度・志
向性)

　日本や世界で暴走しているナショナリズムについて理論的な
理解を深め、健全な解決策を模索する基礎的力を獲得する。
(態度・志向性)

　明治維新１５０年余を経た日本が、近代法制度の範としたド
イツのその後の歴史的転換と対比することで、どのような課題
を抱えているかを理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配付資料は読み込んで授業に臨んでもらいたい。また、現代世
界のさまざまな出来事に広く関心を持ち、普段から関連情報に
アクセスしてもらいたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポートで授業内容の理解度を判定評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用せず、関連する資料を適宜配布して進め
る。
入門的もしくは一般的な参考文献は、講義の中で紹介する
予定であり、それぞれの関心に応じて目を通してもらいた
い。なお、授業と併行して目を通してもらいたいものを最
小限指定することがある。
一般メディアやインターネットなどの情報も、指示された
ものはそれぞれ確認してもらいたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～30 ・ドイツの現状と世界
 　　　・ドイツの法・政治制度
 　　　・ドイツの歴史とヨーロッパ
 　　　・ドイツと日本
 　　　・21世紀の世界の中で



2019-2010000402-01ドイツ法セミナーⅠ

岩倉　正博

◎法律:A-4,C-3

1.そもそも「憲法」とは何であるかを、かつて明治国家が範としたドイツの激
動の歴史の中で再確認するとともに、他方では、21世紀に憲法が直面している
状況を理解できる。　(A-4)

2.人間科学・社会科学の新たな動向を理解でき、そうした知的領域への導入と
なる知識を身につけることができる。　(C-3)

3.　日本や世界で暴走しているナショナリズムについて理論的な理解を深め、
健全な解決策を模索する基礎的力を獲得する。　(C-3)

4.　明治維新１５０年余を経た日本が、近代法制度の範としたドイツのその後
の歴史的転換と対比することで、どのような課題を抱えているかを理解する。
　(A-4)

◎　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.そもそも「憲法」とは何であるかを、かつて明治国家が範としたドイツの激
動の歴史の中で再確認するとともに、他方では、21世紀に憲法が直面している
状況を理解できる。　(A-4)

2.人間科学・社会科学の新たな動向を理解でき、そうした知的領域への導入と
なる知識を身につけることができる。　(C-3)

3.　日本や世界で暴走しているナショナリズムについて理論的な理解を深め、
健全な解決策を模索する基礎的力を獲得する。　(B-3)

4.　明治維新１５０年余を経た日本が、近代法制度の範としたドイツのその後
の歴史的転換と対比することで、どのような課題を抱えているかを理解する。
　(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。



2019-2010000234-01比較憲法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

武居　一正

◎－－－　概要　－－－◎

　世界史の流れの中で、時代を画する代表的憲法を比較するこ
とで、その背景の政治状況にも着目しながら、「憲法」がどの
ように発展してきたのかについて学びます。
　各国それぞれに、国をどのように治めるかについての工夫、
つまり、どのように統治者をコントロールし、どのように被統
治者の基本的自由を守るのかについての模索があった。その足
跡を辿りつつ、現在の到達点を確認し、今後の憲法学の課題を
探りたい。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

憲法学の基本問題について広く歴史的視野で理解する。(知
識・理解)

諸外国の統治制度について理解する。(知識・理解)

諸外国の主な憲法判例について理解する(技能)

諸外国の統治システムの問題点を把握し、解決策について考え
る。(技能)

統治に関わる基本的政治思想について理解する。(技能)

民主主義の意義を理解し、グローバル化する世界におけるより
良い統治制度について考える。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習は、前回のノートを見直してくること。１時間程度。
　復習は、毎回いくつかの基本的な原則などを学びますから、
ノートを必ずその日の内に見直してポイントを押さえて下さ
い。30分～１時間程度。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験によって評価する。講義中の質問や発言などは、そ
の内容に応じて平常点として加点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　教科書　指定しない。毎回パワーポイントを使って大事
なところはスクリーンに映しますから、それを写真に収め
るなどして下さい。講義プリントの配布はしません。
参考書　図書館に行けば「比較憲法」や「比較政治制度」
のキーワードで何冊も見付けることができます。詳しいも
のとして、樋口陽一『比較憲法』青林書院新社、最近のも
のとして辻村みよ子『比較憲法』岩波書店があります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　この講義を理解するためには、西洋史の知識が必要で
す。特に、英国、米国、ドイツなど他国に多大な影響を与
えたり、独自性のある制度を持つ国々の歴史を高校の教科
書で復習してきて下さい。教科書を指定しませんから、こ
の作業は前提の知識を身に付ける上で必須です。これがこ
の講義を受けるための「予習」にもなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

０１～０２．憲法とは何か？
　国家の存在、単一国・連邦国
　統治者と被統治者の関係を規律するもの
０３～０６．１８世紀末　近代市民革命　米国憲法（最初
の成文憲法）　民主主義、連邦制、大統領制
０７～１０．１９世紀　議会制の時代　英国憲法（不文憲
法）
　権力分立、議院内閣制
１１～１４．２０世紀　ファシズムを乗り越えて　ドイツ
憲法
　合理化された議会制、違憲審査制
１５．まとめ　憲法学の課題　



2019-2010000234-01比較憲法

武居　一正

◎法律:A-1,A-2,B-1,B-3,B-5,C-3

1.憲法学の基本問題について広く歴史的視野で理解する。　(A-1)

2.諸外国の統治制度について理解する。　(A-2)

3.諸外国の主な憲法判例について理解する　(B-1)

4.諸外国の統治システムの問題点を把握し、解決策について考える。　(B-3)

5.統治に関わる基本的政治思想について理解する。　(B-5)

6.民主主義の意義を理解し、グローバル化する世界におけるより良い統治制度
について考える。　(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:A-3,A-4,B-3,C-3

1.憲法学の基本問題について広く歴史的視野で理解する。　(A-3)

2.諸外国の統治制度について理解する。　(A-4)

3.諸外国の主な憲法判例について理解する

4.諸外国の統治システムの問題点を把握し、解決策について考える。　(B-3)

5.統治に関わる基本的政治思想について理解する。

6.民主主義の意義を理解し、グローバル化する世界におけるより良い統治制度
について考える。　(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。



2019-2010000447-01不動産登記法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/29　４時限　　

伊藤　和枝

◎－－－　概要　－－－◎

　司法書士としての２０年以上の実務経験を活かしながら、現在も
日々不動産登記業務に従事している者として、実際に携わった不動
産登記手続き等を参考資料等（登記簿等）とともに、不動産登記制
度の必要性、活用法及び現状について講義する。
　不動産登記制度は、明治19年（西暦１８８６年）の「登記法」
（法律第１号）の制定により始まった。その後、「不動産登記法」
が制定され、制定後、50回余の改正がなされた。
　そして、平成16年法律第123号で、「不動産登記の正確性を確保
しつつ、国民の利便性の一層の向上をはかり、不動産登記制度を高
度情報化社会にふさわしい制度にする」ということで、不動産登記
法の全面的改正（法文の現代語化とともに登記記録のコンピュータ
化、インターネットを活用した登記申請、登記簿の交付申請など）
が実現した。
　授業では、不動産登記法の概略を、実在する土地や建物またはマ
ンションの登記簿（登記事項証明書）を見ながら説明する。前半
は、登記制度についての理論編（登記制度の目的や登記の効力）で
ある。後半は、社会人として必要となってくる実務編、例えば、相
続手続（相続登記）、マイホームの購入（売買による所有権移転）
や、その際の住宅ローンの手続（抵当権の登記）等について、実際
に登記業務を行っている司法書士の経験を活かしながら講義する。
また、一戸建の建物とマンションの登記簿（登記事項証明書）の違
いや登記簿の見方についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、基本的
な知識を身につけられ、登記事項証明書が読み取れる。(知識・理
解)

実在する土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書につい
て、読み解き、自己の意見を述べることができる。(技能)

法務局（登記所）に行き、実家の土地や建物若しくはマンションの
登記事項証明書を請求することができる。(技能)

不動産登記法の知識を生かせる不動産会社(売買）、ハウスメー
カー（新築）、建設会社（請負）、金融機関(住宅融資）の業務に
興味、関心を持ち、これらの企業の今抱えている問題点についても
考えるようになる。(態度・志向性)

不動産登記制度についての目的やその登記の効力に関する基礎的な
知識を身につけ、不動産取引の仕組みについて理解し、説明するこ
とができる。

不動産登記制度について、その正確性及び一般国民の利便性につい
てどのように向上させてきたのか、また、現在の高度情報化社会に
対応してきたのかを深く考えるようになる

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回授業内容を復習し専門用語の意味を理解しておくこと、及
び、次回の授業範囲を予習しておくこと（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　不動産登記法が必要となった歴史的生成過程からコンピューター
化された現代の不動産登記法の効力と活用方法についての理解がで
きているかを成績評価の基準とする。
　原則として、定期試験及び平常点で評価する。講義の進行によっ
ては小テストを課す場合があるが、この場合は、定期試験約８
０％、平常点もしくは小テスト等約２０％を目安として、総合的に
評価する。
　定期試験は、「問題および解答用紙」は１枚となる予定。

◎－－－　テキスト　－－－◎

集中講義　不動産登記法「第３版」　齋藤隆夫（著）成文
堂（定価　3,500円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

清水　響（編著）「一問一答新不動産登記法」（株式会社
商事法務）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　条文を確認しながら授業を進めるので、六法は必ず持参
すること。六法は「詳細登記六法［平成３１年版］」（株
式会社きんざい）が最適であるが、他の六法でもよい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　不動産に関する物権変動と公示
２　わが国の不動産登記制度
３　公示制度
４　不動産登記の基本的な仕組み
５　登記の効力
６　登記できる不動産
７　登記できる権利とその変動
８　登記の申請
９　登記所とその設備
10　登記の受付と申請情報の審査及び実行
11　登記申請の方法
12　所有権に関する登記
13　買戻権に関する登記
14　仮登記
15　区分建物（マンション）の権利に関する登記
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伊藤　和枝

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、基本的な知識を
身につけられ、登記事項証明書が読み取れる。　(A-1)

2.実在する土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、読み解
き、自己の意見を述べることができる。　(B-1)

3.法務局（登記所）に行き、実家の土地や建物若しくはマンションの登記事項
証明書を請求することができる。　(B-2)

4.不動産登記法の知識を生かせる不動産会社(売買）、ハウスメーカー（新
築）、建設会社（請負）、金融機関(住宅融資）の業務に興味、関心を持ち、
これらの企業の今抱えている問題点についても考えるようになる。　(C-1)

