
 

法律専攻「演習」   

ゼミ内容紹介 

～平成 30年度 学士入学／一般編入学／系列編入学用～ 
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【目次①】 
※各教員名をクリックすると、クリックした教員の募集要項を確認することが

できます。 

※各教員の募集要項上の【目次へ戻る】をクリックすると目次に戻ります。 

※＜政治科目＞教員一覧はこちらをクリックしてください。 

 

 

■川村 尚子    P.3  

■捧 剛      P.4  

■佐藤 秀勝    P.5  

■鈴木 達次    P.6  

■関 哲夫     P.7  

■高内 寿夫    P.8  

■高橋 信行    P.9  

■廣瀬 美佳    P.10  

■福岡 英明    P.11  

■宮内 靖彦    P.12  

■森川 隆     P.13  

■安田 恵美    P.14  
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【目次②】 
※各教員名をクリックすると、クリックした教員の募集要項を確認することが

できます。 

※各教員の募集要項上の【目次へ戻る】をクリックすると目次に戻れます。 

※＜法律科目＞教員一覧はこちらをクリックしてください。 

 

 

■浅井 亜希    P.15  

■小原 薫     P.16  

■永森 誠一    P.17  
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目次へ戻る 

教員名 川村 尚子 

演習テーマ 民法演習 

演習内容 

この演習では、民法のうち主として財産法に関する基本問題を取り上げ、具体

的な事例を検討対象としながら、民法の基本的な制度、その趣旨、機能について

学習していきます。基本的な知識を習得することはもちろんですが、なにが問題

となっているのかを発見し、資料等を調査・収集し検討をおこなったうえで、そ

の結果を説明して議論する力を養うことを目標とします。 

具体的には、最高裁の重要判例について担当班にレジュメを用いて報告しても

らい、それに基づいて全体で討論をします。したがって、担当班以外の受講生に

も予習をして積極的に発言することが求められます。どの判例をとりあげるかに

ついては、最初の授業のときにみなさんの意見も聞きたいと思います。学年末に

各自が選択したテーマについてレポートを提出します。 

評価については、レポート、出席、報告、討論・質疑などを総合的に評価しま

す。 

 コンパは、受講生の希望に応じて、受講生に企画してもらいます。 

  

