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応募期間  ：  9 月 9 日（水）12 時 00 分  ～  9 月 14 日（月）12 時 50 分  

応募方法  ：  K-SMAPY II（アンケート機能）  

選考結果発表  ：  9 月 18 日（金）20 時（予定）  

発表方法  ：  K-SMAPYⅡ  

 

【注意事項】  

 
  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。  

  第 １期 募 集 で  定員に満 たなかったクラスを募 集 します。  

  各 クラス 2０名 を上限 とします。定 員 を上回 る数 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 が定員未満 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。  

  担当教員 にメールで質問をする際 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。  

  「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。  

基礎演習 

第Ⅱ期募集要項 



開講曜時

 

資料の収集 〇 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 〇

自治体政策の調査研究入門

基礎演習募集の案内メールに記載された各教員のメールアドレス宛にご連絡

ください。

下記の内容について記したレポートを提出してください。

　①これまでに読んだことのある、研究書、単行本または文庫（できれば社会科学系のテー

マを取り扱ったもの）、新書（岩波ジュニア新書など中高生向けの新書を含む）のうち、1冊

を取り上げその内容（要約）と説得的な論理に基づいた自身のコメントについて500字程度で

まとめ、論述してください。レポートは、メールにて提出してください（件名は「基礎演習

の応募」とし、本文には氏名・学籍番号を必ず記載してください）。

　②このゼミで何を学びたいと考えているのか、このゼミでどのような能力を向上させたい

と考えているのか、300字程度で述べてください。

他人と議論したくない学生、しゃべりたくない学生の参加はご遠慮ください。

担当教員名

火曜4限行政学・地方自治論　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

授業の進め方

身につくスキル

稲垣　浩

政治や行政についての調査・研究能力を身につけたい人

　この基礎演習は、日本の自治体における政策を題材にして、政策研究の基

礎的な技法を学ぼうとするものです。直接的には自治体の政策を扱う予定で

すが、政治学において中心的な研究対象である政策がどのような環境のもと

で、どのようなアクターやアリーナにおいて、どのような方法やロジックで

決定され、どのように執行されているのか、などを分析することを通じて、

政治研究や政策の分析・立案・実施の研究に必要な基礎的な能力の養成や視

野の拡大を目指します。

　「基礎的」ではありますが、「簡単」で「楽」というわけではありませ

ん。3年次4年次などに研究を行うために必要な技法や視野、能力について

養成する基礎トレーニングだと考えてください。

　授業は複線的に行い、ひとつは各個人が決めたテーマに基づく実際の政策

の調査・研究、もうひとつは文献や資料の講読を通じた政治・行政研究の手

法や政策そのものに対する理解と、参加者による討論を行います。

伊藤修一郎（2011）『政策リサーチ入門』東京大学出版会を予定している

が、適宜指示する。

3度の「リサーチ・コロキアム」を行い、個人研究の進捗状況を報告してもらいます。その他

の回は、①研究手法についての文献講読と検討、②実際の論文や資料についてワークショッ

プ形式の議論を行います。演習に臨む際には、自身の研究を進めることはさることながら、

学んだ技法を定着させるためにも、予習・復習が必要になります。

毎回の授業での発言や議論、自身の報告についての発表、提出されたレポートの内

容を基に総合的に評価する。
評価方法

教員との連絡方法

選考方法



　

内容

調査を進める②　仮説を検証する

文献・資料講読ワークショップ（２）

ガイダンス

研究を始める①　リサーチクエスチョン（RQ）を立てる

研究を始める②　仮説を立てる

文献・資料講読ワークショップ（１）

全体のまとめ

2ndリサーチコロキアム（１）収集データの検討と仮説の検証

2ndリサーチコロキアム（２）収集データの検討と仮説の検証

研究を発表する①　リサーチ結果をまとめ、つたえる

ファイナル・リサーチコロキアム（１）研究結果の最終報告

ファイナル・リサーチコロキアム（２）研究結果の最終報告

1stリサーチコロキアム（1)　RQと仮説の検討

1stリサーチコロキアム(2)　RQと仮説の検討

調査を進める①　資料・データを収集する

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

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



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

協 同 作 業 ディスカッション 〇

「読む力」・「話す力」・「聞く力」のレベルアップ

基礎演習の募集の案内メールに記載された各教員のメールアドレス

宛にご連絡ください。

志望理由に基いて選考します(提出はK-SMAPYⅡのアンケートより回

答してください)

