
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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、

志望理由や記述の内容によっては不合格となる場合もあります。 

 演習の内容や選考方法は担当教員によって異なるので、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。 

 担当教員にメールで質問等をする場合には、法学部資料室（若木タワー7階）で各教員のメー

ルアドレスを照会してください。なお、メール送信の際には、氏名・学籍番号のほか件名や宛

名を忘れずに記入するようにしてください。 

 K-SMAPY IIのアンケート機能を使ったエントリーであるため、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ないので、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期募集を行いますが、第Ⅱ期募集の実施は確実で

はなく、希望するクラスで第Ⅱ期募集が実施されない場合もあるので、ぜひ今回の募集にエン

トリー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 10日（月）12：00～15日（土）12：50 

応 募 方 法：K-SMAPY II（アンケート機能） 

選考結果発表：6月 19日（水）20：00 （予定） 

発 表 方 法：K-SMAPY II 

 



開講曜時

 

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 ○

授業の進め方

評価方法

甘利航司

刑法をはじめとした法律、そして哲学的な議論に興味のある方

この演習では、スポーツを題材にして、法律を学んでいきたいと思い

ます。また、法哲学という問題領域も扱います（スポーツが好きかど

うかは、全く関係ありません。また、本演習はスポーツを礼賛するも

のでもありません）。教科書の議論を参考にして、グループで資料を

集めて報告をしたり、参加者全員で議論をしたりします。

教科書　川谷茂樹『スポーツ倫理学講義』（2005年、ナカニシヤ出

版）

毎回、グループで報告のための準備をして、報告をする。そして、全

員で問題点について議論する。

出席をしていることを前提に、報告やディスカッションへの参加により評

価をする。

スポーツと法

メールによる。

志望動機により選考する。

担当教員名

火曜4限刑法、刑事政策　担当教員の専門分野

演習の概要

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

授業のテーマ

授業の目的・内容

教科書・参考書

身につくスキル

教員との連絡方法

選考方法



第12回

第13回

第14回

第15回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

授業回

第1回

何故、スポーツは美化されるのか

格闘技は何故正当化できるのか―刑法における正当行為との関係

イントロダクション　法律学を学んでいくにあたって

学校でのスポーツ事故の紹介

スポーツ事故における、学校等の損害賠償責任

スポーツと「あるべき人間像」―スポーツの生み出す差別

内容

格闘技と刑事判例

スポーツにおける危険の引き受け（リスク甘受）ー民事と刑事

勝つためには何をやってもいいのか―スポーツとルールの分析

スポーツ選手に対する、「（コーチ等による）危険な医療的措置」

何故、スポーツ系の部活をやめるのは難しいのかー阻止行為について

の法的評価も含めて

スポーツ事故と刑事罰

ドーピングは処罰されるべきか―諸外国の実情を踏まえて

ドラフト会議と（憲法上の）職業選択の自由

「危険なスポーツ」と保険制度



開講曜時

 

