
2019-2010000366-01アメリカ法セミナーⅠ

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

長谷川　正国

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

各自の英語力を向上させる。(知識・理解)

法律英語論文の読み方を習得する。(態度・志向性)

日本語力を養い、社会科学の基本的な図書を抵抗なく理解でき
る。

各国の外交政策に関してその根底的な思想を理解し、説明でき
る。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

英文テキストと読書リストは当方で準備します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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

30 総括授業



2019-2010000366-01アメリカ法セミナーⅠ

長谷川　正国

◎法律:A-4,C-3

1.各自の英語力を向上させる。　(A-4)

2.法律英語論文の読み方を習得する。　(C-3)

3.日本語力を養い、社会科学の基本的な図書を抵抗なく理解できる。

4.各国の外交政策に関してその根底的な思想を理解し、説明できる。

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

◎経営法:A-3,A-4,B-3,C-3

1.各自の英語力を向上させる。　(A-4)

2.法律英語論文の読み方を習得する。　(C-3)

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

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

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



2019-2010000341-01基礎ゼミ

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

櫛田　久代

◎－－－　概要　－－－◎

このゼミは、国や地方の行政について理解を深めることを目的
としています。この目的のもと、8月下旬もしくは9月上旬に東
京実地研修を行い、中央官庁のほか、いくつかの公の施設を訪
問します（学生の自己負担は3万円程度の見込み）。
　それに先立って、前期には事前学習として図書館での文献の
調べ方などを学んだのち、いくつかのテーマを設定し、グルー
プ単位で報告をしてもらいます（テーマとしては「「国」とは
なにか」「国家権力について」「日本の政治制度」などを検討
中）。東京研修後の後期には、研修で学んだことを報告すると
ともに、それをふまえて、私たちの社会が抱える様々な課題に
ついて、報告と討論を行ってもらいます。なお、国家行政を中
心にゼミを進めることになりますが、実際の私たちの暮らしに
とっては、地方の行政機関による活動が不可欠なものであるこ
とも見逃せません。そのため、福岡にある公的機関への研修の
機会も設けられればと考えています（後期を予定）。最終的に
は、ゼミ生自身によって研修報告書が作成されます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

「公の仕事」の特質について理解できる(知識・理解)

「公の仕事」の仕組みについて理解できる(知識・理解)

「公務員」の役割を説明できる(技能)

「公務員」という職業について、多面的に理解できる(技能)

「公務員」という職業の職業倫理を説明できる(技能)

「公の仕事」の特質について理解できる(態度・志向性)

公務員が行う職務の重要性・必要性を理解しようとする姿勢を
もっている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

本ゼミの報告と討論は、東京研修の事前研修、事後研修として
行われます。その点をふまえ、予習としては、ゼミ生全員が問
題意識を持って次回報告に関する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。復習では、毎回の報告と
討論を通して明らかになったことについてのほか、東京研修に
関しても、その内容を各自整理することが重要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容、討論時の質疑応答、研修への取り組み（積極的参加
や報告書作成）等から総合的に評価します。事前及び事後研修
時の報告や研修報告書作成においては、「Wikipedia」等の使用
は一切認めません。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。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学法学部『はじめて法学部の専門科目を学ぶ人のた
めに－法学部スタディガイド－』を使用するほか、数冊の
書籍（新書等を予定）を指定します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

東京研修では様々な機関を訪問し、「公の仕事」について
学ぶことになります。したがってこのゼミは、単に担当者
と受講生のみから構成されるのではなく、訪問先の様々な
人々の協力の上に成り立っています。そして、東京研修は
「研修」であって「旅行」ではありません。受講生には、
この点について十分に理解し、事前、事後の学習を含め、
問題意識を持って課題に向き合うことが求められます。な
お、無断欠席は一切認めません。他のゼミ生と協力し、積
極的に学ぼうとする学生のみなさんの参加を待っていま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（ゼミの進め方等）
２～５．法学部で学ぶということについて（『法学部スタ
ディガイド』使用）、図書館ガイダンス、報告テーマの設
定・分担等
６～13．報告・討論（東京研修事前学習）　
14～15．東京研修打ち合わせ
16～17．東京研修の総括
18～29．報告・討論（東京研修事後学習）
30．総括



2019-2010000341-01基礎ゼミ

櫛田　久代

◎法律:A-1,A-2,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2

1.「公の仕事」の特質について理解できる　(A-1)

2.「公の仕事」の仕組みについて理解できる　(A-2)

3.「公務員」の役割を説明できる　(B-1)

4.「公務員」という職業について、多面的に理解できる　(B-2)

5.「公務員」という職業の職業倫理を説明できる　(B-3)

6.「公の仕事」の特質について理解できる　(C-1)

7.公務員が行う職務の重要性・必要性を理解しよ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。



2019-2010000341-02基礎ゼミ

 期別：通年　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年：木・５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、法律や行政の基礎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、早い時期から勉強したい
方を歓迎します。
　ゼミでは、法律や行政について実地で理解を深めるため、長
期休暇期間中に東京実地研修を行います（自己負担が３万円程
度必要になります）。国の省庁等を訪問し、第一線で実務に当
たっている公務員等から話を聞く機会としています。
　この東京実地研修に向けて、ゼミでは、文書の書き方、文献
や資料の調べ方等についての基礎的な学習を行った上で、我が
国の法秩序や統治機構（立法、行政、司法）の仕組みなど公法
分野の勉強をします。また、研修前には研修先の調査など事前
準備を行い、研修後にはゼミ生の分担執筆により研修で学んだ
ことについて報告書を作成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律に関する基礎知識を身に付け、社会に生起する法的問題に
ついて理解することができる。(知識・理解)

行政及び公法に関する基礎知識を身に付け、行政の仕組みを理
解することができる。(知識・理解)

法律に関する基礎知識を活かし、社会に生起する法的問題につ
いて自分の意見を表現することができる。(技能)

法律に関する基礎知識を活用し、社会に生起する法的問題を把
握し、解決のあり方を探ることができる。(技能)

行政及び公法に関する基礎知識を活かし、地域や国の公共的問
題を把握し、解決のあり方を探ることができる。(技能)

行政及び法律に関する基礎知識を活用して、社会に生起する諸
問題に関わろうとする姿勢を持っている。(態度・志向性)

行政及び法律に関する基礎知識を活かし、公共分野や地域社会
に関わろ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。
　また、東京実地研修後に報告書作成等の作業が必要になりま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ゼミ内での発言や課題発表の内容及び報告書の内容等を評価
します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

法学部スタディガイド（2019年版、福岡大学法学部）
小泉洋一・島田茂編（2016）「公法入門」（第２版）法律
文化社

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　　　　　ゼミの導入
２～３０　　法律や行政に関する基礎的学習、公法の学
習、東京実地研修の準備等



2019-2010000341-02基礎ゼミ

坂本　眞一

◎法律:A-1,A-2,B-1,B-2,B-3,C-1,C-2

1.法律に関する基礎知識を身に付け、社会に生起する法的問題について理解す
ることができる。　(A-1)

2.行政及び公法に関する基礎知識を身に付け、行政の仕組みを理解することが
できる。　(A-2)

3.法律に関する基礎知識を活かし、社会に生起する法的問題について自分の意
見を表現することができる。　(B-1)

4.法律に関する基礎知識を活用し、社会に生起する法的問題を把握し、解決の
あり方を探ることができる。　(B-2)

5.行政及び公法に関する基礎知識を活かし、地域や国の公共的問題を把握し、
解決のあり方を探ることができる。　(B-3)

6.行政及び法律に関する基礎知識を活用して、社会に生起する諸問題に関わろ
うとする姿勢を持っている。　(C-1)

7.行政及び法律に関する基礎知識を活かし、公共分野や地域社会に関わろうと
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。



2019-2010000360-01憲法Ⅰ「JJ1-5」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/26　５時限　　