 ゼミの応募については、レポートを提出してもらいます。 

レポートについては、(1)自己紹介 (2)ゼミの志望理由 (3)ゼミで考察したい

問題とその理由 (4)どのようなゼミを創りたいかについて、A４２枚程度まで

（word ファイル/横書き/1,200 字程度）にまとめて、１月１６日（火）１２

時５０までにメール提出すること。 

教科書 
六法必携。 

教科書は、授業時に適宜指定する。 

参考文献 授業時に適宜指定する。 

備考 

(1)民法総則、物権、債権総論、債権各論の履修を済ませていることが望ましい

ですが、基礎的な知識もその都度確認しながら進めていきたいと考えています。 

(2)原則として、欠席・遅刻は不可。やむを得ない事情がある場合は、事前に理
．．．．

由を付して
．．．．．

川村に直接
．．

連絡してください。 
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目次へ戻る 

教員名 捧 剛 

演習テーマ ちょっと専門的な英文を読んでみたい。ついでに、それをもとに意見を述べてみたい。  

演習内容 

 この演習は、たとえ現在はほとんど英文が読めなくても、種々の目的のために

(もちろん、単なる好奇心でもOKです)、英語で書かれたちょっと専門的な文章

を読んでみたい、そして、願わくは、現在よりは、そうした英文をよりよく読め

るようになりたいという人向けのものとなっています。 

 そのために、毎回、事前に配布された英文(おそらく、その多くは新聞記事に

なると思います)の日本語訳を発表してもらいます(英文の長さや難易度は、参加

者のスキルにあわせて調整するつもりです)。そして、その内容について各人が

思ったこと、感じたことを日本語で述べてもらおうと思っています。 

 面接においては、主として、なぜ、この演習を志望するのかをお聞きすること

になりますが、その際に、自分の「やる気」を示す材料として、以下のURLの

どちらかにアクセスして、そこにある英文記事のどれか1つに目を通し(詳細に

読む必要はありません。また、わからないところは飛ばしてしまってかまいませ

ん)、その記事が扱っている問題について自分はどのように考えるかを日本語で

書いたものを持参してください(形式、字数はご自由に。ただし、どの記事を読

んだのかがわかるように、記事の英文タイトルを必ず記載してください)。なお

、現在この演習を履修している3年生については、選考を免除します。また、編

入生については、面接は行いませんので、上記、英文記事を読んでのご自身の意

見にあわせて、ごく簡単で構いませんので、志望理由を書いてください。 

 

 (1) http://www.theguardian.com/law 

 (2) http://www.independent.co.uk/voices/ 

 (3) http://www.bbc.com/news/uk 

 

教科書  

参考文献  

備考  
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目次へ戻る 

教員名 佐藤 秀勝 

演習テーマ 事例問題の検討を通じて民法の理解を深める 

演習内容 

法の目的の一つは、「社会で生じた紛争を解決する」という点にあります。この

演習では、具体的な紛争事例を対象として、「民法上の条文・制度をどのように用

いるべきか」、「どのような解決が妥当か」を参加者全員で考えていきたいと思い

ます。今回は、おもに債権法分野を取り上げる予定です。 

なお、本年 5月に「民法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。授業

では、この改正法も併せて検討する予定です。 

参加する学生の方々には、以上のような作業を通じて、①具体的な紛争の解決

にとって民法がどのような役割を果たしているかを理解するとともに、②法的な

問題について自ら「判断」し、それを「説得力」をもって他人に説明する力を身

につけていただきたいと考えています。 

※以上が基本的な内容ですが、他にも、夏季休業中に合宿または他大学との合

同討論会を行ったり、裁判所見学や DVD 鑑賞（あくまで勉強の一環です。いち

おう念のため）を行ったりすることを考えています。 

教科書 開講時に指示します。 

参考文献 開講時に指示します。 

備考 

①演習では、個人またはグループによる報告が中心となります。また、その準備

には、かなりの時間と労力が必要ですし、とくにグループによる報告では、他の

学生との協調性も重要となります。これらの点は、よく認識しておいていただき

たいと思います。 

②演習型の授業では、基本的に欠席は許されません（例外は、かなり厳格な条件

の下でのみ認められます）。また、演習の運営を円滑に行うため、その他にもい

くつかのルールを設ける予定です。 

③私は現在、在外研究中で日本にいないため、応募者と面談することができませ

ん。そのため、「レポート」は、できるだけ具体的に、そして民法を勉強する意

欲がいかに強いかが（私に）分かるように書いて下さい（説得力を出すには、抽

象的にではなく具体的なことを書くと良いです。例えば、ある民法上の制度の考

え方が面白いとか、関心のある紛争事例の紹介とそれに対する感想等。）。文字数

を自由としているのは、その趣旨です。 

  



法律専攻「演習」募集要項 

 6 / 17 

 

