
 

 

 

 授業科目   英米法特殊講義  講義題目   英米法  

 標準学年 ３・４年  開講学期   夏期集中 

 単位数 ２単位  担当教員名  中田裕子(東京大学大学院・特任助

教) 

 
 
１．履修条件 
特になし。 
 
２．授業の目的 

受講者の目標を下記２点に設定し、英米法総論・各論を講じる。 
1.英米法の基本用語を理解し、その用語が生まれる背景となった歴史・政治・経済・文化的背景を理

解できるようにすること。 
2.英米法の法制度を理解した上で、日本法の問題点等を比較法的視点で考える力を身につける。 

 
３．授業の概要・授業計画 
本講義では、英米法（特にアメリカとイギリス）の憲法・契約法・不法行為法・財産法・信託法の分

野について取り扱う。また、適宜最新の判例にも触れる。具体的には以下のような順序で講じる。 

第１回：英米法総論 

第２回：憲法（１） 

第３回：憲法（２） 

第４回：憲法（３） 

第５回：憲法（４） 

第６回：憲法（５） 

第７回：契約法（１） 

第８回：契約法（２） 

第９回：契約法（３） 

第 10 回：不法行為法（１） 

第 11 回：不法行為法（２） 

第 12 回： 不法行為法（３） 

第 13 回：財産法 

第 14 回：信託法 

第 15 回： 講義内試験 

 

 

[Course Overview] 

This course will be delivered using the lecture style. In this course, we will look at law topics 

such as Constitutions, Contracts, Torts, Property and Trust at common law jurisdictions. We will 

examine the role of law and the nature of law as it relates to the US and the UK societies. 

1. Introduction to “Common Law” 



 

 

2. Constitutional Law (1) 

3. Constitutional Law (2) 

4. Constitutional Law (3) 

5. Constitutional Law (4) 

6. Constitutional Law (5) 

7. Contract Law (1) 

8. Contract Law (2) 

9. Contract Law (3) 

10. Tort Law (1) 

11. Tort Law (2) 

12. Tort Law (3) 

13. Property Law 

14. Trust Law 

15. Final Exam 

 

 

４．授業の進め方 
本講義は対面講義の予定である。（※ハイブリッド型にする予定はないのでご注意ください） 
本講義では、パワーポイントスライドを用いながら授業を行う。講義の理解度を確認するためにテー

マに沿った課題を授業内で提示する予定であり、その課題は、最終成績に算入する。なお、提出方法に
ついては Google Forms を利用する等、非接触型での提出を求める。 

 
なお、学生の理解度や関心等により、授業の進度や内容を調整する場合がある。 

 
 
５．教科書及び参考図書等 

教科書は特に指定しない。 

 
参考文献： 
E・アラン・ファーンズワース『アメリカ法への招待』（勁草書房・2014） 
樋口範雄『はじめてのアメリカ法（補訂版）』（有斐閣・2013） 
戒能通弘・竹村和也『イギリス法入門：歴史、社会、法思想から見る』（法律文化社・2018） 
田中英夫（編）『BASIC 英米法辞典』（東京大学出版会・1993） 
 
その他、参考文献は適宜講義内で示す予定である。 
 
 
６．試験・成績評価等 
２つの方法（合計 100％）で成績評価する。 
 
20％ 課題提出（講義内で指示する） 
80％ 講義内試験 
 
 
 
７．その他 



 

 

 

 授業科目 EU法特殊講義  講義題目 EU法  

 標準学年 3・4年  開講学期 前期 

 単位数 2単位  担当教員名   上田 純子(愛知大学・教授) 

 
 
１．履修条件 

 
特になし。 

 
 
 
２．授業の目的 
 

  EU 法に関する入門講義である。 

東西冷戦の終結とともに、欧州連合（EU）は、安全保障をも視野にいれた広い権限を持つ地域的超国家組

織として、今や国際経済のみならず国際政治においても大きな意義を持つ存在となった。また、欧州統合の

進展とともに、EC/EU 法の重要性は増加の一途をたどっており、とくに、EU 法の基礎的知識は、EU 加盟国

の国内法理解に際しても今や不可欠となっている。本講義は、受講生の EU に関する関心の喚起および EU

法に関する基礎的理解の促進を目的とし、当該目的のもと、欧州統合の歴史、EU 統合の本質、EU 法の法源、

EU 法の一般原則、EU 法と加盟国法との関係、EU の統治機構、各法分野とトランスナショナリティなどのテ

ーマを取り上げ、講じるものである。 

 
 
