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１．募集について 

 

【募集スケジュール】 

第 3 次 募 集 

応 募 期 間 2019 年 3 月 28 日（木）12 時 ～ 4 月 3 日（水）12 時 50 分 

選 考 期 間 2019 年 4 月 4 日（木） ～ 4 月 5 日（金） 

合 否 発 表 2019 年 4 月 6 日（土）予定 ／ K-SMAPYⅡにて 

※3 月 30 日（土）・31 日（日）は K-SMAPYⅡが使用できないため、 

 応募期間を 3 月 28 日（木）からに早めましたので、ご注意ください。 

 

 

 

【応募方法】 

K-SMAPYⅡより 

※ログイン後、上部バナー「アンケート」より応募してください。 

 

 

【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) K-SMAPYⅡからの応募がなく、面接を受ける、または課題の提出だけをしているケー

スが散見されますので、必ず K-SMAPYⅡから応募も行ってください。 

(ウ) ゼミごとに募集対象者が決められています。応募登録前に、募集要項で、自分が応募で

きるゼミはどれかを必ず確認してください。もしも募集対象外のゼミに応募してしま

った場合には不合格となりますので、十分注意してください。 

(エ) 担当教員によって選考方法（面接・レポート・テストなど）は異なります。「選考方法」

で必ず内容を確認のうえ、応募してください。 

(オ) 毎年ありますが、提出期限を超えたリポートの提出は認められません。また、面接時間

への遅刻・面接の欠席に関する取り次ぎは教務課では行いません。 

(カ) 演習の具体的な開講曜時は、時間割・シラバスで確認してください。 

(キ) 履修登録の際には、３次募集で応募した演習の開講曜時にほかの科目を登録しないよ

うに注意してください。合格した演習とほかの科目が重複した場合、演習が優先して登

録されます 

(ク) 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。 

(ケ) 合格後に、他のゼミへの変更はできません。 

(コ) 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。 

(サ) 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 40 分 ②13 時 40 分～17 時 00 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】 

  

募集 選考 リポート内容

対象 方法 面接教室

（書式）

A4横書き2枚

（字数）

4月5日（金） 2,000字

13時00分

K-SMAPYⅡ

応募画面より

4月3日（水）

12時50分

4月5日（金）

12時00分

※上表の学年は2019年4月1日時点のものです。

（書式）

自由

（字数）

1,200字程度

メール提出

リポート

（書式）

A4

（字数）

800字

（字数）

1,000字
本演習を志望する理由

締切

提出

方法
面接時持参

法学第0706研究室
4月4日（木）

（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

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〉

方法

日時

方法

川合　敏樹

一木　孝之

面接
11時00分～13時00分

・3年生

t-kawai@

kokugakuin.ac.jp

締切

日時

・第2次募集の際

に、第3次募集時

での応募を指示さ

れた者

提出

リポート

教員名
提出方法・リポート締切

備考
面接日時

浅井　亜希 リポート
ゼミでの研究テーマおよび志望

理由について

・2018年度ゼミ生

の4年生

・3年生

・編入学生

・転部、転科、転

専攻生

リポート

提出

上神　貴佳

提出

方法

メール提出

aki.asai

@rikkyo.ac.jp

締切

日時
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【目次に戻る】 

  

募集 選考 リポート内容

対象 方法 面接教室

（書式）

メール提出

4月3日（水）

20時00分

4月3日（水）

12時50分

※上表の学年は2019年4月1日時点のものです。

（書式）

自由

（字数）

自由

面接
4月4日（木）

法学第0808研究室
13時00～14時00分

K-SMPAYⅡからの応募のみ

・あらかじめ募集

対象として許可し

ている者

教務課

リポートボックス

提出

方法

締切

日時

4月4日（木）

12時00分～13時00分

自由

（ワープロ使

用が望まし

い）

提出

方法
sakota@

kokugakuin.ac.jp

（書式）

自由

（字数）

1,000字

面接 法学第0705研究室

面接時持参

（字数）

1,000～2,000

字程度

・編入学生

・転部、転科、転

専攻生

・3年生

・2018年度ゼミ生

の4年生

・編入学生

・転部、転科、転

専攻生

13時00分～

佐藤　秀勝

リポート

面接

佐藤　彰一

・3年生

・4年生

・編入学生

・転部、転科、転

専攻生

佐古田　真紀子

4月4日（木）

リポート

面接

・3年生

・2018年度ゼミ生

の4年生(※)

・編入学生

・転部、転科、転

専攻生

※2018年度ゼミ生

の4年生は、

K-SMAPYⅡから

の応募のみ(選考

免除)

