
⽬次
授業科⽬ 教員名 ページ番号 R4年度開講曜⽇
法社会学演習 江⼝ 厚仁 1 ⽕曜５限
法哲学演習 福原 明雄 2 ⾦曜５限
⽇本法制史演習 ⼭⼝ 道弘 3 ⽕曜５限
⻄洋法制史演習 川島 翔 4 ⾦曜５限
ローマ法演習 五⼗君 ⿇⾥⼦ 5 ⽉曜５限
中国法演習 ⻄ 英昭 6 ⽉曜５限
⽐較法演習 遠藤 歩 7 ⽉曜５限
情報法演習 成原 慧 8 ⽕曜５限
紛争管理論演習 ⼊江秀晃 9 ⽊曜５限
憲法演習 ⾚坂、⾼橋 10 ⽊曜５限
憲法演習 南野 森 11 ⾦曜５限
⾏政法演習 ⽥中 孝男 13 ⽉曜５限
⾏政法演習 ⼤脇 成昭 14 ⽕曜５限
⾏政法演習 鈴⽊ 崇弘 15 ⽊曜５限
労働法演習 ⼭下 昇 16 ⽊曜５限
労働法演習 新屋敷 恵美⼦ 18 ⾦曜５限
社会保障法演習 丸⾕ 浩介 20 ⽊曜５限
⺠法演習 ⽥中 教雄 21 ⽉曜５限
⺠法演習 七⼾ 克彦 22 ⽉曜５限
⺠法演習 ⾹⼭ ⾼広 23 ⾦曜５限
⺠法演習 ⾼岡 ⼤輔 24 ⽊曜５限
商法演習 徳本 穣 25 ⽕曜５限
商法演習 笠原 武朗 27 ⾦曜５限
知的財産法演習 ⼩島 ⽴ 28 ⽉曜５限
⺠事訴訟法演習 浅野 雄太 31 ⽉曜５限
商法・⾦融商品取引法演習 荒 達也 32 ⽊曜５限
⺠事⼿続法演習 堀野 出 33 ⽉曜５限
刑法演習 井上 宜裕 34 ⾦曜５限
刑法演習 野澤 充 36 ⾦曜５限
刑法演習 冨川 雅満 38 ⽕曜５限
刑事訴訟法演習 ⽥淵 浩⼆ 41 ⽉曜５限
刑事政策演習 武内 謙治 42 ⽕曜５限
国際公法演習 明⽯ 欽司 44 ⽕曜５限
国際私法・⽂化遺産法演習 ⼋並 廉 45 ⾦曜５限
国際取引法演習 松井 仁 46 ⽕曜５限
政治学演習 出⽔ 薫 47 ⾦曜５限
政治学演習 蓮⾒ ⼆郎 48 ⽊曜５限
⽐較政治学演習 岡﨑 晴輝 51 ⽉曜５限
外交史演習 中島 琢磨 52 ⽕曜５限
国際政治学演習 ⼤賀 哲 53 ⽔曜３限
政治史演習 熊野 直樹 54 ⾦曜５限
政治学史演習 ⽊村 俊道 56 ⽊曜５限
⾏政学演習 嶋⽥ 暁⽂ 58 ⽊曜５限
租税法演習 ⽥中 晶国 60 ⽊曜５限
経済法演習 平⼭ 賢太郎 61 ⽕曜５限

ゼミについては、以下HPもご確認下さい。
https://www.law.kyushu-u.ac.jp/faculty/study/2021seminaires



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度

その他

ゼミは議論のための空間ですので、どんどん発言してください。

年度の終わり（ないし卒業）までには、最低１本はご自身の研究テーマに関する「ゼミ論」を執筆・
提出してください。

発表 研究・報告テーマは参加者各人が自分で決めてください。

3

2
その都度、報告者が決定し
ます。

その都度、報告者が決定し
ます。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

4

5

6

その都度、報告者が決定し
ます。

その都度、報告者が決定し
ます。

その都度、報告者が決定し
ます。

7

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 オリエンテーション

授業計画

履修条件 特になし。社会問題への「知的好奇心」が旺盛な学生さん向きかな、とは思います。

参考書等 参加者各人の問題関心に応じて、その都度指示します。

テキスト 参加者の合議によります。

それぞれご自分の報告に向けて準備を進めてく
ださい。

今期のスケジュールづくり

法社会学演習

8

9

その都度、報告者が決定し
ます。

その都度、報告者が決定し
ます。

その都度、報告者が決定し
ます。

13

14

15

その都度、報告者が決定し
ます。

その都度、報告者が決定し
ます。

検討会

10

11

12

その都度、報告者が決定し
ます。

その都度、報告者が決定し
ます。

その都度、報告者が決定し
ます。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

ゼミ論の執筆に向けた中間報告会のようなものと
お考え下さい。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

日常生活空間における法／ルール／倫理の動態

江口　厚仁

１．知的基礎体力としての柔軟で実践的な思考力を磨くこと、２．参加者各人が自分自身の研究
テーマを設定し、文献・資料・データを収集・分析するためのノウハウを習得すること、３．それをリ
サーチペーパーの形にまとめてプレゼンする技術と度胸を身につけること、の三点です。これらは
高年次ゼミの目標の定番ではありますが・・・

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

参加者各人が、適宜、自分の選んだ研究テー
マについて報告、みんなで議論します。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

報告レジュメ・資料は報告者が準備すること。参
考資料等は、なるべく事前に告知してください。

授業科目に関する特筆事項 科目の性質上、いわゆる法律学（実定法解釈学）を正面から取り扱うことはいたしません。

参加者各人の研究進捗状況について、簡単な
報告を受けて、みなで確認します。

1



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度
報告担当者でない場合にも、毎回出席し、文献を十分に理解し、積極的な発言で議論に
貢献できているかを評価します。

発表
十分な準備の下に、文献の適切な理解をできているか。これに対する適切な検討・批
判・コメントをできているかを総合的に評価します。

3

2

4

5

6

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1
対象文献の読解と検討
（1～30）

授業計画

履修条件
法哲学（法理学）講義を履修済である、または同時に履修することが望ましいですが、
受講開始時未履修でも構いません。

参考書等
前者なら、『自由論』、若松良樹『醜い自由』、C.サンスティーン『ナッジで、人を動かす』の3冊
後者なら、井上達夫『共生の作法』、『他者への自由』の2冊の予定です。

テキスト
最終的には参加者の希望で決定しますが、
Ｊ.Ｓ.ミル『自由論』から始める自由論とパターナリズムの検討
or 日本の法哲学文献を読む、の予定です。

報告者は報告のための十全な準備とレジュメの
作成。参加者は活発な議論を行うため、実質的な
質問を最低１つ発言するための準備。

報告者作成のレジュメによる文献の要約と検
討。これに対する参加者による議論。

法哲学演習

8

9

13

14

15

10

11

12

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

現代正義論文献の検討

福原明雄

現代における法のあり様やあるべき姿について、
法哲学関連文献を検討することで理解を深める。

授業科目に関する特筆事項
令和3年度法理学演習と同様の科目です。
実績はありませんが、希望があれば夏合宿をやるかもしれません。
授業時間は延長する場合があります。

2



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

近代日本法制史料講読

山口　道弘

1）近代法制史学の鼻祖たちの遺した史料を読解し、学問の性質についての理解を深める事。
2）近代日本の漢文史料を読みこなせるようになる事。

史料を講読します。

授業科目に関する特筆事項
重野安繹・成斎先生遺稿巻4=5を会読します。
収録された重野の作品は、だいたいが2頁前後の短いものです。これを参加者に適宜割り当て、
訓読し、語句の意味を漢和辞典などで調べて来て貰います。

10

11

12

13

14

15

8

9

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 概要の説明

授業計画

履修条件 受講者の歴史知識や漢文読解能力などを見ながら進めます。

参考書等 古田島洋介＝湯城吉信・漢文訓読入門（明治書院、平23）

テキスト テクストは講師が配ります。

なし演習の進め方

日本法制史演習

3

2 会読（以下同じ）
次回分のテクストを、訓読し、人名地名書名及び
故事成語の出典を調べあげて来ること。各回4時
間相当。

4

5

6

7

発表

出席

担当回は決まっていません。毎回、テクストを何行か読んで貰います。

参加者の意向を聞いた上で、ですが、2回目以降はオンラインで行う可能性もあります。

授業への貢献度

3



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

西洋中世法の研究

川島　翔

西洋中世法の専門文献を正確かつ批判的に読む能力を身に付けること、他者との議論を通じて
理解を深める力を養うこと

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

文献を読む上で必要な基礎知識について講義
し、報告の仕方、レジュメの作り方等について
解説します。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

授業科目に関する特筆事項 特にありません。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

10

11

12

報告（8）

報告（9）

報告（10）

13

14

15

報告（11）

報告（12）

報告（13）

8

9

報告（5）

報告（6）

報告（7）

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 イントロダクション（1）

授業計画

履修条件 特にありません。

参考書等 対象文献に応じて、授業内で指示します。

テキスト 対象文献は、受講者と相談の上決定します。

興味にあるテーマ・文献についての検討
輪読する文献を決定し、担当箇所を割り振りま
す。

西洋法制史演習

3

2 イントロダクション（2）

報告（1）

文献読解、資料収集、レジュメ作成

文献読解、資料収集、レジュメ作成

担当者は報告を行い、報告に基づき受講者全
員で質疑応答と議論を行います。

文献読解、資料収集、レジュメ作成

4

5

6

報告（2）

報告（3）

報告（4）

7

文献読解、資料収集、レジュメ作成

授業への貢献度

その他

積極的な質疑応答、議論への参加を評価します。

西洋中世法に対する理解度を評価します。

発表 各報告の内容、質疑応答への対応を評価します。

4



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度

その他

議論への積極的な参加を評価する。

ラテン語を読む場合はラテン語の上達度、ローマ・ローマ法的考え方の習熟度、法的思考の的確
度、柔軟性、論理性などを総合的に評価する。

発表 順番に報告者を決めて報告する場合は、その報告の完成度による。

3

2 史料読解

史料読解

史料の下読み

史料の下読み

史料を読み解き議論する。

史料の下読み

4

5

6

史料読解

史料読解

史料読解

7

史料の下読み

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 授業テーマの決定

授業計画

履修条件 特になし

参考書等 原田慶吉『ローマ法』を貸与する。

テキスト テーマ決定後コピーを配布する

興味のあるテーマを事前に考えておくこと・史料
のコピーを受け取ること。

受講生の興味あるテーマから授業テーマを話
し合って決定する。

ローマ法演習

8

9

史料読解

史料読解

史料読解

13

14

15

史料読解

史料読解

史料読解

10

11

12

史料読解

史料読解

史料読解

史料の下読み

史料の下読み

史料の下読み

史料の下読み

史料の下読み

史料の下読み

史料の下読み

史料の下読み

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

ローマ法史料読解

五十君麻里子

ローマ法史料の読解を通じ、論理的思考・法的思考を養うこと

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料を読み解き議論する。

史料の下読み

史料の下読み

授業科目に関する特筆事項 特になし

史料を読み解き議論する。

5



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度

レポート

発表

3

2

4

5

6

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

授業計画

履修条件 特になし（中国語は出来なくても構いません）。

参考書等 ゼミにてその都度紹介します。

テキスト

現代中国に関する選書・新書のうち、歴史的観点にも重きを置いて論じたものを複数取り上げて
順に読んでいこうと思います。現時点では小野寺史郎『戦後日本の中国観』（中公選書・2021
年）、益尾知佐子『中国の行動原理』（中公新書・2019）等を予定。その他参加者の興趣に応じて
決定する。

中国法演習

8

9

13

14

15

10

11

12

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

中国法史と現代法

西　英昭

　中国が日本にとって否応無く向き合わざるを得ない隣国である事は今更説明するまでも無いこ
とと思います。しかし、経済面で非常に密接な関係が展開する一方、法制度やその実態に関する
知識は未だ広く共有されているとは言えず、さらにはその文化的・歴史的背景まで含めた深い理
解が十分に共有されているとは到底言えない情況にあります。訳も分からず、訳の分からない相
手と向き合うのは、あまりにも不用意な行動ではないでしょうか。今年のゼミではこうした中国の
法をめぐる様々な言説から、とりわけその歴史的背景、法制史の文献を中心に取り上げて、皆さ
んと一緒に考えていきたいと思っています。

授業科目に関する特筆事項 特になし

6



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

最高裁民事判例と外国法の比較研究

遠藤歩

　日本の最高裁民事判例を素材として、我国と外国の民法を比較すること、これによって、日本民
法を相対化して理解することを目的としています。
　また、自分の頭でさまざまな法的問題に対処する力や、国際感覚を養い、国際的に活躍する力
を身につけることも大きな目的です。

最高裁の判例法理と外国法を比較する。

最高裁の判例法理と外国法を比較する。

最高裁民事判例を事案を丁寧に読みながら検
討する。

最高裁民事判例を事案を丁寧に読みながら検
討する。

最高裁民事判例を事案を丁寧に読みながら検
討する。

最高裁民事判例を事案を丁寧に読みながら検
討する。

最高裁民事判例を事案を丁寧に読みながら検
討する。

民事判例研究

民事判例研究

授業科目に関する特筆事項

全体を総括し、ゼミ論文を執筆する。

最高裁の判例法理と外国法を比較する。

最高裁の判例法理と外国法を比較する。

最高裁の判例法理と外国法を比較する。

最高裁の判例法理と外国法を比較する。

最高裁民事判例を事案を丁寧に読みながら検
討する。

民事判例研究

比較法研究

比較法研究

比較法研究

ゼミ論文の執筆

比較法研究

比較法研究

比較法研究

11

12

外国法との比較

外国法との比較

外国法との比較

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 最高裁民事判例の検討

授業計画

履修条件
特にありませんが、基礎法学と実定法学の交差点で民法を学びたいとの意欲があればなお良し
とします。

参考書等 特になし。

テキスト 特になし。

民事判例研究
最高裁民事判例を事案を丁寧に読みながら検
討する。

比較法演習

2 最高裁民事判例の検討

最高裁民事判例の検討

民事判例研究

民事判例研究

最高裁民事判例を事案を丁寧に読みながら検
討する。

民事判例研究

4

5

6

最高裁民事判例の検討

最高裁民事判例の検討

最高裁民事判例の検討

7

民事判例研究

最高裁民事判例の検討

授業への貢献度 発言の内容

発表 個人報告の内容

3

8

9

最高裁民事判例の検討

外国法との比較

13

14

15

外国法との比較

外国法との比較

総括

10
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

情報法の理論と実務

成原　慧

情報法に関する問題（例えば、メディア（新聞、放送、ソーシャルメディア）の自由と責任、インター
ネットの自由と規制、プライバシー、個人情報の保護と利活用、人工知能（AI）に関する法的問題
など）について理論と実務の両面から多角的に理解し、解決するための知識および技能を修得す
ることを目的とする。あわせて、ゼミでの報告、議論、論文執筆等を通じて、論理的・分析的に調
査・思考・表現し、他者と議論する能力を修得することを目的とする。

後期のゼミでは、ゼミ論の執筆に向けて学生
が交替で報告を行い、報告について全員で議
論を行う。

授業科目に関する特筆事項

毎回のゼミでは、報告者はもとより、他の学生も積極的・主体的に議論に参加することが期待さ
れる。授業時間は若干延長する可能性がある。東京への研修旅行（2019年度は国立国会図書
館、総務省、最高裁判所、NHK、IT企業などを訪問）、合宿（2021年度は大分県の九大山の家に
宿泊し、他大学との合同ゼミ、IT企業とのワークショップ、ドローン操縦体験、自然散策等を行
う）、関連分野の研究者・実務家によるゲスト講義、学内外の関連分野の教員のゼミとの合同ゼミ
などの企画も検討している。