武居　一正

◎－－－　概要　－－－◎

　「憲法」とは、国家統治の基本を定めた法律です。民主主義
と人権保障という普遍的価値に基づいて国家権力をコントロー
ルする目的を持ち、法体系の中で「最高法規」と位置付けられ
ています。憲法学という学問は、このような憲法の成り立ちや
実際の制度および統治の仕組み、それらの機能、実際に果たし
ている役割などに考察を加えるものです。法律学の最も基礎と
なるものですから、しっかり学んで下さい。憲法Ⅰでは、「基
本的人権」について学びます。
　講義の進め方
　学習テーマやテキストおよび判例集の頁など必要な事は必ず
事前に伝えます。講義では、前回学んだ内容について簡潔にお
さらいし、パワー・ポイントを使ってその日のテーマについて
広くかつ深く考察を加えます。大事な事については何度も説明
します。区切りのつく所で質問を受け付け、分からない事をそ
の日のうちに解決し、必ず理解させ、納得させます。そういう
意味では、必ず何かについて理解したという「達成感」を味わ
えます。
　学習方法
　法学部での学び方については、予習･復習のやり方なども含
めすべてに付いて詳しく説明しているので、武居著『新入生の
ための法学部必勝学習法』、法律文化社、２０１６年を読んで
下さい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的人権の基礎的論点について理解する。(知識・理解)

国家の統治制度について理解する（憲法Ⅱで扱う）。(知識・
理解)

憲法の基本判例と学説との関連について理解する。(技能)

人権保障の史的展開を踏まえた上で、今日の人権保障状況につ
いて考える。(技能)

現代社会における人権に対する新たな脅威にどのように対処す
べきかを考える。(態度・志向性)

より良い人権保障の見地から、社会の諸問題について考える。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習・講義の終わりに、次回の学習テーマ、テキストのペー
ジなどを予告するので、指定された教科書や判例集を必ず読ん
でくること。１時間程度。
　復習･講義のポイントをその日のうちにもう一度おさらいす
ること。30分～１時間程度。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　筆記試験による。中間・期末の２回筆記試験を行う。内容的
には、講義の内容を十分理解しているかどうか、基本的考え方
を応用して現実の問題を考える事が出来るかどうかなどを確認
するものとなる。日頃の質問などは積極的学習意欲の表れであ
るからその内容に応じて平常点として加点する。また、場合に
よっては、レポート提出を求める事がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　武居編『基礎からわかる憲法』嵯峨野書院、第３版、２
０１９年、野中･江橋編『憲法判例集』第１１版、有斐閣
新書、２０１６年を用います。大学での勉強の仕方につい
ては武居著『新入生のための法学部必勝学習法』法律文化
社、２０１６年を参考にして下さい。必ず役に立ちます。
なお、六法は必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　オフィスアワーの日時の指定に拘わらず、質問があれば
“いつでも”研究室文系センター916号室に来て下さい。
分からないことがあれば直ぐに解決する。これが理解のた
めの早道です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　先ず、人権の基礎理論について学ぶ。
１．講義の進め方、基本的人権とは
２．人権の分類
３～４．人権の歴史
５．享有主体
６～７．人権の限界
　次いで、人権各論について講義する。
８．精神的自由権
９．内面的精神活動の自由
１０．表現の自由
１１～１２．二重の基準論と新たな展開
１３～１４．関連判例の検討
１５．まとめ
　講義は、受講生の理解度に応じて進められなくてはなら
ないから、場合によっては、何度も詳しく説明したり、質
問に答えたりすることになるので、予定通りに進むとは限
らない。従って、計画は一応の目安という事になる。　



2019-2010000360-01憲法Ⅰ「JJ1-5」

武居　一正

◎法律:A-1,A-2,B-1,B-5,C-1,C-2

1.基本的人権の基礎的論点について理解する。　(A-1)

2.国家の統治制度について理解する（憲法Ⅱで扱う）。　(A-2)

3.憲法の基本判例と学説との関連について理解する。　(B-1)

4.人権保障の史的展開を踏まえた上で、今日の人権保障状況について考える。
　(B-5)

5.現代社会における人権に対する新たな脅威にどのように対処すべきかを考え
る。　(C-1)

6.より良い人権保障の見地から、社会の諸問題について考える。　(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。



2019-2010000360-02憲法Ⅰ「JJ6-10」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・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)

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。(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（8割）と平常点（中間試験など：2割）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



2019-2010000360-02憲法Ⅰ「JJ6-10」

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.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。　(B-1)

4.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)

5.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)

6.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。



2019-2010000361-01憲法Ⅱ「JJ1-5」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/21　５時限　　

武居　一正

◎－－－　概要　－－－◎

　「憲法」とは、国家統治の基本を定めた法律です。民主主義
と人権保障という普遍的価値に基づいて国家権力をコントロー
ルする目的を持ち、法体系の中で「最高法規」と位置付けられ
ています。憲法学という学問は、このような憲法の成り立ちや
実際の制度および統治の仕組み、それらの機能、実際に果たし
ている役割などに考察を加えるものです。法律学の最も基礎と
なるものですから、しっかり学んで下さい。憲法Ⅱでは、「統
治機構」について学びます。
　講義の進め方
　学習テーマやテキストおよび判例集の頁など必要な事は必ず
事前に伝えます。講義では、前回学んだ内容について簡潔にお
さらいし、パワー・ポイントを使ってその日のテーマについて
広くかつ深く考察を加えます。大事な事については何度も説明
します。区切りのつく所で質問を受け付け、分からない事をそ
の日のうちに解決し、必ず理解させ、納得させます。そういう
意味では、必ず何かについて理解したという「達成感」を味わ
えます。
　学習方法
　法学部での学び方については、予習･復習のやり方なども含
めすべてについて詳しく説明しているの、武居著『新入生のた
めの法学部必勝学習法』法律文化社、２０１６年を読んで下さ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

統治機構の基礎的論点について理解する。(知識・理解)

国家の統治制度について理解する。(知識・理解)

統治に関する基本判例と学説の関連について理解する。(技能)

統治制度の史的展開を踏まえた上で、統治に関する今日の問題
について考える。(技能)

統治制度の制度疲労をどのように改善すべきか考える。(態
度・志向性)

民主主義の意義を理解し、国民の意思に基づく統治（政治）の
あり方について考える。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習・講義の終わりに、次回の学習テーマ、テキストのペー
ジなどを予告するので、指定された教科書や判例集を必ず読ん
でくること。１時間程度。
　復習･講義のポイントをその日のうちにもう一度おさらいす
ること。30分～１時間程度。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　筆記試験による。中間・期末の２回筆記試験を行う。内容的
には、講義の内容を十分理解しているかどうか、基本的考え方
を応用して現実の問題を考える事が出来るかどうかなどを確認
するものとなる。日頃の質問などは積極的学習意欲の表れであ
るからその内容に応じて平常点として加点する。また、場合に
よっては、レポート提出を求める事がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　武居編『基礎からわかる憲法』嵯峨野書院、第３版、２
０１９年、野中･江橋編『憲法判例集』有斐閣新書、第１
１版、２０１６年を用います。大学での勉強の仕方につい
ては武居著『新入生のための法学部必勝学習法』法律文化
社、２０１６年を参考にして下さい。必ず役に立ちます。
なお、六法は必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　オフィスアワーの日時の指定に拘わらず、質問があれば
“いつでも”研究室文系センター916号室に来て下さい。
分からないことがあれば、直ぐに解決する。これが理解の
ための早道です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　統治機構について学ぶ。
１．講義の進め方、憲法とは
２～３．近代立憲主義
４～７．平和主義
８～１１．司法権、憲法裁判
１２～１４．国会、議院内閣制
１５．まとめ
　講義は、受講生の理解度に応じて進められなくてはなら
ないから、場合によっては、何度も詳しく説明したり、質
問に答えたりすることになるので、予定通りに進むとは限
らない。従って、計画は一応の目安という事になる。　



2019-2010000361-01憲法Ⅱ「JJ1-5」

武居　一正

◎法律:A-1,A-2,B-1,B-5,C-1,C-2

1.統治機構の基礎的論点について理解する。　(A-1)

2.国家の統治制度について理解する。　(A-2)

3.統治に関する基本判例と学説の関連について理解する。　(B-1)

4.統治制度の史的展開を踏まえた上で、統治に関する今日の問題について考え
る。　(B-5)