目次へ戻る 

教員名 鈴木 達次 

演習テーマ  会社法判例研究 

演習内容 

【内容】 

 会社法の基礎判例を取り上げて研究を行います（ただし、もし受講生の多数が

希望するならば、他の商法分野の基礎判例に変更することも可能です）。 

 皆さんの多くは、現在会社法の講義を受けているか、あるいは過去に受けたこ

とと思います。しかし、民法や刑法と異なり、会社法は抽象度が高く、講義だけ

では、それがどのように適用されるか、イメージすることは難しかったでしょう。

そのためには、具体的な事案（判例）に即して適用関係を学ぶ必要があります。

このゼミが会社法の基礎判例を取り上げるのはそのような理由からです。 

 会社法は会社組織のあり方や取引相手との関係にまつわる法律問題を解決する

ルールです。大学時代にしっかり学んでおきましょう。 

【運営】 

司会者の進行にしたがって報告者が基調報告を行い、それに基づいて受講生全

員が討論します。報告者はレジュメを用意し、それ以外の方もちゃんと予習をし

てくる必要があります。 

最初のうちは難解に思えるでしょうが、毎週予習してゼミに臨むことにより、

少しずつ問題点が分かってきます。議論も活発にできるようになり、徐々に会社

法が面白く感じられるようになるでしょう。やがては「中毒」といっていいほど

ゼミにのめりこむことになります。 

【成績評価】 

 司会、報告および討論の内容により総合的に評価します。なお、正当な理由な

く遅刻・欠席した場合には単位は認定されません。 

教科書 指定しません。ただし、六法は毎回持参してください。 

参考文献 開講時に紹介します。 

備考 

①まだ会社法の講義を履修していない方は、演習と併行して必ず同講義を履修し

てください。講義と演習とを両方履修することにより、会社法をより深く立体的

に理解することができます。 

②レポートの自己紹介文には、自分のプロフィール、長所（短所）、大学入学後

に勉強してきたことといった本来の自己紹介のみならず、入ゼミ後にやりたいこ

と、ゼミに対する熱意といった点についても記述してもらって構いません。 

③例年商法系の他のゼミとの合同ゼミを実施しており、２０１８年度も行う予定

です。そのほか合宿、施設見学、娯楽（懇親会ほか）などの課外活動も希望があ

れば実施します。これまでのゼミでは、年に２～３回懇親会を実施しています。 
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目次へ戻る 

教員名 関 哲夫 

演習テーマ 事例で学ぶ刑法総論･刑法各論 

演習内容 

以下の課題をこなしながら、刑法総論・刑法各論を学んでいきます。 

 ① 事例検討会 

    ゼミの授業及び合宿において、刑法総論・刑法各論の事例問題を「検察

官対弁護人」の対論形式で議論してもらい、トーナメント方式で勝敗を決

めます。 

 ② ゼミ論文執筆 

    ３年次にゼミ論のテーマを決め、１年間をかけて執筆し、４年次にもう

再度検討し、書き直して「完成稿」を作ります。「法学部学生としての４

年間の集大成」のつもりで時間とエネルギーをかけ、学生時代の「記念碑」

を創り上げて欲しい。 

＜注意点＞ 

○合宿は参加が義務です。 

○ゼミ論文執筆は必修です。３年次で完成させ、４年次で「完成稿」を書き上げ

るようにします。 

○ゼミは自主運営です。ゼミ生たちが自主的に運営して、交流の空間にしてくだ

さい。ゼミ生が自分の係をこなし、学問を通じてヨコの関係・タテの関係でつ

き合うことは、学生生活においてとても貴重な機会だと考えます。 

教科書 
◯関哲夫『講義 刑法総論』（成文堂・2015年） 

◯関哲夫『講義 刑法各論』（成文堂・2017年） 

参考文献 
◯山口厚=佐伯仁志編『刑法判例百選Ⅰ総論』（第７版）（有斐閣・2014年） 

◯山口厚=佐伯仁志編『刑法判例百選Ⅱ各論』（第７版）（有斐閣・2014年） 

備考 

○自分を積極的に出すことから交流が始まる 

事例検討会での議論や合宿を通じて、他者の意見に耳を傾け、自分の考えを

うまく伝える実践の場にして欲しい。そのためには、自分を積極的に前に出

す勇気と、別の意見を受け止める素直な気持ちと、柔軟な思考が必要かもし

れません。 

○ヨコ・タテの人間関係を大切に 

「よく学び､よく遊び」を実践して、ゼミ生同士のヨコのつきあいと、先輩･

後輩のタテの交流を活発にやってくれる空間になってくれると嬉しい。卒業

後、社会人になってもその交流が続いて欲しいからもあります。 

○喫煙者は歓迎しない 

  本人にも周囲の人にも益がないので、喫煙者は歓迎しません。 

  喫煙者は、ゼミに入る時に「禁煙」を約束して、禁煙しましょう。 
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目次へ戻る 