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

文献・判例のレビュー

授業計画

履修条件
特にないが、知的好奇心が旺盛で柔軟な思考力のある学生、ゼミに積極的・主体的に参加する
意欲のある学生の履修を歓迎する。

参考書等

適宜ゼミ内で紹介するが、さしあたり下記の文献をお薦めしておく。

曽我部真裕＝林秀弥＝栗田昌裕（著）『情報法概説［第2版］』（弘文堂、2019年）
弥永真生＝宍戸常寿（編著）『ロボット・ＡＩと法ーロボット・AI時代の法はどうなる』（有斐閣、2018
年）
松尾陽（編）『アーキテクチャと法―法学のアーキテクチュアルな転回？』（弘文堂、2017年）
那須耕介＝橋本努（編）『ナッジ!?―自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム』（勁草書
房、2020年）
水野祐『法のデザイン―創造性とイノベーションは法によって加速する』（フィルムアート社、2017
年）
ローレンス・レッシグ（山形浩生訳）『CODE VERSION 2.0』（翔泳社、2007年）
キャス・サンスティーン（伊達尚美訳）『選択しないという選択―ビッグデータで変わる「自由」のか
たち』（勁草書房、2017年）
長谷部恭男＝山口いつ子＝宍戸常寿（編）『メディア判例百選［第2版］』（有斐閣、2018年）
宍戸常寿（編）『新・判例ハンドブック情報法』（日本評論社、2018年）

テキスト ゼミで講読する文献については、ゼミ開始後、学生と相談して決定する。

報告者は資料を作成するなど報告の準備を行
う。コメンテーターは、事前に資料を読み込みコメ
ントを準備する。他の学生も、質問や意見を述べ
られるように、事前に資料を読み込み準備を行
う。

前期のゼミでは、学生が交替で情報法に関連
する文献や判例をレビューする報告を行い、
報告について全員で議論を行う。

情報法演習

2

ゼミ論執筆に向けた報告 報告者は資料を作成するなど報告の準備を行
う。コメンテーターは、事前に資料を読み込みコメ
ントを準備する。他の学生も、質問や意見を述べ
られるように、事前に資料を読み込み準備を行
う。

授業への貢献度

その他 ゼミ論

発表

8



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

作品 原則としてゼミ論文の執筆を求めます。

授業への貢献度 共同研究として進めます。

3

2 オリエンテーション２

文献購読または研究報告

報告準備等

報告準備等

分担報告等

報告準備等

4

5

6

文献購読または研究報告

文献購読または研究報告

文献購読または研究報告

7

報告準備等

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 オリエンテーション１

授業計画

履修条件 学部講義・紛争管理論を履修済みまたは履修予定であること。

参考書等 白井・高橋『よくわかる卒論の書き方』（ミネルヴァ書房・2013）

テキスト
参加者と協議の上決定します。医学書院の「ケアをひらく」シリーズの文献などは候補になりま
す。

紛争管理論演習の進め方等

紛争管理論演習

8

9

文献購読または研究報告

文献購読または研究報告

文献購読または研究報告

13

14

15

文献購読または研究報告

文献購読または研究報告

文献購読または研究報告

10

11

12

文献購読または研究報告

文献購読または研究報告

文献購読または研究報告

報告準備等

報告準備等

報告準備等

報告準備等

報告準備等

報告準備等

報告準備等

報告準備等

分担報告等

分担報告等

分担報告等

分担報告等

分担報告等

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

ケア／多様性／持続可能性に関する対話的研究

入江秀晃

対話、ケア、合意形成のための環境づくりについて、法、正義に関連する様々な領域の取り組み
を具体的に研究することで、多様性と持続可能性を持つべきこれからの社会システムのあり方を
考察する。

分担報告等

分担報告等

報告準備方法等へのガイダンス

分担報告等

分担報告等

分担報告等

分担報告等

報告準備等

報告準備等

授業科目に関する特筆事項
報告を行う、論考をとりまとめるといったアウトプットの機会があります。主体的で能動的な参加が
必要となります。

分担報告等

9



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容
判例研究については、各判例の評訳、調査官解
説などを参照するとともに、その背後にある学説
の調査を行うため、必要に応じて研究書・教科書
などを調査する必要があります。また、効果的な
ゼミ運営を実施するため、ゼミ報告・参加に先
だって、田高寛貴ほか『リーガル・リサーチ＆リ
ポート』（有斐閣、2015年）に目を通してきて下さ
い。

その他、全体を通じて参照すべき書物として、次
の4冊を推薦します。
１）宍戸ほか『判例プラクティス憲法〔増補版〕』（日
本評論社、2013年）
２）宍戸『憲法解釈の応用と展開〔第2版〕』（日本
評論社、2014年）
３）小山剛ほか『論点探究　憲法〔第2版〕』（弘文
堂、2013年）
４）曽我部ほか『憲法論点教室〔第２版〕』（日本評
論社、2019年）

予習・復習については、教科書の該当箇所の読
み込みと授業後の復習。各回4時間相当。

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

憲法の最新理論・実務の分析

赤坂幸一・高橋雅人
(Akasaka K., Takahashi M.)

最新の憲法判例および憲法理論の分析を通じて、憲法学の基礎的・発展的知識を修得すること
を目的としています。司法試験（ＬＳ進学および予備試験）を念頭に置いている学生だけではなく、
公務員や民間企業、また研究者を志望する学生にとっても有益な演習となるように、演習プログ
ラムを設定しています。

授業科目に関する特筆事項

9

13

14

15

10

11

12

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

授業計画

履修条件 積極的かつ朗らかにゼミ活動に参加して頂けることが、唯一の履修条件です。

参考書等

全体を通じて参照すべき書物として、次の4冊を推薦します。
１）宍戸ほか『判例プラクティス憲法〔増補版〕』（日本評論社、2013年）

２）宍戸『憲法解釈の応用と展開〔第2版〕』（日本評論社、2014年）
３）小山剛ほか『論点探究　憲法〔第2版〕』（弘文堂、2013年）

４）曽我部ほか『憲法論点教室〔第２版〕』（日本評論社、2019年）

テキスト

判例研究については、各判例の評訳、調査官解説などを参照するとともに、その背後にある学説
の調査を行うため、必要に応じて研究書・教科書などを調査する必要があります。また、効果的な
ゼミ運営を実施するため、ゼミ報告・参加に先だって、田高寛貴ほか『リーガル・リサーチ＆リポー

ト』（有斐閣、2015年）に目を通してきて下さい。

憲法演習

半分程度は、教員が予め準備する近年の憲法（広くは公法）判例リストか
ら、担当を希望する判例を選択したり、あるいは自身が取り組みたい判例を
主体的に調査・選択したりして、いわゆる判例研究の形式でゼミ報告を行
います。

残りの半分程度は、個別テーマに関する報告を行います。

また、当ゼミでは，折々の学生の希望を取り入れつつ、随時エクスカーショ
ンを行っています。2015-21年度の活動記録については、次のＵＲＬをご覧
下さい。
http://blog.livedoor.jp/akasaka_z-kougi/archives/cat_886170.html

演習後には、参考文献の紹介や内容の補足などのフォローアップを、講義
用blogにおいて行う予定です。
http://blog.livedoor.jp/akasaka_z-kougi/

その他、ご質問などあれば、遠慮なくメイルでご質問下さい。また、必要に
応じ、Zoomまたはリアルでの面談を設定することも可能です。

8

3

2

4

5

6

授業への貢献度

出席

発表 報告の内容、討論の積極性等を総合的に評価します

10



　
初回までにゼミ生と相談して決定します。ゼミ生の数によりますが、これまでの例では、少ない場合（2003年度1期ゼミは4人、
2018年度16期ゼミは5人でした）は、ゼミ生各自が半年ないし一年を通じて研究を深めたいと考えるテーマを決定し、毎回順番
に自分の研究経過を報告し、最終的にそれぞれが論文としてまとめることを目指しました。ゼミ生の数が多い場合（2014年度
12期ゼミは20人、2020年度18期ゼミは19人でした）は、最初の数回を複数メンバーでのグループ報告とし、残りの回は、毎回
一人ずつ好きなテーマで個人報告をしてもらうことにしています。
　いずれにせよ、ゼミとして統一的な研究テーマを置くわけではなく、広い意味で憲法に関わるものであれば、各自が好きなこ
とを勉強・報告できるのが南野ゼミの一つの特長だと思います。各自の選ぶテーマについては、判決を素材とするもよし、学説
や論点を素材とするもよし、あるいは現実の社会問題・政治課題を素材とするもよし、です。
　過去の南野ゼミがどのようなテーマでゼミ報告を行ってきたかを知りたい場合は、「南野ゼミのＨＰ」から各期の「ゼミ風景リ
ポート」を見て下さい。
　
　参加者は、初回までに、報告しようとするテーマ（案）を（少なくとも１、２つ程度）考えておくことが望ましいです。何らかの意味
で憲法に関連するテーマであれば、基本的にはどんな論点でもかまいません。春休み中のテーマ選び、憲法学習のための参
考書として、たとえば次のようなものを使ってみると良いかもしれません。

１）大石・石川（編）『憲法の争点』（有斐閣、2008年）
２）安西ほか『憲法学の現代的論点〔第２版〕』（有斐閣、2009年）
３）芹沢ほか（編）『新基本法コンメンタール憲法』（日本評論社、2011年）
４）宍戸・林（編）『総点検　日本国憲法の70年』（岩波書店、2018年）
５）山本・横大道（編）『憲法学の現在地』（日本評論社、２０２０年）

憲法学の世界

南野　森

　憲法学を勉強することを通じて、「強い頭」を作ることが一番の目標です。時間的・心理的余裕の
ある学部生時代に、良質の論文や判決文をじっくり読み、考え、議論しておくことが、将来どのよう
な方向に進むにせよ重要だと思います。社会に出れば on the job training で仕事に必要なノウハ
ウや知識はどんどん学ぶことになります。学生時代には、そのようなすぐに役立つ知識や技能で
はなく、じっくりと腰を落ちつけて、法的なものの考え方や、多様なものの見方・価値観、友人と議
論をすることを通じて自己の知見を深める技能、他者を説得するための丁寧さ・根気強さ、総合
的な人間力・人当たりの良さといった、大学時代にしか学べないものの社会に出れば必須となる
能力を磨くことを、意識してほしいと思います。
　さらに、南野ゼミでは、ゼミ本来の活動に限らず、課外活動（コンパ・東京研修旅行・他大学との
合同ディベート合宿など）への積極的な参加等により、（ゼミ卒業生や担当教員も含む）ゼミメン
バー同士の親睦を深めることと、ゼミ生の「世界」を広げることをも目標とします（ただし、課外活
動への参加は義務ではありませんし、コロナ禍の推移次第では、課外活動ができなくなることも
あり得ます）。
　大学は出会いの場です。在学中に、人と出会い、知と出会い、自分の世界を広げておくことをこ
そ、将来どのような方向に進むにせよ、一生懸命追求してほしいと思います。

授業科目に関する特筆事項
　新３年生を８名程度、新４年生を５名程度募集します。サブゼミ生も、４年次からの新規参加も歓
迎します（サブゼミでの登録希望の場合は、なるべく早めに連絡をください）。ゼミ選択・登録に関
して質問・相談がある場合も、遠慮なく、早めに連絡をください。

授業の内容（90分授業＝2時間）

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

授業計画

履修条件

　とくにありませんが、楽しみながらも真面目に勉強したいと思っている人が望ましいです。これま
で成績の面で必ずしも「順調」ではなかった人でも、心機一転、「新しい自分」になるべくこれから
は頑張ろうというやる気のある人であれば、大歓迎です。快活な人、快活になりたい人が好ましい
です。
　なお、ゼミ生の進路はバラバラです（それが当ゼミの良いところでもあると思います）。国家公務
員・地方公務員、法科大学院、研究者養成大学院、マスコミ、そして様々な民間企業など、卒業
生は実に多様な方面に進んでいます（「南野ゼミのHP」でゼミ卒業生の進路一覧を公開していま
す）。もちろん、現時点でまだ進路を決めていない人も歓迎します。多様な職種にいるゼミ卒業生
を紹介することもできるので、進路の相談にのってもらえると思います。

参考書等

　各回のゼミ報告のテーマに応じた参考文献は、適宜指示・配布します。
　憲法学の一通りの議論を理解している自信のない者は、開講時までに（春休み中にでも）定評
ある体系書を通読しておくことを勧めます。たとえば、樋口陽一『憲法〔第４版〕』（勁草書房）や、
長谷部恭男『憲法〔第７版〕（新世社）が良いでしょう。
　例の『憲法主義』（PHP研究所）は、ざっとでも通読しておいてほしいです（笑）。ああ見えて意外
に深くて良い本ですので。

テキスト 　なし

憲法演習

1

11



授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

その他

　平常点によります。無断欠席をした者には、それ以降の本演習への参加を認めません（単位も
認定しません）。休まざるをえない場合は、事前に連絡し許可を取ってください。
　また、初回コンパ・最終回コンパ・ＯＢ会の計３回だけは原則として出席を必須としていますが、
それ以外の課外活動への出席は完全自由です。
　ただ、2008年度第6期ゼミから、コロナ禍により課外活動を中止した2020年度、2021年度を除
き、毎年続けてきた「東京研修旅行」（最高裁や官庁・企業・マスコミ・弁護士事務所・国会など、
ゼミ生の進路・希望に合わせた施設等を訪問します）と、他大学との合同「ディベート合宿」（一橋
法・早稲田法・早稲田政経・慶応法の憲法ゼミの学生100名以上が参加）には、とても貴重な経験
になること請け合いですので、是非とも積極的に参加してほしいと思っています。
　また、年度末に実施している「ゼミ旅行」（ゼミ生が行き先や日程を決めます）も、純粋な親睦目
的の旅行ですが、とても良い思い出になると思いますので、こちらにも積極的な参加を勧めます。
　なお、金銭的な理由だけで課外活動に参加ができないメンバーがいるという事態は避けたいの
で、「出世払い」で私が必要な費用を貸すこともありますので、金銭的な負担を心配する必要はあ
まりありません。

12



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

行政法の概要

田中孝男

行政法の概要を学びます。基本書（体系書レベル）の内容がだいたい理解できる水準を目指しま
す。

授業科目に関する特筆事項

2022年度ゼミの案内については、
http://jititaihoumupark.web.fc2.com/tanaka/tanakatop.html
「授業・ゼミ」→2022年度行政法演習（PWは「semi」）で授業進行イメージその他の情報を得ること
ができます。

10

11

12

13

14

15

テキスト及びテキスト掲載判例の内容確認（質
疑応答）、関連問題集

行政法演習

8

9

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 第１回～第20＋α回

授業計画

履修条件
行政法1を受講されていることを希望します（単位取得の有無は問いません）。新４年生は、行政
法１・２を聴講されていることを希望します（単位取得の有無は問いません）。

参考書等 『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ』（必携）

テキスト 村上裕章『スタンダード行政法』（有斐閣、2021年12月予定）

事前／テキスト該当箇所の通読、関連教材（問題
集）を解いてくる。事後／各回の指示による

授業への貢献度
問題の解答内容及び授業中の発言内容のよしあしによって成績評価をします。授業回によって
は問題に対して記述式の解答提出を求めることがあり、解答内容も成績評価に反映させます