5.不動産登記制度についての目的やその登記の効力に関する基礎的な知識を身
につけ、不動産取引の仕組みについて理解し、説明することができる。

6.不動産登記制度について、その正確性及び一般国民の利便性についてどのよ
うに向上させてきたのか、また、現在の高度情報化社会に対応してきたのかを
深く考えるようになる

◎　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-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、基本的な知識を
身につけられ、登記事項証明書が読み取れる。　(A-1)

2.実在する土地や建物若しくはマンションの登記事項証明書について、読み解
き、自己の意見を述べることができる。　(B-1)

3.法務局（登記所）に行き、実家の土地や建物若しくはマンションの登記事項
証明書を請求することができる。　(B-2)

4.不動産登記法の知識を生かせる不動産会社(売買）、ハウスメーカー（新
築）、建設会社（請負）、金融機関(住宅融資）の業務に興味、関心を持ち、
これらの企業の今抱えている問題点についても考えるようになる。　(C-1)

5.不動産登記制度についての目的やその登記の効力に関する基礎的な知識を身
につけ、不動産取引の仕組みについて理解し、説明することができる。　(A-2)

6.不動産登記制度について、その正確性及び一般国民の利便性についてどのよ
うに向上させてきたのか、また、現在の高度情報化社会に対応してきたのかを
深く考えるようになる　(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。
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 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限, 木・５時限　　試験時間割：2020/01/24　１時限　　

下田　大介

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義では、民法（財産法）のうち、主として、「第二編
物権」に配置されているルールを学びます。
　物権は、文字通り「物」に対する権利であり、その代表格が
所有権です。そこで、前半では、主に所有権を念頭に置いて、
その内容、侵害された場合の救済方法、取得の方法と、取得し
たこと（自分が所有者となったこと）を主張するための要件等
を、解説します。不動産取引の場面に、ある程度の時間をかけ
ますので、将来マイホームの購入を検討する場合などに有用な
基礎知識となるほか、とくに不動産業に関心のある学生には履
修をお勧めします。
　後半では、債権者が他人の物を換価し、優先的に債権の回収
を図る「担保物権」のルールを取り上げます。担保物権にはい
くつかのメニューがありますが、「抵当権」については、その
実行プロセスの概要にも触れながら、ある程度の時間をかけて
解説します。その基礎知識は将来住宅ローンを組む場合などに
有用であるほか、貸金等の確実な回収のための仕組みである点
では金融機関への就職を考えている学生に、また資金調達に必
要な知識という点では起業を志す学生に、とくに履修をお勧め
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法のうち、物権法の基礎知識を身につけ、各種のルールが現
実の取引において果たしている役割を理解し、説明することが
できる。(知識・理解)

登記所等の行政機関が、私人間の取引の円滑化や促進に果たし
ている役割を理解し、説明することができる。

本講義で学んだ知識を活用し、物権取引における諸問題につい
ての自己の意見を、理由を示して分かりやすく表現できる。
(技能)

本講義で学んだ知識を活用し、物権取引において生じるトラブ
ルについて、その背景を分析したうえで、解決のあり方を提示
することができる。(技能)

ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本講義で学んだ法概
念や法律用語をかかわりの深いものについて、主体的に解決策
を模索する姿勢を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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。
復習：講義で分からないところがないかを確認し、分からない
ところがあれば、テキストを読み直したり、教員に質問したり
するなどして、理解するよう努めること。
時間：各回、予習と復習を合わせて、60分程度を要する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義で解説した物権のルールについて、基本的な知識や考え
方が習得されているかを、定期試験の得点を基にして評価しま
す。
　なお、開講期間中に数回課す小レポートの提出状況や出来映
えを加点要素として考慮することがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小川富之＝矢田尚子編『ロートマップ民法２－物権－』
（一学舎、2013年/ISBN:978-4-904027-09-7）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

六法（平成29年改正民法の条文）を必ず持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．財産法の全体像と物権総論の位置付け
２．所有権の客体/物権の種類
３．所有と占有の違い/所有権の意義
４．物権が侵害された場合の救済/占有の効力①
５．共同所有の諸形態
６．占有の効力②とそれを主張できる者の範囲
７．所有権の原始取得/占有の効力③
８．公示の原則・公信の原則/物権変動の時期
９．不動産物権変動と登記/不動産登記制度
10．民法177条の「第三者」の範囲
11．登記なくして対抗できない物権変動①
12．登記なくして対抗できない物権変動②
13．動産物権変動と即時取得制度
14．用益物権
15．物権総論の総括・復習のポイント
16．財産法の全体像と担保物権の位置付け
17．債権者平等の原則と担保物権の意義
18．留置権
19．先取特権
20．質権
21．抵当権の特色/抵当権の設定と実行
22．抵当権の物上代位/抵当権と利用権との調整
23．法定地上権/抵当不動産の第三取得者の保護
24．抵当権の侵害/抵当権の処分
25．共同抵当/抵当権の消滅
26．根抵当
27．非典型担保①（仮登記担保）
28．非典型担保②（譲渡担保）
29．非典型担保③（債権譲渡担保・所有権留保）
30．担保物権の総括・復習のポイント
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下田　大介

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.民法のうち、物権法の基礎知識を身につけ、各種のルールが現実の取引にお
いて果たしている役割を理解し、説明することができる。　(A-1)

2.登記所等の行政機関が、私人間の取引の円滑化や促進に果たしている役割を
理解し、説明することができる。

3.本講義で学んだ知識を活用し、物権取引における諸問題についての自己の意
見を、理由を示して分かりやすく表現できる。　(B-1)

4.本講義で学んだ知識を活用し、物権取引において生じるトラブルについて、
その背景を分析したうえで、解決のあり方を提示することができる。　(B-2)

5.ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本講義で学んだ法概念や法律用語
をかかわりの深いものについて、主体的に解決策を模索する姿勢を身につけ
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-1,A-2,B-1,B-2

1.民法のうち、物権法の基礎知識を身につけ、各種のルールが現実の取引にお
いて果たしている役割を理解し、説明することができる。　(A-1)

2.登記所等の行政機関が、私人間の取引の円滑化や促進に果たしている役割を
理解し、説明することができる。　(A-2)

3.本講義で学んだ知識を活用し、物権取引における諸問題についての自己の意
見を、理由を示して分かりやすく表現できる。　(B-1)

4.本講義で学んだ知識を活用し、物権取引において生じるトラブルについて、
その背景を分析したうえで、解決のあり方を提示することができる。　(B-2)

5.ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本講義で学んだ法概念や法律用語
をかかわりの深いものについて、主体的に解決策を模索する姿勢を身につけ
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。



2019-2020000364-01ベンチャー起業と法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/21　１時限　　

李　黎明

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、まずベンチャー起業活動に関連する最新の促進法
制と組織法制を説明し、法の角度から起業の進め方とその法的
手続きを紹介する。
　また、起業者の立場で、経営における様々な法規制とリスク
等を分析し、理論的のみでなく、実例を見ながら、そのリスク
回避などの法実務を検討する。
　更に、グローバル創業についても、その必要性、方向性及び
特有なリスクを分析しながら、創業の進め方や海外展開の仕方
等を講義する。
　本科目は、ベンチャー起業への道案内と手助けを図ると共
に、その楽しさと難しさないし自分の適格性を再認識してもら
い、今後の進路と生き方を決める一助になればと考案するもの
である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　ベンチャー起業の手順や法的な手続きについてよくわかる。
(技能)

　ベンチャー起業に対しての理解と認識が深め、意欲がでる。
(知識・理解)

　グローバル起業にも興味を持ち、チャンスがあれば挑戦す
る。(態度・志向性)

　経営法的知識やビジネスの実践力を身に付ける。(知識・理
解)

　グローバル視野でのベンチャー起業実戦力の向上。(態度・
志向性)

　法学とビジネスの関係を理解し、遵法意識が定着する。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　
　予習として、講義内容を記載するレジュメを読む必要があ
る。
　復習として、指定される宿題を完成し、提出する必要があ
る。
　予習・復習については、各60分ほどの勉強が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験点と平常点（宿題の得点）により、総合的に評価す
る。
　評点の配分割合は、定期試験点7割、平常点（宿題の得点）3
割。
　評価のポイント：講義に対する理解度、関連情報の把握力、
独自の思考力及び論理的表現力。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　毎回、講義の内容をまとめたレジュメと関係資料を配布
し、それに沿って講義する。

◎－－－　参考書　－－－◎

　参考書については、特に指定はしないが、必要な場合、
講義中にその都度紹介または配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　
　双方向の教学を実現するために、時々アンケートしたり
意見交換したりする。
　数回宿題を提出してもらって、その評点は成績評価の要
素となる。
　私語厳禁。

◎－－－　授業計画　－－－◎

総論
１、ベンチャー起業の意義と起業環境
２、ベンチャー起業支援策と法規制
３、ベンチャー起業の各種組織形態
４、ベンチャー起業促進法制の整備と適用
５、ベンチャー起業組織法制の整備と適用
６、ベンチャー起業関連法制の国際比較
各論
７、ベンチャー企業設立の法的手続き
８、ベンチャー企業の経営リスクとその対処法一
９、ベンチャー企業の経営リスクとその対処法二
10、グローバル創業の法的手続き
11、グローバル創業におけるカントリーリスク
12、カントリーリスクへの対処法
13、ベンチャー企業の紛争管理
14、ベンチャー企業の紛争救済
15、まとめ



2019-2020000364-01ベンチャー起業と法

李　黎明

◎経営法:A-1,A-2,B-1,B-2,C-1,C-2

1.　ベンチャー起業の手順や法的な手続きについてよくわかる。　(B-2)

2.　ベンチャー起業に対しての理解と認識が深め、意欲がでる。　(A-1)

3.　グローバル起業にも興味を持ち、チャンスがあれば挑戦する。　(C-1)

4.　経営法的知識やビジネスの実践力を身に付ける。　(A-2)

5.　グローバル視野でのベンチャー起業実戦力の向上。　(C-2)

6.　法学とビジネスの関係を理解し、遵法意識が定着する。　(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。

◎法律:A-4

1.　ベンチャー起業の手順や法的な手続きについてよくわかる。

2.　ベンチャー起業に対しての理解と認識が深め、意欲がでる。

3.　グローバル起業にも興味を持ち、チャンスがあれば挑戦する。

4.　経営法的知識やビジネスの実践力を身に付ける。　(A-4)