教員名 高内 寿夫 

演習テーマ 
レクチャー・ディスカッション・ディベート・プレゼンテーション  

―刑事法の問題をとことん考える― 

演習内容 

本ゼミナールは、レクチャー、ディスカッション、ディベート、プレゼン

テーションという４つの形式を用いて、刑事法の重要問題を検討していきま

す。 

予定しているテーマは、死刑制度は廃止すべきか、少年法の適用年齢を１

８歳に引き下げるべきか、犯罪被害者の実名報道は是か非か、石巻事件（少

年事件）に死刑を適用すべきか、東電幹部は福島原発事故について刑事責任

を負うべきか、電通過労死事件で電通は刑事責任を負うべきか、裁判員に遺

体写真を見せるべきか、Ｎシステムは適法か、刑事免責制度は適切か、憲法

は改正すべきかなどです。なお、テーマは、ゼミ生の希望を聞いた上で決定

したいと思います。 

ゼミナールでは、ひとつのテーマを４回取り上げます。 

第１回目は、当該テーマに関しレクチャーを行います。レクチャーでは、

当該問題の経緯、賛成意見、反対意見、問題点などを説明します。 

第２回目はディスカッションです。ゼミ生には自分の意見を明確に提示

し、その理由を説明する訓練をしてもらいます。 

第３回目はディベートの形式に従って議論を行います。ディベートは、自

分の見解とは関係なく肯定側、否定側に分かれ、第３者を説得する知的競技

です。 

第４回目はプレゼンテーションです。ゼミ生には、レジュメ（またはパワ

ーポイント）を準備した上で、自分の意見を説得的に主張してもらいます。 

なお、夏休みに、刑務所、少年院、児童自立支援施設などの施設見学を

メインとした合宿を実施する予定です。 

教科書 とくに教科書は指定しません。必要な資料は事前に配布します。 

参考文献 テーマが決まった段階で紹介します。 

備考  
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目次へ戻る 

教員名 高橋 信行 

演習テーマ 行政法の判例を学ぶ 

演習内容 

本ゼミでは、行政法の最新判例について学習する。法学部の講義においては、一

つの判例を丁寧に分析する余裕はないが、本来、判例の分析は法学部生として必

須の課程であるので、このゼミを契機として、判例分析の能力を習得するととも

に、行政法の分野にどのような変化が生じているか、という点を学んでほしい。

ゼミの進め方としては、前期においては、3～4の判例を取り上げ、参加者全員で

判例の読み方・関連文献の調べ方・他の判例との比較・先例拘束性の法理の意義・

行政法の一般法理論等について学ぶ。後期においては、参加者が各自報告を行い、

その報告を基に全員で討議・検討を行う。授業の一環として夏休み（8 月下旬―

9 月上旬）に 1泊 2 日のゼミ合宿を開催するので、必ず参加すること（正当な理

由のない欠席は認めない）。 

ゼミの選考はレポートに基づいて行う。応募に際しては、以下に掲げた課題につ

いて 1200 字程度のレポートを執筆し、提出してください。 

 

 

【課題】「行政法に関する最近のニュース」について 

＊新聞やニュースを調べた上で、行政法関係のニュースで興味をもったものを

紹介してください。そして、なぜそれに興味を持ったか？関係する法的争点は何

か？自分だったらどのような解決を試みるか？といった点について意見を述べて

ください。(1000字) また、自分の自己紹介(特技や将来の夢、ゼミに向けて

の意気込み等)も付記してください。(200字) 