3

2

4

5

6

13



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度

レポート

報告や司会を担当しない回においても、質問等の発言により、議論に参加する必要があ
る。

学年末（後期の最終回）に、ゼミ論文の提出が義務付けられる。この提出が、単位認定
の前提となる。なお全員のゼミ論文を、冊子体の論文集として取りまとめる。

発表
前期・後期ともに、定められた回数の報告が課せられる（グループ、個人の両方あ
り）。

3

2 2〜12,　判例研究報告

13,　前期まとめ

各テーマの事前調査と事後の論点整理

ゼミ論文の内容を全員で報告

素材となる判例の事前通読と事後の論点整理

4

5

6

14, 後期に向けて

15〜25, ゼミ論文進捗報告

26, ゼミ論文発表会

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 1,オリエンテーション

授業計画

履修条件
行政法Ⅰ（行政過程論）を２年次に履修していることが必要（ただし単位取得の有無は不問）。ま
た、新３年生はこの演習と並行して、2022年度前期に開講される行政法Ⅱ（行政救済法）を履修
することが必須。

参考書等
・大橋洋一『行政法Ⅰ-現代行政過程論（第4版）』（有斐閣・2019年）
・大橋洋一『行政法Ⅱ-行政救済法（第4版）』（有斐閣・2021年）

テキスト 特になし

自己紹介、報告順、ゼミ委員の決定など

行政法演習

8

9

13

14

15

10

11

12

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

行政法の基幹論点を学ぶ

大脇成昭

行政法に関係する判例や制度、事件などを素材として、社会において有用な「考える力」「書く力」
「議論する力」を高めること。

各判例についてグループ報告＋質疑応答

後期のゼミ論文執筆に向けての確認など

後期の報告に向けての確認など

ゼミ論文の構想や進捗状況を個別報告

授業科目に関する特筆事項 特になし

14



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

行政法理論の検討

鈴木　崇弘（Suzuki T.）

「行政法」とは、森羅万象ありとあらゆる政策に関する膨大な数の法令の総称であり、それらは毎
日のように制定・改廃されている。それにもかかわらず、行政法が全体として統一性・整合性を
保っているのは、行政法総論（救済法を含む）の理論体系が存在するからである。とはいえ、行政
法総論の理論体系は未だ完成していない。
以上を踏まえ、この演習で追求する目的は以下の三つである。第1に、（A）一般的な知識の観点
として、行政法総論の理論体系の発展過程を追うことにより、どこにどのような問題があるのかを
明らかにすることを目的とする。第2に（B）専門的技能の観点として、（A）で明らかにした問題に対
する改善案を提示することを目的とする。そして第3に、（C）汎用的能力の観点として、（B）で新た
に築いた理論及び具体的な法令を用いることにより、現実における種々の問題を解決する能力を
涵養することを目的とする。

演習

演習

演習

演習

演習

演習

演習

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

授業科目に関する特筆事項 特になし

演習

演習

演習

演習

演習

演習

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

10

11

12

行政行為の取消と撤回

行政立法と行政基準

行政契約

13

14

15

行政上の義務履行確保

行政指導

行政計画

演習

行政法演習

8

9

行政行為の分類

行政行為の効力

行政行為の無効と取消

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

7

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1
オリエンテーション・報告者
決定

授業計画

履修条件
行政法Ⅰ（行政過程論）を受講することを推奨する。（単位取得の有無は問わない）。新３年生は、
この演習と並行して、前期に開講される行政法Ⅱ（行政救済論）を受講することを推奨する。

参考書等

（以下に掲げた書籍は一例である）
大橋洋一『行政法I〔第4版〕』（有斐閣、2019年）
大橋洋一『行政法II〔第4版〕』（有斐閣、2021年）

高木光『行政法』（有斐閣、2015年）

テキスト 原田大樹『行政法クロニクル』（有斐閣、2019年）※電子版

授業への貢献度

ゼミでの報告内容・発言内容を基にして成績をつける。
評価の基準として、特に行政法理論の問題点を正確に明らかにできたかという点を重視する（当
該問題点に対して解決策を提言できるか、当該解決策は種々の法令を運用するに当たり問題は
ないか、という点は副次的な考慮要素とする）。

3

2 行政の概念

行政法と民事法

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

演習

事前：該当箇所に関連する論文の検討、事後：該
当箇所の再検討（各回4時間相当）

4

5

6

法律と条令

行政行為論と行為形式論

行政裁量

15



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

3

2 判例のまとめ方

判例（論点）の検討の実践

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

指定した裁判例を読み、事実と判旨をまとめてみ
る

4

5

6

判例（論点）の検討の実践

裁判例の検討

裁判例の検討

7

指定した労働法の論点について、事前に調べた
内容を報告する。

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 イントロダクション

授業計画

履修条件

絶対条件ではありませんが、労働法の講義を履修する（履修していた）ことが望ましいのはいうま
でもありません。労働法全体の基礎知識を身につけておくことにより、深い理解や活発な議論が
できると思います。
疑問に思ったことをゼミの場できちんと発言しようという意欲を持っていること。

参考書等 野田進・柳澤武・山下昇『判例労働法入門（第7版）』（有斐閣、2021年9月）

テキスト 指定のテキストはありません。取扱う判例は配布します。

指定した判例研究の論文を読む本ゼミの概要・自己紹介・報告順番の決定

労働法演習

8

9

裁判例の検討

裁判例の検討

裁判例の検討

13

14

15

裁判例の検討

裁判例の検討

裁判例の検討

10

11

12

裁判例の検討

裁判例の検討

裁判例の検討

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

最新の労働判例を読み、報告し、議論する。

山下　昇

労働法の学習は、条文だけでなく、判例を中心に学びます。労働の在り方（働き方）は時代によっ
て大きく変わりますし、労働に従事する人々の意識も刻々と変化します。新しい問題（紛争事例）
が生じた場合、労働法に具体的な定めがないときには、関連する法理や一般法理から新しい理
論を構築し、判例を通じてルールを形成していくことになります。他の法領域でも、判例法は重要
ですが、労働法は、それが顕著であり、そこに労働法を学ぶ難しさと魅力があります。
本ゼミでは、労働法に関する最新の裁判例を読みながら、労働法の基礎的な知識からや専門的
知識までを学ぶことを目的とします。また、労働基準法、労働契約法、労働組合法等の労働法の
全領域を対象とします。
毎回、１つの判例を取り上げ、それぞれゼミ受講者に報告をしてもらい（順番に割り振ります）、議
論します。各事件の【事実】と【判旨】をまとめ、【検討】を報告し、当該判例の論点や意義などを議
論していきます。取扱う主な判例は、比較的新しい下級審の判決を中心に扱います。重要な最高
裁判決が出れば、それも扱います。

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

指定した裁判例を実際にまとめてみる。まとめ
方についてレクチャーを行う。

指定した労働法の論点について、事前に調べ
た内容を報告する。

指定した労働法の論点について、事前に調べ
た内容を報告する。

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン

ゼミで取り扱う裁判例を事前に精読して、疑問点
などの質問事項を考える。

指定した労働法の論点について、事前に調べた
内容を報告する。

授業科目に関する特筆事項

ゼミ受講者の報告を中心に進めますので、①報告のプレゼンができること、②報告者に質問でき
ること、の２点については、特に重視します。労働法の基本的な内容や関連判例は、教員のほう
から、参考文献に挙げている『判例労働法入門（第７版）』に基づいてフォローします。

ゼミ生の判例報告、参加者とのディスカッショ
ン
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授業への貢献度
演習での学習は毎回出席することが前提となりますので、出席状況は特に重視します（無断欠席
はご法度ですので、どうしても欠席せざるを得ない場合は、事前に必ず連絡してください）。また、
毎回必ず質問をするようにしてください。ゼミでの質問は、授業への貢献度として評価します。

発表
出席状況、報告（レポート）内容、討論参加状況等によって、総合的に評価します。毎回、報告担
当者がゼミ参加者に担当テーマを講義するつもりで、しっかり準備してください。

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。
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　最近、色々なところでよく目にするようになったＳＤＧｓ。これは、2015年9月の国連サミットで採択された「2030
年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標」です
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html）。
　このゼミでは、2022年度は、SDGsと労働法をゼミ全体のテーマとして設定し、ゼミ生の問題関心に従って、
具体的なテーマを決定し、調査・報告をしていきます。SDGｓの中の「開発目標」と労働法を直接的に結び付け
ることは難しいですが、例えば次のようなテーマ設定が考えられます。
　貧困（目標１「貧困をなくそう」）と非正規社員の労働条件決定のあり方（同一労働同一賃金）、外国人労働者
の労働条件や差別（目標10「人や国の不平等をなくそう」、目標16「平和と公正を全ての人に」）、労働者の働
きがいと、勤務地や職種決定・家族との生活（目標８「働きがいも経済成長も」）、育児介護と就労の継続や
キャリアの継続（目標８「働きがいも経済成長も」）、性的マイノリティと雇用の場での平等（目標５「ジェンダー
平等を実現しよう」）、労働安全衛生法の環境規制としての意義（目標１１「住み続けられる街づくりを」、目標１
２「つくる責任つかう責任」）、公益通報者保護と事業運営における公平・公正の実現（目標１２「つくる責任つ
かう責任」、目標１３「気候変動に具体的な対策を」、目標１７「パートナーシップで目標を達成しよう」）など。
　様々な結びつきが考えられると思いますが、社会的な規範になりつつあるSDGsの観点と「法」の観点を組み
合わせて、世界全体で取り組まれる問題や、特に日本における労働をめぐる問題を、比較法研究や判例研究
も行いながら、考えていきたいと思います。なかなか最初から「これだ！」というテーマは見つからないかもしれ
ませんが、参加者全員で議論しつつ、少しずつ進めていきます（自分だけのテーマをじっくり見つけ、調査・研
究するプロセスは、ゼミでしかできない、とてもワクワクするものです。）。
具体的には、次のような一年間の流れで進めます。
【第1ステージ】SDGsについて詳しく知る＋労働法との関係性・具体的なテーマを考えます。
【第2ステージ】対応する問題が、労働法の分野でどのように表出していて、いかに解決しうるか、調査・検討を
行います。（前期はここまで）
【第3ステージ】判例研究により、判決を読み解く技術、具体的に法的論点を考えるスキルを身に着け、さらに
問題を立体的に捉えます。（以後は後期から）
【第4ステージ】調査・研究をまとめて、ゼミ論を仕上げます。
＊最終的にゼミ論（Ａ４で10頁程度）を提出してもらいます。
＊＊ゼミの時間は、延長する場合があります。
＊＊＊少人数のゼミなので、ゼミではがっつり報告、議論を楽しみますが、卒業生も呼んでコンパをしたり（就
職してからの話も聞けます）、ゼミ旅行をしたり（コロナの状況次第）、そこそこ結びつきが強いです。
＊＊＊＊教員、ＴＡ、他のゼミ生も、各ゼミ生の報告の中で、よりよい調査・研究になるように質問をしたり、論
文、書籍を紹介したりしますが、何をやりたいのか、どのように進めたいのか、ということは、ゼミ生自身で、
色々調べたり、みんなと議論したりする中で、決定していく必要があります。そうしたスタイルで頑張ってみた
い、法学の分野でそうしたスキルを身に着けたい、他の学生とディスカッションしつつ自分の知見を広げたいと
いう方、おススメです！また、テーマやゼミのスタイルに共感する四年生からの参加も歓迎します！

授業科目に関する特筆事項

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

履修条件 特にありませんが、前期の労働法（４単位）は受講して下さい。

参考書等

労働法の分野でどんなことを取り扱うのかについては、下記に挙げている本などで、図書館で見てください（ゼ
ミの内容を知るために挙げているだけで、購入をすすめるものではありません。）。
・野田進ほか編『判例労働法入門〔第７版〕』（有斐閣、２０２１）
・石田眞ほか『クラウドワークの進展と社会法の近未来』（労働開発研究会、２０２１）
・野川忍『労働法制の改革と展望』（日本評論社、２０２０）
・長谷川珠子ほか『障害者の雇用と就労』（弘文堂、２０２１）
・季刊労働法（雑誌）
・労働法律旬報（雑誌）
・労働判例（後期は判例研究もします。）

テキスト
ゼミの初回に、輪読するものをみんなで決めます。２０２２年度は、SDGｓについての書籍や参考図書に挙げて
いるような労働法の論文や書籍を読んでいきます（SDGsについての新書など、比較的安価なものは購入して
もらうことになると思いますが、みんなで読む論文や判決は、コピーして配布します）。

労働法演習

SDGsと労働法

新屋敷恵美子

SDGsと労働法の問題関心から労働法についての理解を深めることはもちろんだが、そのプロセスを通して、
一般的な問題関心と労働法の役割や機能の結びつき、結び付け方を理解し、自分の理解や考えを法的に表
現できるようになること、また、その過程で、専門的な文献で示されているところや他の人の意見をじっくりと理
解し、取り入れる能力を展開すること。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度

レポート

報告者の問題関心を共有して、質疑応答をしているか、しようとする努力をしているかといった観点
から評価します（が、調べてみたり、報告を聞いて初めて興味が湧いてくることも多いので、最初か
らあまり気負う必要はありません。）。

ゼミ論（10頁程度）を最後に提出してもらいます。

発表
ゼミでは、ゼミ生の調査・報告が中心になります。特に報告の内容や仕方、他の学生の質問への応
答、議論を深めようとする意欲など、評価します（が、多くの学生の場合、先輩や同学年のやり方を
見て、徐々に習得しているので、あまり気にする必要はないです。）。

3

2 モデル報告

SDGｓに関する文献の渉猟
と報告（１）

未定
各自のやりたいテーマで報告していくため、内
容は未定である。

4

5

6

SDGｓに関する文献の渉猟
と報告（２）

モデル報告

グループ報告
（１）

7

1 イントロダクション

授業計画

前期の予定の決定。
グループ決め（先輩と組むようにします。）。
コロナの様子も見ながら、ゼミ合宿や他大学と
の交流についても検討。

8

9

グループ報告
（２）

グループ報告
（３）

個別報告
（１ー１）

13

14

15

個別報告
（２－２）

個別報告
（２－３）

外部の講師・労基署見学な
ど

10

11

12

個別報告
（１－２）

個別報告
（１－３）

個別報告
（２－１）

＊後期は、同様の方式で、判例研究、ゼミ論報告を行いま
す。

未定

未定

未定

未定

未定

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

未定

未定

教員もしくはTAによるモデル報告。

書籍や資料を要約して報告。

第３回と異ならないものの、３年生は、SDGｓの
ターゲットと労働法の論点を結びつけて、自分
のテーマを見つけ出していく。

教員もしくはTAによるモデル報告。

未定

未定
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度
報告者以外も準備をし，積極的に議論に参加すること。なお，課外で社会福祉施設や行政
庁の見学を行うことがありますが，参加必須ではありません。

発表 個人またはグループで万全の準備をし，議論をリードできるようにしておくこと。

3

2 基礎的裁判例の検討

最近の裁判例の検討

事前に裁判例を精読し，関連判例を調べておくこ
と。

4

5

6

7

事前に裁判例を精読し，関連判例を調べておくこ
と。

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 社会保障法の基礎

授業計画

履修条件
ゼミ登録時にはまだ社会保障法講義を履修していないでしょうから，ゼミ開始時から基礎を学習し

ます。そのため履修条件は特にありません。

参考書等 笠木・嵩・中野・渡邊『社会保障法』（有斐閣）

テキスト 適宜指示，配布します。

指定されたテキストなどを事前に学習し，事後に
理解を定着させること。

法制度の基礎について報告検討します。

社会保障法演習

8

9

13

14

15

10

11

12

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

応用法学としての社会保障法

丸谷浩介

社会保障法の法制度を正確に理解するとともに，法的紛争のよりよい解決を検討します。

著名な裁判例を精読します。

社会の変化に対応していないと思われるよう
な裁判例を検討します。

授業科目に関する特筆事項 特にありません。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

 出席、報告、討論、受講態度、貢献度を総合して評価します。

3

2 前期のゼミについて

出題と検討について

問題の検討と準備／復習

前期の反省点の確認と改善方策の検討

なし／なし

4

5

6

問題の検討

４回以降
問題の検討

前期最終回

7

なし／復習

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

授業計画

履修条件 充分な準備をして出席し、積極的に発言し討論する人の参加を歓迎します。

参考書等 必要な資料を配布します。

テキスト 特にありません。

【前期】

民法演習

8

9

後期のゼミについて

情報収集

13

14

15

10

11

12

情報収集

４回以降
報告

後期最終回

なし／復習

情報収集／復習

情報収集／復習

報告準備／復習

なし/なし

関連文献の情報の整理

後期の反省点の確認と改善方策の検討

関連文献についての報告と検討

政府の審議会等の情報の整理

【後期】

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

民法の諸問題

田中教雄

民法に関する専門知識を確実なものとし、民法に関係する諸問題を的確に分析・説明できること
（「知識・理解の観点」）。
専門知識を自立的・主体的に学ぶ基盤的能力及び柔軟で批判的・創造的な思考力に裏打ちされ
たコミュニケーション能力・情報発信能力を身に付けること（「専門的技能の観点」）。