5.　グローバル視野でのベンチャー起業実戦力の向上。

6.　法学とビジネスの関係を理解し、遵法意識が定着する。

◎　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。



2019-2010000245-01法社会学

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限, 金・３時限　　試験時間割：2019/07/31　４時限　　

武士俣　敦

◎－－－　概要　－－－◎

　法社会学とは、ごく簡単にいえば、法に関わる社会的諸問題の原
因や結果を科学的見地から取扱い、社会における法の実際の働きを
解明しようとする学問分野である。
　講義内容は、大きく総論部分と各論部分に分かれる。総論（進行
計画１～３）では、最初に、法社会学史を概観し、法社会学の成立
と展開を跡づける。法社会学と法律学の違いを確認した上で、法を
社会科学的に理解するための視点もしくはアプローチ、概念図式や
重要な諸概念、及び、方法論の基礎についてもふれる。
　各論部分は３つの柱からなる。一つは弁護士である。法は社会の
中で生きもし、死にもする。それを左右するのは法を取扱う人々、
とりわけ法の専門職としてもっとも広範な役割を担う弁護士であ
る。その行動の解明に焦点をあてる（進行計画４～13）。二つめは
社会における法の働きを左右する重要な回路となる裁判である。裁
判という装置もまたそれに係わる人々の行動を通じて作動する。作
動の実態に関するデータをふまえた実証的な知識を提供する（進行
計画14～24）。三つめは、法の効果についてである（進行計画25～
30）。これは、立法や裁判が所期の目的を実現しているかどうか、
あるいは予期しない副次的な結果を生み出していないかといった法
と社会との関係を法の社会への作用という観点から考察するテーマ
である。ここではとくに、刑罰やその他の法的サンクションの執行
過程に焦点をあてる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律家という職業の特質と社会的役割を理解し、説明できる。(知
識・理解)

日本の弁護士をめぐる理論的・政策的問題点を指摘し、意見をもつ
ことができる。(態度・志向性)

裁判の対象、機能、および形態について理解し、説明できる。(知
識・理解)

日本の裁判をめぐる理論的・政策的問題点を指摘し、意見をもつこ
とができる。(態度・志向性)

法的サンクションの種類、性質および機能について理解し、説明で
きる。(知識・理解)

法に関する実証的データの取扱い方法の基本を身につけることがで
きる(技能)

法社会学史の学びから法と法律学を批判的にみる視点を身につける
ことができる(技能)

紛争処理の理論と技法の基礎を身につけることができる(態度・志
向性)

◎－－－　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事前に読
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、「試験時に筆記により行うもの」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、正答数により評点を行う。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　－－－◎

村山眞維・濱野亮『法社会学』第２版（有斐閣 2012年）
ISBN:978-4-641-12476-9
その他に講義用の資料・教材を当方で配布するのでＦＵ
ポータルの講義情報を参照すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

宮澤節生他『法システム入門』第2版（信山社 2011年）　
ISBN 978-4-7972-2334-7
六本佳平『日本の法と社会』（有斐閣 2004年）　ISBN
4-641-02794-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ＦＵポータルのメニュー「講義照会」を随時参照するこ
と。
【重要】あなたは社会学、経済学、政治学にも関心ありま
すか？　「イエス！」という人に向いている科目です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　法社会学の成立
２　法社会学の対象と方法
３　法社会学における法の理論：概念と類型論
４　「プロフェッション」という職業
５　日本の弁護士制度
６　弁護士の仕事:業務遂行の実態
７　リーガル・サービスの市場特性
８　弁護士の数と分布:大都市偏在の意味するもの
９　法曹人口をめぐる議論と政策の動向
10　法曹人口問題の論点(1):弁護士職の公共性とは？
11　法曹人口問題の論点(2):「法律事務」独占は正当か？
12　弁護士倫理と逸脱統制：非行弁護士はどうなるか？
13　法専門職論のまとめ
14　紛争と紛争過程：争論の意義
15　裁判の対象と機能：紛争処理方式の見地から
16　裁判の諸形態
17　西欧近代型裁判の特質
18　日本の裁判の制度的枠組み
19　裁判所の利用（１）：訴訟と訴訟外手続
20　裁判所の利用（２）：現代型訴訟と少額事件
21　裁判所の利用：訴訟選択率の説明
22　裁判結果の特色(1):裁判所って和解をするところ？
23　裁判結果の特色(2):政府はなぜ勝つか？
24　民事司法過程論のまとめ
25　法の執行過程概観：サンクションと執行の担い手
26　刑罰の発動過程（１）警察活動
27　刑罰の発動過程（２）検察活動
28　行政規制と執行活動
29　抑止研究
30　法の効果論についてのまとめ
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武士俣　敦

◎法律:A-4,B-4,B-5,C-1,C-2

1.法律家という職業の特質と社会的役割を理解し、説明できる。　(A-4)

2.日本の弁護士をめぐる理論的・政策的問題点を指摘し、意見をもつことがで
きる。　(C-1)

3.裁判の対象、機能、および形態について理解し、説明できる。　(A-4)

4.日本の裁判をめぐる理論的・政策的問題点を指摘し、意見をもつことができ
る。　(C-1)

5.法的サンクションの種類、性質および機能について理解し、説明できる。　
(A-4)

6.法に関する実証的データの取扱い方法の基本を身につけることができる　
(B-4)

7.法社会学史の学びから法と法律学を批判的にみる視点を身につけることがで
きる　(B-5)

8.紛争処理の理論と技法の基礎を身につけることができる　(C-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-4,C-1,C-2

1.法律家という職業の特質と社会的役割を理解し、説明できる。　(A-4)

2.日本の弁護士をめぐる理論的・政策的問題点を指摘し、意見をもつことがで
きる。　(C-2)

3.裁判の対象、機能、および形態について理解し、説明できる。　(A-4)

4.日本の裁判をめぐる理論的・政策的問題点を指摘し、意見をもつことができ
る。　(C-1)

5.法的サンクションの種類、性質および機能について理解し、説明できる。　
(A-4)

6.法に関する実証的データの取扱い方法の基本を身につけることができる

7.法社会学史の学びから法と法律学を批判的にみる視点を身につけることがで
きる

8.紛争処理の理論と技法の基礎を身につけることができる

◎　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：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限, 木・２時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

岩倉　正博

◎－－－　概要　－－－◎

　法哲学は法学の基礎研究の一つである。今日、法学学修の中
心は法律解釈学であるが、こうした実用法学の枠内に収まらな
い基礎的ないし原理的問題が、基礎法学に委ねられることにな
る。換言すれば、法律解釈学を軸に展開されている社会的営み
の基礎ないし背景に目を向け、新たな世紀に入り激しく変化し
つつある世界の中で、法ないし正義をめぐる人間の営みの原理
的諸問題にアプロウチすることが、その任務である。
　本講義では、一般に法哲学が扱うとされる論点は一通り、し
かし、私の視角に応じて組み換えた上で、講義の流れの中の関
連する個所で取り上げる予定である。以下の授業計画に掲げた
それぞれの標題は、そこで扱う予定の個別具体的な論点を必ず
しも十分に表わしていないものもあり、数回にわたって取り上
げるテーマもある。「法の学」が不在という中で、理論的な説
明と歴史的な説明とが交錯することになるが、われわれにとっ
て所与である近代法を主軸に理論的な大枠の提示を試みる。そ
れと併行して、法思想・法学の歴史的再検討にも立ち入る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　近代の主権国家の出現とその実定法秩序の失敗が、２１世紀
という新たな段階に到達し、どのような課題に直面しているの
かを理解すること。そして、人類史を辿り直すことから、普遍
的な法理論の構築を試みることを通して、未来への実践的展望
を探るための基本視座を獲得する。(知識・理解)

　現在の日本では憲法をめぐる理論的混乱状態が続いており、
また、世界でも憲法をめぐる対立が見られる。憲法とは何なの
かを、所謂「立憲主義」とは異なる視点から理論的に再検討
し、憲法論議を建設的に理解できるようになる。(技能)

　世界で法や正義にかかわる激変が続いており、他方でわれわ
れの足元では「憲法クーデター」という異常事態が出来してい
る。この病理現象をどう診断し治療するのかという喫緊の課題
に社会科学は直面している。こうした課題に共同で対処するた
めの主体的力量を涵養する。(技能)

　選挙権年齢の引き下げに対応したシティズンシップ教育の欠
如を埋める。(態度・志向性)

　グローバル化の中で、主権国家の実定法秩序にとらわれず、
人類史的な普遍的視座から未来を切り開くための主体的感覚を
涵養する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　補助資料の配布や関連情報の参照の指示があった場合には、
確実に取り組んでもらいたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　論述式の定期試験による。問われている基本事項を単に言葉
として記憶しているかどうかではなく、基本事項について理解
しているかどうか、また、解答すべき論点を整序し論理的に説
明できているかどうかを、その達成度に応じて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは指定しないが、講義の内容に関連する基本文
献などは、開講時および講義の中で随時紹介する。また、
補助資料も適宜配布する予定である。

◎－－－　参考書　－－－◎

　関連する基本文献や参考文献は、講義の中で随時紹介す
る予定である。問題意識に応じてそれぞれ取り組んでもら
いたい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　日々世界で起きている事象こそが社会科学の最大のテク
ストであり、普段から広範な問題関心を持続させること、
また、知識を増やすことを目指した「教科書の説明」とい
う形式での講義ではなく、世界の新たな実相に迫るための
理論的な力を錬成することが目的であり、理論のつながり
を理解するためにも、講義への出席を欠かさないでいただ
きたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　法哲学の学問的性格と対象
２　法の概念をめぐる論点とその背景
３　近代法の歴史的展開とその社会的背景①
４　近代法の歴史的展開とその社会的背景②
５　近代と合理性①
６　近代と合理性②
７　近代合理性と法①
８　近代合理性と法②
９　近代法の空間:人権と主権の物語
10　啓蒙期自然法論と法実証主義
11　近代法理論の歴史的概観
12　法実証主義の成立と展開
13　イギリス①ベンサムの功利主義と自然法論批判
14　イギリス②イギリス法改革運動
15　ドイツ①ローマ法継受から近代法典編纂までの法発展
と法理論
16　ドイツ②法実証主義とその批判
17　フランスの法発展と法理論①アンシャン・レジーム期
18　フランスの法発展と法理論②フランス革命とその後
19　アメリカ・北欧の法理論
20　法実証主義および自然法をめぐる現代の議論
21　裁判および法の解釈・適用の諸問題①
22　裁判および法の解釈・適用の諸問題②
23　法的正義の理論と歴史的概観①
24　法的正義の理論と歴史的概観②
25　民主主義－公共空間の文法①
26　民主主義－公共空間の文法②
27　ネイションをめぐる諸問題
28　人権総論
29　憲法秩序
30　まとめ
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岩倉　正博