5.統治制度の制度疲労をどのように改善すべきか考える。　(C-1)

6.民主主義の意義を理解し、国民の意思に基づく統治（政治）のあり方につい
て考える。　(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。



2019-2010000361-02憲法Ⅱ「JJ6-10」

 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：火・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。(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（8割）と平常点（中間試験など：2割）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



2019-2010000361-02憲法Ⅱ「JJ6-10」

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.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。　(B-1)

4.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)

5.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)

6.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。



2019-2010000472-01公共政策概論「16台以降」

 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：月・２時限　　試験時間割：2020/01/25　３時限　　

菅原　和行

◎－－－　概要　－－－◎

現代社会には、少子高齢化、都市・地方間格差、地球環境問題
など、さまざまな問題が存在する。これらは一部地域に限定さ
れたものから地球規模のものまで多岐にわたるが、共通してい
る点は公的に取り組むべき問題ということである。公共政策と
は、こうした公的に取り組むべき問題に対処し、解決を図るた
めの政策や手段のことである。問題が多様であれば、公共政策
もまた多様である。全国規模のもの、地域限定のもの、国家間
の協議が必要なものなど、さまざま存在する。また、公共政策
の多様性は、実施主体の多様性も意味する。現代では中央政府
や自治体に加え、NGOやNPO、民間の企業や個人の役割もます
ます重要になっている。さらに、現代の政策問題はしばしば複
合的な性格を有するため、解決にあたっては個別の政策分野に
留まらない横断的な知識が求められる。本講義では、多様で複
雑な公共政策に関して、その概念や構造、諸理論を学んだう
え、主要な政策問題を事例として、実践的な観点から公共政策
への理解を深めることを目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の主要な政策問題や公共政策について、その基本的特徴を
説明できる。(知識・理解)

政策過程の各段階について、それぞれの基本的特徴や課題を自
分の言葉で説明できる。(知識・理解)

国内外の政策問題について、その構造を明らかにし、必要な対
策を提示できる。(技能)

政策問題の複合性や政策間の関係を理解し、適切な公共政策の
あり方を提示できる。(技能)

国内外の政策問題について、自ら考え、解決のあり方を検討す
る、主体的な姿勢が身につく。(態度・志向性)

政策問題の解決に向け、国や自治体の政策形成、地域の活動な
どに積極的に関わろう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公共政策に関する情報を調べ、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　－－－◎

秋吉貴雄、伊藤修一郎、北山俊哉『公共政策学の基礎』
（有斐閣、2010年）　ISBN 9784641184282

◎－－－　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、公共政策とは何か
２　政策問題と公共政策
３　アジェンダ設定と政策立案
４　公共政策の手段
５　公共政策と市場メカニズム
６　公共政策における価値と規範
７　公共政策と市民、コミュニティ
８　政策決定と合理性
９　政策実施
10　政策評価
11　情報公開
12　福祉国家と公共政策
13　少子高齢化と公共政策
14　地球的問題群と公共政策
15　まとめ



2019-2010000472-01公共政策概論「16台以降」

菅原　和行

◎法律:A-2,A-3,B-3,B-4,C-1,C-2

1.現代の主要な政策問題や公共政策について、その基本的特徴を説明できる。
　(A-3)

2.政策過程の各段階について、それぞれの基本的特徴や課題を自分の言葉で説
明できる。　(A-2)

3.国内外の政策問題について、その構造を明らかにし、必要な対策を提示でき
る。　(B-3)

4.政策問題の複合性や政策間の関係を理解し、適切な公共政策のあり方を提示
できる。　(B-4)

5.国内外の政策問題について、自ら考え、解決のあり方を検討する、主体的な
姿勢が身につく。　(C-1)

6.政策問題の解決に向け、国や自治体の政策形成、地域の活動などに積極的に
関わろうする意欲が醸成される。　(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.現代の主要な政策問題や公共政策について、その基本的特徴を説明できる。
　(A-4)

2.政策過程の各段階について、それぞれの基本的特徴や課題を自分の言葉で説
明できる。

3.国内外の政策問題について、その構造を明らかにし、必要な対策を提示でき
る。

4.政策問題の複合性や政策間の関係を理解し、適切な公共政策のあり方を提示
できる。

5.国内外の政策問題について、自ら考え、解決のあり方を検討する、主体的な
姿勢が身につく。

6.政策問題の解決に向け、国や自治体の政策形成、地域の活動などに積極的に
関わろうする意欲が醸成される。

◎　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。



2019-2010000364-01裁判制度概論「JJ1-5」

 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：火・１時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

武士俣　敦

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

裁判という作用の意味を理解し、説明できる。(知識・理解)

日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。(知識・理
解)

裁判手続の基礎を理解し、説明できる。(知識・理解)

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

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

憲法訴訟の意味、および制度について理解し、説明できる(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講の際には必ず「六法」を用意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000364-01裁判制度概論「JJ1-5」

武士俣　敦

◎法律:A-1,A-2,B-2,C-1

1.裁判という作用の意味を理解し、説明できる。　(A-1)

2.日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。　(A-1)

3.裁判手続の基礎を理解し、説明できる。　(A-1)

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

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

6.憲法訴訟の意味、および制度について理解し、説明できる　(A-2)

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

◎経営法:A-1,A-2,B-2,C-1

1.裁判という作用の意味を理解し、説明できる。　(A-1)

2.日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。　(A-1)

3.裁判手続の基礎を理解し、説明できる。　(A-1)

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

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

6.憲法訴訟の意味、および制度について理解し、説明できる　(A-2)

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



2019-2010000364-02裁判制度概論「JJ6-10」

 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：火・４時限　　試験時間割：2020/01/23　４時限　　

武士俣　敦

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

裁判という作用の意味を理解し、説明できる。 (知識・理解)

日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。 (知識・理
解)

裁判手続の基礎を理解し、説明できる。(知識・理解)

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

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

憲法訴訟の意味、および制度を理解し、説明できる。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講の際には必ず「六法」を用意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000364-02裁判制度概論「JJ6-10」

武士俣　敦

◎法律:A-1,A-2,B-2,C-1

1.裁判という作用の意味を理解し、説明できる。 　(A-1)

2.日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。 　(A-1)

3.裁判手続の基礎を理解し、説明できる。　(A-1)

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

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

6.憲法訴訟の意味、および制度を理解し、説明できる。　(A-2)

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

◎経営法:A-1,A-2,B-2,C-1

1.裁判という作用の意味を理解し、説明できる。 　(A-1)

2.日本の裁判所の種類や役割を理解し、説明できる。 　(A-1)

3.裁判手続の基礎を理解し、説明できる。　(A-1)

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

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

6.憲法訴訟の意味、および制度を理解し、説明できる。　(A-2)

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



2019-2010000471-01政治学入門「16台以降 JJ1-5」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

櫛田　久代

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

政治学用語を用いて、政治的諸問題について説明することがで
きる。(技能)

政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。
(態度・志向性)

政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。(知
識・理解)

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。配布資料を用います。

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000471-01政治学入門「16台以降 JJ1-5」

櫛田　久代

◎法律:A-3,B-3,B-5,C-1,C-2

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

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

3.政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。　(C-1)

4.政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。　(A-3)

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

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

◎経営法:A-3,C-3

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

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

3.政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。　(C-3)

4.政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。

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

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



2019-2010000471-02政治学入門「16台以降 JJ6-10」

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

櫛田　久代

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

政治学用語を用いて、政治的諸問題について説明することがで
きる。(技能)

政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。
(態度・志向性)

政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。(知
識・理解)

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。配布資料を用います。

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000471-02政治学入門「16台以降 JJ6-10」

櫛田　久代

◎法律:A-3,B-3,B-5,C-1,C-2

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

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

3.政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。　(C-1)

4.政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。　(A-3)

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

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

◎経営法:A-3,C-3

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

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

3.政治的諸問題を理解し、制度の中での解決方法を考えられる。　(C-3)

4.政治学および政策に関する基礎知識を身につけられる。

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

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



2019-2010000401-01世界外交史

 期別：後期　　単位数：4　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限, 木・３時限　　試験時間割：2020/01/20　３時限　　