前期のゼミの説明と自己紹介等

出題及び請求権を中心とした判断についての
説明

例題の検討と次回の問題の提示

問題の検討と次回の問題の提示

文献調査方法等についての説明

なし／なし

問題の検討と準備／復習

授業科目に関する特筆事項

　【前期】　複数の班による討論会にします。すなわち、出題を担当する班から事前に提示された
問題について、ほかの班が解答をし、各解答に対しての質疑応答を経たうえで、出題班が解説し
ます。出題（解説を含む）・解答について、各班において事前の準備を行ったうえで、ゼミ当日は、
「解答→質疑→解説」という形で議論します。出題の範囲は民法の全体とし、出題内容は出題を
担当する班に委ねます。
　【後期】　１つのテーマについて調査・報告を分担し検討します。今年度は、「所有者不明土地」
について検討したいと思います。
　【前期】【後期】を通じて、ゼミの時間が30分程度延長されることがあります。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

発表

授業への貢献度

レポート

3

2 要件事実（２）

総則（１）

4

5

6

総則（２）

物権（１）

物権（２）

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 要件事実（１）

授業計画

履修条件
受講者は例年ロースクール進学希望者と予備試験受験生ばかりですので（ゼミのＯＢ・ＯＧはほ
ぼ全員が法曹になりまので、それ以外の進路を考えている人には、向かないかもしれません（履
修条件とはいたしませんが）。

参考書等 普通に司法試験・予備試験の受験勉強をしてください

テキスト
まず、要件事実論を勉強してから、民法判例百選（第８版）』全３冊の「総潰し」をします。
なお、３年生と４年生で別ゼミを開講します。

民法演習

8

9

担保物権（１）

担保物権（２）

債権総論（１）

13

14

15

事務管理・不当利得・不法行
為

親族法

相続法

10

11

12

債権総論（２）

契約法（１）

契約法（２）

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

民法事例研究

七戸克彦

法曹分野に進むために必要な知識・技術を、学部の早期段階より身につけることを目的としま
す。
具体的には、法律知識の習得というインプットの側面に加えて、アウトプット側の次の２点に関す
る技術の習得を目標とします。
（１）レポート・論文の作成能力の習得
（２）発言・ディベート能力の習得。

授業科目に関する特筆事項

（１）レポート・論文の作成（答案練習）――毎週、ゼミ当日の１３：００までに、課題（手書き）を研究
室に提出してください（なお，課題レポートの作成には、半日以上かけないでください。限られた時
間内に答案をまとめる能力を養うことが重要ですし、また、皆さんには、他にやるべき事柄がたくさ
んあります）。
（２）報告・討論（口述練習）――毎週の演習（ゼミ）においては、任意に数名を指名し、作成したレ
ポート内容につき報告ならびに参加者全員による質疑応答を行います。
（３）このほかに、自分たちの能力が全国レベルでどの程度にあるかを確認する目的で、年３回程
度、関東（慶大）・関西（インカレ民法討論会）その他の地域の大学（北大）と合同ゼミ（対抗討論
会）を行います。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

民法基本書講読

香山高広

この演習においては、公務員試験を念頭に、年間を通して、『債権総論』の教科書を講読します。
そして、それを通して、金融取引に関する具体的な事件を、どのように処理していくかを学びたい
と考えております。

授業科目に関する特筆事項 特になし。

10

11

12

13

14

15

8

9

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 債権総論

授業計画

履修条件 民法（特に金融取引法）に興味があること。

参考書等 未定（後日連絡する）

テキスト 未定（後日連絡する）

該当箇所につき、事前に基本書を読んでおくこ
と。

報告者が報告をし、それにもとづき議論をする
という形で進めていきます。

民法演習

3

2

4

5

6

7

授業への貢献度

出席

授業への貢献度を成績に反映させます。

無断欠席は認めません。理由のいかんをとわず、欠席が多い場合には、単位を認定しない場合
があります。

発表 前期は3年生が、後期は4年生が発表をします。発表の内容を成績に反映させます。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

財産法の諸問題

高岡　大輔

民法・財産法の骨格をなす概念や理論について、通説・判例の理解を深めることで、民法を学ぶ
上での基礎を固める。各自が半期に1回は報告を担当することで調査能力・報告能力を培い、参
加者で議論を交わす中で、専門的内容について議論する能力を養う。

選択したテーマについて、調査・報告を担当す
る（半期1回以上）。

他の参加者の報告に対して、積極的に議論に
参加する。

教員が指定または出題した事例問題につい
て、各自の解答を基に議論する。

参加者で話し合って決定したテーマについて、
重要な学術論文を読んで議論する。

扱われていた法律問題について事後的に確認し
ておく。

各自が解答を作成してくる。分からなかった点に
ついては事後的に調べ直す。

授業科目に関する特筆事項
参加者の意見を聞いて、資格試験の問題等を用いた問題演習、学術論文の購読、裁判の傍聴な
どを挿入することがある。他大学の民法ゼミとの交流会をすることがある。

夏休みなどに1回、他大学の民法ゼミと合同ゼ
ミをすることがある。

10

11

12

13

14

15

8

9

合同ゼミ（参加者の希望に
よる）

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 報告テーマの選択

授業計画

履修条件 民法I・II・IIIを履修済みであるか、履修予定であること。

参考書等 特に指定しない。参考資料は必要に応じて指定することがある。

テキスト 特に指定しない。

あらかじめ関心のあるテーマについて目星をつけ
ておく。

財産法上の問題について、自分の関心がある
テーマを選択する。

民法演習

3

2 調査・報告

議論への参加

報告資料を丁寧に準備する。

各自が対象の論文を読んでくる。議論の後に読
み直してみてほしい。

民事裁判の傍聴を行う。

事前に報告資料を作成して提出すること。事後に
補充事項があれば補充すること。

4

5

6

問題演習（参加者の希望に
よる）

学術論文の購読（参加者の
希望による）

裁判の傍聴（参加者の希望
による）

7

事前に担当者による報告資料を読んでくること。
事後に補充があれば確認すること。

発表

授業への貢献度

報告資料の完成度と報告の際の質疑応答により評価する。

議論への参加状況により評価する。

出席 出席状況により評価する。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

企業法をめぐる今日的課題

徳本　穣（ＴＯＫＵＭＯＴＯ　Ｍ．）

企業法をめぐる様々な今日的課題について、調査、分析、視察（可能であれば、課題に関連する
官公庁、企業、法律事務所等について）、議論等を通じて、企業法についての総合的な理解を深
めること等を目的とします。また、あわせて、懇親会（可能であれば、合宿も）等も行う予定です
が、普段のゼミへの参加の他に、これらの機会を通じて、参加者同士の親睦を深めることも、重
視したいと思います。なお、コロナ禍の影響によっては、これらの視察や懇親会等をオンラインに
て実施することもあり得ます。

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

授業科目に関する特筆事項 特にありません。

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

10

11

12

同上

同上

同上

13

14

15

同上

同上

同上

8

9

同上

同上

同上

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

企業法に関する基本的な
知識の修得や理解や復
習、または、企業法をめぐ
る様々な今日的課題につ
いての調査、分析、視察、
議論、等

授業計画

履修条件 特にありません。

参考書等 開講時に、適宜、紹介したいと思います（また、開講後にも、随時、紹介したいと思います）。

テキスト 開講時に、適宜、紹介したいと思います（また、開講後にも、随時、紹介したいと思います）。

教科書、参考書等の該当箇所の読み込み等の
授業前の予習と授業後の復習

ゼミの参加者の中に、企業法（会社法、商法
総則、商行為法等）を履修していない方もおら
れると思いますので、前期は、企業法に関す
る基本的な文献（教科書、裁判例、資料等）を
読みながら、基本的な知識の修得や理解や復
習（すでに企業法について履修したことのある
方について）を行う予定です。
また、後期は、企業法をめぐる様々な今日的
課題の中から、具体的なテーマを選定し、その
テーマについての調査、分析、視察（可能であ
れば、課題に関連する官公庁、企業、法律事
務所等について）、議論等を行う予定です。な
お、コロナ禍の影響によっては、これらの視察
等をオンラインにて実施することもあり得ま
す。

商法演習

3

2 同上

同上

同上

同上

同上

同上

4

5

6

同上

同上

同上

7

同上
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授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

授業への貢献度

その他

担当者（参加者の人数にもよりますが、参加者を幾つかのグループに分けて、そのグループ毎に
担当者になってもらう予定です）による報告を基にした、全員による議論を行う予定です。また、可
能であれば、他大学のゼミとの合同による報告や議論等の機会も設けたいと考えています。な
お、コロナ禍の影響によっては、これらの他大学のゼミとの合同による報告や議論等をオンライン
にて実施することもあり得ます。そこで、これらの議論への積極的な参加や貢献度も評価に加え
ます。

担当者（参加者の人数にもよりますが、参加者を幾つかのグループに分けて、そのグループ毎に
担当者になってもらう予定です）による報告を基にした、全員による議論を行う予定です。また、可
能であれば、他大学のゼミとの合同による報告や議論等の機会も設けたいと考えています。な
お、コロナ禍の影響によっては、これらの他大学のゼミとの合同による報告や議論等をオンライン
にて実施することもあり得ます。そこで、これらのゼミへの出席や受講態度等も評価に加えます。

発表

担当者（参加者の人数にもよりますが、参加者を幾つかのグループに分けて、そのグループ毎に
担当者になってもらう予定です）による報告を基にした、全員による議論を行う予定です。また、可
能であれば、他大学のゼミとの合同による報告や議論等の機会も設けたいと考えています。な
お、コロナ禍の影響によっては、これらの他大学のゼミとの合同による報告や議論等をオンライン
にて実施することもあり得ます。そこで、これらの報告の準備状況や完成度も評価に加えます。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度

出席

発言の内容、積極性など。

欠席が多い場合にはレポートを課すこともある。

発表
あまりにいい加減な報告をした者にはレポートを課すこともある（教員としても、こちらもレポートを
課す場合にには相当の精神エネルギーを使うので、そういうことのないように頑張ってほしいで
す）。

3

2 会社法の諸問題

事前学修
担当者は報告の準備。他の人は、担当者のレ
ジュメをもとに自分なりに予習する。

事後学修
復習や解決しなかった問題に関する考察

4

5

6

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 会社法の基礎的な理解

授業計画

履修条件 特になし。

参考書等
前期はなし。
後期は、テーマによる。

テキスト
前期は、高橋美加ほか『会社法（第3版）』（弘文堂）（2020年）。
後期はなし。

事前学修
教科書の該当箇所を丁寧に読み込む

事後学修
復習として読み返し

前期は、会社法について一通りの知識を得た
り（商法Ⅰ・Ⅱの未履修者）、もう１回勉強し直
したり（商法Ⅰ・Ⅱを履修済みの者）することを
目的に、疑問点を解消しながらテキストを通読
する。
全員がテキストの該当箇所を読んでくることを
前提に、疑問点を出し合い、担当者を中心に
検討を行う。

商法演習

8

9

13

14

15

10

11

12

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

会社法の諸問題

笠原武朗

会社法に関する様々な問題についての議論を通じて、世の中にはよく分からないことがたくさんあ
るんだなあということを実感する。

後期は、各回の担当者が選んだテーマや裁判
例についての報告と議論を行う。
後期のテーマや裁判例は、各担当者が教員と
相談の上で決める。
基本的には各担当者がやりたいことをやって
もらうが、「う～ん、そりゃどげんやってもおもし
ろうはならんばい」「同じ問題についての上級
審判決があるばい」的なアドバイスを教員が行
う。
受講者が多数の場合には、各回の担当者は
複数になる場合もある。

授業科目に関する特筆事項 特になし。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

知的財産法の現代的諸相

小島　立

本演習の目的は、（1）知的財産法に関連する課題の検討を通じて、演習参加者の法的な問題
解決能力を高めること、そして、（2）現代社会の諸課題について、演習参加者自らが批判的に
考察する力を高めることである。

また、本演習では、参加者の法的な問題解決能力を養うことに加え、（1）自分の力で調査およ
び報告に必要な文献資料を見つけ出し、（2）それらを適切に理解した上で報告内容を簡潔にま
とめ、（3）限られた時間内において、人前で分かりやすく発表する力を培うことを目指す。

知的財産法に関する民事判決を取り上げ、判
決の読み方や分析方法などについて、授業
担当者が解説を行う。

授業科目に関する特筆事項

知的財産法演習における主な取り組みは、1つの判決（通常は民事判決）を数週間かけてじっく
りと分析することである。（1）原告の請求は何か、（2）原告の請求を成り立たせるために必要と
なる（通常は複数の）条文は何か、（3）それらの条文の効果を発生させるために原告が主張す
べき事実（いわゆる「要件事実」）は何か、（4）原告の主張に対して被告はどのように反論してい
るか、（5）原告と被告の主張の結果として浮かび上がった争点に対して裁判所はどのように規
範を立てて結論を導いているか、といったことを丁寧に分析することを通じて、「法的な問題解決
手法」を学ぶためである。

また、ここ数年の知的財産法演習では、後期に、現代的な社会課題について検討する試みも
行っている。2022年度は、授業担当者が現在進めている「空飛ぶクルマ」の社会実装に関する
文理融合研究〔https://www.jst.go.jp/ristex/rinca/projects/jpmjrx21j2.html〕に関係する課題を
取り上げる予定である。さらに、知的財産法を取り巻く社会の状況についてより良く知るために、
課外活動として「フィールドワーク」も行いたい。

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 オリエンテーション

授業計画

履修条件
特になし。「ものづくり」、「まちづくり」、「コトづくり」、「クリエイティブ産業」、文化芸術、デザイン、
科学技術イノベーションなどの領域に関心がある学生諸君の参加を歓迎する。

参考書等

本演習の開講前に、中山信弘『マルチメディアと著作権』（岩波新書（赤426）、1996年）に目を通
すことをお勧めする（この本は残念ながら絶版となっているが、中央図書館に配置されている）。

知的財産法の概説としては、法学部講義で教科書指定している愛知靖之＝前田健＝金子敏哉
＝青木大也『知的財産法』（有斐閣、2018年）を挙げておく。

また、知的財産法の判例のエッセンスを簡易に眺めるために便利なものとして、愛知靖之＝前
田健＝金子敏哉＝青木大也『知財判例コレクション』（有斐閣、2021年）、知的財産法に関する
事項について、図表を交えて分かりやすく解説しているものとして、前田健＝金子敏哉＝青木
大也（編集）『図録知的財産法』（弘文堂、2021年）がある。

その他の参考文献については、随時紹介する。

テキスト
「テキスト」として、いわゆる教科書や判例集などは予め指定しない。判例分析を行う際には、判
例集などに掲載されている「加工された裁判例」ではなく、「生の裁判例」を「テキスト」として分析
する。