教科書 行政判例百選（第七版）I、II 

参考文献  

備考 

＊無断遅刻・無断欠席は 3 回目で除籍する(成績判定 R)。 

＊原則として、行政法１を履修中の者にしか応募を認めないので注意すること。

また、演習受講者は 3 年次に行政法２A/２B を必ず履修すること。 

＊「楽に単位がとれる」とか安易な気持ちで応募しないこと。 

＊ゼミ履修者は国家公務員採用総合職試験支援奨学金制度に応募することを推奨

する。（詳細については面接時に説明する） 
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目次へ戻る 

教員名 廣瀬 美佳 

演習テーマ 医療問題と法 ～“命
いのち

”は誰のものか～ 

演習内容 

本演習の前半では、講義科目である｢医事法｣(3･4年次対象(前期)；詳細につい

てはシラバス参照)と並行する形で、当該講義の各回で取り扱うテーマないし題

材の中から、より深く追及したい、あるいは学ぶべき、と担当教員が考える点に

つき、関連判例を始めとする資料の読み込みなどをしつつ(報告担当者を指定す

る場合もあり得る)、民法等関連分野の基礎知識―足りない部分があれば担当教

員の側で適宜補足する―をも踏まえた、参加者全員による活発な議論が行なわれ

ることを期待する。 

本演習後半は、それまでの勉学の中で各自が関心を持ったテーマにつき、個別

に、もしくは、類似のテーマを選んだ者同士グループを組んで、当該テーマに係

る研究を深めてもらうこととなるが、その過程において、演習内での報告、およ

び、当該報告を受けての他の参加者をも交えた議論･検討をしてもらう予定であ

る(したがって、自身のテーマ以外についても、十分な予習をして授業に参加す

ることが必要となる)。いずれにせよ、後半の内容については、参加者の希望を

も考慮しつつ、決定することとしたい(なお、いわゆる“ゼミ論”を書いてもら

うことは特に予定してしないが、例えば、本演習で学んだことを基に論文を書い

てみたい、さらには懸賞論文の類に応募したいといった希望があれば、それらに

ついても、応相談の上、指導していきたい)。 

教科書 授業時等に適宜指示する。 

参考文献 授業時等に適宜指示する。 

備考 

(01)本演習の履修にあたって: 

①民法(特に制限行為能力者制度･代理･親族)に係る基礎的な知識を有することが

望ましい。  

②医事法につき、応募時点で未履修の場合には、2018(平成 30)年度に履修す

ることが望ましい(履修人数制限等により登録不可となった場合は聴講でも可)。 

(02)選考日時について: 

面接の終了時刻は応募人数により前後するため明記しない(面接に要する時間は

応募者 1 人につき 20分程度を目安とする)。 

(03)履修者数について: 

参加者全員による議論を成立させるため、25名程度を上限としたい(｢演習内容｣

参照)。 
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目次へ戻る 

教員名 福岡 英明 

演習テーマ 重要憲法判例を読む 

演習内容 

重要な憲法判例を下級審判決から最高裁判決まで通して読み、その論理を正確

に理解し、自分の考えを明確にすることを目標とします。 

取り上げる判例は、募集の際に提出してもらったレポートを参考にして決めます。 

一つの判決につき担当する学生が報告し、参加者全員で議論したいと思います。 

 