長谷川　正国

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

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

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

　入江啓四郎・大畑篤四郎著『重訂外交史提要』（成文
堂）を使用します。

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000401-01世界外交史

長谷川　正国

◎法律:B-3,C-3

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

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

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

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

◎経営法:B-2,C-3

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

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

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

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



2019-2010000340-01法学部入門ゼミ「JJ02A」

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

石川　友佳子

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、様々な事件やトピックをできるだけ多く取り
上げ、法律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、法律にできることは何
か」を見つけてほしいと思っています。
　また、それと同時に、これから法学部で学んでいくための手
段の習得も目的とします。条文、判例そして文献資料の読み方
や調べ方、議論や報告の仕方なども実践しながら学んでいきた
いと考えています。
　これから法学部でどう過ごしたいか、どんな勉強をしたい
か、他のゼミ生とともに少しずつ考えていってくれたらと思っ
ています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律を学ぶための手段を習得すること。(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。(態度・志向性)

自分とは違う考え方・視点を聞き、尊重すること。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　担当教員から出された課題を行ってゼミに臨むこと。
　また、共同報告の際には、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　－－－◎

法学部スタディガイドと六法は必ず持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．
ガイダンス
２．～８．
導入授業
グループでの判例精読
グループでの事例演習
９．～１４．
グループ報告
１５．
まとめ



2019-2010000340-01法学部入門ゼミ「JJ02A」

石川　友佳子

◎法律:A-4,C-1

1.法律を学ぶための手段を習得すること。　(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。　(C-1)

3.自分とは違う考え方・視点を聞き、尊重すること。　(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.法律を学ぶための手段を習得すること。　(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。　(C-1)

3.自分とは違う考え方・視点を聞き、尊重すること。　(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。



2019-2010000340-03法学部入門ゼミ「JJ04A」

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

屋宮　憲夫

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、これから皆さんが法律学を学んでいくにため
に必要な基本的知識を身につけていくこととします。具体的に
は、『法学部スタディガイド』をテキストとして、六法の使い
方、文献や判例の検索方法、資料の読み方、報告のための準備
の仕方、レポートの作成方法などを経験的に学んでいきます。
次いで、現実の社会で生起し法律問題となった事項に関する判
例を素材として、判例の読み方を学ぶとともにグループでの報
告や討論をすすめることでより深く社会と法律の関係について
考えていくこととします。後半の判例については、基本的人権
の保障が問題となった代表的事例を取り上げて進めていきたい
と思います。積極的に報告・討論に参加されることを期待して
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律学の基礎知識を理解する。(知識・理解)

リーガルマインでを身につけ、社会に生起する法律問題に関心
を持つ。(知識・理解)

わが国の現代社会の問題に関心を持ち、その解決を志向する。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキスト・配布資料等に基づいて指示した予習を行うこと（60
分程度）。
このゼミで履修した内容の整理を毎回行い、自主的な追加的学
習を加えること（30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常の発言等の積極的な参加、個別報告の内容や質疑応答の状
況、レポートや課題の論述内容などを上記到達目標の観点から
総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『法学部スタディガイド』（配布されます。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１ガイダンス
２～８『法学部スタディガイド』に基づいた学習
９～15判例に基づいた報告・検討



2019-2010000340-03法学部入門ゼミ「JJ04A」

屋宮　憲夫

◎法律:A-4,C-1

1.法律学の基礎知識を理解する。　(A-4)

2.リーガルマインでを身につけ、社会に生起する法律問題に関心を持つ。　
(A-4)

3.わが国の現代社会の問題に関心を持ち、その解決を志向する。　(C-1)

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

◎経営法:A-4,C-1

1.法律学の基礎知識を理解する。　(A-4)

2.リーガルマインでを身につけ、社会に生起する法律問題に関心を持つ。　
(A-4)

3.わが国の現代社会の問題に関心を持ち、その解決を志向する。　(C-1)

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



2019-2010000340-04法学部入門ゼミ「JJ01B」

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

折登　美紀

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

法学についての基本的事項を理解する。(知識・理解)

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

『法学部スタディガイド』
その他、書物及び資料（ゼミの開始時に説明する）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『法学部スタディガイド』及び最新版の六法を持ってきて
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000340-04法学部入門ゼミ「JJ01B」

折登　美紀

◎法律:A-4,C-1

1.法学についての基本的事項を理解する。　(A-4)

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

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

◎経営法:A-4,C-1

1.法学についての基本的事項を理解する。　(A-4)

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

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



2019-2010000340-07法学部入門ゼミ「JJ06A」

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

北坂　尚洋

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは、『法学部スタディガイド』を使いながら、こ
れから法律学を勉強していくにあたっての基本事項（六法の使
い方、勉強のやりかた、報告の仕方や資料の調べ方など）を習
得してもらうつもりです。なお、ゼミでは、よい雰囲気の中
で、みんなで楽しくまとまって勉強していくことを第１の目標
にしようと思っています。ゼミには積極的に参加してくださ
い。ゼミでは、学力のほかに、ゼミ生同士の交流を通じて、社
会で必要とされる思考力、判断力、行動力を身につけてほしい
と思っています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律学の基礎知識を理解し、それを説明することができるよう
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)　－－－◎

　予習としては、『法学部スタディガイド』の指示する箇所を
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『法学部スタディガイド』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　－－－◎

　積極性や達成度を基準に、発言内容とレポート等から評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『法学部スタディガイド』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の授業には、法学部スタディガイドと六法を持って
くること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション

２～７　『法学部スタディガイド』の説明

８～１５　報告・討論



2019-2010000340-07法学部入門ゼミ「JJ06A」

北坂　尚洋

◎法律:A-4,C-1

1.法律学の基礎知識を理解し、それを説明することができるようになる。　
(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.法律学の基礎知識を理解し、それを説明することができるようになる。　
(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。



2019-2010000340-08法学部入門ゼミ「JJ08A」

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

實原　隆志

◎－－－　概要　－－－◎

　大学生活では新しく経験する作業も少なくない。特に高校ま
での学習と異なるのは、個々人に主体性が求められることだろ
う。このゼミにおいては各グループごとで自主的な準備・検討
といった作業を重視する。グループ分けをした上で、各テーマ
ごとに割り当てられた立場からの意見を構築・発表する「ディ
ベート」、においては法学に関連する映像資料を見た上で全員
で討議する「映像研究」、各回のテーマについてグループごと
の統一見解を作り上げ、ゼミの際に報告・質疑を行う「協
議」、においては比較的読みやすい学術論文を指定し、その概
要を報告し質疑を行う「文献研究」、などを予定している。ま
た、それらの作業に際しては適宜「スタディガイド」の該当箇
所を参照する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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)

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)　－－－◎

　各回の作業に応じて、各グループごとの準備を求めたり、各
自の事前の情報収集を求めたりする。

準備にに要する時間：60分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

  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　－－－◎

　具体的な書籍は指定しないが、新聞やテレビで日々の
ニュースを見ておくこと。

◎－－－　参考書　－－－◎

スタディガイド『はじめて法学部の専門科目を学ぶ人のた
めに』　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．自己紹介、オリエンテーション
２―14．図書館オリエンテーション、スタディスキル、
ディベート、等
15．総括
＊　参加者の興味関心に応じて変更することがあります。
ご了承ください。



2019-2010000340-08法学部入門ゼミ「JJ08A」

實原　隆志

◎法律:A-4,C-1

1.法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

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

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

◎経営法:A-4,C-1

1.法についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

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

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



2019-2010000340-09法学部入門ゼミ「JJ02B」

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

武居　一正

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律学の学び方のコツを身に付ける。(知識・理解)

現代社会で生じている諸問題について関心を持つ。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000340-09法学部入門ゼミ「JJ02B」

武居　一正

◎法律:A-4,C-1

1.法律学の学び方のコツを身に付ける。　(A-4)

2.現代社会で生じている諸問題について関心を持つ。　(C-1)

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

◎経営法:A-4,C-1

1.法律学の学び方のコツを身に付ける。　(A-4)