３．授業の概要・授業計画 

授業については、概ね、Ⅰ．欧州統合の意義、Ⅱ．EU の統治機構、および、Ⅲ．EU 法と域内市場の

３つの側面から順次基礎的説明を行う。 

 I. 欧州統合の意義 

  ①欧州統合の歴史・統合の本質 

  ②EU 法の直接効果 

  ③EU 法優越 

  ④EU 法の一般原則 

 Ⅱ．EU の統治機構 

  ①EU 諸機関と権限 

  ②EU 立法の手続 

  ③EU 行政の仕組み 

  ④EU の司法制度 

 Ⅲ．EU 法と域内市場 

  ①共同市場から域内市場へ 

  ②物・人・サービス・資本の自由移動 

  ③単一通貨制度 



 

 

  ④外国人の基本権 

  ⑤契約法 

  ⑥会社法 

⑦競争法 

⑧環境法 

➈刑事司法協力   

 

 [Course Overview] 

This course provides an overview of the law and institutions of the European Union (EU), including an 

historical overview of the EU, sources of EU law, General principles of EU law, institutional framework, 

and individual areas of law in the context of internal market.  

 

４．授業の進め方 
 
 
講義形式。 
 
 
 
 
５．教科書及び参考図書等 
 

特定の教科書は使用しない(参考書等は開講時に紹介する)。もっとも、EU の基本条約(英語版)の参照は不

可欠であるので、予め EU 官報(Official Journal C 202,7.6.2016) 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC> 

からダウンロードし、以下の EU 条約/EU 運営条約等(いずれも PDF 版)を開講時に随時参照できるように準備

しておくこと。 

(1) Consolidated versions of the Treaty on European 

(2) Consolidated versions of the Treaty on the Functioning of the European Union 

(3) Protocols 

(4) Declarations annexed to the Final Act 

 

 
６．試験・成績評価等 
 
レポートによる。レポート課題および作成上の注意等については、最終授業において指示する。 
 
 
７．その他 



 

 

 

 授業科目   紛争管理論特殊講義Ⅱ  講義題目   国際商事仲裁の実務と理論  

 標準学年   2～4年  開講学期   前期 

 単位数     ２単位  担当教員名   (国士舘大学・中村達也) 

 
 
１．履修条件 
 特にないが、国際取引紛争の解決手続に関心のある学生。 
 
 
２．授業の目的 
 国際取引紛争の解決手続として重要な国際仲裁の実務と理論の主要な論点について基本的知識を習得
する。 
 
 
３．授業の概要・授業計画 
 国際仲裁による紛争解決の実際を概観し、その実務と主要な論点について解説する。 
 

 [This course deals with both practical and legal issues in international arbitration.] 

 

４．授業の進め方 
 講義方式で行うが、受講生の人数によっては各問題点について議論も取り入れながら進める。 
 
 
５．教科書及び参考図書等 
 教科書は、中村達也『仲裁法概説』（成文堂、2022 年） 
 九州大学生協へ発注するが、従前、当日購入できない受講生がいたので、受講生は、事前に生協その
他で予約、購入すること。 
 
 
６．試験・成績評価等 
 授業への参加等５０％、試験５０％ 
 
 
７．その他 
 特になし 



 

 

 

 授業科目   日本政治思想史  講義題目   日本政治思想史  

 標準学年 ３・４年  開講学期   夏季集中 

 単位数    ２単位  担当教員名   (東京都立大学・島田英明) 

 
 
１．履修条件 
 
特になし 
 
 
２．授業の目的 
 

 

人間とは、政治とは、日本とは、いったい何であり、あるいはどのようにあるべきなのか。この列島にかつ

て生きた者たちの思索をたよりに、問題の歴史的な概観を試みる。特別な前提知識や語学力は必要ないが、

本が好きであることが望ましい。 

受講者は、①当該時期の思想・文化・歴史に関する基礎教養を得ること、②政治についての原理的考察を深

めること、③単なる懐旧やエキゾチシズムとは異なる過去とのつきあい方を学ぶこと、を期待できる。 
 
 
３．授業の概要・授業計画 

 

仏教を中心とする古代・中世思想史に関する特殊講義を行なう（予定）。 

 

はじめに 

第 1章 不死への門―思想としての仏教― 

第 2章 蕃神来来―日本における神と仏― 

第 3章 国制に関する補論 

第 4章 救いと真理―鎌倉仏教論― 

おわりに 

 

 [Course Overview] 

 

Lecture on history of Japanese Buddhism. 
 