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 ○

授業の進め方

評価方法

教員との連絡方法

選考方法

上神 貴佳

政治を学ぶ意味を知りたい人

　政治とはなんだろうか。どうして政治は必要なのか。異なる人々が

共に暮らしていくには、どのようにすればよいのだろうか。本授業で

は、上記の問いを考える。

　具体的には、政治に関する入門的な書籍を講読して議論する。本書

は、著名な政治学者である著者と高校生の対話をもとに編まれたもの

である。

宇野重規『未来をはじめる』東京大学出版会。

演習形式で進める。毎回の授業では、教科書の講読（一章分を２、３

回に分けて読む）、演習参加者の報告と質疑を行う。なお、参加者は

毎回レジュメを提出し、報告はグループごとに行う。

内容の報告や質疑での発言など、授業への参加を総合的に評価する。

政治とは何か

授業の前後やオフィスアワー（火３）。

志望理由により、選考する。

担当教員名

火曜5限政治過程論　担当教員の専門分野

演習の概要

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

授業のテーマ

授業の目的・内容

教科書・参考書

身につくスキル



第12回

第13回

第14回

第15回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

授業回

第1回

まとめ

選挙について考えてみよう１

―民主主義と多数決／出来がよくない集約ルール、選挙制度

選挙について考えてみよう２

―もっと選挙制度について考えよう／想像力の壁を超えて

民主主義を使いこなすには１

―未来への意志／僕らの意志を社会に反映させるには

民主主義を使いこなすには２

―プラグマティズムの民主主義／現代の民主主義はどこにある？

民主主義を使いこなすには３

―ハンナ・アーレントのメッセージ

働くこと、生きること１―どこまで、何を政治にのぞむのか／女性が

活躍する社会ってどういうこと？

働くこと、生きること２

―民主主義と市場経済の間には／日本人は国に何を期待しているのか

前半のまとめ

人と一緒にいることの意味１―教室内にある政治／「弱いつながり」

がブレイクスルーをもたらす？

人と一緒にいることの意味２―自由でありながら、人と一緒にいるに

は／二〇〇年前から続く議論

イントロダクション

変わりゆく世界と〈私〉１

―世界はお先真っ暗？／未来予測は、けっこう外れる

変わりゆく世界と〈私〉２

―変わりゆく世界のイメージ／隠れていた人々の声があらわに

変わりゆく世界と〈私〉３

―対立がなくならないなら、どうすれば

内容



開講曜時

 

資料の収集 文章の読解 〇

プレゼンテーション 〇 文章の作成 〇

協 同 作 業 〇 ディスカッション ◎

話す力の養成と、文章を理解した上で、討論する力を学ぶ。

オフィスアワーは、火曜日3限

志望理由により、選考します。

担当教員名

金曜3限政治学　担当教員の専門分野

演習の概要

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

授業のテーマ

授業の目的・内容

教科書・参考書

身につくスキル

小　原　　薫

政治学に関心のある方、何が正義なのかについて議論をしたい学生の参加

を歓迎します。

　授業の前半は、一分間スピーチを行い、質疑応答にも耐えられるよ

う、話す力を養います。授業の後半は、課題図書を読んで、内容を理

解したうえで提起されいてる問題について討論を行います。

前半のスピーチ練習は、自分の考えを正確に他人に伝える能力を養成

し、かつ、質問に対して適切にこたえる能力を養成します。

後半の課題図書では、正義論を扱います。何が正義火は、判断する基

準によって変化します。様々な例を基にして、自分の判断がどのよう

な基準に基づいているのかを検証し、多角的な見方を養います。

マイケル・サンデル『ハーバード白熱教室講義録』上（ハヤカワ文庫）

スピーチ当番は、当日原稿を準備し、スピーチと質疑応答を行いま

す。授業の後半は、全員が課題図書を読み、発表者の報告を受け、全

員で討論を行います。

平常点100%（スピーチ、議論への貢献度、提出物の内容による）

教員との連絡方法

選考方法

授業の進め方

評価方法



新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書「なぜ

人を使ってはならないのか「

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書　東京

大学特別授業　「イチローの年俸は高すぎる？」

4チームに分かれて、討論ゲーム

4チームに分かれて、討論ゲーム

4チームに分かれて、討論ゲーム

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答なし）と課題図書「高級

な「喜び」低級な「喜び」」

新便記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書「「課

税」に正義はあるか」

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書

「「私」を所有しているのは誰？」

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書「この

土地は誰のもの？」

授業回

第1回

総括討論

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答あり）と課題図書「お金

で買えるもの　買えないもの」

オリエンテーションと、自己紹介

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答なし）と課題図書「犠牲

になる命を選べるか」

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答なし）と課題図書「サバ

イバルのための「殺人」」

新聞記事を使った一分間スピーチ（質疑応答なし）と課題図書「命に

値段を付けられるか」

内容

第12回

第13回

第14回

第15回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回



開講曜時

 