2.現代社会で生じている諸問題について関心を持つ。　(C-1)

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



2019-2010000340-12法学部入門ゼミ「JJ03A」

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

谷川　和幸

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本の裁判制度の概要を説明できる(知識・理解)

現代社会が抱える法的課題を解決する姿勢を持つ(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業での議論に参加できるよう予習・復習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

学部が配布する『法学部スタディガイド』

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000340-12法学部入門ゼミ「JJ03A」

谷川　和幸

◎法律:A-4,C-1

1.日本の裁判制度の概要を説明できる　(A-4)

2.現代社会が抱える法的課題を解決する姿勢を持つ　(C-1)

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

◎経営法:A-4,C-1

1.日本の裁判制度の概要を説明できる　(A-4)

2.現代社会が抱える法的課題を解決する姿勢を持つ　(C-1)

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



2019-2010000340-14法学部入門ゼミ「JJ06B」

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

野田　龍一

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

法律学の諸々の概念についての基本的な知識と理解を持ってい
る。(知識・理解)

ゼミで学んだ知識を生かして、身の周りで起きている法律諸問
題を解決する意欲を持っている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しません。毎回プリントを配布し、それ
をテキストにします。

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　このゼミを通じて、法律学の勉強にぜひ興味を持ってく
ださい。
　一回でも欠席するとわからなくなります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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

◎－－－　URL　－－－◎

なし
(なし)



2019-2010000340-14法学部入門ゼミ「JJ06B」

野田　龍一

◎法律:A-4,C-1

1.法律学の諸々の概念についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.ゼミで学んだ知識を生かして、身の周りで起きている法律諸問題を解決する
意欲を持っている。　(C-1)

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

◎経営法:A-4,C-1

1.法律学の諸々の概念についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

2.ゼミで学んだ知識を生かして、身の周りで起きている法律諸問題を解決する
意欲を持っている。　(C-1)

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



2019-2010000340-16法学部入門ゼミ「JJ03B」

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

萩原　一樹

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

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)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

『法学部スタディガイド』

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000340-16法学部入門ゼミ「JJ03B」

萩原　一樹

◎法律:A-4,C-1

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

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

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



2019-2010000340-17法学部入門ゼミ「JJ04B」

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

畠田　公明

◎－－－　概要　－－－◎

　本入門ゼミは、法学部に入学した新1年生の皆さんに対し
て、高校までの勉強から法学部の専門科目の勉強へスムーズに
移行できるようになることを目的とするものである。
　本入門ゼミでは、まず、法学部においてはじめて勉強する人
のために法学部での学び方を皆さんと一緒に考えて行く。ここ
では、大学生活の過ごし方、授業の受け方、キャリア教育など
を取り上げる。その後で、法学を学ぶための基礎知識の習得を
目指し、さらに、資料の集め方などを取り上げる。また、ゼミ
生は、各自の関心のあるテーマについて調べたものを、レジュ
メを用いて発表し、他のゼミ生と質疑応答する。
　最後に、各自の関心のあるテーマについてレポートを提出す
ることが必要である。
　本ゼミを通じて、教員と学生との間で相互に議論を交わしな
がら、親睦を図り、ゼミ生が自発的・自主的な勉強の仕方を学
び、充実した大学生活を送ることができることを希望する。

◎－－－　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)　－－－◎

　事前に指定されたテキスト、資料等を読んで予習をすること
が、求められる。事後に質疑応答の内容をまとめて、レポート
を作成する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準は、法学を学ぶための基本知識を習得していること、
自分の見解をまとめてレポートを作成できていること、他のゼ
ミ生と質疑応答して明確に自分の意見を述べることができてい
ることである。
評価方法は、個別報告（50％）、質疑応答（30％）、および提
出レポート（20％）により行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学法学部スタディガイド

◎－－－　参考書　－－－◎

『ポケット六法』（有斐閣）
『デイリー六法』（三省堂）などのいずれか一つ選択する
こと。
　授業の際には、必ず、上記の『ポケット六法』（有斐
閣）、『デイリー六法』（三省堂）などの最新版の『六
法』（法令集）を持参すること。
他の参考文献については、必要に応じて授業中に適宜指示
する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の際には、必ず前記の「六法」を持参し、ゼミ発表に
おける質疑応答などに積極的参加し、明確に自分の意見を
述べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１～３　法学部での学び方

４～６　法学を学ぶための基礎知識

７～８　資料の集め方

９～１４　各自のテーマについて発表

１５　総括



2019-2010000340-17法学部入門ゼミ「JJ04B」

畠田　公明

◎法律:A-4,C-1

1.法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

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

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

◎経営法:A-4,C-1

1.法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

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

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



2019-2010000340-06法学部入門ゼミ「JJ05A」

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

廣澤　孝之

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点(60％)及び数回の小レポート(40％)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

法学部作成の学修ガイドに加え、配布するプリントなどを
使用する。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業の進行に応じ適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講生は受け身ではなく積極的に発言することが求められ
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

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



2019-2010000340-06法学部入門ゼミ「JJ05A」

廣澤　孝之

◎法律:A-4,C-1

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

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

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

◎経営法:A-4,C-1

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

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

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



2019-2010000340-20法学部入門ゼミ「JJ05B」

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

前越　俊之

◎－－－　概要　－－－◎

「法学部スタディガイド」を用いて、大学図書館の利用、文
献・判例の検索、グループによる報告、報告レジュメの作成、
ゼミでの発表を行う。また、前記作業を行うことで判例の読み
方も学ぶ。判例を正しく読むためには、論文や著書を読むのと
は違った「読み方」が必要である。ゼミの後半では、判例集か
ら判例の原典を読んでもらい、グループ毎に当該判例に関する
報告をする。それから、最後に、実際の裁判を傍聴し、そこで
の見聞を短いレポートにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

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。(知識・理解)

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

演習の事前、事後について、法学部スタディガイド、指定され
た文献の予習・復習、簡単なメモ・レポートの作成がある（予
習1時間、復習1時間）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

演習中の作業への参加、発言、報告、レポート等の提出を対象
として、演習に参加する意欲、また的確に内容を理解している
か、人の意見をきちんと理解しているか、自分の意見をしっか
りと表明できているかを基準として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

入学時に配布される「法学部スタディガイド2019年版」

◎－－－　参考書　－－－◎

道垣内弘人「プレップ法学を学ぶ前に」（弘文堂・平成22
年）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最新の六法（但し、コンパクトなものでよい）を持参して
ゼミに出席すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　導入（ゼミの進め方等）
２～５　法学部講義における基礎的事項①②③④
６　資料・情報を集める実習
７～８　判例の読み方①②
９～１５　グループでの報告レジュメの作成と報告、ディ
スカッション



2019-2010000340-20法学部入門ゼミ「JJ05B」

前越　俊之

◎法律:A-4,C-1

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-4)

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

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

◎経営法:A-4,C-1

1.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-4)

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

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



2019-2010000340-21法学部入門ゼミ「JJ07A」

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

道山　治延

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

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

◎法律:A-4,C-1

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

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

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

◎経営法:A-4,C-1

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

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

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



2019-2010000340-23法学部入門ゼミ「JJ07B」

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

安井　英俊

◎－－－　概要　－－－◎

　皆さんは「法」というものについて、どのようなイメージを
お持ちでしょうか？「法」のイメージというと、人々が社会生
活を送るうえでの「ルール」であったり、紛争を解決するため
の「裁判」を思い浮かべる人もいるでしょう。この演習の目的
は、これから法学を学ぶ皆さんに、「法」そして「法学」につ
いての具体的なイメージを持ってもらい、法学を学ぶための基
礎力を身につけてもらうことにあります。
　演習の内容としては、六法の読み方、判例・文献の調べ方、
レジュメの作り方といったリサーチ方法を学んだうえで、実際
に世の中で起きている法的な諸問題について、各自で調べてき
て授業で報告してもらいます。この演習を通じて、皆さんに
「法学」のおもしろさを知ってもらいたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

法学部生として必要なリーガル・リサーチ（判例や法律文献の
調査・収集）能力を身につける。(知識・理解)