◎法律:A-1,B-4,B-5,C-1,C-3

1.　近代の主権国家の出現とその実定法秩序の失敗が、２１世紀という新たな
段階に到達し、どのような課題に直面しているのかを理解すること。そして、
人類史を辿り直すことから、普遍的な法理論の構築を試みることを通して、未
来への実践的展望を探るための基本視座を獲得する。　(A-1)

2.　現在の日本では憲法をめぐる理論的混乱状態が続いており、また、世界で
も憲法をめぐる対立が見られる。憲法とは何なのかを、所謂「立憲主義」とは
異なる視点から理論的に再検討し、憲法論議を建設的に理解できるようにな
る。　(B-4)

3.　世界で法や正義にかかわる激変が続いており、他方でわれわれの足元では
「憲法クーデター」という異常事態が出来している。この病理現象をどう診断
し治療するのかという喫緊の課題に社会科学は直面している。こうした課題に
共同で対処するための主体的力量を涵養する。　(B-5)

4.　選挙権年齢の引き下げに対応したシティズンシップ教育の欠如を埋める。
　(C-1)

5.　グローバル化の中で、主権国家の実定法秩序にとらわれず、人類史的な普
遍的視座から未来を切り開くための主体的感覚を涵養する。　(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:A-4

1.　近代の主権国家の出現とその実定法秩序の失敗が、２１世紀という新たな
段階に到達し、どのような課題に直面しているのかを理解すること。そして、
人類史を辿り直すことから、普遍的な法理論の構築を試みることを通して、未
来への実践的展望を探るための基本視座を獲得する。　(A-4)

2.　現在の日本では憲法をめぐる理論的混乱状態が続いており、また、世界で
も憲法をめぐる対立が見られる。憲法とは何なのかを、所謂「立憲主義」とは
異なる視点から理論的に再検討し、憲法論議を建設的に理解できるようにな
る。　(A-4)

3.　世界で法や正義にかかわる激変が続いており、他方でわれわれの足元では
「憲法クーデター」という異常事態が出来している。この病理現象をどう診断
し治療するのかという喫緊の課題に社会科学は直面している。こうした課題に
共同で対処するための主体的力量を涵養する。　(A-4)

4.　選挙権年齢の引き下げに対応したシティズンシップ教育の欠如を埋める。
　(A-4)

5.　グローバル化の中で、主権国家の実定法秩序にとらわれず、人類史的な普
遍的視座から未来を切り開くための主体的感覚を涵養する。　(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。



2019-2010000316-01保険法

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/30　３時限　　

佐野　誠

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、まず保険制度の基本構造を学んだ上で、保険を
取り巻く法的な問題が法律（保険法、保険業法など）や保険会
社の約款でどのように解決されているのか、またどのように解
決されるべきなのかを考える。
　なお、担当教員は保険会社勤務経験があり、この経験を活か
して具体的な法的紛争事例なども紹介しながら講義する。
　また、保険制度についての理解を深めるため、商学部の保険
論関連科目（関連教育科目）も併せて受講することを薦める。

本講義では成績評価を極めて厳しく行っており、単位取得のた
めには相当の勉強・努力が必要とされる（前年度は履修者の4
割が単位を取得できなかった）。したがって、楽に単位を取得
したいと思っている学生や就職活動のため授業に出ることが困
難な学生は本講義を履修すべきでない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保険法の基礎概念を理解する。(知識・理解)

保険契約から発生する法律問題について分析・検討できる。
(技能)

保険法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、企業活動に生起する法的問題について解決のあ
り方を提示できる。(技能)

メディアにおける保険に関連する報道に関心を持ち、法的な観
点から問題を捉えようとする姿勢を持つようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定した教科書の該当部分を読んでおくこと（60分）。
復習：授業で指摘した重要事項を中心に再確認すること（60
分）。
なお、不明な点は遠慮なく質問されたい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記の到達目標のうち「保険法の基礎概念を理解しているか」
を成績評価の基準とする。
成績評価は定期試験によって行なう。

◎－－－　テキスト　－－－◎

山下＝竹濱＝洲崎＝山本『保険法（第3版補訂版）』有斐
閣アルマ（2015）（2100円＋税）
(ISBN978-4-641-22048-5)

◎－－－　参考書　－－－◎

山下友信『保険法』有斐閣　ISBN 4-641-13380-8
『保険法判例百選』　ISBN 1342-5048

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業に当たっては、六法（「保険法」が掲載されている
もの）およびテキストを必ず持参すること。
　基本的に時間通り授業を開始するので遅刻をしないこ
と。開始を遅らせることは、時間通り着席している学生の
貴重な時間を奪うことになる。
　私語や携帯電話の使用は、他の学生の受講権を侵害する
迷惑行為であり厳禁する。注意しても止まない場合は退出
させ、その学生には単位は付与しない。
　授業で使用する資料は次のインターネットサイトに掲載
するので、ここからダウンロード、印刷して持参するこ
と。
FUポータル→授業支援（学生）→授業管理（学生）→保
険法→講義照会（「見る」をクリック）→授業実施日で次
回の授業日を開く

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション
２　保険制度と保険法
３　保険契約と当事者・関係者
４　保険契約の成立・終了
５　保険契約の内容・効果
６　損害保険契約の意義・内容
７　損害保険関係の変動
８　損害保険契約に特有の効果
９　責任保険
10　自動車保険
11　その他の損害保険
12　生命保険(1)
13　生命保険(2)
14　傷害・疾病保険
15　保険担保
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佐野　誠

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.保険法の基礎概念を理解する。　(A-1)

2.保険契約から発生する法律問題について分析・検討できる。　(B-1)

3.保険法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、企業活動に生起する法的問題について解決のあり方を提示できる。　(B-2)

4.メディアにおける保険に関連する報道に関心を持ち、法的な観点から問題を
捉えようとする姿勢を持つようになる。　(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-1,B-1,C-2

1.保険法の基礎概念を理解する。　(A-1)

2.保険契約から発生する法律問題について分析・検討できる。　(B-1)

3.保険法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、企業活動に生起する法的問題について解決のあり方を提示できる。

4.メディアにおける保険に関連する報道に関心を持ち、法的な観点から問題を
捉えようとする姿勢を持つようになる。　(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。



2019-2010000485-01マスメディア論「16台以降（隔週講義）」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限, ４時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

鈴木　暁彦

◎－－－　概要　－－－◎

　 新聞記者経験者が取材経験を活かし、マスメディアの活動に
ついて、具体的な事例を紹介しながら講義します。マスメディ
アは、不特定多数の人に、情報を伝える媒体のことです。一般
的には、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などのことを指します。
　新聞、テレビなどのマスメディアは、情報技術の進歩に伴っ
て発展してきました。こうした発展の過程を大衆社会の形成と
も関連づけながら、学ぶ内容にしたいと思います。
　授業では、マスメディアが抱える主な課題を取り上げます。
また、インターネットの普及に伴って生まれてきた新しいメ
ディアは、既存のメディアだけでなく、私たちの日々の暮らし
にも大きな影響を与えています。そうした点についても、広く
解説したいと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

マスメディアの発展について、歴史的な流れを知り、説明でき
る。(技能)

マスメディアの発達と大衆社会がどのように関係しているのか
を理解し、説明できる。(態度・志向性)

インターネットの普及と新しいメディアの出現を理解し、社会
に起きている変化について、批判的な見方ができるようにな
る。(知識・理解)

マスメディアと国家権力との関係について理解し、説明でき
る。(知識・理解)

マスメディアと国際的な諸課題の関係について理解し、説明で
きる。(技能)

マスメディアと地域社会の関係について理解し、説明できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

指定したテキストを予習、復習のために利用してください。参
考書についても、適宜、活用してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

期末試験60％、平常点40％。期末試験では、授業を通じた学習
に基づき、自分の言葉で的確に説明できているかどうかを評価
の基準とする。平常点には、レポートの提出、レポート内容、
積極的な発言を含む。

◎－－－　テキスト　－－－◎

浪田陽子・福間良明編『はじめてのメディア研究』（世界
思想社・2012年）。また、必要に応じて資料を配布する。
ISBN-10: 4790715639

◎－－－　参考書　－－－◎

藤竹暁編著『図説日本のメディア』（NHKブックス・2012
年）　ISBN 4140911964
川上量生著『鈴木さんにも分かるネットの未来』（岩波新
書・2015年）　ISBN 4004315514
吉見俊哉・花田達朗編『社会情報学ハンドブック』（東京
大学出版会・2004年）　ISBN 4130520202
また、必要に応じて書名を紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義のテーマや順番は変更することがある。新聞、雑誌
を読んだり、テレビ、ラジオを視聴したりして、生きた情
報を読み取る習慣を身につけてほしい。また、ケータイ、
スマホ、タブレットといったモバイル機器の普及によっ
て、既存のメディアがどのような影響を受け、また、人々
の暮らしがどう変化しているのかを考察してほしい。
　この講義は、2時限連続で隔週に開講するため、講義日
は講義開始までに掲示する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２　マスメディアの歴史①活版印刷
３　マスメディアの歴史②電気通信
４　マスメディアの歴史③インターネット
５　マスメディアの役割と機能①新聞・出版
６　マスメディアの役割と機能②テレビ・ラジオ
７　マスメディアの役割と機能③ネットメディア
８　マスメディアの課題①表現の自由
９　マスメディアの課題②購読率・視聴率
10　マスメディアの課題③戦争と安全保障
11　マスメディアの課題④エネルギー問題
12　マスメディアの課題⑤安心・安全と暮らし
13　マスメディアの課題⑥国境を越える大衆文化
14　マスメディアの課題⑦女性という視点
15　これからのメディアとリテラシー



2019-2010000485-01マスメディア論「16台以降（隔週講義）」

鈴木　暁彦

◎法律:A-2,A-3,B-3,B-4,C-1,C-2

1.マスメディアの発展について、歴史的な流れを知り、説明できる。　(B-4)

2.マスメディアの発達と大衆社会がどのように関係しているのかを理解し、説
明できる。　(C-1)

3.インターネットの普及と新しいメディアの出現を理解し、社会に起きている
変化について、批判的な見方ができるようになる。　(A-3)

4.マスメディアと国家権力との関係について理解し、説明できる。　(A-2)

5.マスメディアと国際的な諸課題の関係について理解し、説明できる。　(B-3)