特になし。
演習参加者の自己紹介に加えて、本演習の
スケジュール、進め方などについて授業担当
者が説明を行う。

知的財産法演習

2
知的財産法の判決を読ん
でみる（1）

演習参加者は、指定された判決を読み、（1）原
告の請求は何か、（2）原告の請求を成り立たせ
るために必要となる（通常は複数の）条文は何
か、（3）それらの条文の効果を発生させるために
原告が主張すべき事実（いわゆる「要件事実」）
は何か、（4）原告の主張に対して被告はどのよう
に反論しているか、（5）原告と被告の主張の結
果として浮かび上がった争点に対して裁判所は
どのように規範を立てて結論を導いているか、と
いったことを分析することが期待される。なお、事
前／事後学習は、各回4時間相当である。
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知的財産法に関する民事判決を素材にディ
ベートを行う。原告チーム、被告チーム、裁判
官チームの3つに分かれて、原告チームと被
告チームは訴状および答弁書の作成、立論、
尋問、最終弁論等を行い、裁判官チームが
ジャッジを行う。時間が許せば、参加者全員
で、いわゆる「感想戦」を実施する。

裁判官チームは、前週のジャッジをもとに判
決文を準備する。前週に引き続き、参加者全
員で「感想戦」を行う。

知的財産法に関する民事判決を取り上げ、判
決の読み方や分析方法などについて、授業
担当者が解説を行う。

知的財産法に関する民事判決を取り上げ、3
つのグループが報告を行う。この回では、1つ
目のグループが、事実の概要に加えて、本件
で当事者が用いるべき条文と、当該条文の効
果を発生させるために必要な事実（いわゆる
「要件事実」）について検討する。

知的財産法に関する民事判決を取り上げ、3
つのグループが報告を行う。この回では、2つ
目のグループが、原告および被告の主張に
ついて検討する。

裁判官チームは、前週のジャッジをもとに判
決文を準備する。前週に引き続き、参加者全
員で「感想戦」を行う。

同上

同上

第2回ディベート（1）

同上

演習参加者は、指定された判決を読み、（1）原
告の請求は何か、（2）原告の請求を成り立たせ
るために必要となる（通常は複数の）条文は何
か、（3）それらの条文の効果を発生させるために
原告が主張すべき事実（いわゆる「要件事実」）
は何か、（4）原告の主張に対して被告はどのよう
に反論しているか、（5）原告と被告の主張の結
果として浮かび上がった争点に対して裁判所は
どのように規範を立てて結論を導いているか、と
いったことを分析することが期待される。

同上

同上

同上

演習参加者は、原告、被告および裁判所の役割
を踏まえながら、判決の分析手法を用いてディ
ベート課題を検討することが期待される。また、
ディベートにおいて効果的な質疑応答が行える
ように、様々な課題についての想定問答を考え
ておくことも有益である。

知的財産法に関する民事判決を取り上げ、3
つのグループが報告を行う。この回では、2つ
目のグループが、原告および被告の主張に
ついて検討する。

知的財産法に関する民事判決を素材にディ
ベートを行う。原告チーム、被告チーム、裁判
官チームの3つに分かれて、原告チームと被
告チームは訴状および答弁書の作成、立論、
尋問、最終弁論等を行い、裁判官チームが
ジャッジを行う。時間が許せば、参加者全員
で、いわゆる「感想戦」を実施する。

知的財産法に関する民事判決を取り上げ、3
つのグループが報告を行う。この回では、3つ
目のグループが、裁判所の判断について検
討する。

知的財産法に関する民事判決を取り上げ、3
つのグループが報告を行う。この回では、1つ
目のグループが、事実の概要に加えて、本件
で当事者が用いるべき条文と、当該条文の効
果を発生させるために必要な事実（いわゆる
「要件事実」）について検討する。

知的財産法の判決を読ん
でみる（2）

演習参加者は、原告、被告および裁判所の役割
を踏まえながら、判決の分析手法を用いてディ
ベート課題を検討することが期待される。また、
ディベートにおいて効果的な質疑応答が行える
ように、様々な課題についての想定問答を考え
ておくことも有益である。

同上

知的財産法に関する民事判決を取り上げ、3
つのグループが報告を行う。この回では、3つ
目のグループが、裁判所の判断について検
討する。

4

5

6

グループ報告1巡目（1）

グループ報告1巡目（2）

グループ報告1巡目（3）

7

同上

第1回ディベート（1）

3

8

9

第1回ディベート（2）

グループ報告2巡目（1）

13 第2回ディベート（2）

10

11

12

グループ報告2巡目（2）

グループ報告2巡目（3）
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授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

その他

毎回のゼミでは、報告および議論に、それぞれ45～60分程度を想定する。時間延長もあり得る
（午後7時頃に終了することも珍しくない）。

また、新型コロナウイルス感染症の状況次第ではあるが、コンパ、合宿、フィールドワークなど、
ゼミの時間以外の活動も行なえればと考えている（これらの課外活動への参加は任意である）。

本演習に関して不明な点があれば、授業担当者（メールアドレスは、kojima［アットマーク］
law.kyushu-u.ac.jp）まで、ご遠慮なくお尋ねいただきたい。

出席 成績評価は、平常点（出席状況、報告内容、議論への参加態度等）による。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

出席

授業への貢献度 目安として、授業への貢献度（発表および発表時以外の回の発言）70点、出席30点

3

2 判例報告（前期）

合同ゼミ合宿設問検討①
（後期）

ゼミ合宿後、設問について教員から解説を行
う

当該百選の判例とその解説のほか、教員指定の
文献を読み、報告班以外のゼミ生も授業での質
問事項を事前に検討すること

4

5

6

設問検討②

合同ゼミ合宿

ゼミ合宿レビュー

7

前期と同じく、報告班以外も質問事項を検討し、
授業中に発言することが望ましい

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 イントロダクション

授業計画

履修条件 民事訴訟法１との同時受講が望ましい

参考書等 授業の1週間前に、次週の報告テーマに関連する文献を教員が指定

テキスト 高橋宏志ほか編『民事訴訟法判例百選〔第５版〕』（有斐閣、2015年）

自己紹介、報告内容、報告班の決定

民事訴訟法演習

8

9

13

14

15

10

11

12

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

判決手続の基礎

浅野　雄太（Asano Y.)

民事訴訟法の基礎を理解して、具体的事例に当てはめることができる能力を身につけることを目
的にします。受講生の要望次第で、民事執行法・倒産法など他の民事手続法を扱う可能性もあり
ます。

百選搭載判例を素材として重要論点の報告・
討論

ゼミ合宿の設問に関する論点について、百選
その他文献を用いた検討

合宿本番を想定し、一方の立場に立った立論
について検討する

名古屋大学と設問について双方の立場に立っ
て議論する

合宿時の反省点については学生側にも授業で述
べてもらうので、レビュー前に考えておくこと。

報告班以外は、名大側の立場に立ち、予想され
る反論について準備すること

授業科目に関する特筆事項 12月には名古屋大学の渡部美由紀先生との合同ゼミ合宿を予定している
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容
開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

開講後に指示する

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

商法・金融商品取引法の重要論点

荒　達也

会社法および金融商品取引法の条文・裁判例・学説を理解し、検討する。それらの過程を通じ
て、情報を調査する能力、情報を解釈してまとめる能力、自らの考えを形成して発表する能力を
向上させる。

金融商品取引法に関する重要論点の検討

金融商品取引法に関する重要論点の検討

会社法に関する重要論点の検討

会社法に関する重要論点の検討

会社法に関する重要論点の検討

会社法に関する重要論点の検討

会社法に関する重要論点の検討

授業科目に関する特筆事項 特になし

金融商品取引法に関する重要論点の検討

会社法に関する重要論点の検討

金融商品取引法に関する重要論点の検討

金融商品取引法に関する重要論点の検討

会社法に関する重要論点の検討

会社法に関する重要論点の検討

10

11

8

9

会社法の重要論点７

会社法の重要論点８

会社法の重要論点９

7

12

会社法の重要論点１０

金融商品取引法の重要論
点１

金融商品取引法の重要論
点２

13

14

15

金融商品取引法の重要論
点３

金融商品取引法の重要論
点４

金融商品取引法の重要論
点５

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1
会社法の重要論点１

授業計画

履修条件

４年生以上の学生を優先して受け入れます。３年生については、定員に余裕があれば、会社法や
金商法に対する関心が高い学生を受け入れます。４年生以上の学生については、商法１（会社法
前半）の講義を履修済みであることを必須とします。商法２（会社法後半）については、履修してい
たほうが望ましいですが、必須とはしません。３年生については、商法Ⅰ（会社法前半）の講義を
本ゼミと並行して履修することを必須とします。ただし、商法１（会社法前半）の講義の進行よりも
本演習の進行のほうが早いので、３年生は、下記の教科書を開講前までに通読しておいてくださ
い。

参考書等 開講後に指示する

テキスト 高橋＝笠原＝久保＝久保田『会社法（第3版）』（弘文堂、2020年）（予定）

会社法に関する重要論点の検討

商法・金融商品取引法演習

3

2
会社法の重要論点２

会社法の重要論点３

会社法に関する重要論点の検討

4

5

6

会社法の重要論点４

会社法の重要論点５

会社法の重要論点６

授業への貢献度

発表
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度 ゼミ報告に加えて、他の参加者の報告における参加度合いもみる

発表 ゼミ報告の内容を評価対象とする

3

2 前期：５月中旬～７月

後期

4

5

6

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 前期：５月中旬まで

授業計画

履修条件
これまでまたはこの先において、民法、商法、民事訴訟法の各授業科目を履修していることまた
は履修予定であることが望ましい（単位取得をしているかどうかまでは問わない）。

参考書等 民事訴訟法判例百選〔第５版〕は必携。

テキスト 民事訴訟法の教科書は必要であるが、特定のものはとくに指定しない。

新３年生の学習進度を考慮して、民事訴訟手続の全体像
について、主として教員のほうで説明をする。新４年生の
演習参加者は再確認（復習）のつもりで参加してもらえば
よい。

民事手続法演習

8

9

13

14

15

10

11

12

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

民事手続法の重要問題

堀野出

民事訴訟法を中心とした民事手続法について、理解力、調査力、思考力、表現力を培うことを目
的とする。とりたてて特別なことをするわけではないが、１）専門文献を読んで正確に理解し、２）
そのうえで自分で考える、３）わからない点は自分で調べる、４）考えて調べた成果を口頭で報告
し、また文章として書く、といった法律学で必要とされる能力をひととおり身に付けてもらえれば十
分である。

民事訴訟法判例百選を素材とした重要判例にかかる論点
につき、参加者にテーマ報告を行ってもらい、全員で議論
をする。

判例百選に加えて、より一般的な事例問題を検討材料と
して議論を行う。同時に、文書の作成・レポート作成につ
いても訓練していく予定である。
　なお、参加者の関心からリクエストがあるようであれば、
人事訴訟法や民事執行法、民事保全法などに検討対象
を広げることも考えている。

授業科目に関する特筆事項 とくになし
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

3

2 因果関係論

不作為犯論

4 正当防衛論

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 罪刑法定主義

授業計画

履修条件

1　刑法学に興味を有していること
2　刑法Ⅰ（刑法総論）を履修済であること
3　刑法Ⅱ（刑法各論）を履修済であること
4　毎回出席すること

参考書等 必要に応じて、参照文献を示すことがある。

テキスト 特に指定しない。

教科書の該当箇所の読み込みと授業後の復習。
各回4時間相当。（以下同じ）

・罪刑法定主義と処罰の必要性の関係を考え
る。
－「（現行規定で）処罰できる行為」と「処罰す
べき行為」の異同

刑法演習

刑法学の総合演習

井上　宜裕

1　刑法の基本原則に関する理解を深化させること
2　事例分析を通じて、刑法学を総合的に把握すること
3　個別論点の分析を具体的事例に応用できる力を養うこと

・生じた結果の内、行為者に帰属される結果を
選り分ける。
－他の因果経過が介在した場合の処理

・不作為犯と作為犯の異同を確認し、不作為
犯の特徴を浮き彫りにする。
－何もしなかったことが処罰される場合とは？

・正当防衛の各成立要件を吟味し、正当化さ
れる範囲を確定する。
－誤想防衛、過剰防衛、誤想過剰防衛
－DV殺人が正当化される余地はあるか？

授業科目に関する特筆事項

・授業の概要
論点学習をいくら積み重ねても、いざそれを具体的事例に当てはめようとすると迷ってしまい答

えが出せないことがある。具体的事案の解決には、各論点の相互関係や、各論点の背後に存在
する基本原理等、刑法の総合的理解が不可欠である。
　本ゼミの目標は、実践的に応用可能な知識の習得、及び、その知識を実際に活用できる能力
の獲得である。基本書等を読んだだけでは辿り着けない高みを目指す。
　本ゼミでは、刑法の諸論点を組み合わせた事例問題をあらかじめ配布するので、参加者には、
各回、論点抽出、論点分析及び結論の導出という作業をしてもらう。
　この作業を行い、参加者全員で討論を繰り返すことにより、個別の論点学習だけでは把握困難
な刑法学の全体像が見えてくるはずである。
　前期は、ウォーミングアップを兼ねて、刑法総論の論点を中心にした事例を扱う（罪刑法定主
義、因果関係論、不作為犯論、正当防衛論、緊急避難論、被害者の同意、治療行為、責任能力
論、故意・錯誤論、過失犯論等）。
　後期は、刑法各論固有の難解な論点（名誉毀損罪、各種財産罪等）、及び、刑法総論・各論双
方に関係する事例で、錯誤・共犯が絡んだ若干複雑なもの等を扱う予定である。
　なお、上記問題の中で、DV殺人、臓器移植と脳死、クレジットカードの不正使用といった近時注
目される現代的課題も取り扱う。
　場合によっては、司法試験の論文式問題のレベルを凌駕するものも含まれるが、心して取り組
んでほしい。
※以下の「授業計画」では、ゼミで取り扱う主要テーマを例示している。

・授業の進め方
あらかじめ配布された課題について、各回、数名に報告してもらい、それを手かがりに参加者全

員で討論を行う。
※なお、参加者の希望に応じて、ゼミ合宿、刑事施設見学を実施する。

・質問･相談方法等
授業終了後、質問を受け付ける。その他、メールによる質問も受け付ける。

34



授業への貢献度

出席

質疑応答：40％

出席：20％
※無断欠席者、遅刻常習者には、その後の履修を許可しないことがある。

発表 報告：40％

・治療行為の成立要件を吟味した上で、被害
者の同意との異同を明らかにする。
－輸血及び献血の法的性質
－推定的同意の扱い

5

6

緊急避難論

治療行為･被害者の同意

7

8

9

責任能力論

故意･錯誤論

過失犯論

13

14

15

詐欺罪

錯誤論及び共犯論の複合
問題

総論･各論の複合問題

10

11

12

臓器移植と脳死

名誉毀損罪における真実
性の証明

情報窃盗

・臓器移植との関係で、人の終期の問題を考
える。
－脳死状態のヒトを殺害した場合

・現行刑法下での情報保護について検討し、
その限界を認識する。
－情報の記載された書類の持ち出し及び複写
の罪責

・刑法230条の2の法的性質を検討した上で、
真実性の証明に失敗した場合の処理について
考える。
－刑法230条の2と刑法35条の関係
－錯誤論による処理、過失犯説の展開