担当教員名

金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

授業の進め方

身につくスキル

小原　薫

人前で自分の意見を言って、討論する力を養い学生にお勧めです。

　この授業では、大学での学習に必要となる基礎的な読解力と報

告・討論の基礎力養成に焦点を当てます。政治や現代の社会に関す

る教材を使いながら、要点を的確につかむ本の読み方、自分の主張

の論理的な構成方法、他人に自分の主張を正確に伝える発表や報告

の仕方、議論の問題点を明確にする質問や議論の方法などについて

実習をしてもらいます。なお、大学の教室での授業が可能になるま

では、Zoomによる授業とK-smapyⅡによる課題提出で進行するこ

ととなります。

使用しません。

授業の前半はスピーチ中心で、後半は課題文献を使った報告・討論

を中心とします。

平常点（課題の提出状況と授業時での貢献度を加味します）評価方法

教員との連絡方法

選考方法



内容

「第1章　なぜ、こんなに「格差」があるのか？」

石橋湛山「大日本主義の幻想」

オリエンテーション

「Dear Girls]　候補者の男女同数について

「性暴力　もう黙らない」

藤原帰一「パンデミック後の世界　国家の復権という皮肉」

総　括　討　論

マイケル・サンデル「レクチャー1　犠牲になる命を選べるか」

ディベート１

ディベート２

ディベート３

ディベート４

「表現の自由　侵害の線引きは」

「トイレ紙まで…なぜ消えた」『これから正義の話をしましょう』

第1章「正しいことをする」

「死守　香港デモをめぐる想い」

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

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



開講曜時

ど

資料の収集 〇 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 △ ディスカッション 〇〇

政治学や法律学の基礎を歴史的に学ぶ

基礎演習募集の案内メールに記載された各教員のメールアドレス宛に

ご連絡ください。

志望理由に基いて選考します(提出はK-SMAPYⅡのアンケートより回

答してください)

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

授業の進め方

身につくスキル

長又　高夫

法学・政治学を基礎から学び、近代社会の特質と問題点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、日本の司法制度や政治システムにつ

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日本の三権分立の仕組みを学ぶと共に、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。

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

オンラインで行う可能性もあるので、まずは講義によって基礎的な知識を身につけ

させる。その上で、参加者一人一人に、興味ある関連書籍を選定させ、紹介させる

とともに、その問題点等について、ゼミ参加者と議論させる（オンライン可）。

発表点50％（レジュメ作成、意欲的な報告が出来たか否かを評価）、リアクション

ペーパーの内容50％（毎回提出）
評価方法

教員との連絡方法

選考方法



内容

ゼミ生による発表、ディスカッション

ゼミ生による発表、ディスカッション

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

総括

ゼミ生による発表、ディスカッション

ゼミ生による発表、ディスカッション

ゼミ生による発表、ディスカッション

ゼミ生による発表、ディスカッション

ゼミ生による発表、ディスカッション

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

日本の政治システム・司法制度の仕組みについて

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

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



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

●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

授業の進め方

身につくスキル

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

わたしたちの生活と民法授業のテーマ

授業の目的・内容

教科書・参考書

担当教員名

月曜3限民法，医事法，環境法　担当教員の専門分野

演習の概要

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(特に後半)。

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。なお、前半では民法総則の、特に制限行為能力者の話が中心となる予