6.マスメディアと地域社会の関係について理解し、説明できる。　(C-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-4,C-3

1.マスメディアの発展について、歴史的な流れを知り、説明できる。　(A-4)

2.マスメディアの発達と大衆社会がどのように関係しているのかを理解し、説
明できる。　(A-4)

3.インターネットの普及と新しいメディアの出現を理解し、社会に起きている
変化について、批判的な見方ができるようになる。　(C-3)

4.マスメディアと国家権力との関係について理解し、説明できる。

5.マスメディアと国際的な諸課題の関係について理解し、説明できる。

6.マスメディアと地域社会の関係について理解し、説明できる。

◎　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。



2019-2010000446-01民事執行・保全法

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義は、民事手続法のなかの民事執行法と民事保全法を扱
うものである。
　民事執行法が適用されるのは以下のような場合である。例え
ば、ＸがＹに対する100万円の貸金返還請求訴訟に勝訴して
も、Ｙが素直に判決に従うとは限らない。そのような場合は、
Ｘは判決を債務名義として裁判所に強制執行を申し立てること
ができる。
　次に、民事保全法が適用されるのは以下のような場合であ
る。例えば、ＸからＹに対する500万円の貸金返還請求訴訟の
係属中に、Ｙが財産を処分して無資力になってしまうと、Ｘは
勝訴判決を得ても弁済を得られないことになる。そのような事
態を防ぐために、ＸはあらかじめＹの財産の処分を禁止する
（仮差押えという保全手続である）ことができる。
　本講義では、以上のような執行手続と保全手続について、近
時の判例・学説、および法改正の動向もまじえながら概説す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民事執行法・民事保全法についての知識を深め、執行・保全制
度の意義と機能を理解する。(知識・理解)

民事執行・保全制度の実務について具体的に説明できる。(技
能)

民事執行・保全法を総合的に活用し、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。(技能)

民事執行・保全法の観点から、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)

民事執行・保全法の知識を活かし、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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習として、民法と民事訴訟法の知識を深めておくことが
必要である（予習60分）。
事後学習として、各自参考書等でその回の講義内容について復
習しておくことが必要である（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する。試験では、問題を理解し的確に解
答を述べているか否かを評価基準とする。
試験範囲は授業で扱ったところ全部である。なお、持ち込みは
禁止。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義は、配布するレジュメに沿って行うが、自習用テキス
トとして、和田吉弘『基礎からわかる民事執行法・民事保
全法【第２版】』（弘文堂、2010年）（ＩＳＢＮ
978-4-335-35475-5）をおすすめする。

◎－－－　参考書　－－－◎

上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦『民事執行・保全法』
（有斐閣アルマ、2014年）
ISBN 978-4-641-12323-6
松本博之『民事執行保全法』（弘文堂、2011年）
ISBN 978-4-335-35524-0
　その他、最新の参考書が出版されていれば、講義の際に
紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義の際、最新版の六法を持参すること(携帯用六法で
よい)。
　民事執行法・民事保全法は手続法のなかでも発展科目で
あり難解なので、理解するためにはの民法と民事訴訟法の
知識が必要不可欠である。そのため、少なくとも「民法入
門」、「民法総則」及び「民事訴訟法」の単位を修得済み
であることを前提とする。上記の科目の単位を修得してい
ない者の履修はおすすめできない。
　本気で勉強しなければ単位取得は困難であるから、真に
学ぶ気のある者のみ登録すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　民事執行法・民事保全法の概略
２　民事執行の主体
３　強制執行総論①　債務名義
４　強制執行総論②　執行文
５　強制執行総論③　執行の対象
６　強制執行総論④　執行関係訴訟
７　強制執行各論①　不動産に対する強制執行(1)
８　強制執行各論②　不動産に対する強制執行(2)　
９　強制執行各論③　動産に対する強制執行
10　強制執行各論④　債権その他の財産権に対する強制執
行
11　強制執行各論⑤　非金銭債権の実現
12　担保権実行手続および換価のための競売
13　民事保全手続①　保全命令の発令手続
14　民事保全手続②　保全執行
15　総括
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安井　英俊

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1,C-2

1.民事執行法・民事保全法についての知識を深め、執行・保全制度の意義と機
能を理解する。　(A-1)

2.民事執行・保全制度の実務について具体的に説明できる。　(B-1)

3.民事執行・保全法を総合的に活用し、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-2)

4.民事執行・保全法の観点から、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)

5.民事執行・保全法の知識を活かし、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-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,B-1,B-2,C-1,C-2

1.民事執行法・民事保全法についての知識を深め、執行・保全制度の意義と機
能を理解する。　(A-1)

2.民事執行・保全制度の実務について具体的に説明できる。　(B-1)

3.民事執行・保全法を総合的に活用し、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-2)

4.民事執行・保全法の観点から、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)

5.民事執行・保全法の知識を活かし、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-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。



2019-2010000226-01民事訴訟法

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限, 金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限　　

安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

　皆さんは「紛争」というものについてどう考えるだろうか？
人間は社会的動物であると言われるように、人は単体で生きて
いるわけではなく、社会の中で生きている。そして社会という
ものが人の集まりである以上、大なり小なり、人と人との間で
紛争が起こることは避けられない。紛争とは病気のようなもの
であり、社会から完全になくすことは不可能である。しかし、
紛争を放置しておくわけにもいかない。有史以来、人は紛争を
解決するために様々な方法（戦争、決闘、神に判断を委ねる
「神判」など）を考え出してきたが、人の考え出した紛争解決
方法の中で最も合理的で、かつ正義と公平に適った方法が「訴
訟」である。そして、私人と私人との間の紛争を解決するもの
が民事訴訟であり、この民事訴訟の手続を規定した法律が民事
訴訟法なのである。
　本講義では、紛争解決手段たる民事訴訟手続の内容を、近時
の判例・学説、および法改正の動向もまじえながら概説する。
なお、民事訴訟法を理解するためには、前提として民法・商法
といった民事実体法の知識が必要となるので、それらの科目を
履修済みであることを前提として講義を進める。未履修の場合
は、各自で学習する必要がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民事訴訟法についての知識を深め、民事裁判制度の意義と機能
を理解する。(知識・理解)

民事訴訟の実務について具体的に説明することができる。(技
能)

民事訴訟法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。(技能)

民事訴訟法の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な司
法のあり方を提示することができる。(技能)

民事訴訟法の観点から、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)

民事訴訟法の知識を活かし、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。(態度・志向性)

国際民事訴訟法に関心を有し、グローバル化する民事紛争の状
況に積極的に対応しようとする姿勢を持っている。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習として、民事訴訟法を学ぶ上で必須となる民法の知識
を深めておくことが必要である（予習60分）。
事後学習として、各自参考書等でその回の講義内容について復
習しておくことが必要である（復習60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験によって評価する。試験では、問題を理解し的確に解
答を述べているか否かを評価基準とする。　
試験範囲は授業で扱ったところ全部である。なお、持ち込みは
禁止。

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義は、配布するレジュメに沿って行う。
なお、予習復習用テキストとして、和田吉弘『コンパクト
版　基礎からわかる民事訴訟法』（商事法務、2015年）を
おすすめする。

◎－－－　参考書　－－－◎

伊藤眞『民事訴訟法（第５版）』（有斐閣、2018年）
河野正憲『民事訴訟法』（有斐閣、2009年）
上田徹一郎『民事訴訟法（第７版）』（法学書院、2011
年）
松本博之＝上野泰男『民事訴訟法（第８版）』（弘文堂、
2015年）
河野正憲＝勅使川原和彦＝芳賀雅顯＝鶴田滋『プリメール
民事訴訟法』（法律文化社、2010年）
山本弘＝長谷部由起子＝松下淳一『民事訴訟法（第2版）』
(有斐閣アルマ、2013年)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　民事訴訟法は抽象度の高い分野であり、真剣に勉強しな
ければ単位取得は困難である。真にやる気のある学生のみ
受講していただきたい。
　また、民事訴訟法を理解するためには民法の知識が必要
不可欠なので、「民法入門」と「民法総則」の単位を修得
していない者の履修はおすすめできない。　
　なお、講義の際は最新版の六法を持参すること(携帯用六
法でよい)。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　民事訴訟の意義と目的
２　民事訴訟手続の概略
３　裁判所
４　訴え
５　訴訟物
６　当事者
７　訴訟代理
８　訴えの利益
９　当事者適格
10　訴訟要件
11　審理①　口頭弁論の基本構造
12　審理②　口頭弁論の準備
13　審理③　口頭弁論の実施
14　審理④　期日と期間、送達
15　審理⑤　審理の進行・整理　
16　審理⑥　弁論主義
17　審理⑦　釈明権
18　審理⑧　証拠と証明
19　審理⑨　自白、自由心証主義
20　審理⑩　証明責任
21　審理⑪　証明負担の軽減
22　審理⑫　証拠調べ手続
23　訴訟の終了①　当事者の意思による訴訟終了
24　訴訟の終了②　終局判決による訴訟終了
25　訴訟の終了③　既判力の客観的範囲
26　訴訟の終了④　既判力の主観的範囲
27　上訴
28　再審
29　複数請求訴訟
30　多数当事者訴訟　



2019-2010000226-01民事訴訟法

安井　英俊

◎法律:A-1,B-1,B-2,B-5,C-1,C-2

1.民事訴訟法についての知識を深め、民事裁判制度の意義と機能を理解する。
　(A-1)

2.民事訴訟の実務について具体的に説明することができる。　(B-1)

3.民事訴訟法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-2)

4.民事訴訟法の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な司法のあり方を
提示することができる。　(B-5)

5.民事訴訟法の観点から、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)

6.民事訴訟法の知識を活かし、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-2)

7.国際民事訴訟法に関心を有し、グローバル化する民事紛争の状況に積極的に
対応しようとする姿勢を持っている。

◎　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-1,B-1,B-2,C-1,C-2,C-3

1.民事訴訟法についての知識を深め、民事裁判制度の意義と機能を理解する。
　(A-1)

2.民事訴訟の実務について具体的に説明することができる。　(B-1)

3.民事訴訟法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-2)

4.民事訴訟法の歴史的・社会的・思想的背景をふまえ、適正な司法のあり方を
提示することができる。

5.民事訴訟法の観点から、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)

6.民事訴訟法の知識を活かし、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-2)

7.国際民事訴訟法に関心を有し、グローバル化する民事紛争の状況に積極的に
対応しようとする姿勢を持っている。　(C-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。