・過失の意義及び体系的位置づけを明らかに
した上で、具体的事案を検討する。
－過失と因果関係の異同
－旧過失論と新過失論

・心神喪失･耗弱の内容を検討した上で、これ
らの状況を自ら作出して犯行に及んだ場合の
処理を考える。
－原因において自由な行為

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

・詐欺罪の各成立要件を吟味し、さまざまな類
型の詐欺について検討を加える。
－クレジットカードの不正使用等

・複数人が犯罪に関与する場合で、関与者間
に認識のずれがある場合の処理について考え
る。
－共犯の処罰根拠論
－共謀の射程

・緊急避難の各成立要件を吟味し、不処罰と
なる範囲を確定する。
－強要緊急避難の処理

・故意と違法性の意識の関係を明らかにした
上で、さまざまな錯誤の類型についてその帰
結を検討する。
－事実の錯誤、法律の錯誤等

・刑法総論及び刑法各論の論点が絡み合った
事例につき、争点を整理し、論理的に一貫した
合理的結論を導く。
－逮捕を免れようとする窃盗犯人に対して過
剰な逮捕行為がなされた場合の処理等
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

7

4

5

6

〔後期〕

その他（質問・相談方法
等）：

授業概要・授業計画：

〔前期〕

メールまたは研究室にて対応する。研究室で
の対応の場合は、事前にアポイントをとるこ
と。
なお、刑務所見学・少年院見学等の施設見学
を行う予定なので、ぜひ参加して、法が行われ
る実際の場面を直に見て頂きたい（ただし2021
年現在、残念ながらコロナウイルスの状況に
より施設見学はかなり難しい状況にあるので、
その点を御承知おき頂きたい）。

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

授業の進め方：

授業計画

履修条件
1　刑法Ⅰ（刑法総論）および刑法Ⅱ（刑法各論）を履修済みであること
2　毎回出席できること

参考書等

テキスト 特に指定しない。詳しくは第1回目のゼミで説明する。

下記のとおり、「問題演習」による参加者全体
での議論・検討と、「報告」による参加者全体
での議論・検討の2通りの方法で進める。

刑法演習

刑法の諸問題

野澤　充

1　刑法学に関する理解を深めること
2　刑法学における「事例問題」に対してきちんと解答できるだけのスキルを身につけること

具体的には第1回目のゼミで参加者と相談し
て決める予定であるが、以下のような内容を
考えている。

「問題演習」と「報告」を行う。「報告」について
は、担当教員が無作為に班分けした2～5人ご
とのグループに分かれて、各グループが選ん
だテーマについて報告する。報告テーマの題
材は、『刑法判例百選Ⅰ総論〔第8版〕』（有斐
閣、2020年）、『刑法判例百選Ⅱ各論〔第8版〕』
（有斐閣、2020年）もしくは松宮孝明『プチゼミ
刑法総論』（法学書院、2006年）、または担当
教員が配布する「演習問題集」の中から選ん
で頂く。「問題演習」は、刑法に関する問題を
担当教員が出題し、各人が答案構成（文章に
する必要はない。「解答の骨子」、すなわち解
答の項目立てのみで構わない）をしてくる。そ
の各人の解答の骨子をもとにしてやりとりしつ
つ、刑法上の問題について全員で検討してい
く。前期の「問題演習」は、刑法各論の問題を
中心に扱う予定である。

前期と同様に「問題演習」と「報告」を行う。進
め方もほぼ同様。また後期の「問題演習」は、
刑法総論の問題を中心に扱う予定である。

授業科目に関する特筆事項

3

2
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発表 報告：20％

　　　　　その他、質疑などで優れたものがあれば、加点的に評価することもある。
　　　　　また、著しい素行不良等があれば、減点的な評価もあり得る。

出席 出席：40%

その他

問題演習における内容評価：40％

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。
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刑法の重要論点と判例

冨川雅満

１．法律文献の調査を通じて「読む力」を身につけ、各回の報告によって「伝える能力」を向上さ
せること
２．「獲得した知識を使う」という感覚を養うこと
３．専門領域（法学）についての調査のノウハウを学ぶこと
４．判例理論と、それを支える学説における議論状況の把握

刑法演習科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

履修条件
１．毎回ゼミに出席し、積極的に参加すること
２．報告準備をしっかりと行えること
３．刑法の知識を必ずしも問うものではないが、刑法に関心を持っていること

参考書等 参考になると思われるものを、ゼミ中、適宜指定する。

テキスト 参考になると思われるものを、ゼミ中、適宜指定する。

授業科目に関する特筆事項

【授業の概要】
判例を題材に、調査・報告を行うゼミである。
判例の結論を表面的に覚えるのではなく、その骨格をなす理論的背景を洗い出すことによって、
類似事案への応用力が修得される。この応用力は、法曹を目指す者はもとより、それ以外の進
路を希望する者にとっても、問題解決能力として幅広い分野で役立つはずである。
判例の理論的背景を洗い出すために、最高裁判例を下級審から精読し、関連する下級審裁判
例を判例DBを用いて網羅的に分析し、関連文献を渉猟し、必要とあれば、立法史の調査も行
う。調査する過程で、「知りたい対象に対して、どのような方法で到達すれば良いのか」が見えて
くる。専門分野で調査のノウハウを学ぶことは、対象テーマを問わず、大学卒業後での生涯学習
にも活かされるはずである。
本ゼミでは、刑法総論・各論における各テーマを網羅的に扱うことは考えていない。毎年度、テー
マを変えながら、各論点についての深い理解を達成することを目指す、論点特化型のゼミであ
る。調査の基本方針は、初回に教員から提示するが、各報告をもとに、変更を加えることがあ
る。
本年度、予定しているテーマは下記のいずれか、又は、複数である。
・不作為
・被害者の承諾
・共同正犯の要件論
・不法領得の意思（窃盗罪、横領罪）
・１項犯罪と２項犯罪の区別（特に強盗罪）
・詐欺罪の要件論（特に、欺罔行為、交付・処分行為）
・住居侵入罪の要件論
・放火罪の要件論

ただし、参加者の希望を取り入れながら、学生にとって「良いゼミ」となるよう模索していく。教員と
学生の双方で協力しながら、ゼミを作っていきたい。

【授業の進め方】
各回、参加者をいくつかのグループに分けた上で、報告を行い、それを題材として議論するとい
う形式で行う。
大まかには、
１．教員が指定した題材について担当班が調査を行い、報告する。
２．報告後、各グループで報告内容について議論を行い、疑問点等を報告班に提示する。
３．それを受けて、ゼミ全体で議論を行う。
４．議論の中で問題点を共有し、次回以降の調査報告の題材とする。
という流れで進行していく。

【その他】
ゼミの進行度合いによって、各回、延長することもありうる。
新型コロナウイルスの感染状況次第ではあるが、参加者の希望に応じて、懇親会や合宿など、
ゼミ外の活動も行うこともある。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、最高裁判例の立場を明確化する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、最高裁判例の立場を明確化する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、最高裁判例の立場を明確化する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、最高裁判例の立場を明確化する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、最高裁判例の立場を明確化する

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、下級審裁判例の傾向を描写する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、下級審裁判例の傾向を描写する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、下級審裁判例の傾向を描写する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、下級審裁判例の傾向を描写する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、最高裁判例の立場を明確化する

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

10

11

12

下級審裁判例調査

下級審裁判例調査

下級審裁判例調査

判例と学説との関係性について担当教員から
解説し、判例研究の意義について議論する

8

9

最高裁判例研究

最高裁判例研究

下級審裁判例調査

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

7

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

1 判例と学理との関係

授業計画

【事前学習】
関連文献を読んでおく（詳しくは、ゼミ開始前に担
当教員から連絡する）
【事後学習】
授業内容をまとめなおす

4

5

6

最高裁判例研究

最高裁判例研究

最高裁判例研究

3

2 最高裁判例研究

最高裁判例研究

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、最高裁判例の立場を明確化する

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する
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授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

担当班による報告を題材に、質疑応答・議論
を通じて、下級審裁判例の傾向を描写する

これまでの下級審裁判例調査を踏まえて、理
論的整理を行う

最高裁判例、下級審裁判例の判断傾向を理
論的に整理し、判例の判断スキームを描き出
す

【事前学習】
報告班：報告準備
それ以外の者：対象判例の精読
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

【事前学習】
報告班：報告準備
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

【事前学習】
報告班：報告準備
【事後学習】
授業内での議論内容を整理する

13

14

15

下級審裁判例調査

下級審裁判例の分析まと
め

判例の分析まとめ

発表

その他

30%

質疑応答（30%）

出席 40%

40



授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

3

2

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

刑事訴訟法の諸問題

田淵浩二

刑事訴訟法の基本論点に関する学説及び判例の学習を通じて、刑事訴訟法の理解を深める。

授業科目に関する特筆事項

選択したテーマに関する担当者による報告と
質疑によって授業を進める。

全員がその日の対象判例について事前に読んで
おくこと。報告担当者は図書館等を利用して論点
に関する学説や関連判例を調べて、報告レジュメ
を作成すること。

10

11

12

毎回、判例百選に取り上げ
られている論点の中から学
生がテーマを選択一回の
授業で二つテーマをとりあ
げる。

13

14

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

授業計画

履修条件 3年前期の刑事訴訟法講義を受講すること

参考書等 別途指定する

テキスト 刑事訴訟法判例百選

刑事訴訟法演習

4

5

6

7

授業への貢献度

9

15

8

作品

質疑への参加度

必須ではないがゼミ論文を執筆して学生法政論集に投稿すれば評価に加える。

発表 ゼミ報告
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

刑事政策・少年法の現在

武内謙治

（1）問題発見能力の獲得、（2）「第一次情報」へのアクセス能力と事実調査能力の向上、（3）犯罪
学・刑事政策学・刑事法学に関する基知識の獲得、（4）自己表現能力（口頭発表、文章作成を論
理的・説得的に行う技術と能力）の向上

報告・議論

報告・議論

報告・議論

報告・議論

報告・議論

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

授業科目に関する特筆事項

このゼミでは、文献調査だけでなくフィールドワークを重視します。事情が許す限り、裁判傍聴、施
設参観、当事者の方、実務家の方への聴き取り調査を行います（COVID-19の感染状況をみて
フィールドワークが難しそうであれば、オンラインを用いて様々な人の話を聴く機会を設けたり、映
像作品に触れる機会を設けたりするようにします）。その他、刑事法や刑事政策に関係しそうな学
外の催し物・活動・勉強会の情報も積極的に提供します。
　こうした活動は、正規の授業時間外で行うことが多くあります。特に水曜日の午後を活用するこ
とが多くありますので、ご注意ください。

報告・議論

報告・議論

報告・議論

報告・議論

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

10

11

刑事政策の重要テーマに
関する検討

刑事政策の重要テーマに
関する検討

8

9

刑事政策の重要テーマに
関する検討

刑事政策の重要テーマに
関する検討

刑事政策の重要テーマに
関する検討

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 ガイダンス

授業計画

履修条件
現時点での刑事政策や刑事法に関する知識の多寡は問わない。法律解釈学が好き・得意であっ
たり、反対に嫌い・苦手であっても、問題はない。やる気は必要なので、それが伝わるように演習
参加志望書を書いてもらいたい。

参考書等

【ゼミの内容に直接かかわるもの】
『令和3年版 犯罪白書』
【ゼミ開始前までに必ず読んでおくもの】
（1）戸田山和久『思考の教室』（NHK出版、2020年）
（2）野矢茂樹『大人のための国語ゼミ［増補版］』（筑摩書房、2018年）
（3）大島弥生ほか『ピアで学ぶ大学生の日本語表現［第2版］』（ひつじ書房、2014年）
＊1冊以上を春休み中に必ず読んでおいてください。
＊時間がある人は、春休みに、NHK高校講座「ロンリのちから」
［http://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/ronri/］も観ておいてください。

【フィールドワーク・質的調査に役立つ本】
（1）岸政彦=石原丈昇＝丸山里美『質的社会調査の方法』（有斐閣、2016年）
（2）前田拓也=秋谷直矩=朴沙羅=木下衆『最強の社会調査入門』（ナカニシヤ出版、2016年）
＊1冊以上を春休み中に必ず読んでおいてください。

【ゼミ論文を書く能力をつけるために必ず役立つ本】
（1）戸田山和久『新版 論文の教室―レポートから卒論まで』（NHK出版、2012年）
（2）石黒圭『この1冊できちんと書ける！論文・レポートの基本』（日本実業出版社、2012年）

テキスト
武内謙治＝本庄武『刑事政策学』（日本評論社、2019年）
武内謙治『少年法講義』（日本評論社、2015年）

春休みに指示した文献や資料に目を通しておく報告テーマの決定

刑事政策演習

3

2
刑事政策の重要テーマに
関する検討

刑事政策の重要テーマに
関する検討

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

報告・議論

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

4

5

6

刑事政策の重要テーマに
関する検討

刑事政策の重要テーマに
関する検討

刑事政策の重要テーマに
関する検討

7

事前に指示した文献や資料に目を通しておく
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授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

報告・議論

報告・議論

報告・議論

報告・議論

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

事前に指示した文献や資料に目を通しておく

事前に指示した文献や資料に目を通しておく12
刑事政策の重要テーマに
関する検討

13

14

15

刑事政策の重要テーマに
関する検討

刑事政策の重要テーマに
関する検討

刑事政策の重要テーマに
関する検討

発表

その他

このゼミでは、＜調査→報告→議論＞を繰り返しながら問題の発見と調査を発展させて
いきます。報告担当者には、文献・社会調査に基づいて（グルーピングを行った場合に
は、さらにサブ・ゼミを行った上で）、予め簡潔なハンドアウトを作成して頂き、プレ
ゼンテーションを行ってもらいます。それを軸に、参加者全員で議論を行います。議論
の中で新しく出てきた疑問や関連する問題については、さらに調査を進めてもらい、報
告してもらいます。

ゼミ論文を年度末に提出してもらいます。

授業への貢献度 発表や議論での発言だけでなく各種調査での貢献度を積極的に評価します。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

現代国際法の諸問題

明石　欽司（AKASHI K.）

現代国際社会を国際法を通して理解すること。

授業科目に関する特筆事項
国際社会で生起している諸問題の中から自ら選択した問題に関して、調査・報告・討論を行い、最
終的に論文として纏めることを目的とします。

10

11

12

13

14

15

8

9

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

授業計画

履修条件 「国際公法」（二年次・前期配当）を履修済であること。（未履修者は個別に相談に応じます。）

参考書等 適宜紹介します。

テキスト 初回授業時に説明します。

国際公法演習

3

2

4

5

6

7

授業への貢献度

備考

各回の討論の内容を評価します。

授業中の報告及び討論の内容を総合的に評価します。

発表 各回の報告の内容を評価します。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

発表 報告の準備状況やゼミでの積極的な議論を評価する。

授業への貢献度 ゼミ活動への積極的な参加を評価する。

3

2 国際文化遺産法概論

国際文化遺産法ゼミ報告

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

報告者の発表の後、全員で議論する。

配布された資料を読んでくること。

4

5

6

国際文化遺産法ゼミ報告

国際文化遺産法ゼミ報告

国際文化遺産法ゼミ報告

7

配布された資料を読んでくること。

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 ガイダンス

授業計画

履修条件
国際的な取引問題や家族問題の解決に興味のある方の参加を歓迎する。また、文化遺産の国
際的保全をめぐる問題に関心のある方の参加を歓迎する。

参考書等
西村・本中『世界文化遺産の思想』（東京大学出版会）
櫻田・佐野・神前『演習国際私法CASE３０』（有斐閣）

テキスト 適宜資料を配布する。

自己紹介の準備。受講生の関心からテーマ選択

国際私法・国際文化遺産法演習

8

9

国際文化遺産法ゼミ報告

国際文化遺産法ゼミ報告

国際私法概論

13

14

15

国際私法ゼミ報告

国際私法ゼミ報告

国際私法ゼミ報告

10

11

12

国際私法ゼミ報告

国際私法ゼミ報告

国際私法ゼミ報告

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

報告者の発表の後、全員で議論する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

国際私法に関する最近の動向について講義
する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

国際文化遺産法・国際私法の現代的課題

八並　廉（YATSUNAMI R.）

国際的な法律問題の解決のために必要な国際私法の理解を深める。また、国際文化遺産法上
の問題についても議論し、ゼミ研修旅行の機会にはフィールド調査も計画する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

