
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意事項 

 各クラス 20 名を上限とします。20 名以上の応募があった場合、各教員が指定する方法（志望理由や

課題の記述など）に基づく選考が行われます。また、応募者が 20 名未満の場合でも、志望理由や課

題の内容によっては不合格となる場合があります。 

 授業の内容や選考方法は担当教員によって異なりますので、この募集要項をよく読んで確認したうえ

で応募するようにしてください。 

 K-SMAPYのアンケート機能を使った応募であるため、送信は 1回しかできません。間違って送信して

しまっても修正はできませんので、注意してください。 

 「基礎演習」では、毎回の出席が原則です。履修中、やむを得ず欠席しなければならない場合には、

必ず事前に担当教員に申し出て、その指示に従うようにしてください。 

応 募 期 間：9 月 8日（金）12：00～11 日（月）12：50 

応 募 方 法：K-SMAPY（アンケート機能） 

選考結果発表：9月 14 日（木）20：00 （予定） 

発 表 方 法：K-SMAPY 

 



担当教員の専門分野 開講曜時 木曜・3限

講義概要

授業のテーマ

資 料の 収 集 ○ 文章の読解 ○

プレゼンテーション ○ 文章の作成 ○

協 同 作 業 ○ ディスカッション ◎

教員との連絡方法

選考方法

オフィスアワーは、火曜日4限

志望理由により、選考します。

授業の進め方 　スピーチ当番は、当日原稿を準備し、スピーチと質疑応答を行います。授業の後半

は、全員が課題図書を読み、発表者の報告を受け、全員で討論を行います。

身につくスキル

評価方法
平常点100%（スピーチ、議論への貢献度、提出物の内容による）

話す力の養成と、文章を理解した上で、討論する力を学ぶ。

授業の目的・内容 　授業の前半は、一分間スピーチを行い、質疑応答にも耐えられるよう

話す力を養います。授業の後半は、課題図書を読んで、内容を理解した

上で提起されている課題について討論を行います。

スピーチ練習は、自分の考えを正確に他人に伝える能力を養成し、か

つ、質問に対して適切に答える能力を養成します。

課題図書では正義論を扱います。何が公正かは、判断する基準によって

変化します。様々な例をもとにして、自分の判断がどのような基準に基

づいているのかを検証し、多角的な見方を養います。

教科書・参考書 マイケル・サンデル『ハーバード白熱教室講義録』上（ハヤカワ文庫）

担当教員名 小原　薫

政治学

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

　政治学に関心のある方、何が正義なのかについて議論をしたい方の参

加を歓迎します。



回数

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

4チームに分かれて、討論ゲーム

4チームに分かれて、討論ゲーム

総括討論

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書第４回こ

の土地は誰のもの？

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書第５回お

金で買えるもの　買えないもの

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書第６回な

ぜ人を使ってはならないのか

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書　東京大

学特別授業イチローの年俸は高すぎる？

4チームに分かれて、討論ゲーム

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答なし）と課題図書第1回レク

チャー２サバイバルのための「殺人」

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答なし）と課題図書第２回レ

クチャー１命に値段をつけられるか

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答なし）と課題図書第２回レ

クチャー２高級な「喜び」 低級な「喜び」

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書第３回レ

クチャー１「課税」に正義はあるか

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書第３回レ

クチャー２　「私」を所有しているのは誰？

内容

オリエンテーションと、自己紹介

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答なし）と課題図書第1回レク

チャー１犠牲にになる命を選べるか



担当教員の専門分野 開講曜時 火曜・２限

講義概要

授業のテーマ

資料の収集 ○ 文章の読解 ○

プレゼンテーション 文章の作成 ◎
協 同 作 業 ディスカッション

教員との連絡方法

選考方法