2019-2010000464-04民法総則「18台以前」

 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：2020/01/16　５時限　　

生田　敏康

◎－－－　概要　－－－◎

　1年生前期では、「民法入門」で民法の全体像を学びます。1
年生後期からは、民法の個々の分野を詳しく学ぶ授業が始まり
ます。その最初に位置するのがこの講義「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。
　なお、本講義は、法学部の再履修学生と法学部以外の学生を
対象とするクラスです。中間テストは通常授業内の時間で実施
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法総則の規定の内容を理解できる。(知識・理解)

民法総則の知識を用いて判例や文献を読み解くことができる。
(技能)

民法総則の規定を用いて日常生活または取引上生ずるトラブル
について解決の方法を示すことができる。(技能)

民法総則の規定に関わる紛争や社会問題に関心を持つことがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　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、評価割合およびフィードバック
　定期試験60％、中間テスト30％、ミニテスト（授業中に随時
実施）10％の割合で評価します。中間テストおよびミニテスト
実施後、その解説を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．生田・下田・畑中・道山・蓑輪・柳『民法総則』（法
律文化社、2018年、ISBN978-4-589-0359-0）価格2,000円＋
税
２．最新の「六法」。

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業に必ず出席すること。
・六法とテキストを必ず携帯すること。
・中間テストを必ず受験すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　人（権利能力、意思能力、行為能力）
2　法人、物
3　法律行為1（法律行為の意義・種類、法律行為の解釈）
4　法律行為2（公序良俗、強行法規・任意法規）
5　意思表示1（意思表示の意義・構造、心裡留保、通謀虚
偽表示）
6　意思表示2（錯誤）
7　意思表示3（詐欺・強迫）
8　中間テスト
9　無効および取消し・意思表示の現代的問題（約款、消
費者契約）
10　代理1（代理の意義・構造）
11　代理2（無権代理の法律関係）
12　代理3（表見代理、代理権の濫用）
13　時効1（時効の意義、取得時効・消滅時効）
14　時効2（時効通則）、条件・期限、期間
15　住所、不在者、失踪宣告、民法の基本原則



2019-2010000464-04民法総則「18台以前」

生田　敏康

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.民法総則の規定の内容を理解できる。　(A-1)

2.民法総則の知識を用いて判例や文献を読み解くことができる。　(B-1)

3.民法総則の規定を用いて日常生活または取引上生ずるトラブルについて解決
の方法を示すことができる。　(B-2)

4.民法総則の規定に関わる紛争や社会問題に関心を持つことができる。　(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-1,A-2,B-1,B-2

1.民法総則の規定の内容を理解できる。　(A-1)

2.民法総則の知識を用いて判例や文献を読み解くことができる。　(B-1)

3.民法総則の規定を用いて日常生活または取引上生ずるトラブルについて解決
の方法を示すことができる。　(A-2)

4.民法総則の規定に関わる紛争や社会問題に関心を持つことができる。　(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。



2019-2010000427-01民法特講Ⅰ

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限, 木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

下田　大介

◎－－－　概要　－－－◎

　本特講では、演習（ゼミ）の形式を交えつつ、主として「民
法総則」で学んだルールに関連する論点を掘り下げて学習す
る。受講生には、チームごとに指定された事例問題から論点
（何が問題なのか）を抽出し、判例や学説の考え方を紹介した
上で、どのような理由で、どのように考えるべきかを報告して
もらう。そして、報告を聴いた受講生とともに、報告チームの
結論や理由づけの当否、それらが妥当する場面の確定等を討論
することを通じて、各論点についてより深く理解することを目
指す。また、検討した事柄を適切に文章で表現する能力（書く
力）を伸ばすために、開講期間中に、討論済みの事例問題の中
から、数回の小テストを実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な知識と理解を具体的な事例に適用し、民法総則におけ
る法的論点について妥当な結論を検討したうえで、理由を示し
て説明することができる。(知識・理解)

事例問題に役所等の行政機関がかかわる場合においても、民事
法の視点から理解し、説明することができる。

事例問題を報告するに際して、必要な法令・判例・法律文献を
検索・入手し、それらを読みこなすことができる。(技能)

民法総則における各種の法理論が、具体的な事件の解決に果た
している役割（場合によっては理論と実践の乖離）を理解し、
法的思考力を獲得または向上する。(技能)

ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本講義で学んだ法概
念や法律用語とかかわりの深いものについて、主体的に解決策
を模索する姿勢を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：報告では、予め概要（レジュメ）を作成して、受講生に
配布してもらう。そのため、関連項目の復習、チーム内の役割
分担等の打ち合わせ、プレゼン方針・手順の決定など、やるべ
きことは多い。早めに準備に取りかかること。また、報告を担
当しない回も、受講生には一定の基本知識が必要なので、教科
書等の関連項目を熟読して臨むこと。
復習：討論された事柄を教科書等で確認し、自分の認識に誤り
がなかったか確認すること。報告や討論の前提に誤りがあった
のを発見した場合には、加点要素として評価することがあるの
で、しっかり精査すること。
時間：報告回においては、予習と復習を合わせて、少なくとも
２時間以上、それ以外の回では、１時間程度を要する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告（事前準備、チーム内の連携、プレゼンの工夫など）３
０％、討論への貢献（発言や質問の頻度と内容など）３０％、
小テスト４０％を目安として、総合的に評価する。
　なお、本特講は開講期間内評価科目であり、定期試験は実施
されない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

生田ほか『民法総則』（法律文化社、2018年）

◎－－－　参考書　－－－◎

小野秀誠ほか『新ハイブリッド民法１ 民法総則』（法律
文化社、2018年）　ISBN 978-4-589-03941-5
この参考書の購入は必須ではないが、報告の準備等に有用
である。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

選考方法：書類選考による。
受講にあたって：テキストのほか、いわゆる「六法」を必
ず持参すること。
定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．本特講の趣旨説明、ガイダンス
２～４．報告担当チームの選定、リーガル・リサーチや事
前準備等の指導
５～29．報告と討論（講義形式の解説を取り入れることが
ある。適宜、小テストを実施する）
30．総括
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下田　大介

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.基本的な知識と理解を具体的な事例に適用し、民法総則における法的論点に
ついて妥当な結論を検討したうえで、理由を示して説明することができる。　
(A-1)

2.事例問題に役所等の行政機関がかかわる場合においても、民事法の視点から
理解し、説明することができる。

3.事例問題を報告するに際して、必要な法令・判例・法律文献を検索・入手
し、それらを読みこなすことができる。　(B-1)

4.民法総則における各種の法理論が、具体的な事件の解決に果たしている役割
（場合によっては理論と実践の乖離）を理解し、法的思考力を獲得または向上
する。　(B-2)

5.ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本講義で学んだ法概念や法律用語
とかかわりの深いものについて、主体的に解決策を模索する姿勢を身につけ
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-1,A-2,B-1,B-2

1.基本的な知識と理解を具体的な事例に適用し、民法総則における法的論点に
ついて妥当な結論を検討したうえで、理由を示して説明することができる。　
(A-1)

2.事例問題に役所等の行政機関がかかわる場合においても、民事法の視点から
理解し、説明することができる。　(A-2)

3.事例問題を報告するに際して、必要な法令・判例・法律文献を検索・入手
し、それらを読みこなすことができる。　(B-1)

4.民法総則における各種の法理論が、具体的な事件の解決に果たしている役割
（場合によっては理論と実践の乖離）を理解し、法的思考力を獲得または向上
する。　(B-2)

5.ニュース等で見聞きする社会問題のうち、本講義で学んだ法概念や法律用語
とかかわりの深いものについて、主体的に解決策を模索する姿勢を身につけ
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。



2019-2010000432-01民法特講Ⅱ

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石松　勉

◎－－－　概要　－－－◎

本特講は、主として、これまでに修得した（あるいはこれから
修得する）物権法の領域における基本的な基礎知識をベース
に、重要裁判例や具体的事例を分析・検討していくことによ
り、法的なものの考え方（リーガルマインド）を身につけると
ともに、法的問題の発見解決能力、事実分析力・評価力、さら
に柔軟な法の解釈適用能力が身につけられるよう、質疑応答を
繰り返しながらゼミ形式でおこなっていこうとするものです。
また課題レポートを通して文章の表現力、構成力、説明力の
アップも試みる予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

物権法の領域における重要判例を読み解く際に、その前提とし
て各領域における基本的事項に関する知識やリーガルマインド
を身につけるとともに、これらを基に検討判例を客観的、合理
的に理解し説明することができるようになる。(知識・理解)

各検討判例の分析・検討を通して、獲得した法的なものの考え
方（リーガルマインド）、批判的・創造的な法的思考能力、事
実分析力・評価力、法の解釈適用能力等を基にして、検討判例
に関連する事例問題についても、問題の妥当な解決を図れるよ
うになる。(態度・志向性)

その際に、さらに説得的な法的根拠を示しながら説明したり、
文章で表現したりすることができるようになる。(技能)

判例検討を通して修得した民法の知識を活かして、さまざまな
法律の条文や判例、さらには契約書などを正確に読み解き、現
代社会に生起する法的諸問題につき自身の意見を法的根拠を示
しながら論述できたり文章表現することができたりする。(技
能)

民法に関する基礎的な知識を身につけ、日常生活や企業取引、
会社のしくみ等について理解を深め、説明することができるよ
うになる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【事前学習】受講者は全員、事前に検討予定の判例及びその判
例評釈・判例解説類を熟読し、またその領域あるいはテーマに
関する基本的事項についても教科書・体系書等で各自確認をお
こなってくること（１２０分）。

【事後学習】授業終了後は、予習の際には気づかなかった問題
点や授業のなかで浮き彫りとなった問題点等について、さらに
体系書・参考文献等を検索・調査しそれを基にさらに掘り下げ
た検討をおこない、一層の理解を深めること（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、報告担当のレジュメの出来、2～3回実施予定の小
テストや2回課す予定の課題レポートにより50％、毎回の議論
への参加状況（積極性・協調性）や質疑応答の回数・内容（表
現力・説明力・構成力・説得力・コミュニケーション力）等に
より50％の割合で総合的におこなう予定です。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１　潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ総則・物権
〔第8版〕』（有斐閣・2018年）［2200円＋税、
ISBN978-4-641-11537-8］
２　各自が持っている物権法の教科書。
３　六法を必ず持参するように。有斐閣『判例六
法』・『ポケット六法』、三省堂『デイリー六法』・『模
範小六法』等を推薦しておきます。