国際文化遺産法に関する最近の動向につい
て講義する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

報告者の発表の後、全員で議論する。

配布された資料を読んでくること。

配布された資料を読んでくること。

授業科目に関する特筆事項
長期休みには文化遺産・文化的景観の調査のためゼミ研修旅行も計画している（例：2021年度
は、冬季休暇に愛媛県西予市明浜町狩浜の文化的景観「宇和海狩浜の段畑と農漁村景観」を調
査）。また、国際機関における実務等を知るため年に1-2回ゲストによる講演会も企画する。

報告者の発表の後、全員で議論する。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業への貢献度
出席状況、プレゼンテーションの準備と発表の結果、全体討論への参加の状況、模擬仲裁・模擬
交渉における自らの役割を果たすこと及びチームへの貢献などで判断します。論文作成は課して
いません。

2

4

5

6

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1

授業計画

履修条件
特にありません。なお、本演習を履修しながらでよいので、民法（とくに債権法）、会社法、民事訴
訟法について、自分で一定の学習をすることを勧めます。また、大学受験レベル以上の英語力は
必要ありません。

参考書等 論理学の基本書（例えば、野矢茂樹「新版 論理トレーニング」産業図書　2006）

テキスト
国際取引法の基本書（例えば、久保田隆「国際取引法講義　第３版」中央経済社　2021）
交渉学の基本書（例えば、マルホトラ「交渉の達人」パンローリング　2016）

国際取引法演習

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

国際取引と交渉の理論と実践

松井　仁（MATSUI HＩＴＨＯＳＨＩ）

経済がグローバル化した現在、多くの企業が国際取引に関わっています。本演習では、まず、そ
のような国際取引法における基本的事項（国際契約、貿易条件、M&Aや合弁事業、仲裁による紛
争解決など）について深く理解します。そのうえで、実際の企業活動において必要となる交渉力
や、紛争解決のための法的な議論をする能力、さらにはチームワーク力を身に着けることを目指
します。

授業科目に関する特筆事項

プレゼンテーション発表、模擬交渉、模擬仲裁、そのための議論など、「話す機会」が多いゼミで
す。コミュニケーション力を高めて将来の進路に活かしたいと思っている学生にはぴったりだと思
います。また、交渉コンペティションでの入賞を目指してゼミ一丸となって努力するのは、やりがい
があって楽しいです。良きチームメイトを求めます。
質問があれば、お気軽に、matsui＠fukuokakokusai.gr.jp又は092‐781-7440までお尋ねください。

【授業の概要・計画】

　毎年の授業計画は、ゼミ生と共に話し合って決めますが、例年以下の通りです。

　前期は、上記「目的」欄に挙げたような、国際取引法に関する基本的事項と、交渉学についての理論を学びます。あわせて、
交渉力や法的な議論をする能力をつけるために、簡単な事例を使ったロールプレイを行います。前期の最後には、後述する交
渉コンペティションの過去問を使った本格的な交渉練習や仲裁練習を行います。

　後期は、毎年１２月(又は１１月）に東京で開催されている交渉コンペティションの準備に取り組みます（２０以上の日本及び外
国の大学を代表するチームが、国際取引の事案をベースにして模擬仲裁と模擬交渉のパフォーマンスを競うもので、九州大
学の日本語チームは当ゼミから毎年参加しています。詳しくは、http://www.negocom.jp/）。

　コンペティション後の期間は、3年生はそれまで学んだことを生かして仕上げの模擬交渉に取り組み、4年生は後輩のために
交渉練習題材の作成に取り組みます。

【授業の進め方】

　国際取引法の各分野については、基本となるテキストを素材として、ゼミ生の希望と話し合いによって個別テーマを選択し
て、調査・研究を分担して行います。
　授業においては、その成果としての発表にもとづき、全員で議論をしながら授業を進めていきます。
　教員は、２５年以上にわたる弁護士としての実務経験も交えながら、解説を加えていきます。
　ゼミ生は、他人の担当分野の発表に対しても積極的に疑問やコメントを投げかけて活発な討論を展開するよう期待されてい
ます。

　模擬仲裁・模擬交渉については、前期は簡単な問題や交渉コンペティションの過去問を題材に、ゼミ内でチーム分けを行っ
たうえで練習をします。教員はそれを観察し、パフォーマンスに対するフィードバックを行います。
　後期には、１０月（又は９月）に本年度のコンペティションの問題が発表されるので、それを読み込み、準備書面の作成や交
渉戦略の立案など、２か月間十分な時間をかけて行い、本番に臨みます（但し、公務員等の資格試験やサークル・部活で忙し
い人はそちらに注力して構いません。その場合、本番のチームメンバーを援助するサポーターとしての役割を担ってもらいま
す）。

10

11

12

13

14

15

8

9

3
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

ゼミでの報告、論議、各種活動への参加、そして最終レポートなどを総合的に評価する

3

2 正確に書籍を読む

そこで対馬市の市民共同研究事業に申請し、
市民のみなさんと活動する

4

5

6

「現場」で多様な主体と共
同作業

7

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 書をもって街に出る

授業計画

履修条件 知的好奇心旺盛で、大学外の人々や組織との共同作業について前向きに取り組めること

参考書等

テキスト
年間を通じて新書や文庫を中心に１０冊程度を読むが、春合宿の際に前記のテキストについては
話し合う

本ゼミは開講２２年間、この方針を継続

政治学演習

8

9
書籍と現場の往復で知的
「体力」を養う

13

14

15

思考をかたちにする

10

11

12

政治や政策を、自治体現場
で学ぶ

多様な主体と対話を通じて
政治を学ぶ

国の次元の政治（議会政治・政党政治）には
容易に接近し参画するのが難しい

学外の世代のことなる市民と、各種催しを通じ
て対話し、政治について学ぶ

そこで自治体次元で、政治と行政の相関、具
体的な実像を、当事者とともに学ぶ

具体的現象と論理的思考、抽象的一般的情
報と個別現象を往復できる能力を育成

具体的には、北部の佐須奈地区で地域防災
計画をつくることに協力

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

自治体の「現場」から考え、取り組むSDGsの「政治学」：貧困・ジェンダーを中心に

出水薫

対馬市を中心とした自治体における共同研究などを通じてSDGｓ、とりわけ貧困とジェンダーに力
点をおいて日本の現状と政策的対応を学ぶ

年度を通じて段階的に、ゼミでの報告と相互
批判などを経て最終レポートを作成する

書くことが、もっとも思考を発展させるので、最
終レポートを全員が執筆する

「書いてあるとおりに読む」ことを徹底

「現場」で情報に溺れないため必要

主に対馬市を中心に、学外の人々や組織と共
同作業をおこなう

対馬市は、内閣府によりSDGs未来都市に選
定された自治体

また対馬市の事業である「グローカル大学」事
業に協力する

授業科目に関する特筆事項 特になし
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科目名称

講義題目

担当教員

政治学演習

(1)前期：政策立案演習
例えば、「福岡市の国際化政策はどのように改善できるか」といった問題を立て、具体的な政策立
案を行います。その際、実際に福岡市で行政に携わる方の視点で評価してもらうことも考えてい
ます。机上での演習ではなく、現実の行政で採用される政策を立案する能力を磨きます。

(2)後期：政策と政治理論
後期の演習では、政治理論の文献を講読する予定です。

(3)最終論文
年度末までに、英語による論文の提出を求めます。これはゼミ論の替わりですので、提出が単位
の条件です。

(4)ゼミ研修旅行
2015年夏季：辺野古基地移設問題の調査（沖縄）
2016年春季：町並み保存政策の調査（金沢）
2016年夏季：離島における日韓関係最前線の調査（対馬・釜山）
2017年春季：歴史的伝統を生かした観光政策の調査（宮崎）
2017年夏季：諫早湾干拓問題の調査（長崎・諫早）
2018年春季：国際観光都市湯布院の調査（大分・由布）
2018年夏季：釜山広域市における国際化政策の調査（韓国・釜山）
2019年夏季：川内原発再稼働問題の調査（鹿児島）

(1) Policy-Making Practice
Students are required to make a public policy in a real setting; for example, ’how can we
improve the international policy of Fukuoka City’. We may be able to invite one or two public
officer(s) from Fukuoka City to evaluate the students’ policy proposals. In this sense, this
seminar is to improve your policy-making skills for the real public administration, not for
armchair pedantry.

(2) Autumn Semester: Public Philosophy (Contemporary Political Theory)
The second half of this seminar is devoted to discuss the use of political theory.

(3) Final essay
You are required to submit an academic essay (research paper) in English at the end of this
course. Since this essay substitutes for Zemiron, you cannot get a credit with this seminar
without submitting your final essay.

(4) Field Trips
Summer 2015: Henoko US Marine Corp Base (Okinawa)
Spring 2016: Conservation of Historic Town (Kanazawa)
Summer 2016: Frontier Island and Japan-Korea Relationships (Tsushima&Busan)
Spring 2017: Historical Tradition and Sightseeing Policy (Miyazaki)
Summer 2017: Land Reclamation Dispute in Isahaya Bay (Nagasaki, Isahaya)
Spring 2018: International Signtseeing City Yufuin (Yufu, Oita)
Summer 2018: Internationalisation Policy of Busan City (Busan, Korea)
Summer 2019: Restart of Sendai Nuclear Power Plant (Kagoshima)

授業科目に関する特筆事項

Contemporary Politicaｌ Theory V

蓮見 二郎
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

3

2
近代政治史

History of Modern Politics

憲法
The Constitutions

文献
Literature Reading

文献
Literature Reading

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献
Literature Reading

4

5

6

首相、国会、官僚制
Prime Minister, Diet,

Bureaucracy

選挙と参加
Elections and Participation

地方政治と市民社会
Local Politics and Civil

Society

7

文献
Literature Reading

授業科目の目的（日本語）

1
イントロダクション

Introduction

授業計画

履修条件

この演習は、大学院法学府国際コース「アジアにおける比較政治・行政プログラム（CSPA）」との
合同ゼミです。CSPAの学生のほとんどは留学生ですので、この演習に参加すると、英語で議論
する能力を鍛える完璧な環境に浸ることができます。

この演習の最終的な目標は、政治学の概念や理論を使って、英語で政治や社会について論じる
ことができるようになることです。そのために、本年度の演習では、(1)政策立案演習、(2)政策と政
治理論の２部構成とします。

This is a joint seminar with the "Comparative Studies of Politics and Publc Administration in
Asia (CSPA)" Programme, an international programme of the Graduate School of Law. Most
students enrolled in the CSPA programme are international students. You can, therefore, enjoy
a perfect environment to improve your skills to discuss in English by participating in this
seminar.

The ultimate aim of this seminar is to enable you to argue politics and society in English with
employing academic concepts and theories of political studies. The seminar in this academic
year, for this purpose, consists of two parts: (1) Policy Making Exercise and (2) Political Theory
and Comparative Politics.

参考書等
授業中に適宜紹介します。
References will be announced at the sessions.

テキスト
毎回の文献は、Moodleを通じて配布します。
The text will be provided through Moodle e-learning system.

以下2020年度の例
This is an example in AY2020.

説明
Lecture

8

政治的イデオロギー
Political Ideology

政治文化
Political Culture

文献
Literature Reading

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

この演習は、大学院法学府国際コース「アジアにおける比較政治・行政プログラム（CSPA）」との
合同ゼミです。CSPAの学生のほとんどは留学生ですので、この演習に参加すると、英語で議論
する能力を鍛える完璧な環境に浸ることができます。

この演習の最終的な目標は、政治学の概念や理論を使って、英語で政治や社会について論じる
ことができるようになることです。そのために、本年度の演習では、(1)政策立案演習、(2)政策と政
治理論の２部構成とします。

This is a joint seminar with the "Comparative Studies of Politics and Publc Administration in
Asia (CSPA)" Programme, an international programme of the Graduate School of Law. Most
students enrolled in the CSPA programme are international students. You can, therefore, enjoy
a perfect environment to improve your skills to discuss in English by participating in this
seminar.

The ultimate aim of this seminar is to enable you to argue politics and society in English with
employing academic concepts and theories of political studies. The seminar in this academic
year, for this purpose, consists of two parts: (1) Policy Making Exercise and (2) Political Theory
and Comparative Politics.

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献
Literature Reading

文献
Literature Reading
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その他

備考

ゼミ論文：５０％
Final Essay: 50%

Eメールで質問を受け付けます。
Any questions can be asked via e-mail.

授業への貢献度
参加と議論：５０％
Participation and discussion: 50%

9
経済政策と福祉政策
Economic Policy and

Welfare Policy

13

14

15

エネルギー政策と環境政策
Energy Policy and

Environmental Policy

メディアと政治
Media and Politics

まとめ
Summary

10

11

12

教育政策
Education Policy

移民政策
Immigration Policy

防衛政策
Defence Policy

文献
Literature Reading

文献
Literature Reading

文献
Literature Reading

文献
Literature Reading

文献
Literature Reading

文献
Literature Reading

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

文献講読と議論
Reading, Presentation and Discussion

まとめ
Summary
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

日本の政治

岡﨑　晴輝

英語で文章を書く力を向上させること。

授業科目に関する特筆事項
３年生は、自分で選択した日本語文献の英文書評を２本以上執筆します。４年生は、自分で選択
したテーマに関する英文レポートを執筆します。いずれも英文校閲を経た後、本名又は筆名によ
り公式ウェブサイト（http://psjapan.sblo.jp/）で公表します。

10

11

12

13

14

15

8

9

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1
英文書評・レポートの報告
と検討

授業計画

履修条件 特にありませんが、定員は若干名とします。

参考書等 『小学館オックスフォード英語コロケーション辞典』（税込み価格5280円）。

テキスト 特にありません。

授業前に、報告者は英文書評・レポートを執筆・
配布し、それ以外の者はその書評・レポートを精
読します。

毎週１名が英文書評・レポートを報告し、全員
で検討していきます。

比較政治学演習

3

2

4

5

6

7

レポート 40%

授業への貢献度 60%
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

戦後の日本外交

中島琢磨

・戦後の日本外交に関するリサーチとディスカッションとを通じて、当該分野についての理解を深
める。
・先行研究（先行文献）の整理や口頭発表といった経験を通じて、プレゼンテーションの能力の向
上をめざす。

同上

戦後外交の重要局面に関する紹介とディス
カッション

戦後外交の重要局面に関する紹介とディス
カッション

テキスト（添谷芳秀『日本の外交――「戦後」を
読みとく』ちくま学芸文庫、2017年、を予定）の
レジュメ形式による報告とディスカッション

同上

同上

同上

当日取り上げた時代の重要論点の整理と復習

授業科目に関する特筆事項 とくにありません。

同上（参考図書も活用）

近年公開された新規の日本外交文書の紹介
と、重要文書（1980年代の日米首脳会談や日
中首脳会談の記録など）の検討

同上（参考図書も活用）

同上

同上

同上

同上

同上

同上

同上

配布文書の内容整理

10

11

12

1990年代の日本外交

現代の日本外交

外交文書にふれる（1）

13

14

15

外交文書にふれる（2）

8

9

1960年代の日本外交

1970年代の日本外交

1980年代の日本外交

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 顔合わせとガイダンス

授業計画

履修条件 日本の外交や内政に関心のある方

参考書等
添谷芳秀『入門講義　戦後日本外交史』（慶應義塾大学出版会、2019年）／波多野澄雄編著『日
本の外交　第2巻　外交史　戦後編』（岩波書店、2013年）／中島琢磨『現代日本政治史3　高度成
長と沖縄返還』（吉川弘文館、2012年）