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 ○

　担当教員の専門分野 　外国法 月曜4限

演習の概要

授業のテーマ 　どうすべきなのか、どうしたらよいのかを考える

教員との連絡方法 ・メールしてください。

選考方法 ・志望理由に基づいて選考します。

授業の進め方

担当教員名 捧　剛

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め
　法や政治について、様々な視点から考えてみたい

授業の目的・内容

　この演習の主たる目的は、次の2点です。

1) やや専門的な文章を読んで理解できるようにする。

2) ある制度について、他人の意見を聞き、自分の意見を形成する。

　以上の目的を達成するために、次のような作業を実施してもらう予定です。

a) 1回ごとに考えてもらう制度を決め、それについて書かれた文書を配布しますので、それらを事前に

読んできてください。

b) それらの文章から得た情報などを利用して、その制度について、自身でどのように考えるかを授業時

に説明できるようにしておいてください。

c) 授業時に指名された方は、自身の考えを発表し、他の人たちからの質問に答えてください。

d) 毎授業時に、次の内容の課題を提出してもらいます。

　①事前に読んできた文章の理解度をはかる質問に答えること

　②制度についての自身の考えを簡潔に述べること

　読んでもらう文章については、法律学や政治学(特に前者)ではなく、哲学、倫理学、経済学、心理学

等の分野に属するものをあえて選んであります。そうすることで、法律や政治について、様々な視点か

ら考えられるようになると思ってのことです。しかし、この演習は、少なくとも法律学(法解釈学)を学

ぶことを目的としていませんので、注意してください。

教科書・参考書 　特にありません。読んでもらう文章や書籍は、こちらで用意し、配布します。

　読んでもらう文章は、1つの例外を除いて、すべて、書籍の一部を抜粋したものです。また、ほとんど

が、いわゆる入門書ですので、内容が高度に専門的であるわけではありませんし、最初の2～3回は、

「読みやすい」文章を用意します。

　意見の発表については、第1回の授業の際に、受講者と相談をして、できるだけ多くの人が無理なく自

由に発言できる方法を模索したいと思います。

身につくスキル

評価方法 ・発表回数、課題の提出状況およびその内容によって評価します。



第1回 ･ガイダンス －この演習の進め方

第2回
・優先席について考えてみる

パオロ・マッツァリーノ「偽善って、なんだろう」(『偽善のトリセツ』から)

第3回

・「規則は守るべき」という考えについて考えてみる

ラーナー・エアリンガー「本物のヒーロー」(『なぜウソをついちゃいけないの？』

から)

第4回

・生命の｢価値」について考えてみる

ハロルド・ウィンター「人命の価値っていかほど？」(『人でなしの経済理論』か

ら)

第5回

・安楽死について考えてみる

ジェームズ・レイチェルズ「殺すこと、死ぬにまかせること、そして生の価値」

(『倫理学に答えはあるか』から)

第6回
・選挙カーについて考えてみる

中島義道「音漬け社会」(『日本人を<半分>降りる』から)

第7回

・拷問について考えてみる

ミシェル・テレスチェンコ「時限爆弾が仕掛けられたというたとえ話」(『拷問をめ

ぐる正義論』から)

第8回

・ギャンブルについて考えてみる

ジョナサン・ウルフ「ギャンブル」(『「正しい政策」がないならどうすべきか』か

ら)

第9回

・着床前診断について考えてみる

アクセル・カーン「ヒトは遺伝子の奴隷か」(『モラルのある人は、そんなことはし

ない』から)

第10回
・肉食について考えてみる

ロナルド・L・サンドラー「私たちは動物を食べるべきか」(『食物倫理入門』から)

第11回

・国民投票や知事選挙について考えてみる

スティーブン・スローマン&フィリップ・ファーンバック「政治について考える」

(『知ってるつもり 無知の科学』から)

第12回

・犯罪抑止策について考えてみる

ステューヴン・ランズバーグ「司法制度を正す方法」(『貞節はある種の公害だ！』

から)

・移民について考えてみる

エヤル・ヴィンター「文化の相違、パレスチナ人の寛大、ルースの失踪の謎」(『愛

と怒りの行動経済学』から)

第14回

・税金について考えてみる

ケネス・シーヴ&デイヴィッド・スタサヴェージ「これからの富裕層課税」(『金持

ち課税』から)

第15回
・拡大された「トロッコ問題」について考えてみる

フェルナント・フォン・シーラッハ『テロ』

授業回 内容

第13回



開講曜時

 