社会に出ても通用するプレゼンテーション能力を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習として、スタディガイドの指定箇所を読んでくること
（予習60分）。
事後学習として、各自でスタディガイドや教科書等を使って復
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　－－－◎

配布するスタディガイド。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には、必ず六法（コンパクトなものでよい）を持参す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス（ゼミの進め方等の説明）
２
～　法学部スタディガイドを使用して法学の　　基礎を学
ぶ。
８
９
～　個別課題の報告・討論
１５
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安井　英俊

◎法律:A-4,C-1

1.法学部生として必要なリーガル・リサーチ（判例や法律文献の調査・収集）
能力を身につける。　(A-4)

2.社会に出ても通用するプレゼンテーション能力を身につける。　(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.法学部生として必要なリーガル・リサーチ（判例や法律文献の調査・収集）
能力を身につける。　(A-4)

2.社会に出ても通用するプレゼンテーション能力を身につける。　(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。



2019-2010000340-24法学部入門ゼミ「JJ08B」

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

柳　景子

◎－－－　概要　－－－◎

　法学部へのご入学、おめでとうございます。皆さんは、法学部とはどのよう
なことを勉強する学部だと思いますか？「弁護士とか検察官、裁判官になるた
めに必要な勉強をする学部かな？」「公務員になれるのかな？」「とにかく
『法律』の勉強をするらしい」「法律とか法学って何だろう」「難しそうだけ
ど、ついていけるだろうか」…など、さまざまなイメージや思いを抱いている
ことでしょう。新しいことを学ぶ意欲にあふれている方もいるでしょうし、不
安に感じている方もいるかもしれません。
　この授業では、法学部ではどのようなことを勉強する学部なのか、どうやっ
て勉強したら良いのか、その結果どういう社会人像を目指すことになるのか、
といったことを学んでいきたいと思います。先に挙げた法学部に対するイメー
ジは、どれも間違いではありません。ただ、法学部での学習は、おそらく皆さ
んが抱いているイメージ以上の広がりや可能性があるということを知っていた
だきたいと思います。また、法学部での学習に対して不安を抱いている方も多
いかもしれませんが、具体的にどのような知識や能力を身につければ良いの
か、この授業で説明しますので、安心して取り組んでいただけると思います。
　今後4年間の間に、法学部での学びを通して、少しでも「面白い」と感じる
瞬間や、世の中や社会の事象に対して、「なるほど」「そういうことだったの
か」と感じる瞬間、さらには、社会のあらゆる事象や問題に対して、「これは
○○だから、○○と考えるべきだ/○○すべきだ」という、冷静かつ客観的な
自分自身の考えを持てるようになってほしいと願っています。
　なお、この授業では、レジュメ（授業用資料）の公開、各種連絡、確認テス
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　－－－◎

法学部での学習の基本的な姿勢や活動内容を理解することができる。(知識・
理解)

法学に関するテーマについて、資料を調べ、収集し、適切かつ論理的な文章で
レポートにまとめることができる。(知識・理解)

Wordの基本的な機能を使って適切な文書（レポート）を作成することができ
る。(知識・理解)

上記レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な態度で口頭報告ができる。
(知識・理解)

少人数のグループで、積極的に発言するなど、協力的な態度で話し合いを行う
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】
Moodle上にアップロードする資料を読んでおくこと。（45分）
【復習】
毎回授業で実施する確認テストについて、復習しておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【成績評価基準】
1. 法学部での学習の基本的な姿勢や活動内容を理解することができることを評
価基準とする。
2. 法学に関するテーマについて、資料を調べ、収集し、適切かつ論理的な文章
でレポートにまとめることができることを評価基準とする。
3. Wordの基本的な機能を使って適切な文書（レポート）を作成することがで
きることを評価基準とする。
4. 上記レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な態度で口頭報告ができる
ことを評価基準とする。
5. 少人数のグループで、積極的に発言するなど、協力的な態度で話し合いを行
うことができることを評価基準とする。

【成績評価方法】
・確認テスト［60%］：ほぼ毎回の授業で、eラーニングシステム(Moodle)にて
実施。当日の授業で学習したことを確認する選択式の問題に答える。
・レポート［30％］：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。
・口頭報告［10％］：1回実施。上記レポートに基づき、個人ごとに口頭報告
を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

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』

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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、各自でMoodleから資料をダウンロードし、印刷して
いただくことがありますので、プリンターによる印刷環境
を確保してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

オリエンテーション（授業の説明・自己紹介）
導入授業
図書館ツアー
法学部の講義の受け方
法学部のテスト勉強・資格試験の勉強について
茶話会
法学レポートの作成について
法学レポートの報告について
レポート報告
レポート報告
レポート報告
レポート報告
レポート報告
レポート報告
まとめ



2019-2010000340-24法学部入門ゼミ「JJ08B」

柳　景子

◎法律:A-4,C-1

1.法学部での学習の基本的な姿勢や活動内容を理解することができる。　(A-4)

2.法学に関するテーマについて、資料を調べ、収集し、適切かつ論理的な文章
でレポートにまとめることができる。　(A-4)

3.Wordの基本的な機能を使って適切な文書（レポート）を作成することができ
る。　(A-4)

4.上記レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な態度で口頭報告ができ
る。
　(A-4)

5.少人数のグループで、積極的に発言するなど、協力的な態度で話し合いを行
うことができる。　(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.法学部での学習の基本的な姿勢や活動内容を理解することができる。　(A-4)

2.法学に関するテーマについて、資料を調べ、収集し、適切かつ論理的な文章
でレポートにまとめることができる。　(A-4)

3.Wordの基本的な機能を使って適切な文書（レポート）を作成することができ
る。　(A-4)

4.上記レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な態度で口頭報告ができ
る。
　(A-4)

5.少人数のグループで、積極的に発言するなど、協力的な態度で話し合いを行
うことができる。　(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。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

柳　景子

◎－－－　概要　－－－◎

　法学部へのご入学、おめでとうございます。皆さんは、法学部とはどのよう
なことを勉強する学部だと思いますか？「弁護士とか検察官、裁判官になるた
めに必要な勉強をする学部かな？」「公務員になれるのかな？」「とにかく
『法律』の勉強をするらしい」「法律とか法学って何だろう」「難しそうだけ
ど、ついていけるだろうか」…など、さまざまなイメージや思いを抱いている
ことでしょう。新しいことを学ぶ意欲にあふれている方もいるでしょうし、不
安に感じている方もいるかもしれません。
　この授業では、法学部ではどのようなことを勉強する学部なのか、どうやっ
て勉強したら良いのか、その結果どういう社会人像を目指すことになるのか、
といったことを学んでいきたいと思います。先に挙げた法学部に対するイメー
ジは、どれも間違いではありません。ただ、法学部での学習は、おそらく皆さ
んが抱いているイメージ以上の広がりや可能性があるということを知っていた
だきたいと思います。また、法学部での学習に対して不安を抱いている方も多
いかもしれませんが、具体的にどのような知識や能力を身につければ良いの
か、この授業で説明しますので、安心して取り組んでいただけると思います。
　今後4年間の間に、法学部での学びを通して、少しでも「面白い」と感じる
瞬間や、世の中や社会の事象に対して、「なるほど」「そういうことだったの
か」と感じる瞬間、さらには、社会のあらゆる事象や問題に対して、「これは
○○だから、○○と考えるべきだ/○○すべきだ」という、冷静かつ客観的な
自分自身の考えを持てるようになってほしいと願っています。
　なお、この授業では、レジュメ（授業用資料）の公開、各種連絡、確認テス
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　－－－◎

法学部での学習の基本的な姿勢や活動内容を理解することができる。(知識・
理解)

法学に関するテーマについて、資料を調べ、収集し、適切かつ論理的な文章で
レポートにまとめることができる。(知識・理解)

Wordの基本的な機能を使って適切な文書（レポート）を作成することができ
る。(知識・理解)

上記レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な態度で口頭報告ができる。
(知識・理解)