　確実に面会したいときは、オフィスアワー（火曜・１限）の時間帯に研究室

（716）に来てください。

１．志望理由に基づき選考を行います。エントリー票の自由記述欄に、志望理由を書いてください。

２．エントリー票の自由記述欄に、裁判法Ｂを必ず受講する旨も書いてください（この基礎演習受講の前提条

件にもなっています）。

授業の進め方 　概ね、第７回までの授業（前半）と第８回以降の授業（後半）とで、授業の方法が異

なります。授業の前半では、授業計画掲載のテーマについて、講義形式（担当教員が一

方的に話をする）中心で実施します。他方、授業の後半では、授業計画掲載のテーマに

ついて、演習形式（受講生が主体的に報告・議論をする）中心で実施します。

身につくスキル

評価方法 平常点100%（授業への積極的参加〔毎回出席することが当然の前提です〕、課題への

取組み・内容、等）です。

法律学を学修するための基礎的な技能の習得

授業の目的・内容 　基礎演習の受講を考えている皆さんのなかには、民法総則などの民事系科目

の学習をすすめていくなかで、民事系科目により興味をもったり、全体像がみ

えてこないため苦手意識をもったりしている人も少なくないでしょう。

　民法総則などの民事系科目の議論は、民事裁判（訴訟）における法の適用過

程と密接に関連しています。このため、民事裁判（訴訟）の理屈がわかるよう

になると、民事系科目の理解がよりすすむところがあります。そこで、この基

礎演習では、具体的には民法総則の復習や「裁判法Ｂ」の予習・復習となるよ

うなテーマに取り組むことで、とくに民事系科目の学修上のこつを掴んでもら

い、このことを通じて、ひいては、法律学を学習するための基礎的な技能、と

くに文章表現に関する技術を身につけることを目指します。

　なお、この基礎演習を受講するにあたっては、「裁判法Ｂ」の履修を要件と

します。

教科書・参考書 六法必携（教科書・参考書は、必要があれば、追って指示します）。

担当教員名 大江　毅

民事手続法

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

民事法分野に興味・関心がある人

民事法分野の文章表現の基礎を身につけたい人



回数

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

問題研究④

　いわゆる事例問題を素材に、法的文章表現の基礎について学びます。

問題研究⑤

　いわゆる事例問題を素材に、法的文章表現の基礎について学びます。

まとめ

法律専門文献閲読①

　民事法に関する文献を閲読し、そこに掲載された情報を整理・要約する技術について

学びます。
法律専門文献閲読②

　民事法に関する文献を閲読し、そこに掲載された情報を整理・要約する技術について

学びます。

問題研究①

　いわゆる一行型問題を素材に、法的文章表現の基礎について学びます。

問題研究②

　いわゆる一行型問題を素材に、法的文章表現の基礎について学びます。

問題研究③

　いわゆる事例問題を素材に、法的文章表現の基礎について学びます。

六法を使いこなす

　六法が辞書ではなくルールブックであること、また、六法を使って条文を探すときの

基本的な作法を学びます。

法的思考の過程を把握する①

　法的思考の過程とその表現方法である「法的三段論法」について学びます。

法的思考の過程を把握する②

　法的思考の過程とその表現方法である「法的三段論法」について学びます。

法的思考の過程を把握する③

　法的思考の過程とその表現方法である「法的三段論法」について学びます。

専門文献の検索

　法学に関する専門文献等を検索し、図書館等から収集する技術について学びます。

内容

ガイダンス

　授業の目的・進行方法等について説明します。

法と目的

　法という規範が一定の目的をもったものであることを学びます。



担当教員の専門分野 開講曜時 火曜・2限

講義概要

授業のテーマ

資料の収集 文章の読解 ◎
プレゼンテーション 〇 文章の作成 〇

協 同 作 業 ディスカッション 〇

教員との連絡方法

選考方法

mtakeda@kokugakuin.ac.jp

志望理由を勘案して決定します。

授業の進め方 教員は、進行役に徹し、授業は受講生諸君の主導で行います。

身につくスキル

評価方法 　報告の姿勢・内容、討論への参加姿勢・内容、レポートの内容を案分して評

価します。出席することは当然です。

刑事法を学ぶ。

授業の目的・内容 　テキストとして用いる著書は、1774年に出版された古典です。その内容は、

当時のヨーロッパの刑事制度全般に対する痛烈な批判に充ちています。授業

は、二つのステージに分けて行います。すなわち、受講者各自が選択したテー

マについて、著者の主張内容を報告し（第1ステージ）、各自が作成したレポー

トを発表する（第2ステージ）という二段階構成です。各段階での個人の報告、

発表に対しては、受講者全員による質疑、討論が求められます。まず、第1ス

テージでの報告では、各自が選んだテーマについての日本の現状も報告してい

ただきます。たとえば、テキスト6章（39～41頁）では「未決勾留」が論じら

れていますが、報告者はその内容を報告するとともに、250年後の現在の日本