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 ◎

評価方法

教員との連絡方法

選考方法

高内　寿夫

「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

　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。

教科書はとくに指定しません。

グループディスカッション形式などを用いて、テーマについて受講生

に議論をしてもらながら進めていきます。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。

平常点１００％。ディスカッションへの参加状況、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。

キャリア形成と法律学

メールまたはオフィスアワー（火曜14:30～15:30、木曜10:30～11:30、金曜

13:00～14:00）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

金曜4限刑事訴訟法・少年法　担当教員の専門分野

演習の概要

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

授業のテーマ

授業の目的・内容

教科書・参考書

授業の進め方

身につくスキル



第12回

第13回

第14回

第15回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

授業回

第1回

プレゼンテーション（２）―私は大学でこのように学んでいくー

あなたは市役所の職員です。ゴミ屋敷問題に対する市の施策としてど

のようなことが考えられるでしょうか。

レポートのまとめ方を学ぶ

プレゼンテーションの仕方を学ぶ

レポートをまとめる―私は大学での学びを社会でこう生かしていく―

プレゼンテーション（１）―私は大学でこのように学んでいく―

あなたは会社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。

ゴミ屋敷問題に対して、どのような法律が関係するでしょうか。ま

た、条例とは何でしょうか。

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。

内容



開講曜時

資料の収集 〇 文章の読解

プレゼンテーション 〇 文章の作成 〇

協 同 作 業 〇 ディスカッション

評価方法

教員との連絡方法

選考方法

長又　高夫

法学を基礎から学び、現行の司法制度のしくみを理解したい人に履修してもらいた

い

以下のような、ステップを踏み、日本の司法制度について理解を深め

てもらおうと思っている。

①まず、東洋と西洋の法制度の違いを歴史的に理解する。

②その上で、ヨーロッパで生まれた近代国家、国民主権国家とは、ど

のようなものであったのか、思想的背景をおさえながら、その構造を

理解する。

③法の分類法を学び、諸法の性格について理解を深める。

④日本の裁判所の種類、仕組み、構成員、審級制度について、具体的

に学び、理解する。

⑤法解釈とはどのようなものであるのか、具体的に理解する。

⑥現代司法と違憲立法審査権の問題について学び、理解する。

テキストは用いない。参考文献：長谷部恭男『法とは何かー法思想史入門（増補新版）』

（河出ブックス、2015年）。田中成明『法学入門』（有斐閣、2005年）ほか

まずグループ分けをし、事前にテーマを与えるので、それについて事

前学習を行ったうえで、レジュメを作成し、グループごとに発表して

もらう。それを受けて教員が補足解説する。

平常点50％（レジュメ作成、報告等授業への取組みを総合的に評価）、リ

アクションペーパーの内容50％

授業の進め方

日本の司法制度の基礎を歴史的に学ぶ

　　メールで連絡してください

　志望理由に基いて選考します。

担当教員名

木曜３限　　日本法制史　担当教員の専門分野

演習の概要

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

授業のテーマ

授業の目的・内容

教科書・参考書

身につくスキル



第12回

第13回

第14回

第15回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

授業回

第1回

総括

法解釈の技術　その①

法解釈の技術　その②

法解釈の技術　その③

法の分類

現代司法と違憲立法審査権

社会契約説をめぐる思想ーロック

社会契約説をめぐる思想ールソー

現代裁判所の仕組みと構成員　その①

現代裁判所の仕組みと構成員　その②

日本の三審制

近代私法の３原則について

西洋法制と東洋法制

国民主権国家とはどのようなものか

社会契約説をめぐる思想ーホッブス

内容



開講曜時

 

