
   

法律専攻「演習」        

1 月募集（編入学者対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



法学部法律学科法律専攻「演習」 

1 月募集要項 

平成 31 年度 学士入学／一般編入学／系列編入学用 

 

【目次】 

1. 募集について 

2. 募集に関する注意事項 

3. 選考方法  

4. ゼミ内容  

 浅井 亜希 先生 5 頁 
 

 関 哲夫 先生 12 頁 

 一木 孝之 先生 6 頁 
 

 高内 寿夫 先生 13 頁 

 大江 毅 先生  7 頁 
 

 高橋 信行 先生 14 頁 

 川合 敏樹 先生 8 頁 
 

 長又 高夫 先生 15 頁 

 川村 尚子 先生 9 頁 
 

 福岡 英明 先生 16 頁 

 捧 剛 先生 10 頁 
 

 森川 隆 先生 17 頁 

 鈴木 達次 先生 11 頁 
 

 安田 恵 先生 18 頁 

 

≪注意事項≫ 

以下の教員は、1月募集は実施しませんが、3月募集を実施する予定です。 

1 月募集にて、演習に合格した場合、3月募集の際に応募することはできません。 

以下の教員の演習を希望する場合は、今回の 1 月募集では応募せずに、3月募集の際に応

募してください。（募集日程は後日大学ホームページでお知らせします） 

 

◎在学生対象の演習募集時（平成 30年 12月実施）のゼミ内容紹介 

（3月募集の際に、内容が変更になる場合もあります。） 

 佐古田 真紀子 先生   19 頁 

 佐藤 彰一 先生      20 頁 

 佐藤 秀勝 先生      21 頁 
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１．募集について 

 

【募集スケジュール】 

1 月 募 集 

応 募 期 間 2019 年 1 月 7 日（月）～ 1 月 16 日（水）必着 

選 考 期 間 2019 年 1 月 17 日（木） ～ 1 月 23 日（水） 

合 否 発 表 2019 年 1 月 26 日（土）予定 

 

３ 月 募 集 

募集日程等については、未定です。 

詳細が決まり次第、大学ホームページでお知らせいたします。 

 

 

 

 

【目次に戻る】 
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2．募集に関する注意事項 

 

(ア) 必ず応募期間に応募してください。応募期間外の応募は認められません。 

(イ) 応募用紙の提出がなく、課題の提出だけをしている場合には、応募は受付られません。

必ず、応募用紙も提出してください。 

(ウ) 提出期限を超えたリポートの提出は認められません。 

(エ) 演習は、月～金の 1 限～6 限の間で開講される予定です。具体的な開講曜時は、時間割

の発表時に確認してください。 

(オ) 政治科目の演習は、政治専攻の「演習Ⅰ」「演習Ⅱ」との合併開講です。 

(カ) 合格後に、他のゼミへの変更はできません。 

(キ) 各教員の連絡先に関する問い合わせにはお答えできません。 

(ク) ゼミ応募に関する問い合わせ先は以下のとおりです。 

 

 

【問い合わせ先】 

教務課 ①9 時～12 時 50 分 ②13 時 50 分～20 時 30 分 

法学資料室（若木タワー7 階） ①9 時～17 時 

※月曜日～土曜日で受け付けます。 

※日曜日・祝日は学年暦に準じ、授業実施日に限り開室いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目次に戻る】 
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3．選考方法  

希望する教員の選考方法を確認してください。 

例年、リポートの提出期限や面接日時を間違えているケースがありますので、ご注意ください。  

 

【目次に戻る】 

 

 

 