少人数のグループで、積極的に発言するなど、協力的な態度で話し合いを行う
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】
Moodle上にアップロードする資料を読んでおくこと。（45分）
【復習】
毎回授業で実施する確認テストについて、復習しておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【成績評価基準】
1. 法学部での学習の基本的な姿勢や活動内容を理解することができることを評
価基準とする。
2. 法学に関するテーマについて、資料を調べ、収集し、適切かつ論理的な文章
でレポートにまとめることができることを評価基準とする。
3. Wordの基本的な機能を使って適切な文書（レポート）を作成することがで
きることを評価基準とする。
4. 上記レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な態度で口頭報告ができる
ことを評価基準とする。
5. 少人数のグループで、積極的に発言するなど、協力的な態度で話し合いを行
うことができることを評価基準とする。

【成績評価方法】
・確認テスト［60%］：ほぼ毎回の授業で、eラーニングシステム(Moodle)にて
実施。当日の授業で学習したことを確認する選択式の問題に答える。
・レポート［30％］：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。
・口頭報告［10％］：1回実施。上記レポートに基づき、個人ごとに口頭報告
を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

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』

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜案内します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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、各自でMoodleから資料をダウンロードし、印刷して
いただくことがありますので、プリンターによる印刷環境
を確保してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

オリエンテーション（授業の説明・自己紹介）
導入授業
図書館ツアー
法学部の講義の受け方
法学部のテスト勉強・資格試験の勉強について
茶話会
法学レポートの作成について
法学レポートの報告について
レポート報告
レポート報告
レポート報告
レポート報告
レポート報告
レポート報告
まとめ
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柳　景子

◎法律:A-4,C-1

1.法学部での学習の基本的な姿勢や活動内容を理解することができる。　(A-4)

2.法学に関するテーマについて、資料を調べ、収集し、適切かつ論理的な文章
でレポートにまとめることができる。　(A-4)

3.Wordの基本的な機能を使って適切な文書（レポート）を作成することができ
る。　(A-4)

4.上記レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な態度で口頭報告ができ
る。
　(A-4)

5.少人数のグループで、積極的に発言するなど、協力的な態度で話し合いを行
うことができる。　(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.法学部での学習の基本的な姿勢や活動内容を理解することができる。　(A-4)

2.法学に関するテーマについて、資料を調べ、収集し、適切かつ論理的な文章
でレポートにまとめることができる。　(A-4)

3.Wordの基本的な機能を使って適切な文書（レポート）を作成することができ
る。　(A-4)

4.上記レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な態度で口頭報告ができ
る。
　(A-4)

5.少人数のグループで、積極的に発言するなど、協力的な態度で話し合いを行
うことができる。　(C-1)

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



2019-2010000340-26法学部入門ゼミ「JJ01A」

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

山下　慎一

◎－－－　概要　－－－◎

　高等学校までの勉強では、与えられた「問い」について、い
かにして「正解」にたどり着くか、ということが重要であった
と思います。しかし、大学における勉強は、それとは少し異
なっています。
　問題を自ら設定し、それに関する資料を収集し、自らの見解
をまとめて報告し、議論によって他者と意見を交換し、そして
また新たな問題を設定する……この繰り返しによって、「正解
のない問い」にアプローチをしていくことが、大学での勉強で
す（私の見解では、ですが）。
　この講義においては、大学における勉強の姿勢を、教員がで
きるだけ丁寧に、分かりやすく指導します。教員と受講者の皆
さんがともに努力をし、皆さんの輝かしい大学生活に資するよ
うな、良い演習にしていければと思っています。
　また、他のクラスとの合同ゼミ等、法学部生同士の交流を深
めるようなイベントも実施したいと思っています。教員の提案
だけでは限界があるので、皆さんからの素晴らしいアイデアを
お待ちしています！

◎－－－　到達目標　－－－◎

個人報告とディスカッションの実践的なトレーニングを積むこ
とで、広く大学生活における学習の姿勢一般を身に付けるこ
と。(態度・志向性)

法的な考え方に基づいて、メディアやネット上の言説を評価
し、取捨選択できるようになること。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義は、個々の受講者の報告をベースとして組み立てられ
ているため、報告内容のいかんによって、講義の質が左右され
ます。よって、報告を担当する受講者は、十分に準備をして臨
むこと。（300分）
　また、報告担当者以外の受講者は、ディスカッションの場に
おいて自分の存在をアピールできるよう、事前の予習を心がけ
ること。（60分）
　復習としては、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　－－－◎

　成績評価は、以下の点を総合的に判断して行います。

１．報告内容
２．ディスカッションにおける発言内容
３．演習開始時から終了時までにおける取組み方（積極性）の
変化および向上

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション（講義概要説明・自己紹介
等）
第２～７回　担当者による報告
第８回　これまでの内容の確認
第９～１４回　担当者による報告
第１５回　総括
　（＊上記の計画は、講義の進捗状況や受講者の人数に
よって、変更されることもあり得ます。）
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山下　慎一

◎法律:A-4,C-1

1.個人報告とディスカッションの実践的なトレーニングを積むことで、広く大
学生活における学習の姿勢一般を身に付けること。　(C-1)

2.法的な考え方に基づいて、メディアやネット上の言説を評価し、取捨選択で
きるようになること。　(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.個人報告とディスカッションの実践的なトレーニングを積むことで、広く大
学生活における学習の姿勢一般を身に付けること。　(C-1)

2.法的な考え方に基づいて、メディアやネット上の言説を評価し、取捨選択で
きるようになること。　(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。



2019-2010000340-27法学部入門ゼミ「JJ09A」

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

山下　慎一

◎－－－　概要　－－－◎

　高等学校までの勉強では、与えられた「問い」について、い
かにして「正解」にたどり着くか、ということが重要であった
と思います。しかし、大学における勉強は、それとは少し異
なっています。
　問題を自ら設定し、それに関する資料を収集し、自らの見解
をまとめて報告し、議論によって他者と意見を交換し、そして
また新たな問題を設定する……この繰り返しによって、「正解
のない問い」にアプローチをしていくことが、大学での勉強で
す（私の見解では、ですが）。
　この講義においては、大学における勉強の姿勢を、教員がで
きるだけ丁寧に、分かりやすく指導します。教員と受講者の皆
さんがともに努力をし、皆さんの輝かしい大学生活に資するよ
うな、良い演習にしていければと思っています。
　また、他のクラスとの合同ゼミ等、法学部生同士の交流を深
めるようなイベントも実施したいと思っています。教員の提案
だけでは限界があるので、皆さんからの素晴らしいアイデアを
お待ちしています！

◎－－－　到達目標　－－－◎

個人報告とディスカッションの実践的なトレーニングを積むこ
とで、広く大学生活における学習の姿勢一般を身に付けるこ
と。 (態度・志向性)

法的な考え方に基づいて、メディアやネット上の言説を評価
し、取捨選択できるようになること。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本講義は、個々の受講者の報告をベースとして組み立てられ
ているため、報告内容のいかんによって、講義の質が左右され
ます。よって、報告を担当する受講者は、十分に準備をして臨
むこと。（300分）
　また、報告担当者以外の受講者は、ディスカッションの場に
おいて自分の存在をアピールできるよう、事前の予習を心がけ
ること。（60分）
　復習としては、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　－－－◎

　成績評価は、以下の点を総合的に判断して行います。
１．報告内容
２．ディスカッションにおける発言内容
３．演習開始時から終了時までにおける取組み方（積極性）の
変化および向上

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション（講義概要説明・自己紹介
等）
第２～７回　担当者による報告
第８回　これまでの内容の確認
第９～１４回　担当者による報告
第１５回　総括
　（＊上記の計画は、講義の進捗状況や受講者の人数に
よって、変更されることもあり得ます。）



2019-2010000340-27法学部入門ゼミ「JJ09A」

山下　慎一

◎法律:A-4,C-1

1.個人報告とディスカッションの実践的なトレーニングを積むことで、広く大
学生活における学習の姿勢一般を身に付けること。 　(C-1)

2.法的な考え方に基づいて、メディアやネット上の言説を評価し、取捨選択で
きるようになること。　(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.個人報告とディスカッションの実践的なトレーニングを積むことで、広く大
学生活における学習の姿勢一般を身に付けること。 　(C-1)