締切

日時

・編入学生

・転部、転科、転

専攻生

・留学から帰国し

た3・4年生

教員名
提出方法・リポート締切

備考
面接日時

中曽根　玲子

法学第717研究室

自己紹介、志望理由、ゼミに期

待すること

法学第0805研究室

4月4日（木）

14時00分～14時45分

坂本　一登

提出

①志望理由

②民法の基本原則とその修正に

ついて説明しなさい

面接
百周年記念館3階

第15研究室

4月4日（木）

13時00分～15時00分

演習を志望する理由と

関心を持っている歴史上の人物

ないしは出来事について

リポート

捧　剛

（書式）

A4

（字数）

自由

リポート 面接時持参

指定された英文の内容に対する

自分の意見

（ゼミ紹介ページ参照）
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【目次に戻る】 

 

  

募集 選考 リポート内容

対象 方法 面接教室

メール提出 （書式）

（字数）

メール提出

（書式）

自由

（字数）

1,200字

4月3日（水）

17時00分

4月3日（水）

17時00分

※上表の学年は2019年4月1日時点のものです。

宮下　大志 ・編入学生

リポート

提出

方法
これまでに最も興味を持った講

義

miyashita@

kokugakuin.ac.jp

締切

日時

4月3日（水）

13時30分

面接
4月4日（木）

福岡　英明

締切

日時

4月3日（水）

13時00分

森川　隆

・2019年度より法

律専門職専攻から

法律専攻に転専攻

した3年生

リポート

14時00分集合

法学第713研究室

下記（１）～（３）を内容とす

るレポート

（１）自己紹介文

（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？

（書式）

ワードで作成

A4で1枚程度

提出

方法

締切

日時

法学資料室

特に指定しな

い

14時00分～

百周年記念館3階

第11研究室

200～400字

興味のある憲法判例を一つ挙

げ、その理由を示してくださ

い。

法学第0810研究室

メール提出

yasuda@

kokugakuin.ac.jp

提出

方法

リポート

hfukuoka＠

kokugakuin.ac.jp

提出

方法

・2018年度ゼミ生

の4年生

（書式）

A4横書き

テキスト作成

ソフトで作成

すること

（字数）

1,000字

ゼミでの抱負、ゼミで勉強した

いこと

・3年生

・4年生

・編入学生

・転部、転科、転

専攻生

締切

日時

教員名
提出方法・リポート締切

備考
面接日時

長又　高夫

・3年生

・4年生

・編入学生

・転部、転科、転

専攻生

4月5日（金）

12時00分～12時30分

・編入学生 面接廣瀬　美佳

面接

安田　恵美 リポート

4月4日（木）
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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  
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【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 上神 貴佳 

演習テーマ 歴史としての平成と日本政治 

演習内容 

 平成も約 30年をもって、新たな時代を迎えることになった。歴史としての平成をどのよ

うにとらえればよいのだろうか。とくに昭和との関連で平成の政治や経済、社会の課題を

理解することを試みつつ、次の時代を展望してみたい。 

 近年、平成を振り返るさまざまな書籍が出版されている。本演習の教科書としては、小

熊編（2014 年）、薬師寺（２０１４年）、佐藤・片山（２０１８年）などを用いることにす

る。教科書の読破は、受講生に求められる最低限の課題である。複数のテキストを読み比

べつつ、本演習のテーマ（歴史としての平成と日本政治）について、自分なりの理解を得

られるように、各自が学習を進めてもらいたい。 

 本演習の進め方については、グループに分かれて、報告班と質問班を交互に担当するこ

とを想定している。また、いずれの担当になるかによらず、毎回、参加者全員がレジュメ

を提出する。演習の最後には、各自が本演習のテーマに沿って、レポートを作成して提出

してもらう。 

教科書 

小熊英二（編）『平成史【増補新版】』河出ブックス，2014年。 

薬師寺克行『現代日本政治史』有斐閣，2014年。 

佐藤優・片山杜秀『平成史』小学館，2018年。 

参考文献 必要に応じて、適宜紹介する。 

備考  
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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 坂本 一登 