テキスト 添谷芳秀『日本の外交――「戦後」を読みとく』（ちくま学芸文庫、2017年）。

現在の日本外交の論点について新聞記事などか
ら考える

自己紹介／ガイダンス／連絡網づくり

外交史演習

3

2 戦後外交史にふれる（1）

戦後外交史にふれる（2）

同上

同上

同上

授業で取り上げた各時代の論点を整理する

4

5

6

占領期の国際政局と日本

1950年代の日本外交（講和
交渉など）

1950年代の日本外交（安保
改定など）

7

同上

備考 出席と授業への参加状況から、総合的に評価します。

授業への貢献度 100%
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

発表 ゼミでの報告など

授業への貢献度 授業への出席・ディスカッションへの参加・貢献度など

3

2
ガバナンスの理想論と実証

論

1815 年体制のガバナンス

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

同左

教科書指定箇所の事前学修

4

5

6

1919 年体制のガバナンス

1945 年体制のガバナンス

ガバナンスの制度と実証論

7

教科書指定箇所の事前学修

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 ガバナンスの意義

授業計画

履修条件

（１）前期および後期に開講される国際政治学Ⅰ・Ⅱを履修済みであるか、同時に履修することが
望ましいです。

（２）サブゼミ（選択科目）としての履修を希望する場合は、2月末日までにその旨連絡ください
（メールアドレスは下記「その他」欄参照）。このゼミでは、学府・学部・課程の別なく履修申し込み
を受け付けています。

参考書等

テキスト 鈴木基史『グローバル・ガバナンス論講義』（東大出版）

教科書指定箇所の事前学修同左

国際政治学演習

8

9

国際介入と大国間調整

紛争解決と利益調整

国際貿易と政策調整

13

14

15

環境ガバナンス

グローバルガバナンスの将
来

まとめ

10

11

12

人権と認識共有

人権ガバナンス

経済ガバナンス

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

同左

同左

同左

同左

同左

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

グローバル・ガバナンス

大賀哲

　グローバル・ガバナンスとは世界政府なき国際社会において、国家・国際機関・その他の非国家
主体（企業・NGO・市民社会）による多元的な問題解決枠組み（制度化、枠組み作り、政策調整）
を意味しています。
　グローバル・ガバナンスは安全保障・経済・貿易・開発・人権・環境・移民・難民など非常に多岐
に亘り、政策イシューごとにレジームやガバナンスが形成されています。
　したがって、グローバルガバナンスの研究とは、個別の政策イシューにおける問題解決の枠組
みが、国家や非国家主体を含めた複数のアクター間での相互調整を経て、どのように秩序化され
ているかを明らかにするものであると言えます。

同左

同左

同左

同左

同左

同左

同左

教科書指定箇所の事前学修

教科書指定箇所の事前学修

授業科目に関する特筆事項 共創学部のディグリー・プロジェクトと共同開講です

同左
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

ナチスの政治史

熊野　直樹

本演習の目的は、以下の４点です。１．政治史関係の学術論文の読み方を習得する。２．政治史
を解釈する際に必要な用語や概念を十分に理解し把握する。３．自分の考えを的確にかつ論理
的に相手に伝えることができるようになる。４．ゼミ論文の執筆を通じて、調査能力と論文作成能
力を育成・発展させる。本演習では、特に４．のゼミ論文の作成に力を入れています。

同

石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』の講読

同

同

ウルリヒ・ヘルベルト『第三帝国』の講読

芝健介『ヒトラー』の講読

同

同

授業科目に関する特筆事項

近年、最新の学説や研究成果を踏まえた専門家による信頼できるナチスの政治史に関する新書
の刊行が相次いでいます。そこでは専門家にとっても有益な内容が多く盛り込まれています。そこ
で、本授業科目ではナチスの政治史に関する近年の新書の研究動向の把握と批判的検討を行
います。

同

高田博行『ヒトラー演説』の講読

テキストとヒトラー『わが闘争』との比較検討

同

同

同

同

同

同

同

同

10

11

12

同

同

同

13

14

15

同

補習

補習

8

9

同

ヒトラー伝の最近の研究成
果についての検討

同

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 プロローグ

授業計画

履修条件 ナチスの政治史というテーマについて、一年間議論していけるほどの関心と熱意がある方。

参考書等 アドルフ・ヒトラー（平野一郎・将積茂訳）『わが闘争（上）（下）』角川文庫、1973年。

テキスト

芝健介『ヒトラー』岩波新書、2021年；芝健介『ホロコースト』中公新書、2008年；ウルリヒ・ヘルベ
ルト（小野寺拓也訳）『第三帝国』角川新書、2021年；石田勇治『ヒトラーとナチ・ドイツ』講談社現
代新書、2015年；高田博行『ヒトラー演説』中公新書、2014年；リチャード・ベッセル（大山晶訳）『ナ
チスの戦争　1918‐1949』中公新書、2015年。

テキストの該当箇所の読み込み。２時間相当。ガイダンス

政治史演習

3

2
ナチス政治史の最近の研
究成果についての検討

同

同

同

同

テキストの該当箇所の読み込みと授業後の復
習。各４時間相当。

4

5

6

同

同

同

7

同

レポート

ゼミ論文を作成してもらいます。後学期には２回ほどゼミ論文構想発表会を予定していま
す。学期末にはゼミ合宿でゼミ論文合評会を行います。なお、夏休みに３年生には、E.H.
カーの『歴史とは何か』の書評を課します。
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発表

授業への貢献度

毎回、報告者１名とコメンテーター１名を定めて、報告者にはレジュメを作成し、発表し
てもらいます。報告者が提起した疑問点・論点に対して、コメンテーターに論評してもら
います。

報告者がテキストについて提起した疑問点・論点を中心に、参加者全員に議論してもらい
ます。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

政治学の古典を読む

木村俊道

◆本演習では、政治学や法学の「古典」や「名著」と対話する作業を通じて、時代の表層に惑わ
されることなく、自分の頭でものを考える力をつけることを目指します。
◆また、以下のような学問的な「わざ」や「アート」を磨きます。
①現代社会における、「デモクラシー」「自由」「国家」「権力」「公共性」「法の支配」などをめぐる諸
問題を深く掘り下げ、原理的に考察するための、基礎的な知識と思考力。
②テクストの高度な読解能力、論理的な思考能力、問題発見能力、論文作成能力などの、高年
次の学生に相応しいアカデミックな「型」や「技術」。
③現代を生きる市民に必要とされる、政治的な「教養」や「技芸」。

※「アカデミーというのは、まさに、学問の型をしつける場所なんです」（丸山眞男『座談』7:122）

テクストの読解と討論

論文のテーマと計画の発表

テクストの読解と討論

テクストの読解と討論

テクストの読解と討論

テクストの読解と討論

テクストの読解と討論

テクストの通読・再読

テクストの通読・再読

授業科目に関する特筆事項
・本演習では古典の講読に加え、ゼミ論文（もしくは書評）の執筆が求められます。
・また、木村による本演習の開講は２年ぶりになります（それゆえ、オープンゼミはありません）。

論文のテーマと計画の発表

テクストの読解と討論

テクストの読解と討論

テクストの読解と討論

テクストの読解と討論

テクストの読解と討論

テクストの通読・再読

テクストの通読・再読

テクストの通読・再読

論文の準備と実施

論文の準備と実施

テクストの通読・再読

テクストの通読・再読

テクストの通読・再読

10

11

12

古典講読⑨

古典講読⑩

古典講読⑪

13

14

15

古典講読⑫

ゼミ論構想発表①

ゼミ論構想発表②

8

9

古典講読⑥

古典講読⑦

古典講読⑧

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 イントロダクション

授業計画

履修条件
◆時代に流されることなく、「政治」や「法」の問題を深く地道に考えてみたいと思った方。
◆一人で読むのは難しい「古典」に挑戦してみたい方、学問的な「基礎」をしっかり身につけたい
方など。サブゼミ希望者やオブザーバーも歓迎します。

参考書等
・木村俊道『想像と歴史のポリティックス』風行社、2020。同『文明と教養の＜政治＞』講談社選
書メチエ、2013
・岡崎晴輝・木村俊道編『はじめて学ぶ政治学』ミネルヴァ書房、2008

テキスト

◆デモクラシーの運営に必要な作法は何か。市民に求められる教養は何か。国家や権力の実
体は何か。これらのことを考えながら、西洋と日本における政治学・法学の古典・名著を講読しま
す。現時点での候補は以下の通りです。
・マキァヴェッリ『ディスコルシ』ちくま学芸文庫
・ハミルトン、マディソン他『ザ・フェデラリスト』岩波文庫
・J. S. ミル『代議制統治論』
・福沢諭吉『文明論之概略』岩波文庫

ゼミの紹介と授業計画

政治学史演習

3

2 古典講読①

古典講読②

テクストの通読・再読

テクストの通読・再読

テクストの読解と討論

テクストの通読・再読

4

5

6

古典講読③

古典講読④

古典講読⑤

7

テクストの通読・再読
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授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

授業への貢献度

レポート

ゼミの出席、毎回の報告や発言、ゼミ運営の取り組みなど。

毎回のコメント・ペーパーの提出、および年度末におけるゼミ論文の作成。

発表 毎回、報告者を１～２名指名して、担当範囲の報告をしてもらいます。
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

行政学（公共政策と地方自治・まちづくり）

嶋田暁文

　人口減少、少子高齢化、経済・財政縮小、財政縮小など、今、日本は大きな危機を迎えていま
す。
　そうした中、地域をいかに持続可能なものにし、人々が生き生きと、幸せに安心して暮らしてい
けるか、その条件をいかに確保していけるか、が問われています。
　現在、全国各地で、多様なまちづくりや行われたり、さまざま政策が立案・実施されている所以
です。

　このゼミの直接的な目的は、こうした各地のまちづくりや各種政策の内実を学ぶとともに、そこ
で残された課題やその解決策を考えることにあります。
　その作業を通じて、さまざまな「物の考え方」「論理的思考」「分析の仕方」などを身に着けてい
ただくことが、このゼミの最終目的になります。

レクチャー

テキストの輪読

テキストの輪読

テキストの輪読

テキストの輪読

事前にグループごとにテーマを設定し、各自の役
割分担を決め、発表準備を行う。

事前のテキスト読解と事後的な振り返り

授業科目に関する特筆事項
　最後まで手を抜かず、全うしていただければ、思考能力・知識の倍増は保証します。
　やる気のある方の参加をお待ちしています。

グループごとにテーマを決め発表

テキストの輪読

テキストの輪読

事前のテキスト読解と事後的な振り返り

事前のテキスト読解と事後的な振り返り

事前にグループごとにテーマを設定し、各自の役
割分担を決め、発表準備を行う。

10 同上

8

9

地方自治を学ぶ

同上

同上

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1 社会科学のものの見方

授業計画

履修条件

①欠かさず出席するだけでなく、毎回テキストをしっかり読みこみ、報告等の際にも決して手を抜
かない「実直さ」
②自治・まちづくりと政策をめぐる動きに関心を払い、その重要性を学びたいという「向上心」
③ゼミ合宿や飲み会など、日頃の付き合いを大事にする「人間性」
④さまざまな「学ぶ機会」や「イベント」を、新たな出会いや成長をもたらすチャンスととらえ、可能
な限り参加しようとする「積極性」
⑤ゼミに参加する当然の前提として、行政学の講義を受講し、できるかぎり毎回出席するという
「最低限の礼儀」

　これらを有していない方（たとえば、行学講義を受講しない、あるいは、受講しても欠席ばかり
の方、安易にゼミのゼミ合宿や各種イベント・飲み会を欠席するような方）は固くお断りします。
　逆に、これらを有していれば、現段階での学識レベルは問いません。

参考書等 嶋田暁文『みんなが幸せになるための公務員の働き方』（学芸出版社、2014年）

テキスト 皆さんの問題関心を確かめた上で、提示したいと思います。

事後的にメモを読み直すことレクチャー

行政学演習

3

2 同上

公共政策を学ぶ

事前のテキスト読解と事後的な振り返り

事前のテキスト読解と事後的な振り返り

グループごとにテーマを決め発表

同上

4

5

6

同上

同上

同上

7

事前のテキスト読解と事後的な振り返り
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授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

テキストの輪読

グループごとにテーマを決め発表

反省点等を語り合い、学習する

テキストの輪読

テキストの輪読

事前のテキスト読解と事後的な振り返り

事前にグループごとにテーマを設定し、各自の役
割分担を決め、発表準備を行う。

事前に各自が反省点を用意。

事前のテキスト読解と事後的な振り返り

事前のテキスト読解と事後的な振り返り

11

12

まちづくりを学ぶ

同上

13

14

15

同上

同上

振り返り

発表

その他

25%

（積極性・真摯さ）25％

出席 50%
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

発表

出席

報告内容

出席

授業への貢献度 質疑応答の内容・回数

3

2
租税法概略

所得税法研究

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

所得税法の基礎的論点についての報告・検討

講義内容の復習

4

5

6

所得税法研究

所得税法研究

所得税法研究

7

報告レジメの予習・質疑応答の復習

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1
ガイダンス・担当

授業計画

履修条件
・租税法を履修済みである必要はありません。租税法初学者も歓迎いたします。

・民法の基本的知識を有していること。
・原則として授業に毎回出席できること。

参考書等 初回のゼミで紹介します。

テキスト 初回のゼミで紹介します。

演習の概要と担当決め

租税法演習

8

9

所得税法研究

所得税法研究

租税判例研究

13

14

15

租税判例研究

租税判例研究

租税判例研究

10

11

12

租税判例研究

租税判例研究

租税判例研究

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

所得税法判例についての報告・検討

所得税法判例についての報告・検討

所得税法判例についての報告・検討

所得税法判例についての報告・検討

所得税法の基礎的論点についての報告・検討

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

租税法判例研究

田中晶国

・租税法の基礎理論を習得すること。
・具体的な事案に対して、租税法を解釈・適用する能力を養うこと。

所得税法判例についての報告・検討

所得税法判例についての報告・検討

租税法概略についての講義

所得税法の基礎的論点についての報告・検討

所得税法の基礎的論点についての報告・検討

所得税法の基礎的論点についての報告・検討

所得税法の基礎的論点についての報告・検討

報告レジメの予習・質疑応答の復習

報告レジメの予習・質疑応答の復習

授業科目に関する特筆事項

所得税法判例についての報告・検討
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授業のテーマ 授業の内容（90分授業＝2時間） 事前/事後学修の内容

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

事例検討 裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査
報告書等を素材として検討を行う。

出席 成績評価は、平常点（出席状況、報告内容、議論への参加態度等）によって行います。

発表 成績評価は、平常点（出席状況、報告内容、議論への参加態度等）によって行います。

4

5

6

7

検討対象素材（判決文・命令書・新聞記事等）は、都度配布します。

独占禁止法のアウトラインについて講義を行
う。

経済法演習

3

2
独占禁止法のアウトライン

14

15

8

9

科目名称

講義題目

担当教員

授業科目の目的（日本語）

1
独占禁止法のアウトライン

授業計画

履修条件 独占禁止法（経済法）について理解を深めたいと考えている学生の参加を歓迎します。

参考書等
参考書は以下のとおりですが、本演習開講前に購入したり読了したりすることは求めません。

・菅久修一ほか著「はじめて学ぶ独占禁止法〔第2版〕」（商事法務・2019年）
・金井貴嗣ほか編『ケースブック独占禁止法（第4版）』（弘文堂・2019年）

テキスト

10

11

12

13

授業科目の成績評価の方法について
※プルダウンにて、評価方法を選択下さい。

企業取引と独占禁止法

平山賢太郎

企業取引と独占禁止法との関係について、裁判例・公取委先例・公取委の取引実態調査報告書
等を素材として理解を深める。

独占禁止法のアウトラインについて講義を行
う。

授業科目に関する特筆事項 なし
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