 

４．授業の進め方 
 
対面講義の予定。 
 
 
 



 

 

 
５．教科書及び参考図書等 
 
初回に紹介する。 
 
 
 
 
６．試験・成績評価等 
 
レポート 100％。 
（参加者の人数により変更もあり得る） 
 
 
 
７．その他 



 

 

 

 授業科目   平和研究  講義題目   ユダヤ人問題からパレスチナ問題

へ 

 

 標準学年  ３，４年  開講学期   夏季集中 

 単位数   ２ 単位  担当教員名   池田有日子   (島根大学・法文

学部法経学科  ) 

 
 
１．履修条件 
 
 
 
 
２．授業の目的 
 現在まで続く悲劇であるパレスチナ問題の発生に至るメカニズムを、国民国家に着目しアメリカ・ユ
ダヤ人の動向を検証しながら解明する。紛争に至る政治力学を理解し、そのうえで平和を構築するうえ
でのオールタナティブを構築する力を養うための材料を提供する。 
 
 
 
３．授業の概要・授業計画 

  第１回 地図からみるパレスチナ問題１ 

  第 2 回 地図からみるパレスチナ問題２ 

  第 3 回 DVD 鑑賞 『ガーダ パレスチナの詩』 

  第４回 国民国家とユダヤ人１ 

  第５回 国民国家とユダヤ人２ 

  第６回 シオニスト運動の成立 

  第７回 アメリカ・シオニスト運動の展開 ブランダイスを中心に 

第８回 中東分割と 1920 年代のパレスチナをめぐる情勢 

  第９回 1930 年代のヨーロッパのユダヤ人とパレスチナ情勢 

  第 10 回 第二次世界大戦とシオニスト運動１  

  第 11 回 第二次世界大戦とシオニスト運動２ 

  第 12 回 戦後パレスチナをめぐる情勢１ 

  第１3回 第一次中東戦争とパレスチナ 

  第１４回 イスラエル建国から現在 

  第 15 回  試験 

 [Course Overview] 

 

４．授業の進め方 
   

板書を中心に授業を進めるので、丁寧にノートをとること。教科書もあるので適宜参考にしてくだ
さい。 
 
 
 



 

 

５．教科書及び参考図書等 
   

教科書 池田有日子『ユダヤ人問題からパレスチナ問題へ―ネーションの相克と暴力連鎖の構造』
法政大学出版局 

   
 
 
 
６．試験・成績評価等 
   試験は論述式として、ある事柄に至る過程を、いかに論理的に事実を適切に位置づけながら、わ
かりやすくきれいな歴史のストーリーを叙述できるかで判定する。その際国民国家という政治体制が両
問題にどのように影響、関連しているかに留意すること。 
 
 
 
 
 
７．その他 



 

 

 

 授業科目   ドイツ法特殊講義  講義題目   改正日本民法(債権法)とドイツ法  

 標準学年 3・4年  開講学期   集中講義（講義日程は別途掲示） 

 単位数     2単位  担当教員名 野田龍一(福岡大学・法学部・教授) 

 
１．履修条件 
 15 回すべてに出席できる皆さん。ドイツ語の素養は不要です。 
 
２．授業の目的 
 
 2020 年 4 月 1 日に施行された改正民法(債権法)の意義を理解します。改正にあたり参照されたドイツ
法を、いくつかのテーマに即して、日本民法と比較しつつ講義します。ドイツ法との比較を通じて、日本
民法典各条の意義をよりいっそう深く理解することが、講義の目的です。 
 
 
３．授業の概要・授業計画 

 第１回：不法行為から生じる債権の消滅時効と除斥期間 

 第２回：不法行為法における「過失」について・特殊的不法行為の体系 

 第３回：契約の構造（要素・常素・偶素）と契約の解釈 

 第４回：信義則と事情変更の理論 

 第５回：沈黙の法的評価と黙示の同意 

 第 6 回：要素の錯誤・動機錯誤・性状錯誤 

 第７回：損害賠償額の予定と裁判官の介入 

 第８回： 保証債務をめぐる諸問題 

 第９回： 贈与とその撤回・取消・解除 

 第 10 回：売買・請負における契約不適合 

第 11 回：賃貸借における原状回復  

 第 12 回：寄託とその周辺・レセプツム責任 

 第 13 回：委任と代理 

 第 14 回：和解と和解の前提の錯誤 

 第 15 回：不当利得法の原理と転用物訴権 

 筆記試験 

 [Course Overview] 

This lecture aims to study the Japanese revised Civil Code (law of obligation) of 

April 1, 2020 from the perspective of the German Civil Code and European legal history as its 

traditional foundation. 

 

４．授業の進め方 
 
（１） 各テーマについて、我が国の条文・学説・判例を復習します。 
（２） ドイツ法が我が国の民法に及ぼした影響について学修します。 
（３） ドイツ法の背景にあるヨーロッパ法の伝統について考察します。 
 



 

 

 
５．教科書及び参考図書等 
 教科書は使用しません。毎回配布するプリントをもって教科書に代えます。 
 我が国及びドイツにおける参考書については、講義中に紹介します。 
 
６．試験・成績評価等 
 
 集中講義最終日に筆記試験をします。筆記試験の答案のみが成績評価の対象です。 
 
７．その他 
 年末年始の集中講義を受講して良かったと言っていただけるよう全力を尽くします。 
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