
 

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～ 

3 月募集用 参考資料 
 

＜注意！＞ 

平成 30 年度 3 月募集（編入生第 2 次募集）用の事前参考資料です。 

平成 29 年 11 月に在学生を対象に実施した『法律専攻「演習」第 1 次募集』の

ゼミ内容紹介から、3 月募集を実施予定の教員のみを抜粋したものです。 

3 月募集実施時には最新の「ゼミ内容紹介」を公開しますので、 

必ずホームページから確認してください。 

 

本文中に選考に関する記述があっても、1 月に応募することはできません。 
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【目次】 
※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。 

 

 

法律科目 

■甘利 航司    P.2 ※3月募集実施予定 

■一木 孝之    P.3 ※3月募集実施予定 

■佐古田 真紀子  P.4 ※3月募集実施予定 

■佐藤 彰一    P.5 ※3月募集実施予定 

  

  

 

政治科目 

■茢田 真司    P.6 ※3月募集実施予定 

■宮下 大志    P.7 ※3月募集実施予定 
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目次へ戻る 

教員名 甘利 航司 

演習テーマ 刑法が果たせるものと、果たせないもの 

演習内容 

私たちは、刑法と刑罰が果たす機能に多くのものを期待しています。確かに、

そういった期待は無視されるべきではありません。しかし、刑法は、多くの人が

期待するほど、有効なものなのでしょうか。本演習では、刑法学を取り巻く「現

代的問題」を主に検討対象とし、刑法（＝刑罰）を使って（まで）対処すべき領

域の限界点を見定めたいとを考えています。 

おおよそ以下のものを予定しています。A．医療と刑法（①医療事故と過失犯の

成否、②医師法上の届け出義務、③危険な医療行為と同意）、B．スポーツと刑法

（①ドーピングに対する処罰、②スポーツと危険の引き受け、③スポーツくじと

賭博罪の関係）、C．契約上のトラブルと刑法（①二重売買と横領罪、②二重抵当

と背任罪、③詐欺罪の成立範囲）、D．「社会的に弱い立場の人」と刑法（①年少

である場合〔少年犯罪〕、②高齢である場合〔高齢者犯罪〕、③責任能力がない

人と刑事罰）、E．処罰の早期化（①予備罪の問題、②所持罪と行為原理、③いわ

ゆる「共謀罪」）、です。 

以上は一例であり、また、本演習では伝統的な刑法のトピック（例．正当防衛、

故意、盗品関与罪、名誉毀損罪など）も扱います。 

＊本演習がどのようなものか知りたい方は、ゼミ見学に来てください（木曜日

4 時限目）。また、a）授業担当者への質問や b）選考日時を変更して選考を願

い出る場合などは、amari@kokugakuin.ac.jp まで。 

 

教科書 

橋本正博『刑法総論』（新世社、2015 年） 

橋本正博『刑法各論』（新世社、2017 年） 

＊購入の必要はありません。 

参考文献  

備考 

本演習は、刑法総論・刑法各論のどちらか／両方を履修している（していた）学

生さんを主に想定していますが、そこまで難しいものではありません。刑法に興

味があるならば、刑法の勉強がはじめてでも何とかついていけると思います。 

なお、無断欠席は 1 回でもあると、以後、ゼミへ参加することができません。 
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目次へ戻る 

教員名 一木 孝之 

演習テーマ 民法(財産法)判例読解 

演習内容 

【内容】 

前期：「これまでに下級審裁判例を読んだことがない、というゼミ生一人ひとり

が、最高裁判例を読みこなせるようになるためのトレイニング」を重ねま

す。 

後期：毎回、民法財産法にかかわる最高裁判例を 1 件取り上げ、担当者のレジュ

メを用いた報告を受けたのち、ゼミ生全員で、そこに含まれる論点を検討

します。 

 

【ゼミの雰囲気】 

「法学部に入ったのだから、判例が読めるようになりたい」「1 年間、民法(財産

法)をじっくり勉強してみたい」という人を歓迎します。 

＊コンパは、年２回程度です。合宿は、ゼミ生からの希望があれば、検討します。 

 

【問い合わせ】 

メール宛先：taka1@kokugakuin.ac.jp 

＊送信時には、件名を付したうえ、署名（学籍番号・氏名）を忘れないこと。 

教科書 特になし 

参考文献 

潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例百選 I 総則・物権［第 8 版］』（近刊） 

中田裕康・窪田充見編『民法判例百選 II 債権［第 8 版］』（近刊） 

＊刊行が間に合わない場合には、第 7 版を薦めます。 

備考 
出席は義務です。欠席の甚だしい者には、受講を認めない場合があります。受講

態度不良の者（消極的姿勢に終始するなど）についても同様です。 

  

mailto:taka1@kokugakuin.ac.jp
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目次へ戻る 