2.法的な考え方に基づいて、メディアやネット上の言説を評価し、取捨選択で
きるようになること。　(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。



2019-2010000340-28法学部入門ゼミ「JJ09B」

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

山下　恭弘

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

　法学についての基本的な知識と理解を持っている。(知識・
理解)

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

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

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

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　小テストの平均点が学年点－最終成績－になります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『法学部スタディガイド』を持参してください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス
２～１４　報告・討論
１５　総括



2019-2010000340-28法学部入門ゼミ「JJ09B」

山下　恭弘

◎法律:A-4,C-1

1.　法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

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

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

◎経営法:A-4,C-1

1.　法学についての基本的な知識と理解を持っている。　(A-4)

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

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



2019-2010000340-30法学部入門ゼミ「JJ10B」

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

李　黎明

◎－－－　概要　－－－◎

　本入門ゼミは、現行法制度を理解するのに必要不可欠な基礎
知識の習得を目的とします。
　従いまして、本ゼミにおいては、歴史、文化、社会及び人間
等の視点から法を見つめ、法の変遷、法と道徳、及び法と人間
（人権）等のテーマについて、報告したり討論したりします。
　また、法学を勉強する方法についても指導し、トレーニング
していきます。更に、入門ゼミに相応しい法学内容や時事話題
も取り入れる予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　法学についての基礎知識の習得と大学生としての学習能力の
向上(知識・理解)

　グローバル視野での法学学習を心掛けている(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　ゼミに出席する準備（予習）が必要で、指定されるテーマに
ついて、調べなければなりません。
　ゼミ終了後の整理（復習）も必要で、ゼミ内容のつながりや
進展を把握しなければなりません。
　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、宿題の点数、期末レポート及び平常点（取
り組み姿勢）により、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ゼミ内容を記載するレジュメを配布するほか、参考資料等
について、その都度指示します。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定しませんが、必要な場合、ゼミ中に紹介します。

◎－－－　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
工夫します。

ゼミ中私語厳禁

◎－－－　授業計画　－－－◎

1～2　本科目の内容及び進め方についての説明
3～12　　教員指導　ゼミ発表　全員討論
13～15　　期末レポートの作成指導



2019-2010000340-30法学部入門ゼミ「JJ10B」

李　黎明

◎法律:A-4,C-1

1.　法学についての基礎知識の習得と大学生としての学習能力の向上　(A-4)

2.　グローバル視野での法学学習を心掛けている　(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.　法学についての基礎知識の習得と大学生としての学習能力の向上　(A-4)

2.　グローバル視野での法学学習を心掛けている　(C-1)

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



2019-2010000464-01民法総則「JJ1-5」

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

畑中　久彌

◎－－－　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。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法総則の規定内容を理解出来る。(知識・理解)

民法総則の規定を用いて、事例問題に関する自己の意見を文章
で表現出来る。(技能)

現実の紛争について、民法総則の規定を用いた法的解決のあり
方を提示出来る。(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出
来る。(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。30分を要する。
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分を要する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．成績評価基準
　授業で習った民法総則の知識・考え方が習得されているかど
うか、その知識・考え方をもとに論理的に文章が書けているか
どうかを評価基準とします。
２．評価方法
　定期試験の結果60％、その他40％（中間テスト＋授業時間中
のミニッツペーパー作成・提出）の割合で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．いわゆる「六法」（前期に購入したもの）。
２．生田敏康ほか『民法総則』（2018年、法律文化社）、
2160円、ISBN978-4-589-03959-0

◎－－－　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。
・六法は必ず携帯すること。
・中間試験は必ず受験すること。
＊中間試験は、法学部教授会の承認を得て、11月中の土曜
日に実施する予定です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　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　無効・取消し
中間試験
9　法律行為・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



2019-2010000464-01民法総則「JJ1-5」

畑中　久彌

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.民法総則の規定内容を理解出来る。　(A-1)

2.民法総則の規定を用いて、事例問題に関する自己の意見を文章で表現出来
る。　(B-1)

3.現実の紛争について、民法総則の規定を用いた法的解決のあり方を提示出来
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出来る。　(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。



2019-2010000464-02民法総則「JJ6-10」

 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：月・１時限　　試験時間割：2020/01/16　５時限　　

下田　大介

◎－－－　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。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法総則の規定内容を理解できる。(知識・理解)

民法総則の規定について、その趣旨や機能を理解し、分かりや
すく表現できる。(技能)

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

民法総則の規定に関わる紛争や社会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。
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。
３．時間　各回、予習と復習を合わせて、60分程度の時間を要
する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．いわゆる「六法」（前期に購入したもの）。
２．生田ほか『民法総則』（法律文化社、2018年）

◎－－－　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。
・六法は必ず携帯すること。
・中間試験は必ず受験すること。
＊中間試験は、法学部教授会の承認を得て、11月中の土曜
日に実施する予定です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　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　無効・取消し
中間試験
9　法律行為・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



2019-2010000464-02民法総則「JJ6-10」

下田　大介

◎法律:A-1,B-1,B-2,C-1

1.民法総則の規定内容を理解できる。　(A-1)

2.民法総則の規定について、その趣旨や機能を理解し、分かりやすく表現でき
る。　(B-1)

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

4.民法総則の規定に関わる紛争や社会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。



2019-2010000463-01民法入門「JJ1-5」

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

畑中　久彌

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法の基本的な用語や概念を説明出来る。(知識・理解)

民法の条文を用いて、簡単な事例問題に関する自己の意見を文
章で表現出来る。(技能)

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出来
る。(技能)

日常生活や社会で生ずる民法に関係する諸問題に関心をもつこ
とが出来る。(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。30分を要する。
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分を要する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．成績評価基準
　授業で習った民法の基礎的知識・考え方が習得されているか
どうか、その知識・考え方をもとに論理的に文章が書けている
かどうかを評価基準とします。
２．評価方法
　定期試験の結果６０％、その他40％（中間テスト＋授業時間
中のミニッツペーパー作成・提出）の割合で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・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。
・中間試験を必ず受験すること。
＊中間試験は、法学部教授会の承認を得て、6月中の土曜
日に実施する予定です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　民法の概論（民法の意義・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　契約１（契約の意義・種類、契約の成立、双務契約の
効力）
中間試験
９　契約２（債務不履行、履行の強制、損害賠償、解除）
10　契約３（売買、賃貸借ほか各種の契約）
11　債権の担保（人的担保・物的担保、保証、抵当）
12　債権の実現（債権譲渡、弁済、相殺）
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）



2019-2010000463-01民法入門「JJ1-5」

畑中　久彌

◎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出来る。　(A-1)

2.民法の条文を用いて、簡単な事例問題に関する自己の意見を文章で表現出来
る。　(B-1)

3.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出来る。　(B-2)

4.日常生活や社会で生ずる民法に関係する諸問題に関心をもつことが出来る。
　(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。



2019-2010000463-02民法入門「JJ6-10」

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

下田　大介

◎－－－　概要　－－－◎

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

◎－－－　到達目標　－－－◎

民法の基本的な用語や概念を説明できる。(知識・理解)

民法が適用される生活領域や場面を理解し、各種のルールの役
割を概括的に説明できる。(技能)

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)

日常生活や社会で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。
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。
３．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　－－－◎

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

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

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・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。
・中間試験を必ず受験すること。
＊中間試験は、法学部教授会の承認を得て、6月中の土曜
日に実施する予定です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　民法の概論（民法の意義・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　契約１（契約の意義・種類、契約の成立、双務契約の
効力）
中間試験
９　契約２（債務不履行、履行の強制、損害賠償、解除）
10　契約３（売買、賃貸借ほか各種の契約）
11　債権の担保（人的担保・物的担保、保証、抵当）
12　債権の実現（債権譲渡、弁済、相殺）
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）



2019-2010000463-02民法入門「JJ6-10」

下田　大介

◎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.民法が適用される生活領域や場面を理解し、各種のルールの役割を概括的に
説明できる。　(B-1)

3.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-2)

4.日常生活や社会で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。


