
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【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。 

※1次募集時に、「一木先生」のクラスは定員に達しました。 

 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。 

 募集枠に余りがある場合に限り 9 月に第Ⅱ期募集を行う予定ですが、募集の実施は確実ではなく、

希望するクラスで募集されない場合もありますので、ぜひ今回、応募するようにしてください。 

 「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：6月 20日（水）20：00～23日（土）12：50 

応 募 方 法：K-SMAPY（アンケート機能） 

選考結果発表：6月 27日（水）（予定） 

発 表 方 法：K-SMAPY 

 



担当教員の専門分野 開講曜時 金曜・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

刑事訴訟法・少年法

キャリア形成と法律学

メール（takauchi@kokugakuin.ac.jp）またはオフィスアワー（火曜14:30～15:30、木

曜10:30～11:30、金曜14:30～15:30）に研究室を来訪。

自由記載欄の「志望理由」で選考します。

担当教員名 高内　寿夫

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め 「大学でいかに学ぶか」というテーマをまじめに議論したい人

授業の目的・内容 　大学時代に、社会に出て働く自分を想像することは容易ではありません。また、

たとえ想像できたとしても、実際に就く仕事は、想像していたものとは違っている

場合が多いものです。しかし、私の経験から言って、大学時代に行った活動とくに

自分から自発的に行った活動は、その後の人生に大きな影響を与えます。

　本演習は、自分のこれからの将来設計を念頭に置きながら、課外活動や遊びは別

として（それも大変重要ですが）、人生の糧とするために、自らが専攻する法律

学・政治学をどう学んでいけばよいのかを議論していこうと思います。なお、取り

上げるテーマを下に示しましたが、テーマについては受講生と協議の上、変更する

場合があります。

教科書・参考書
教科書はとくに指定しません。

授業の進め方
基本的に教員が受講生に質問をしていきます。テーマは事前に提示しますので、自

分の考えをまとめて授業に臨んでください。

身につくスキル

評価方法 平常点１００％。ディスカッションへの参加状況およびレポート・プレゼンテー

ションの内容によって評価します。



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

内容

オリエンテーションと自己紹介

就職面接で、「あなたは大学時代に何に力を入れましたか。」と質問されました。

あなたはどう答えたいと思いますか。

会社の上司から「君は法学部出身だったね。」と言われました。社会は法学部生に

何を求めていると思いますか。

「刑法など勉強して何の役に立つの。」と質問されました。あなたはどう答えます

か。

レポートのまとめ方とプレゼンテーションの仕方

レポートをまとめる（１）―私は大学での学びを社会でこう生かす―

レポートをまとめる（２）―私は大学での学びを社会でこう生かす―

プレゼンテーション（１）―私は法律学（政治学）をこう学んでいく―

あなたは会社・大学でハラスメントを受けました。あなたはどのような対応をとる

べきでしょうか。

あなたがハラスメント問題に対処する立場であったならば、どのような対応をとる

べきでしょうか。

ハラスメントに対して、会社・大学はどのような体制・方針で臨むべきでしょう

か。

あなたは市役所の職員です。窓口を訪れた住民の方から「となりのゴミ屋敷を何と

かしてほしい。」と相談を受けました。どう対応しますか。

あなたは市役所の職員です。ゴミ屋敷問題について、職員として出来ることと出来

ないことは何でしょうか。

プレゼンテーション（２）―私は法律学（政治学）をこう学んでいくー

ゴミ屋敷問題を総合的に解決するためには、何が必要でしょうか。



担当教員の専門分野 開講曜時 金曜・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

政治学

社会的な問題について考え、議論する練習をしてみる

miyashita@kokugakuin.ac.jp まで、連絡をください

  最近の社会的な出来事のうちあなたが関心を持った出来事を一つ選び、それについて「自分なりに考えたこ

と」を、エントリー時の自由記述欄に記してください（「志望理由」ではないので注意）。その文章から、社会

への関心と「考えようとする姿勢」を評価し、選考基準とします。

担当教員名 宮下　大志

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め 「議論したい」人、「議論ができるようになりたい」人にオススメです

授業の目的・内容 　まず、「自分なりに論じる」ことに慣れてもらいます。自分が興味を持ったテー

マについて論じてみましょう。そして、学生同士で「議論して」みましょう。ま

た、文章をまとめたり、それを「レジュメ」にするという作業も行います。「やや

カタメの」本を読み、その内容についてまとめて、発表し、その主張について検討

する、というところまで、練習として経験してもらいます。それが、法律を学ぶに

しても政治を学ぶにしても、大学での勉強の基本となるからです。そしてその過程

で、世間で発表/発行されている文書について「疑う」ということも覚えてもらいま

す。みなさんは、「活字」になっている主張については、もしかしたらそのまま鵜

呑みにしてしまう傾向があるかもしれません。しかしじつは、世の中には対立する

意見が飛び交っていて、それを「自分なりに」吟味する必要があるのです。以上の

ことをマスターすれば、さあ、これであなたも、ホンモノの大学生です！

教科書・参考書 その都度教材を配布します。基本的には社会的なテーマ、政治的なテーマの教材を

使用します（判例を議論するとかではありません）。

授業の進め方 　授業の進行によって変わっていきますが、基本的にはこちらが提供したり皆さん

方に探してもらった材料について、皆さん方に発言してもらう形で授業を進めま

す。

身につくスキル

評価方法 　平常点により評価します（毎回の出席を当然の前提として、討論への参加度、報

告内容、そして（ときどきの）提出物）

mailto:miyashita@kokugakuin.ac.jp%20まで、連絡をください
mailto:miyashita@kokugakuin.ac.jp%20まで、連絡をください