教員名 佐古田 真紀子 

演習テーマ 民事訴訟法の事案について議論する 

演習内容 

毎回、ひとつの事件を取り上げて、その問題点を深く掘り下げていきます。民

事訴訟法上の問題点とは、例えば「お寺の住職が解雇されても裁判上の救済は受

けられないのか？」「盗んだ日記を証拠として法廷に提出することは可能？」

「訴状が誤って被告に届かないまま判決が下されても、被告は判決に服さなけれ

ばいけないか？」等といったものがあります。ゼミではこうした問題につき、報

告担当チームが報告を行った後、全員で質問や意見を出してざっくばらんに話し

合いながら、手続法的な考え方を修得していきます。 

毎年 10 月に、北は北海道、南は沖縄まで全国の大学から約 17 ゼミ 300 余

名（！）の民訴ゼミ生が集う民事訴訟法合同ゼミナールが開催され、この合同ゼ

ミへの参加が当ゼミのメインイベントとなりつつあります。4 年生のしっかりし

たサポートのもと、3 年生は短期間でめきめきと実力をつけ、今年の合同ゼミで

も佐古田ゼミは他大学のゼミと充実したディベートを行ってきました。前日の開

会式では各ゼミのゼミ長によるユーモアたっぷりのゼミ紹介があり、ディベート

終了後の懇親会では他大学の学生や教員と交流を深めて盛り上がります。すっか

りその魅力にとりつかれたゼミ生達は、合同ゼミを目標に、年間を通して主体的

に計画を立て、お互いに協力し合って仲良くゼミ活動を行っています。 

目標をもって頑張ってみたいという方、人前で話すことがうまくなりたいとい

う方を歓迎します。 

 

教科書  

参考文献 

伊藤眞 『民事訴訟法（第 5 版）』 （有斐閣） 

高橋宏志 『重点講義民事訴訟法上・下（第 2 版補訂版）』 （有斐閣） 

高橋宏志他編 『民事訴訟法判例百選（第 5 版）』 （有斐閣） 

備考 

民事訴訟法の授業を同時に履修してください。また、民法総則、債権各論、債権

総論、物権の講義を履修済みであるか、同時に履修することが必要です。 

法学部 fb でゼミの様子を紹介しています。 

質問・相談がある場合は、sakota@kokugakuin.ac.jp まで遠慮なくご連絡く

ださい。 
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目次へ戻る 

教員名 佐藤 彰一 

演習テーマ 現代社会の生活トラブルと法 

演習内容 

現代社会は、少子高齢化社会であり高度に複雑化した消費社会です。高齢者や

障害者、あるいは未成年者など、いわゆる生活弱者と呼ばれる人々の日常生活は、

この社会の中で消費者契約紛争はもとより、事故対応、たとえば虐待紛争や、徘

徊事故、施設契約トラブル、相続・離婚などさまざまなトラブルに溢れています。

訴訟や成年後見制度の利用といった司法手続きの利用はもちろん、交渉、調整、

行政指導などさまざまな手段が動員されていきます。福祉や介護、医療の関係者

は、権利擁護というタイトルでこうした問題を扱いますが、法律学からこれらの

トラブルをみれば、民法、民事訴訟法に関わる、ごく普通の法律問題とです。 

もっとも対象となる素材が、困難な生活の中で生起するものですので、法哲学

やケアと倫理学などの話題にも関わってくることもあるのですが、本演習では、

現代社会の中で高齢者と障害者や子供などの生活弱者の抱えるこうした日常的問

題を、実際の事例や法制度の検討を通して学習します。事例の多くは社会的に報

道されている著名事件です。 

扱う法律問題は多岐にわたるが、担当教員の解説と参加学生からの質疑応答の

形で進めて行く。扱う素材は、不法行為の損害賠償（たとえば JR 東海の高齢者

徘徊事故訴訟）、契約の締結に関わるもの、虐待に関わるもの、成年後見制度に

関わるものなどである。 

教科書 必要な資料は、担当者の方で用意する。 

参考文献  

備考 
選考は面接で行うが指定された選考日時に都合がつかない人は、次の佐藤アドレ

スまで直接連絡されたい。satosho99@kokugakuin.ac.jp 
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目次へ戻る 