選考

方法

（書式）

A4横書き2枚

1月16日（水） （字数）

必着 2,000字

t-kawai@

kokugakuin.ac.jp

1月16日（水）

12時50分

（書式）

（字数）

1,500字程度

メール提出

tsuyoshi-ohe@

kokugakuin.ac.jp

締切

日時

提出

方法

1月16日（水）

12時50分

教員名
提出方法

備考
締切日時

浅井　亜希 リポート

提出

方法 ゼミでの研究テーマおよび志望理

由について締切

日時

郵送

リポート内容

①自己紹介

②志望理由

③なぜ民法の演習を選んだか

④どんなゼミにしたいか

提出

リポート

締切

日時

（１）自己紹介

（２）このゼミの志望理由

（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、そ

の中でどのような活動をしたいか

指定された英文の内容に対する自

分の意見＋志望理由

（「ゼミ内容」参照）

別紙「民事訴訟法演習（担当：大

江）アンケート用紙」

方法

メール提出

naokawamura1989@

kokugakuin.ac.jp

1月16日（水）

12時50分

メール提出

sasage@

kokugakuin.ac.jp

締切

日時

1月16日（水）

12時50分

締切

日時

1月16日（水）

必着

提出

方法

一木　孝之

大江　毅 リポート

リポート川合　敏樹

捧　剛 リポート

提出

方法

締切

日時

提出

方法

リポート

民法財産法（民法総則・物権・債

権総論・債権各論）科目を受講し

た際、「興味深いけれどわからな

い」と感じた論点について

（1）「ここまではわかったこ

と」〈400字〉

（2）「ここからわからないこ

と」〈400字〉

（書式）

A4

（字数）

800字

川村　尚子

（書式）

自由

（字数）

1,200字程度

Wordファイル

（A４用紙２枚以内/10.5ポイン

ト）

メール提出

詳細はゼミ紹介ページを参照の

こと

（書式）

自由

（字数）

自由

郵送
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【目次に戻る】 

 

  

選考

方法

（書式）

A4

1月16日（水） （字数）

必着 800字程度

（書式）

A4横書き

パソコンで入力

（字数）

1,000～1,2000字

（書式）

A4横書き

Wordファイル

（字数）

500～1,0000字

メール提出 （書式）

（字数）

(書式）

A4

縦書・横書　どちらも可

（字数）

1,200字程度

特に指定しない

200～400字

（書式）

横書き、手書き不可

（字数）

1,000字程度

高橋　信行 リポート

提出

方法

締切

日時

メール提出

n-takaha@

kokugakuin.ac.jp

1月16日（水）

12時50分

最近の行政法関係のニュースで興

味をもったもの

（書式）

A4

（字数）

1,000字~1,200時

安田　恵美 リポート

（１）自己紹介

（２）会社を作るとしたらどのよ

うな会社を作りますか？

（３）あなたは１０年後どうなっ

ていますか？

長又　高夫

提出

方法

締切

日時

御成敗式目とはどのような法典か

郵送

1月16日（水）

必着

ゼミで探求したいテーマと調べた

こと、ゼミに入ってからの抱負

提出

方法
郵送

締切

日時

1月16日（水）

必着

提出

方法

締切

日時

メール提出

yasuda@

kokugakuin.ac.jp

1月16日（水）

12時50分

リポート

リポート

高内　寿夫

提出

方法

締切

日時

メール提出

tseki@

kokugakuin.ac.jp

1月16日（水）

12時50分

提出

方法

メール提出

takauchi@

kokugakuin.ac.jp

締切

日時

1月16日（水）

12時50分

鈴木　達次 リポート
方法

締切

日時

福岡　英明

締切

日時

1月16日（水）

12時50分

関　哲夫

リポート

hfukuoka＠

kokugakuin.ac.jp

提出

方法

リポート

自己紹介文

提出

「（１）未必の故意」概念を解説

し、「（２）刑法ゼミを志望する

理由」について説明しなさい

郵送

演習で検討したいテーマについて

森川　隆 リポート

（書式）

Wordファイル

（字数）

A4で１枚程度

興味がある憲法判例を１つあげ、

その理由を示してください

教員名
提出方法

リポート内容 備考
締切日時
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４．ゼミ内容  
【目次に戻る】 

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、ポピュリズムの台頭な

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（外国語含む）が求められる｡グループ・リサーチに基づきな

がら、個人で最終報告およびゼミ論文を提出する。 

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：ゼミ論文（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  



法学部法律学科法律専攻「演習」 

1 月募集要項 

平成 31 年度 学士入学／一般編入学／系列編入学用 

- 6 - 

【目次に戻る】 

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］』 

中田裕康・窪田充見編『民法判例百選 II債権［第 8版］』 

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。 
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【目次に戻る】 

教員名 大江 毅  

演習テーマ 民事訴訟法演習 

演習内容 

本演習は、民事訴訟法に関する理解を深めることを最終的な目標とする。 

ゼミは受講生が創りあげるものである。具体的な授業テーマ等については、受講生と相

談して決める。なお、平成 30年度は、ゼミ生が作成したオリジナルシナリオのもと、民事

模擬裁判を実施中である。 

今回の募集では、民事訴訟法に関心があり、積極的にゼミを創りあげようとする意欲の

ある者を募集する。 

  