◎－－－　参考書　－－－◎

講義のなかで適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

事前学習・事後学習をしっかりと図ってきて、授業では常
に積極的に発言、質疑応答をおこなうとともに、自分の頭
で納得がいくまでトコトン掘り下げて考え抜こうとする姿
勢を期待します。なお、定期試験を実施しないため、再試
験を受験することはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～２　ガイダンス（グループ分け・検討判例の選定・報
告レジュメ作成の指導等）
３～７　「物権総論」の領域の判例検討
８～９　「占有権」の領域の判例検討
１０～１５　「所有権」の領域の判例検討
１６～１７　「留置権・先取特権・入会権」の領域の判例
検討
１８～２２　「抵当権」の領域の判例検討
２３～２７　「譲渡担保」の領域の判例検討
２８～３０　「所有権留保・代理受領」の領域の判例検討



2019-2010000432-01民法特講Ⅱ

石松　勉

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.物権法の領域における重要判例を読み解く際に、その前提として各領域にお
ける基本的事項に関する知識やリーガルマインドを身につけるとともに、これ
らを基に検討判例を客観的、合理的に理解し説明することができるようにな
る。　(A-1)

2.各検討判例の分析・検討を通して、獲得した法的なものの考え方（リーガル
マインド）、批判的・創造的な法的思考能力、事実分析力・評価力、法の解釈
適用能力等を基にして、検討判例に関連する事例問題についても、問題の妥当
な解決を図れるようになる。　(C-1)

3.その際に、さらに説得的な法的根拠を示しながら説明したり、文章で表現し
たりすることができるようになる。　(B-2)

4.判例検討を通して修得した民法の知識を活かして、さまざまな法律の条文や
判例、さらには契約書などを正確に読み解き、現代社会に生起する法的諸問題
につき自身の意見を法的根拠を示しながら論述できたり文章表現することがで
きたりする。　(B-1)

5.民法に関する基礎的な知識を身につけ、日常生活や企業取引、会社のしくみ
等について理解を深め、説明することができるようになる。

◎　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-1,A-2,B-1,B-2

1.物権法の領域における重要判例を読み解く際に、その前提として各領域にお
ける基本的事項に関する知識やリーガルマインドを身につけるとともに、これ
らを基に検討判例を客観的、合理的に理解し説明することができるようにな
る。　(A-1)

2.各検討判例の分析・検討を通して、獲得した法的なものの考え方（リーガル
マインド）、批判的・創造的な法的思考能力、事実分析力・評価力、法の解釈
適用能力等を基にして、検討判例に関連する事例問題についても、問題の妥当
な解決を図れるようになる。

3.その際に、さらに説得的な法的根拠を示しながら説明したり、文章で表現し
たりすることができるようになる。　(B-2)

4.判例検討を通して修得した民法の知識を活かして、さまざまな法律の条文や
判例、さらには契約書などを正確に読み解き、現代社会に生起する法的諸問題
につき自身の意見を法的根拠を示しながら論述できたり文章表現することがで
きたりする。　(B-1)

5.民法に関する基礎的な知識を身につけ、日常生活や企業取引、会社のしくみ
等について理解を深め、説明することができるようになる。　(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。



2019-2010000433-01民法特講Ⅲ

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限, ５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

小川　富之

◎－－－　概要　－－－◎

民法第3編「債権」を対象に、受講生の報告をもとに質疑応答
形式で演習を行う。受講生は演習に参加するに際して、演習で
扱う領域について、体系書および注釈書等で基礎知識を整理・
確認した上で、関連する裁判例について分析を行い、報告者の
報告に対して積極的に質疑応答に参加できるよう準備をするこ
と。報告者は、それらに加えて、該当する裁判例について報告
できるようレジュメを作成し、指定された締切までに提出し
て、質疑応答に十分耐え得るよう準備すること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法のうち債権法の知識を修得し社会で生じる債権法に関連す
る法律問題について理解し、説明することができる。(知識・
理解)

民法のうち債権法の知識を生かし、債権法に関連する裁判例を
読み解き、現代社会で生じる債権法にかかわる諸問題について
自己の意見を法的根拠に基づいて口頭および文書で主張するこ
とができる。(技能)

民法のうち債権法の知識に裏付けられたリーガルマインドに基
づいて、日常生活、公共的活動、企業活動に生起する法律問題
を把握し、それらについて解決の指針を提示することができ
る。(技能)

民法のうち債権法の観点から、現代社会の諸問題をとらえ、そ
れを積極的に解決しようとする姿勢を構築できる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の演習で対象となる領域について、各自で必要とさ
れる文献等を使って予習を行い、積極的に質疑応答に参加でき
るよう十分な準備をして演習に臨むこと。
復習：演習で扱った事例と関連する問題について検討するこ
と。

予習及び復習に、それぞれ１時間～1時間30分程度を基準に、
各自の必要に応じて調整をすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レジュメの精度（35％）、報告の内容（35％）、質疑応答へ参
加（30％）をもとに評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

瀬川信久・内田貴・森田宏樹『民法判例集　担保物権・債
権総論（*最新版）』（有斐閣）および瀬川信久・内田貴
『民法判例集　債権各論（*最新版）』（有斐閣）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験は実施しないので、再試験を受験することはでき
ない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業計画の説明
２　債権の目的
３　債権の効力（１）：債務不履行責任等
４　債権の効力（２）：債権者代位権および詐害行為取消
権
５　多数当事者の債権および債務（１）：不可分債権およ
び不可分債務
６　多数当事者の債権および債務（２）：連帯債務
７　多数当事者の債権および債務（３）：保証債務
８　債権の譲渡
９　債権の消滅（１）：弁済
10　債権の消滅（２）相殺・更改・免除・混同
11　契約の成立
12　契約の解除
13　贈与・売買・交換
14　消費貸借・使用貸借・賃貸借
15　雇用・請負・委任
16　寄託・組合・終身定期金・和解
17　事務管理
18　不当利得
19　不法行為（１）：故意・過失
20　不法行為（２）：権利侵害・違法性
21　不法行為（３）：因果関係
22　不法行為（４）：損害
23　不法行為（５）：使用者責任
24　不法行為（６）：工作物責任
25　不法行為（７）：動物保管
26　不法行為（８）：共同不法行為
27　不法行為（９）：損益相殺・過失相殺・時効
28　不法行為（10）：不法行為特別法
29　不法行為（11）：不法行為まとめ
30　全体のまとめ

◎－－－　URL　－－－◎

小川社会科学総合研究センター
(http://t-ogawa.sakura.ne.jp/)
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小川　富之

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.民法のうち債権法の知識を修得し社会で生じる債権法に関連する法律問題に
ついて理解し、説明することができる。　(A-1)

2.民法のうち債権法の知識を生かし、債権法に関連する裁判例を読み解き、現
代社会で生じる債権法にかかわる諸問題について自己の意見を法的根拠に基づ
いて口頭および文書で主張することができる。　(B-1)

3.民法のうち債権法の知識に裏付けられたリーガルマインドに基づいて、日常
生活、公共的活動、企業活動に生起する法律問題を把握し、それらについて解
決の指針を提示することができる。　(B-2)

4.民法のうち債権法の観点から、現代社会の諸問題をとらえ、それを積極的に
解決しようとする姿勢を構築できる。　(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-1,A-2,B-1,B-2

1.民法のうち債権法の知識を修得し社会で生じる債権法に関連する法律問題に
ついて理解し、説明することができる。　(A-1)

2.民法のうち債権法の知識を生かし、債権法に関連する裁判例を読み解き、現
代社会で生じる債権法にかかわる諸問題について自己の意見を法的根拠に基づ
いて口頭および文書で主張することができる。　(A-2)

3.民法のうち債権法の知識に裏付けられたリーガルマインドに基づいて、日常
生活、公共的活動、企業活動に生起する法律問題を把握し、それらについて解
決の指針を提示することができる。　(B-1)

4.民法のうち債権法の観点から、現代社会の諸問題をとらえ、それを積極的に
解決しようとする姿勢を構築できる。　(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。



2019-2010000463-04民法入門「18台以前」

 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・３時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

生田　敏康

◎－－－　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。
　なお、本講義は、法学部の再履修学生と法学部以外の学部学
生向けのクラスです。中間テストは通常授業内の時間で実施し
ます。

◎－－－　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)

民法の知識を用いて社会で生ずる法的問題について議論するこ
とができる。(技能)

日常生活や社会において生ずる民法に関係する諸問題に関心を
もつことができる(態度・志向性)

◎－－－　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、テキストを読みなおしたり、
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、評価割合およびフィードバック
　定期試験60％、中間テスト30％、ミニテスト（授業中に随時
実施）10％の割合で評価します。中間テストおよびミニテスト
実施後、その解説を行います。

◎－－－　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2,000円＋税
２．最新の「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　－－－◎

・授業に必ず出席すること。
・六法とテキストを必ず携帯すること。
・中間テストを必ず受験すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 民法の概論（民法の意義・歴史、大まかな内容）
2　民法総則１（自然人の能力、法人、法律行為）
3　民法総則２（意思表示、無効と取消し）
4　民法総則３（代理、時効）
5　所有権１（所有権とその他の物権、不動産と動産、物
権的請求権）
6　所有権２（所有権の制限、所有権の取得、共有）
7　所有権３（所有権の移転と対抗）
8　中間テスト
9　契約１（契約の意義・種類、契約の成立、債権の目
的）
10　契約２（債務不履行、履行の強制、損害賠償、解除）
11　契約３（売買、賃貸借ほか各種の契約）
12　債権の実現（債権の担保、債権譲渡、弁済）
13　不法行為（不法行為、損害賠償）
14　家族１（婚姻、親子、扶養）
15　家族２（相続、遺言）



2019-2010000463-04民法入門「18台以前」

生田　敏康

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-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)

3.民法の知識を用いて社会で生ずる法的問題について議論することができる。
　(B-2)

4.日常生活や社会において生ずる民法に関係する諸問題に関心をもつことがで
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-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)

3.民法の知識を用いて社会で生ずる法的問題について議論することができる。

4.日常生活や社会において生ずる民法に関係する諸問題に関心をもつことがで
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。



2019-2010000109-02労働法

 期別：前期　　単位数：4　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限, 水・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限　　