教員名 茢田 真司 

演習テーマ 新自由主義とデモクラシー 

演習内容 

グローバル化の進展とともに、国際的にも国内的にも経済的な格差が拡大しつ

つあります。経済的な格差の拡大が、デモクラシーにとってどのような意味を持

つかという問題は、昔から重要な政治理論のテーマの１つですが、その持つ意味

は次第に重大になりつつあります。 

この演習では、日本やアメリカ、イギリスにおける経済的な格差の拡大につい

てのルポルタージュを読んで、現状に対する理解を深めた後、そうした経済的な

格差の背景にある新自由主義という考え方が、どのような帰結をデモクラシーに

もたらすかについて検討してみたいと思います。 

目標は、新自由主義の問題性を早くから指摘し、それに対する現実的な対応を

模索してきたロバート・ライシュの『格差と民主主義』、および、現代アメリカ

を代表する政治理論家の１人であるウェンディ・ブラウンの近著『いかにして民

主主義は失われていくのか』を、全員で読み解くことです。 

演習は、全員で質疑応答や討論をしながら文献を読んでいく形式で行われます。

参加者は、報告や議論によって、毎回積極的に演習に関わってもらいます。また、

夏休み以降に、自分の選んだテーマについてゼミ論文を執筆してもらいます。 

応募する人は、自分の身近で経済的な格差が拡大していると感じられる事例の

説明と、「ゼミの志望理由」を合わせて 1000 字程度のレポートにして、面接時

に持参してください。選考にあたっては、積極的に演習に参加する意志のある人

を優先します。 

教科書 

中日新聞社会部、『新貧乏物語』、明石書店、2017 年 

ジョーン・ウィリアムズ、『アメリカを動かす「ホワイト・ワーキング・クラス」と

いう人々』、集英社、2017 年 

オーウェン・ジョーンズ、『チャヴ 弱者を敵視する社会』、海と月社、2017 年 

ロバート・ライシュ、『格差と民主主義』、東洋経済新報社、2014 年 

ウェンディ・ブラウン、『いかにして民主主義は失われていくのか―新自由主義の見

えざる攻撃』みすず書房、2017 年など 

参考文献 

J・D・ヴァンス、『ヒルビリー・エレジー～アメリカの繁栄から取り残された白人た

ち』、光文社、2017 年 

デ-ル・マハリッジ、マイケル・ウィリアムソン 、『繁栄からこぼれ落ちたもうひと

つのアメリカ』、ダイヤモンド社、2013 年 

金成隆一、『ルポ トランプ王国――もう一つのアメリカを行く』、岩波新書、2017

年など 

備考 
面接当日都合が悪い場合､その他ゼミについての質問や、文献等についての質問が

ある場合には、karita@kokugakuin.ac.jp までメールで申し出てください。 
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目次へ戻る 

教員名 宮下 大志 

演習テーマ 「日本の政治、日本の民主主義、そして日本の未来」 

演習内容 

テーマ「日本の政治、日本の民主主義、そして日本の未来」 

 

 日本の政治、日本の民主主義、そしてこれからの日本のあり方について論じて

みたいと思います。 

 日本の政治と民主主義は、かつては「55 年体制」のもと、かわりばえのしな

い、そしてあまりよくないイメージで見られてきました。しかしみなさんの生ま

れる少し前、その「55 年体制」が崩れ、また日本の置かれた状況の変化もあっ

て、自民党長期政権の時代とは違う要素も出てきています。一応、政権交代も起

こりました。 

 しかし、変わりはしたものの、近頃の政治を見ていると「進歩はしているのか？」

と首を傾げてしまう気持ちも湧いてきてしまいます。 

 

 そこで、来年度のゼミではこの日本の政治・民主主義について、どう評価すべ

きか、今後はどうなるのが望ましいかなどを論じてゆきたいと思います。 

 そしてそのために、過去の日本の政治を検討したり、現在の問題点を考えたり、

今後のあるべき姿を議論したり、ということをみなさんとやってゆく予定です。 

 そしてその際には、欧米との比較や理論的考察も盛り込めたら、とも考えてい

ます。 

 

 なお、ゼミ参加希望者は、「これまでにもっとも興味を持った講義」という題

目で、これまで履修した講義のうち、もっとも興味を持った講義について、その

内容を紹介しながら、そこから自分が何を考えたかを記したレポートを面接時に

提出してください。 

現ゼミ生は選考を免除します。 

教科書 開講時に指定 

参考文献 開講時に指定 

備考 

面接の日時にどうしても都合の悪い学生は、11/28(火)13 時までに、

miyashita@kokugakuin.ac.jp 宛てに連絡すること。その際、都合の悪い理由

と、面接日時の協議のための電話番号を明記すること。 

 