演習テーマ  象徴天皇制のゆくえと戦争の由来 

演習内容 

来年は、天皇の退位と新天皇の即位が予定されている。かつて「非民主的」な制度として

否定的に語られることの多かった君主制は、現在でも世界 43カ国で採用され、むしろ見直

されている。それは、一時的なことなのか、それとも理由のあることなのだろうか。日本

の象徴天皇制は、敗戦の中から誕生した。日本は、なぜ敗戦の可能性の高い戦争に突入し

たのか。それは、軍部に将来を予測する能力がなかったからだろうか。それとも別の理由

があったのだろうか。さらに、アジア太平洋戦争の遠因をさぐると、日露戦争にさかのぼ

る。その運命を賭した日露戦争にあたって、外国での戦費調達は不可欠だった。当時、二

流国とみなされていた日本において、それはいかにして可能となったのか、そこにどんな

ドラマがあったのか。これらを通して、日本の過去と将来を考えてみたい。単位取得のた

めには、基本的に全回出席はもちろんですが、報告、合宿参加、およびゼミ論（12000字程

度・テーマ自由）の完成が必須です。 

教科書 

君塚直隆：立憲君主制の現在―日本人は「象徴天皇」を維持できるか：新潮選書 2018 

片山杜秀：未完のファシズム―「持たざる国」日本の運命：新潮選書 2012 

板谷敏彦；日露戦争、資金調達の戦いー高橋是清と欧米バンカーたち 2012 

など。 

参考文献 その都度、指示します。 

備考 面接日に都合が悪い人は、kazutos@kokugakuin.ac.jp まで連絡をください。 
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【目次に戻る】 

教員名 佐古田 真紀子 

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 

 

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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【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。 

 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)。 

 

 (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 

  



法学部法律学科法律専攻「演習」 

第 3 次募集要項 

平成 31 年度 3・4 年生対象 

 

- 13 - 

【目次に戻る】 

教員名 佐藤 彰一 

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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【目次に戻る】 

教員名 佐藤 秀勝 

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。 
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【目次に戻る】 

教員名 中曽根 玲子 

演習テーマ 会社法・金融商品取引法を巡る事例を考える 

演習内容 

社会を騒がせた有名な事件であっても、法的な論点が何であったのかは意外と知られてい

ないことが多い。本演習では、経済ニュースなどから会社法（金融商品取引法を含む）に

関連する最新のトピックス（たとえば、企業不祥事と内部統制、株主代表訴訟、役員報酬、

企業買収、インサイダー取引、不正な株価操作等などの事例）を取り上げ、または近時の

重要な会社判例や示唆に富んだ図書（論文）等を題材にして、問題の背景や争点を調べ、

企業の取り組みや裁判所の判断等について検討を行う。報告者は、他のゼミ生から出され

る、素朴な質問から法的な質問まで答えられるように十分に事前準備をし、活発な議論が

できるように工夫する。 

なお、ゼミの参加者は、会社法（金融商品取引法）の法律論のみならず、広く経済社会の

出来事に興味を持って積極的に取り組むことが望まれる。 

教科書 
会社法の授業で使用しているテキスト 

その他適宜指示または演習で配付する 

参考文献  

備考 すでに会社法を履修しているか、並行して履修することが必要である。 
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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 廣瀬 美佳 

演習テーマ 私たちを取り巻く社会と医療と法(仮) 

演習内容 

本演習では、基本的には、初回の授業で履修者と相談の上、その年度のテーマを決めること

になります(2018 年度は、一応、担当教員の方で、本人のライフワークであり医事法の授業

でも講義しているところをテーマに掲げたところ、これに興味をもった学生が履修したの

で、そのまま―途中で当該テーマのままでよいか、どのようにアプローチしていくかなどに

つき、適宜確認を取りながらー進めましたが)。 

ですので、2019年度についても、上記のように、医療問題を一応のテーマとしておきますが、

面接時に履修(希望)者それぞれがどういった方面に関心を持っているか等につき把握した

上で、最終的には、年度初回の授業時に全員が顔を合わせたところで、全体テーマ/個別テー

マ、半期ないし通年のゼミの進め方などにつき、相談の上、決定する予定です。但し、担当

教員の専門性との関係で、医療問題ないしその周辺を扱うこととした方がよりスムーズなゼ

ミ運営につながるでしょうし、例えば憲法や刑法は全くの専門外ですので、いずれにしても、

民法を中心に勉強することになるものと思われます。その他、もし、わからないことなどが

あれば、応募締切までに、適宜、質問等にいらして下さい。出来る限り対応させて戴きます。 

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)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)。 

(02)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、現 2･3年生合わせて 20 名程度を上限としたい。 
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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 特になし 

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 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期日までにメール添付で提出してく

ださい。 

教科書 開講時に指定 

参考文献 開講時に指定 

備考  
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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】 

 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。 

【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

に所属する現ゼミ生が目を通します）。 

これまでの募集で演習の定員をほぼ満たしており、「本年度（平成 31 年 4 月 1 日）に法

律専門職専攻から転専攻してきた 3 年生」のみを対象として若干名を募集します。応募を

考えている方は、応募する前（できる限り早い時期）に担当教員とコンタクトをとってい

ただくことを強く勧めます。担当教員は平日の夕方に高確率で研究室に在室していますの

で、直接来室してください（不在の場合は、法学資料室に問い合わせてください）。 



法学部法律学科法律専攻「演習」 

第 3 次募集要項 

平成 31 年度 3・4 年生対象 

 

- 21 - 

【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  

 