山下　慎一

◎－－－　概要　－－－◎

　労働法は、働く場における「ルール」です。「法」という言
葉がついているため、どこか遠い世界の物事であるように感じ
られるかもしれませんが、実はとても身近にあるものです。皆
さんがアルバイトをするとき、就職活動をするとき、あるいは
就職した後の、（起きてほしくはありませんが）ハラスメント
を受けたときや不当にクビにされそうになったときなど、労働
法は至る所で存在感を発揮します。働く場では「常識」とされ
ていることでも、法的な観点から見るとおかしいこともあるで
しょうし、その逆もあるでしょう。いずれにせよ、法的な観点
から労働の場を眺めてみることは、働く人にとっても、経営を
する人にとっても、非常に重要です。本講義では、労働法の概
要を、なるべくわかりやすくお伝えすることを目指します。
　なお、本講義においては、毎回の講義時間の最後に「感想
文」を書いていただきます。その意図は、（１）受講者自身
が、文章を書くことによって、講義内容を活きた知識として身
に付けること、（２）提出された感想文を読むことで、教員
が、受講者の理解度と講義方法の成否をチェックし、次回以降
の講義にフィードバックすることです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

労働に関する法律の枠組みの基礎的な部分を身につけること。
(知識・理解)

受講者が、働く場において、不当なこと・おかしいことを、き
ちんと「不当だ・おかしい」と感じることができるようになる
こと。(技能)

自らの感覚を「法的に」表現できるようになること。 (態度・
志向性)

リーガルマインドにもとづいて、労働に関して生起する法的問
題を考察し、解決策を示すことができる。(技能)

労働政策に関する公的規制がどのような仕組みをとっているか
を理解し、説明できる。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　（１）予習について（60分）
　毎回の講義の最後に、次回の講義の予告をするので、参考書
の該当箇所を読んだり、新聞やインターネットで調べたりし
て、イメージをつかんできてください。予習をすると、講義の
内容の理解が容易になるので、「感想文」を書く上で非常に有
益です。　
　（２）復習について（60分）
　講義で配布したレジュメを、講義終了後に、複数回、繰り返
し読んでください。次の回の講義冒頭で、前回の講義の復習と
して、レジュメに設けた空欄を埋めてもらい、各自に答えてい
ただきます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績評価は定期試験によって行います。
　ただし、感想文のうち特に優れたものについては、成績評価
に反映します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　基本的には、担当教員がmoodleを利用して配布するレ
ジュメに沿って講義を進めるため、テキストは使用しませ
ん。ただし、労働法に関する理解を深めたいと考える方に
は、下記の参考資料の使用を強くお勧めします。

◎－－－　参考書　－－－◎

森戸英幸『プレップ労働法』（弘文堂、第5版、2016年）
　ISBN 978-4335313202
　※講義開始時までに上記参考書の新版が出た場合には、
新版をご購入されたほうがいいかと思います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義には、ノートと筆記用具のほか、小型の六法（有斐
閣「ポケット六法」等）を持参するようにしてください。
本講義は、法学の一領域としての「労働法」を扱うため、
折に触れて法律の条文を参照することが重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　イントロダクション―法学・労働・労働法学
２　労働法の全体像
３　労働者・組合・使用者
４　労働条件の決定・変更のツール
５　就職・採用内定
６　就労
７　労働契約
８　労働条件の集団的決定と変更
９　労働条件の個別的決定と変更
１０　賃金（１）―内容と仕組み
１１　賃金（２）―支払いのルール
１２　労働時間（１）―労働時間の規制
１３　労働時間（２）―残業
１４　休む時間（１）―休憩・休日・有給休暇
１５　休む時間（２）―さまざまな休業・休暇
１６　≪これまでの講義内容の確認≫
１７　労働災害の予防
１８　労働災害の補償（１）―労災保険
１９　労働災害の補償（２）―民事訴訟
２０　会社を辞める
２１　解雇の規制
２２　退職
２３　職場における男女の平等
２４　男女雇用機会均等法
２５　いろいろな働き方（１）―概説、パート
２６　いろいろな働き方（２）―派遣労働者
２７　労使自治と労働者代表（１）―法的枠組み
２８　労使自治と労働者代表（２）―協約の不利益変更
２９　労使トラブル解決の仕組み
３０　≪総括・質疑応答≫
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山下　慎一

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.労働に関する法律の枠組みの基礎的な部分を身につけること。　(A-1)

2.受講者が、働く場において、不当なこと・おかしいことを、きちんと「不当
だ・おかしい」と感じることができるようになること。　(B-1)

3.自らの感覚を「法的に」表現できるようになること。 　(C-1)

4.リーガルマインドにもとづいて、労働に関して生起する法的問題を考察し、
解決策を示すことができる。　(B-2)

5.労働政策に関する公的規制がどのような仕組みをとっているかを理解し、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-1,A-2,B-1,B-2,C-2

1.労働に関する法律の枠組みの基礎的な部分を身につけること。　(A-1)

2.受講者が、働く場において、不当なこと・おかしいことを、きちんと「不当
だ・おかしい」と感じることができるようになること。　(B-1)

3.自らの感覚を「法的に」表現できるようになること。 　(C-2)

4.リーガルマインドにもとづいて、労働に関して生起する法的問題を考察し、
解決策を示すことができる。　(B-2)

5.労働政策に関する公的規制がどのような仕組みをとっているかを理解し、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。
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野田　龍一

◎－－－　概要　－－－◎

　民法などの勉強をしていますと、たびたび「ローマ法以来の
伝統による」という記述に遭遇します。ローマ法とは、どのよ
うな法でしょうか。また、ローマ法以来の伝統は、どのよう
に、現代日本の民法に影響を及ぼしているのでしょうか。この
講義では、法学部の学生ならば誰もが学んでいる民法をより
いっそう深く理解するために「役に立つローマ法」を勉強しま
す。
　講義の方法は、以下の通りです。最初に、日本民法の条文を
紹介します。つぎに、その条文に関する学説や判例の争いに触
れます。そのうえで、当該条文が、ローマ法のいかなるテキス
トに由来するかを説明します。さらに、対応するローマ脳のテ
キストそれ自体に関する諸問題を考えます。最後に、ローマ法
の立場から、現代日本における民法規定の在り方について検討
します。
　「わからなかった民法の条文について勉強しているうちに、
いつの間にかローマ法の世界に引き込まれていた。ローマ法が
どんなに民法に影響を及ぼしているか、実感することができ
た」と、受講なさった皆さんが言って下さるのが、わたしの
ローマ法講義の目標です。ご一緒にどうぞ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法の基礎知識とローマ法の素養を身につけ、現代日本の法律
問題について自力で考えることができる。(知識・理解)

ローマ法の伝統の中で、日本民法の歴史的意義について基本的
知識と理解を持っている。(知識・理解)

ローマ法の公共概念を活かして、現代における公共的諸問題を
把握し、解決策を呈示することができる。

ローマ法以来の西洋法伝統をふまえて、現代日本における法の
在り方を提示することができる。(技能)

ローマ法が現代欧米法に与えた影響を実感し、法のグローバル
スタンダードに、ローマ法の立場から対応できる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　原則として、毎回の講義の最後に、次回の講義テーマについ
てアナウンスします。そのテーマについて民法教科書などで2
時間かけて予習してください。
講義が終わったら、講義中に配布したプリントに拠って2時間
かけて復習してください。そのさい、ローマ法と民法とのつな
がりを実感してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の成績によって評価します。評価の基準は、以下の
通りです。
１．問題の所在を理解しているか。２．民法の条文の意味を正
しく理解しているか。３．ローマ法のテキストを正しく理解し
ているか。４．ローマ法を学習することの意味が理解できてい
るか。５．法律用語を正しく用いているか。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。毎回配布するプリントをもっ
て、テキストに代替いたします。

◎－－－　参考書　－－－◎

原田慶吉『改訂　ローマ法』　ISBN 4-641-04710-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

ローマ法のテキスト原文はラテン語またはギリシア語で書
かれていますが、日本語訳で紹介しますのでラテン語・ギ
リシア語の素養は、不要です。
今年度は、西村安博先生ご担当の日本法制史（集中講義）
およびわたくしの担当の西洋法制史（後期）も開講されま
す。ぜひ、登録・受講してください。とくに日本法制史
は、とても面白いです。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ローマ法は、役に立つ。
２．復習は時の経過によって冷却する。
３．盗人はいつも遅滞。
４．あいまいな契約条項は作成者に不利に。
５.不実表示は合意を害しない。
６．錯誤者には意思なし。
７．強迫されたが、意欲した。
８．贈与・夫婦間贈与・死因贈与・負担付贈与。
９．同時履行の抗弁と留置権の行使。
10.買主の危険負担と売主の保管責任。
11.性状瑕疵保障と契約不適合。
12.失火責任法の適用範囲と契約責任。
13.雇用・請負・賃貸借は、１つの契約。
14.委任契約の無償性と報酬。
15.受任者は、委任から損害をこうむらない。
16.利益と損失との共同体としての組合契約。
17.和解契約の効果と追加請求。
18.和解の前提の錯誤。
19.事務管理とおせっかいとの違い。
20.ローマ法の転用物訴権と最高裁判例。
21.法律なければ遺言なし。
22.白紙委任遺言はどこまで有効か？
23.遺言による財団設立と負担付遺贈。
24.相続欠格事由と推定相続人の廃除。
25.相続人・相続分・遺産分割。
26.配偶者居住権のローマ法的伝統。
27.特別受益・寄与分・特別寄与分。
28.相続人のいない相続財産と特別縁故者。
29.遺留分の減殺請求。
30.全体のまとめ。さらなる勉強のための助言。
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◎法律:A-1,A-4,B-5,C-3

1.民法の基礎知識とローマ法の素養を身につけ、現代日本の法律問題について
自力で考えることができる。　(A-1)

2.ローマ法の伝統の中で、日本民法の歴史的意義について基本的知識と理解を
持っている。　(A-4)

3.ローマ法の公共概念を活かして、現代における公共的諸問題を把握し、解決
策を呈示することができる。

4.ローマ法以来の西洋法伝統をふまえて、現代日本における法の在り方を提示
することができる。　(B-5)

5.ローマ法が現代欧米法に与えた影響を実感し、法のグローバルスタンダード
に、ローマ法の立場から対応できる。　(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:A-1,A-4,B-3,C-3

1.民法の基礎知識とローマ法の素養を身につけ、現代日本の法律問題について
自力で考えることができる。　(A-1)

2.ローマ法の伝統の中で、日本民法の歴史的意義について基本的知識と理解を
持っている。　(A-4)

3.ローマ法の公共概念を活かして、現代における公共的諸問題を把握し、解決
策を呈示することができる。　(B-3)

4.ローマ法以来の西洋法伝統をふまえて、現代日本における法の在り方を提示
することができる。

5.ローマ法が現代欧米法に与えた影響を実感し、法のグローバルスタンダード
に、ローマ法の立場から対応できる。　(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。