教科書 手持ちの憲法の教科書 

参考文献 適時指示する。 

備考  
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目次へ戻る 

教員名 宮内 靖彦 

演習テーマ 戦争・武力行使における国際法の作動事例の検討 

演習内容 

明治時代以来、現在まで、日本が関わってきた様々な戦争や武力行使の事例に

おいて、どのような国際法の論点が議論されてきたかを検討します。第２次大戦

前と大戦後では、議論の枠組も論点も変わってきますが、戦争や武力行使の行わ

れた当時の文献資料を読み解きながら、安全保障の国際法・戦争法を問わず、問

題となった論点をすべて洗い出し、それらがどのように議論されたかを見ながら、

日本が国際法を通じて、どのように国際社会に関わってきたのかを考察します。 

 国際法と戦争に関心があり、何かを知りたい、何かを解明したいという人を待

っています。 

教科書 条約集は必携（出版社は問わない）。その他必要な文献資料は随時指示する。 

参考文献 必要な文献資料は随時指示する。 

備考  
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目次へ戻る 

教員名 森川 隆 

演習テーマ 株式会社法事例研究 

演習内容 

【内容】 

 皆さんが株式会社をイメージするのは難しいかもしれませんが、株式会社は、

経済を支える重要な存在であるだけでなく、皆さんの多くが就職する場ともなり

ます。本演習では、そのような株式会社をめぐる法的な規制（会社法上の規制）につ

いて、具体的な事例を取り上げて検討していきます。テーマとしては株式会社の

設立、株式、株主総会、新株発行、使用人、登記、事業譲渡を扱う予定ですが、

取り上げる具体的な問題については受講生と相談したうえで決定します。 

【運営】 

司会者による司会進行の下で、報告者が報告を行い、それに基づいて全員で議

論します。報告者には、レジュメを作成して報告を行っていただきます。複数人

でチームを組んで司会・報告を担当していただく可能性もあります。 

そのほか（懇親会等）は、受講生のノリ次第とします。 

【成績評価】 

 ３年生については、無断欠席がないことを前提として、司会・報告・発言の内

容により成績を評価します。４年生については、応相談となります（おおむね、本

年度の４年生と同様の扱いになります）。 

【その他】 

会社法の講義を履修していない人は、できる限り、演習の履修と併行して同講

義を履修してください。 

レポートの自己紹介文については、自分の長所（短所）、これまで頑張ってきた

こと、大学入学後に勉強してきたこと、将来の進路の希望、担当教員への要望な

どを自由に記述していただいて構いません（演習に所属する現 3 年生が目を通すことが

あります）。 

質問があれば、担当教員の研究室を訪問してください（若木タワー７階にあります。

平日の夕方以降は在室している可能性が高いと思います）。 

教科書 
本年度は、高田晴仁＝久保田安彦編『人間ドラマから会社法入門』（日本評論社）

を採用しました。次年度に採用する書籍は、受講生と相談したうえで決定します。 

参考文献 開講時に指定します。 

備考 
レポートの提出期限について、所用等との関係で、遵守するのが困難な方につい

ては、事前に担当教員に相談してください。 
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目次へ戻る 

教員名 安田 恵美 

演習テーマ 近時の犯罪現象の分析とそれに応じた刑事政策のあり方に関する検討 

演習内容 

 平成 28 年に成立した「再犯防止推進法」という法律の趣旨を反映した施策を

実現するために、平成 29 年 10月に、「再犯防止推進計画（案）」が公表され

た。そこでは、「犯罪者」といっても、年齢、性別、犯罪の種類などによって犯

罪の特徴や犯罪に至るまでの経緯はまちまちであり、必要な犯罪対策も異なると

されている。すなわち、犯罪対策を考えるためには、まずは犯罪や犯罪者の状況

を理解する必要がある。 

そこで、本演習では、前期は、グループワークを中心に刑事政策を学ぶ上での

基礎的なスキル・考え方をみにつけるための作業を、後期は個々の問題関心にも

とづき研究を深めていく作業を行う。 

前期は、まず近時の犯罪や犯罪者の状況について犯罪白書などの諸統計諸調査

を批判的に読み、分析していく。次に、近時の刑事政策に対して、グループディ

スカッション等を通して、自分の考えを深めていく作業を行う。後期は、自分の

問題関心を整理し、10000 字レポートを作成するための準備を進める。個々の