の状況を報告する、ということです。日本の現状について調べるには、法律用

語辞典を用いて「勾留」という項目を読むのが第一歩です。第2ステージでのレ

ポート作成では、各自のそのテーマについての意見・感想をも書いていただき

ます。以上のプロセスを経て、受講生の読解力、文章作成力を養うことが、こ

の演習の目的です。

教科書・参考書 ベッカリーア著『犯罪と刑罰』（風早・五十嵐訳）　　岩波文庫

担当教員名 武田　誠

刑法

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め 刑事法に興味があり、かつ、議論に積極的に参加する方

mailto:mtakeda@kokugakuin.ac.jp


回数

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第2ステージ・レポート発表ならびに全員の議論

第2ステージ・レポート発表ならびに全員の議論

各自のレポートに関する教員のコメント。レポートは添削して各自に返却しま

す。

第1ステージ・個人報告ならびに質疑応答。

第1ステージの個人報告、全員の議論に関する教員のコメント

第2ステージ・レポート発表ならびに全員の議論

第2ステージ・レポート発表ならびに全員の議論

第2ステージ・レポート発表ならびに全員の議論

テキスト・「２　刑罰の起源と刑罰権の基礎に関する諸原理」についての教員

の解説

テキスト・「３　前章の原理からの帰結」についての教員の解説。報告

の割り当ての決定

第1ステージ・個人報告ならびに質疑応答

第1ステージ・個人報告ならびに質疑応答

第1ステージ・個人報告ならびに質疑応答

内容

ガイダンス。自己紹介

テキスト・「１　序論」についての教員の解説



担当教員の専門分野 開講曜時 火曜・２限

講義概要

授業のテーマ

資 料の 収 集 ○ 文章の読解 ○

プレゼンテーション ◎ 文章の作成 ○

協 同 作 業 ○ ディスカッション

教員との連絡方法

選考方法

オフィスアワー（火曜日4限；希望者は15時までに0711研究室に来室）

メール（miyauchi@kokugakuin.ac.jp）

自由記述欄に記入された志望理由をもとに選考します。  戦争について、どのようなこ

とに関心があるか記してください。

授業の進め方
数人のグループを作り、グループごとに、第二次世界大戦後に生じた戦争を一つ選び、

その詳細を調べ、報告し質疑に答え、最後は、個人ごとのレポートにまとめてもらいま

す。

身につくスキル

評価方法 平常点（共同作業とそれへの貢献度、報告、レポート、その他課題への

取り組み方を見て、総合的に評価する）

戦争を知る

授業の目的・内容 　現代は国際平和の維持を基調とする時代ですが、ここに至るまでには、様々

な戦争が起き、戦争が時代を画してきた過去があります。また、戦争が禁止さ

れた現代においても、戦争がなくなったわけではなく、やはり世界の動きに大

きな影響を与えてきました。そこで、この基礎演習では、第２次世界大戦後ど

のような戦争があったかを調べ、また、それらの戦争の原因、政治的経済的背

景、開始、推移、終結、影響等を調べながら、国際社会における意味を考えま

す。

　このような調査・分析を進めながら、調査方法、レジュメの作成方法、プレ

ゼンの構成方法、質問の仕方、質疑応答への対応、レポートの書き方など、基

本的な学修方法を学びます。

教科書・参考書 授業時に指示します

担当教員名 宮内靖彦

国際法

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

国際関係や戦争に興味のある人

ものの調べ方やまとめ方を知りたい人



回数

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

【レポートを書いてみる】レポートの書き方を学ぶ／プレゼンしたこと

を各自が個人レポートにまとめる

個人レポートを提出する／プレゼン貢献レポートをまとめ提出する

総評

プレゼンに使うレジュメの作り方、参考文献の書き方を学ぶ

プレゼンの仕方（役割分担、構成方法、使用材料、方法）を学ぶ

プレゼンの準備−プレゼンに向けて、レジュメやプレゼン手段をまとめ

る

【プレゼンしてみる】（第1回）

　−プレゼン、質疑応答・ディスカッション、ピア・レビュー

【プレゼンしてみる】（第２回）

　−プレゼン、質疑応答・ディスカッション、ピア・レビュー

第２次大戦後の戦争としてどのようなものがあったか、まとめる

自分のグループで調査する戦争を選び、特に調べる論点を考える

【文献資料の検索方法を知る】文献資料の調べ方、図書館・法学資料室

の使い方、ビブリオの作成方法を学ぶ

【調査その1】プレゼンに向けて、取り組みたい論点や調査方針、そのた

めに必要な文献資料の収集方法・分担・今後の手順を協議し決定する

【調査その2】集めた文献資料について、グループで分析検討する（1回

目）

【調査その3】集めた文献資料について、グループで分析検討する（2回

目）

内容

ガイダンス／自己紹介／グルーピング

【本を1冊読んでみる】

戦争とは？／戦争の歴史／第２次大戦後の国際関係史（概略）