教科書 追って指示する。 

参考文献 追って指示する。 

備考 
無断欠席、多遅刻・多欠席には、厳しい対応をとる。 

2019年度実施の本演習は、前期集中（授業を週に２回実施）開講の予定である。 

教務課より 

選考課題のアンケート用紙については、応募締切日時までに以下の教員メールアドレスへ

応募希望の旨を連絡し、メールの添付ファイルで受け取ってください。 

大江先生（メールアドレス）：tsuyoshi-ohe@kokugakuin.ac.jp 
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【目次に戻る】 

教員名 川合 敏樹 

演習テーマ 行政法と環境法の基本的・発展的問題を学ぶ 

演習内容 

行政法と環境法（主に国内環境法）の制度・理論・実務・裁判例などを学んでいきます。

前期では、行政法総論の復習をしながらゼミ形式での学習に慣れるとともに、行政救済法

や環境法の基本を理解することを目標とします。後期では、ゼミ生の希望のもといくつか

のテーマを取り上げ、ゼミ生のより主体的な参加に基づいて、より各論的・専門的な考察

を進めていく予定です。今年度扱っているテーマは、行政裁量と司法審査、保育所民営化

と行政訴訟、薬害・学校事故等と国家賠償責任、土地利用規制と補償の要否、公水使用権

の性質（流水は誰のものか）などです。希望者は個人でのリサーチペーパー（ゼミ論文）

の執筆も可能です。 

懇親目的のコンパやゼミ合宿は、ゼミ生による企画・運営のもと行っています。ゼミで

学び、ゼミを創っていくのは、他ならぬゼミ生自身なので、ただ教室に来るだけの学生は

望みません。授業内外で関心を持った問題や判例をさらに深く検討し、ゼミでの学習と懇

親目的の行事の双方について主体的に参加・運営できる学生の応募を待っています。「ゼミ

に入らなければ、こんないろいろな人たちと議論や談笑をして『仲良く』なる機会なんて

なかった！」と言えるゼミにしてほしいと考えます。 

教科書 特定の教科書は使用せず、プリント等の教材を適宜配布します。 

参考文献 開講後に指示します。 

備考 
原則として遅刻・欠席不可。遅刻・欠席せざるを得ない場合は、理由を付して事前に連絡

すること。 
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【目次に戻る】 

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

ートを提出してもらいます。 

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・合宿は、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)志望理由、(3) 民法・財産法分野で興味のある問

題（なぜ興味を持ったかも含めて）、(4)どんなゼミにしたいか、以上４点について、A４・

２枚まで（word ファイル/横書き/1,500 字程度）にまとめて、私のメールアドレス宛に送

ってください。 

 なお、件名に必ず、「２０１９年度演習第２次募集」と書くこと。また、メール本文に学

籍と名前を必ず記載するようにすること。 

教科書 
六法必携。 

授業時に適宜指示します。 

参考文献 授業時に適宜指示します。 

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るので、あまり心配しない

でください。 

(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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【目次に戻る】 

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。 

 選考方法ですが、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対

する自分の考えと、簡単な志望理由を書いてメールで送ってください。 

 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。 

 

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

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

 

 

 

 

教科書  なし 

参考文献 
 なし(それほど難しくない[と思われる])英文資料(主として、新聞記事)を、毎回配布し

ます。 

備考  なし 
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【目次に戻る】 

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。 

 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、演習と併行して履修してください。 

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、２０１９年度も行う予定です。 

④これまでは少数精鋭でやってきましたが、来年度からはなるべく多くの学生に参加して

もらって議論を深めたいと思っています。ひとりでも多くの方が応募されるよう希望しま

す。 
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【目次に戻る】 

教員名 関 哲夫 

演習テーマ 刑法（総論・各論）の論点を考え抜こう 

演習内容 

 刑法総論・刑法各論の基礎知識を活用して、刑法総論・刑法各論の各論点を勉強してい

きます。 

 以下のような項目に即して勉強します。 

 

  〇新聞報告会   新聞記事に掲載された刑事事件を素材に報告 

           ⇒生の刑事事件（犯罪）を素材にして刑法の知識を確認する 

  〇研究報告会   刑法総論の重要論点を報告 

           ⇒刑法総論の論点を少し深く考察する 

 