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

内容

ガイダンス・自己紹介

自分の意見を形成する・発表する：自分で記事を探して（１）

自分の意見を形成する・発表する：自分で記事を探して（２）

自分の意見を形成する・発表する：自分で記事を探して（３）

議論をする：教員の用意するテーマで

（１）

議論をする：教員の用意するテーマで

（２）

議論をする：教員の用意するテーマで

（３）

ディベートをしてみよう(1)

過去には、フランスの「公共の場で顔を覆う

ことを禁じる法律」(ムスリムを意識したも

の)の是非や、「貧困は自己責任か社会の責

任か」などのテーマで議論をしました

ディベートをしてみよう(2)

文章をまとめる・レジュメを作る：教員の用意する、やや長めの文章で（１）

文章をまとめる・レジュメを作る：教員の用意する、やや長めの文章で（２）

ゼミ形式で報告・議論をしてみる：新

書を一冊、題材にして（１）

ゼミ形式で報告・議論をしてみる：新

書を一冊、題材にして（２）

過去には、なぜ就職後短期間で辞めてしまう若

者が多いのかという問題から年功序列の問題を

考える書籍や、「レストランでみんなと同じも

のを注文してしまう日本人」が欧米人から批判

されている(「没個性!」)ことについて「それが

いけないことなのか」と考察する書籍などを使

用しました

ゼミ形式で報告・議論をしてみる：新

書を一冊、題材にして（３）

ゼミ形式で報告・議論をしてみる：新

書を一冊、題材にして（４）



担当教員の専門分野 開講曜時 木曜４限

講義概要

授業のテーマ

 

資料の 収集 〇 文章の読解 〇

プレゼンテーション 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

担当教員名 安田恵美

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め
法律を学ぶ基礎的なスキルを身につけたい！受講生どうしでの議論に積極的に参加

してみたい！というアクティブな学生さんにオススメです。

授業の目的・内容 　犯罪をした人にはなぜ刑罰が科せられるのでしょうか？

　懲役刑を宣告された後、刑務所では塀の外と同様の生活ができるのでしょうか？

　１つ目は「刑法」に、２つ目は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法

律」に関する論点です。しかし、これらの法律は、上記２つの問いについて直接的

には規定していません。そこで、判例や参考文献を手掛かりに「理論」を学んだ

り、それらに依拠しながら条文を「解釈」する作業が必要になります。

　この授業は、判例や参考文献の検索・入手のしかたや、それらの読み方など、み

なさんがこれから４年間法学を学ぶにあたり必要なスキルを習得することをひとつ

の目標としています。その目標を達成するために、この授業では「犯罪」と「刑

罰」にかかわる様々な論点に関するグループワーク、ディスカッションなどを行い

ます。

教科書・参考書 授業中に適宜紹介します。

授業の進め方 この授業では、まず文献の読み方、調べ方、文章やレジュメの作成方法を身に着け

るための練習をしながら、議論の素材を整理します。集めた素材を使いながら、グ

ループの中や受講生全体での議論を行います。

身につくスキル

評価方法 グループワークやディスカッションにおける発言の内容（50％）や作成したレジュ

メや文章の内容（50％）を評価します。

刑事政策

「刑罰」ってなんのためにあるの？

火曜２限のオフィスアワーを利用するか、yasuda@kokugakuin.ac.jpまでメールをください。

志望理由に基づき選考を行うので、エントリー時の自由記述欄に、この基礎演習の

履修を志望する理由を書いてください。



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 総括

「条文」を読んでみる②―刑務所の中で家族に会う権利、手紙を送る・受け取る権

利

「条文」を読んでみる③―刑務所を出た後の生活に向けた準備

ディスカッション③―刑務所での生活と一般社会の生活は異なっても良いのか？

各自で考えを整理してみよう―刑務所拘禁の意義と弊害

ディスカッション④―刑務所はどのような機能を果たすべきか？

判例を読んでみる①－裁判所が言い渡す「刑罰の重さ」の理由を読む

判例を読んでみる②―裁判所が言い渡す「刑罰の重さ」の理由を読む

判例を読んでみる③―裁判所が言い渡す「刑罰の重さ」の理由を読む

ディスカッション②―判例の結論に賛成か？反対か？

「条文」を読んでみる①―刑務所の中の医療、刑務所の外の医療

内容

ガイダンス―自己紹介、班分け、文献の探し方のレクチャー

刑罰の目的について考える① ―資料を読んでみよう

刑罰の目的について考える② ―グループの中で話し合ってみよう

ディスカッション①―20回オニギリを盗んだ人と1回人を殺した人ではどちらに対

する刑罰の方が重くなるのか？