問題関心および、「問題」を解決・改善するための方法について議論を行う。 

教科書  

参考文献  

備考  
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目次へ戻る 

教員名 浅井 亜希 

演習テーマ 現代ヨーロッパ・リサーチ 

演習内容 

EU では現在、イギリスの EU 離脱、移民／難民、テロ、経済危機など多くの

問題を抱えている。本演習では、ヨーロッパの現在の状況を明らかにし、その問

題の根底となる歴史や理論的背景を検討する。 

本演習の前半では､ ヨーロッパに関する映画やドキュメンタリーをみたうえ

で､ 現代ヨーロッパが抱える社会問題を発見する｡同時に、文献講読を行い、問題

を分析する視角を身につける。 本演習の後半では、主にグループ・リサーチを行

う｡ 各グループでテーマを設定し､ 他大学との合同ゼミ報告会にむけた準備を行

う｡ その際､ 専門的な論文やデータ、海外情報をリサーチすることが求められる｡

グループ・リサーチに基づきながら、個人で最終報告を行う。 

参加者には､ 文献やインターネット､ 統計データ等を用いて自らリサーチし､ 

プレゼンテーションを行うスキルを身につけることを期待する｡ 

 

演習の構成： 

１．ディスカッション：映像にもとづく議論 

２．文献講読：担当回の報告 

３．グループ・リサーチ：他大との合同ゼミ報告会のため授業内外での準備 

４．個人リサーチ報告 

成績評価基準：平常点（40%）、担当回の報告（20%）、グループ・リサーチ

（20%）、個人リサーチ（20%） 

 

※注意事項：年間 4回以上の欠席、報告担当回の欠席の場合は、成績評価の対

象としない。 

また、授業は延長することがあるので、次の時限に授業を入れないことが望ま

しい。 

 

選考レポート：本演習の志望理由、およびヨーロッパに関して、どのような問

題についてリサーチしたいかについて論じなさい（その際、参考文献や新聞記事

等を用いることが望ましい）。 

教科書 
受講者の問題関心をもとに決定するが、EU の歴史や共生社会についての基礎的

な文献購読を行う。 

参考文献 授業時に随時紹介する。 

備考  
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目次へ戻る 

教員名 小原 薫 

演習テーマ 現代日本の政治の問題と思想を考える 

演習内容 

少子高齢化の進行と、近年の東アジアをめぐる安全保障問題の緊張から、従来

の日本の政治の方策ではなかなか対処できない問題が顕在化している。そうした

中にあって、これからいずれの選択をしていくことが、私たちにとって望ましい

のか。そのためには、現在の日本の政治の課題を、その前提から考える必要があ

る。今のところ、福祉、安全保障、年金等といった問題を取り上げる予定であ

る。 

 本演習では、前期は、いくつかの政治課題について新書を読み、そのうえで、

参加学生と討論することを考えている。後期は、自らが関心のあるテーマについ

て、自分で調べ、報告し、最終的にゼミ論文の作成を目指す。 

討論やゼミ活動に積極的な学生、自分で考え、発言できる学生を歓迎します。 

教科書 新書をベースに 4 冊程度取り上げる予定でが、現在は未定である。 

参考文献 その都度、指示する。 

備考 無断欠席厳禁。演習以外のゼミ活動に関心のない方は、ご遠慮いただきたい。 
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目次へ戻る 

教員名 永森 誠一 

演習テーマ 現代政治（関心に応じてテーマを選択する） 

演習内容 

共通テーマを「現代政治」として、その中で、それぞれが関心のあるテーマを選

択する。「現代政治」といっても、その範囲は広大なので、まずは、自分の関心

がどこにあるかを自問自答する。関心の所在が確かめられたら、その関心を、テ

ーマとして「一言で表現できるか」どうか、表現できるとしたらどんな言葉にな

るかを考える。演習では、それぞれが準備したテーマを、議論や討論を繰り返し

ながら、課題とするに値する、また課題とすることが可能なテーマへと絞り込ん

でいくことになる。そして、それぞれが選択したテーマについて論文を書いてみ

ることが、演習の目的になる。したがって、各人各様のテーマについて研究する

ことになる。演習の同僚に話を聞いてもらい、また同僚の話を聞いて、たがいに

相手のテーマについて理解を深めることが、演習のもう一つの目的になる。 

なお、平成３０年度のみの開講となるので、注意されたい。 

 

教科書 なし 

参考文献 適宜指示する。 

備考  

 