  〇事例検討会   刑法総論・刑法各論の論点が含まれた事例問題を解いて報告 

           ⇒対論形式で議論する中で、瞬時に質問に答える「瞬発力」を身

につける 

  〇ゼミ論文執筆  ３年次・４年次の２年間でゼミ論文を書き上げる 

           ３年次に「初稿」、４年次に「完成稿」を執筆 

           「法学部学生として４年間の集大成」のつもりで「卒業記念作

品」として 

教科書 
◯関哲夫『講義 刑法総論（第２版）』（成文堂・2019年刊行予定） 

◯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」を出して他者と交流することから始まる 

  他者の意見に耳を傾け、自分の考えを伝える実践の場、コミュニケーションの力を養

う機会、｢瞬発力｣を付ける場に。 

○ヨコ・タテの交流を深めて 

  「よく学び､よく遊び」を実践し、ゼミ生同士のヨコの交流、先輩･後輩のタテの交流

を積極的に。 

○自分で課題を見つけ、自分で答えを見つけ、自分で考える楽しさを 

  ゼミですので、刑法について自分が疑問に思っていること､納得・理解できない点を「自

分の課題」とし、それを考え抜くことを大切にする機会に 
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【目次に戻る】 

教員名 高内 寿夫 

演習テーマ 
少年法を学ぶ 

―プレゼンテーション・ディスカッション・ディベートによって― 

演習内容 

本ゼミナールは、プレゼンテーション、ディスカッション、ディベートという３つ

の形式によって、少年法を様々な観点から検討していきたいと思います。予定して

いるテーマは、少年法の適用年齢を１８歳に引き下げるべきか、非行少年とその被

害者の実名報道はどうあるべきか、石巻事件（少年事件）に死刑を適用すべきか、少

年事件の裁判員裁判はどうあるべきか、非行少年の処遇はどうあるべきか、子ども

の権利条約から非行少年・被害者の権利をどのように理解すべきか、児童虐待にど

のように対応すべきかなどです。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３回取り上げます。 

第１回目はテーマに関しプレゼンテーションを行います。プレゼンテーションで

は、パワーポイントなどを用いて、当該テーマの経緯、学説、自説などを発表しても

らいます。 

第２回目はディスカッションです。ここでは、自分の意見を明確にして、質問に論

理的に答える訓練をします。 

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、第三者を説得する知的競技です。 

なお、夏休みに、少年院、少年鑑別所、児童自立支援施設、児童相談所、少年刑務

所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 澤登俊雄『少年法入門［第６版］』（有斐閣、2015年） 

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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【目次に戻る】 

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と面接に基づいて行う。ま

た、応募に際しては、以下に掲げた課題について 1000字程度のレポートを執筆してくださ

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。 
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【目次に戻る】 

教員名 長又 高夫 

演習テーマ 御成敗式目を読む 

演習内容 

13世紀に立法されてから、江戸時代まで、武家の基本法典とされた御成敗式目を輪読す

る。 

御成敗式目は鎌倉幕府の基本法として制定されたにもかかわらず、室町幕府においても

「本法」として尊重され、戦国大名が分国法を制定するさいにも 

やはり基本法典として意識されていた。江戸時代になり徳川政権の世となってもその意識

は変わらなかった。また江戸時代においては、寺子屋の読み書きのテキストとしても御成

敗式目は用いられ、日本人の教養としても広く読み継がれた。 

このような御成敗式目の普遍性はどこからきているのか、そのことを探って 

いきたい。 

テキストとしては、初学者でも使いやすい、『日本思想大系 中世政治社会思想上』

（岩波書店）を使用するが、必要に応じて『中世法制資料集』1～６巻、別巻（岩波書店、

1955～2005 年）を用いる。 

 参考文献等については、ゼミの際に適宜指摘する。 

教科書 『日本思想大系 中世政治社会思想 上』（岩波書店、1972初版） 

参考文献 
植木直一郎『御成敗式目研究』（名著刊行会、1976年復刻） 

長又高夫『御成敗式目編纂の基礎的研究』（汲古書院、2017年） ほか 

備考 
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【目次に戻る】 

教員名 福岡 英明 

演習テーマ 憲法判例を読む 

演習内容 

参加者が興味を持っている憲法判例について、１審判決から最高裁判決まで通して読む

ことにより、分析する力や考える力を養いたい。 

はじめの数回は、担当教員が薬事法違憲判決を素材にして、司法審査の思考プロセスを

説明する。 

その後、参加者が応募時に示した憲法判例を順次取り扱う。担当するのは、当該参加者

となる。 

下級審判決から見ていくので、１回の授業では終わらないと思われる。だいたい、１つ

の判例に２～３回かかると思う。 

個々の判決を見る際に、考慮すべきことを考慮しているか、考慮すべきでないことを考

慮していないか、苦慮すべきことを考慮しているとしても、過大評価していないか、過小

評価していないかに留意したい。 

このように書くと、なんだか難しそうだが、ゆっくりじっくりやっていくので心配はい

らないと思う。 

 