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 ◎

身につくスキル

評価方法

教員との連絡方法

わたしたちの生活と民法

月曜3限

授業のテーマ

授業の目的・内容

民法，医事法，環境法　担当教員の専門分野

演習の概要

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

担当教員名

教科書・参考書

選考方法

初回ガイダンス時に担当教員の大学宛メールアドレスをお教えします。なお、オ

フィスアワーは火曜4限です。

志望理由により選考します。

授業の進め方

廣瀬 美佳

民法に興味･関心がある人，調べものや文章読解のスキルを上げたい人

本演習では、我々が生活していく中で関わってくるさまざまな事例について、時には実際に

起きて世間の耳目を集めた事件を含めて取り上げ、それらの社会的背景をも視野に入れつ

つ、民法やその周辺領域の法律がどのように解釈･適用され得るか、考えていきます。その

際、関連する判例があれば、これも取り上げ、そうした訴訟にまで発展した事件における当

事者の主張や裁判所の判断などを概観してみることにより、みなさんが民法を、ひいては法

律を学ぶということについての具体的なイメージを描くことが出来るようになる、その一助

となればと考えています。なお、どのような事例を取り上げるかについては、担当教員の側

で一応の心積もりはしていますが、最終的には、初回のガイダンス時に履修者のみなさんの

関心を聞いた上で、決めることとします。

各自、六法必携。なお、授業中に｢この本の○○頁をみなさい｣といった形で使用する教科書

はありません。みなさんが普段、自分で勉強する際に教科書や参考書として用いるべき(用い

るとよい)と思われる書籍等については、必要に応じて、適宜、紹介します。

事前に具体的な事例の内容と調べておくことなどについて指示するので、それに従った予習

をしてきて下さい。その上で、何が問題になっているか、どうして問題になるのか、従来の

判例･学説はどのように考えてきたのかなどについて、議論していきます。慣れてきたら報告

者を決めてレジュメを作成してもらい、当該報告を基に受講者全員で議論するという方法を

採ることも考えていますが、最初のうちは、教員が講義･解説したり、受講者を指名して答え

てもらう、という形をとる予定です。

●平常点(100%):

よく準備した上で積極的に授業に参加したか否かにつき、授業時の発言･レジュメ･

報告･質疑応答･議論等、授業への取組みを総合的に評価します。

●注意事項:

正当な理由がない遅刻や欠席(特に無断欠席)があったときは、D評価またはR評価と

なる場合があり得るので、注意すること



第1の事例および第2の事例 まとめ

第3の事例｢未定｣ その壱：

何が問題となっているか，どうして問題となるのか，社会的背景はどのようなもの

か

内容

ガイダンス

第1の事例｢おこづかいのはなし｣ その壱：

何が問題となっているか，どうして問題となるのか，社会的背景はどのようなもの

か

第1の事例｢おこづかいのはなし｣ その弐：

当該問題をめぐる判例･学説の状況等

第1の事例｢おこづかいのはなし｣ その参：

当該問題について自分はどのように考えるか

授業回

第1回

第2回

第8回

第9回

まとめ

第3の事例｢未定｣ その弐：

当該問題をめぐる判例･学説の状況等

第3の事例｢未定｣ その参：

当該問題について自分はどのように考えるか

第4の事例｢未定｣ その壱：

何が問題となっているか，どうして問題となるのか，社会的背景はどのよ

うなものか

第4の事例｢未定｣ その弐：

当該問題をめぐる判例･学説の状況等

第4の事例｢未定｣ その参：

当該問題について自分はどのように考えるか

第2の事例｢高齢者とその医療｣ その壱：

何が問題となっているか，どうして問題となるのか，社会的背景はどのようなもの

か

第2の事例｢高齢者とその医療｣ その弐：

当該問題をめぐる判例･学説の状況等

第2の事例｢高齢者とその医療｣ その参：

当該問題について自分はどのように考えるか

第15回

第11回

第12回

第13回

第14回

第10回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回



開講曜時

 

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 ◎

授業の進め方

評価方法

選考方法

宮下　大志

「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

　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！

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。

社会的な問題について考え、議論する練習をしてみる

メールで連絡をください。

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

金曜2限→金曜3限政治学　担当教員の専門分野

演習の概要

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

授業のテーマ

授業の目的・内容

教科書・参考書

身につくスキル

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）。

教員との連絡方法

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


第7回

第8回

第9回

第10回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

授業回

第1回

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）

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）

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・終身雇用につ

いて考える書籍や、「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。

第12回

第13回

第14回

第15回

第11回

内容

ディベートをしてみよう(試合)

レジュメを作る：単なる要約ではなく視覚的にも理解しやすいもの

を

ディベートをしてみよう(グループによる準備調べ・作戦立案)

ディベートをしてみよう(試合)

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）

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。時事問題を扱うこと

もあります。またここで、文章をまと

める練習もおこないます。



Toshiki Kawai
テキストボックス
欠席の連絡や質問はメールでください。
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