教科書 特に指定しない 

参考文献 適時指示する 

備考 

応募の際に、「興味がある憲法判例を１つあげ、その理由を述べてください」という課題

を示しましたが、複数あげてもかまいません。 

 夏休み中などの合宿をする予定はありません。希望者が多ければ考えます。 
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【目次に戻る】 

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

扱いになると思います）。 

【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。また、演習の内容は、商取引法Ａの講義とも関係します。そこで、同講義

も履修していただくことをお勧めします（商取引法Ａについては、定期試験前にフォロー

アップゼミを行い、単位修得をフォローします）。 

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 

レポートのうち（１）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。（１）～（３）の配分は自由です（レポートは、演習に所属する現

3 年生が目を通します）。そのほか、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）。 
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【目次に戻る】 

教員名 安田 恵美 

演習テーマ 「犯罪」をした人が社会で「更に生きていく」ために必要なことを学ぼう 

演習内容 

平成 29 年末に、「再犯防止推進計画」が公表された。そこでは、住居の確保や就労支援と

いった様々な「属性」の刑 務所出所者にとって必要な支援についてはもちろん、それぞ

れの特性に応じた支援の確保についても言及されている。すなわち、「犯罪者」といっても、

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のである。

それゆえ、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。 

 本演習では、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 なし 

参考文献 犯罪白書、再犯防止推進白書、法務総合研究所研究部報告 

備考  
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教員名 佐古田 真紀子 ※3 月募集 

演習テーマ 民事手続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

上の問題点には、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、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、毎年、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

います。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、ま

た、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。 

なお、法律のディベートは必ず誰でも行うことができるので、心配は無用です。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。（就活にも役立ちます。） 

 

教科書 なし 

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。 

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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教員名 佐藤 彰一 ※3月募集 

演習テーマ 高齢者・障害者の生活トラブルと法 

演習内容 

高齢者や障害者の日常生活は契約や事故対応、たとえば虐待対応や、徘徊事故、成年後見、

差別、などなど法律問題に溢れている。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うが、法律学からみれば、民法、民事訴訟法に関わる、ごく普

通の法律問題となる。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ある

だけに、法哲学やケアと倫理学などの話題にも関わる。 

 本演習では、高齢者と障害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解

説を通して学習する。事例の多くは社会的に報道されている著名事件である。 

 その現実を知り、自らのものとして社会を見通す目を養うことを目的とするのが本演習

である。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

で進めていく。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、成年後見に関わるものなどである。 

 なお理論的な問題に加えて、今年度は、現実に生起したケース、実際の記録を使いなが

ら、実際の進行に合せて、ゼミ生みんなで検討する予定である。 

 

教科書 権利擁護がわかる意思決定支援 ミネルヴァ書房 2018 

参考文献  

備考  
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教員名 佐藤 秀勝 ※3月募集 

演習テーマ 民法判例研究 

演習内容 

１．演習の目的 

この演習の目的は、判決の検討を通じて民法の理解をより深めることにあります。皆さ

んはこれまで、講義等を通じて民法の基本的な知識を身につけてきたと思いますが、それ

らの知識は、紛争を解決することができてはじめて「生きた知識」になると言えます。そ

こでこの演習では、実際に問題となった事例である裁判所の判決を検討すること、他の人

とディスカッションすること等を通じて、それらの知識をより深めることを目指します。 

２．演習のやり方 

・詳細は開講時に学生と相談して決めますが、いまのところ次のように考えています。 

（１）前期 

・個人またはグループで関心のあるテーマを選択する。 

・当該テーマに関する体系的な知識を確認する。 

・関連する裁判例をリストアップし、どれを取り上げるかを選ぶ。 

（２）夏季休業 

・合宿（単独または他大学との合同で実施する） 

（３）後期 

・前期に選んだ裁判例について報告をする。 

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 

・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。いずれにしてもその準備に

はかなりの時間と労力が必要となります。 

・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）。 

・夏季休業の合宿は、他大学との合同ゼミとなる可能性があります（実施の有無の決定は

開講時にお伝えします。）。 

・担当者による報告のほか、DVDなどを見る機会も作る予定です（あくまで法に関する理

解を深めるためです。念のため）。 

・①総則、②債権各論、③物権または債権総論を履修済みまたは履修中であることを前提

とします。 

 