定ですので、各自が既に持っている教科書があれば、予め読んでおいて下さい。

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。



教員との連絡方法

選考方法

授業回

基礎演習募集の案内メールに記載された各教員のメールアドレス宛にご連絡くださ

い。

志望理由に基いて選考します(提出はK-SMAPYⅡのアンケートより回答してくださ

い)

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

第3の事例｢未定｣ その弐：

当該問題を考えるための基礎知識の確認

ガイダンス

第14回

第15回

第3の事例｢未定｣ その参：

当該問題をめぐる判例･学説の状況等

第3の事例｢未定｣ その肆：

当該問題について自分はどのように考えるか

まとめ

第8回

第1の事例｢おこづかいのはなし｣ その弐：

当該問題を考えるための基礎知識の確認

内容

第12回

第13回

第10回

第1回

第7回

第11回

第1の事例｢おこづかいのはなし｣ その肆：

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：

当該問題を考えるための基礎知識の確認

第9回
第2の事例｢高齢者とその医療｣ その肆：

当該問題について自分はどのように考えるか

第6回

第2の事例｢高齢者とその医療｣ その参：

当該問題をめぐる判例･学説の状況等

第2回

第3回

第4回

第5回

第1の事例｢おこづかいのはなし｣ その参：

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



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

宮 内　靖 彦

ものの調べ方やまとめ方を知りたい人

国際関係に興味のある人

　大学での勉強の目標は、教科書を覚えたり理解すれば達成できる

ものではありません。この世に膨大にある情報や知識をどのように

処理して、自分たちの生活に活かすか、その技術を修めることで

す。教科書や授業は、その入口・窓口にすぎません。そのような技

術の基本的な方法を知り、トライするのが、この演習の目的です。

　授業の進め方としては、一つのテーマについて継続的に、事実関

係や法的政治的知識を求め、整理し、考えていく中で、上記の技術

を身につけていくこととします。具体的には、「台湾」について歴

史的・政治的・法的な問題を考えていくこととし、そのための調

査・分析を進めながら、調査方法、レジュメの作成方法、プレゼン

の構成方法、質問の仕方、質疑応答への対応、レポートの書き方な

ど、基本的な学修方法を学びます。

授業時に指示します

数人のグループを作り、グループごとに、課題について詳細を調

べ、報告し質疑に答え、最後は、個人ごとのレポートにまとめても

らいます。

平常点(共同作業とそれへの貢献度、報告、レポート、その他課題への取り

組み方を見て、総合的に評価する)

一つのテーマを追いかける

基礎演習募集の案内メールに記載された各教員のメールアドレス宛にご連

絡ください。

自由記述欄に記入された志望理由をもとに選考します。 台湾以外で、国際関係に

ついて自分が興味を持っていることを一つ挙げて、どのように興味を持っている

か、説明して下さい。(提出はK-SMAPYⅡのアンケートより回答してください)

担当教員名

木曜・4限国際法　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

総評

（報告）【論点を考える②】−論文を読む

・国連代表権問題

（報告）【論点を考える③】中国国交回復時の整理−論文を読む

・米中共同宣言上の台湾・台湾関係法／日中共同声明上の台湾

（報告）【判例を読んでみる】

・光華寮事件

（報告）【論点を考える④】

・台湾と国際組織−WTO、WHO etc.

【レポートを書いてみる】レポートの書き方を学ぶ

・個人レポートを書き、提出する

（報告）【歴史を調べる②】

・中国内戦（1945年〜1949年）

（報告）【歴史を調べる③】

・戦後の台湾史（1949年以後〜1990年）

（報告）【歴史を調べる④】

・李登輝以後の整理（1990年〜現在）

（報告）【法を調べる】−教科書を読む

・国家とは？−国家の要素、国家承認

（報告）【論点を考える①】−論文を読む

・分裂国家（一国二政府問題）

ガイダンス/自己紹介/グルーピング

（講義）【文献資料の検索方法を知る】文献資料の調べ方、図書

館・法学資料室 の使い方、ビブリオの作成方法を学ぶ

（講義）プレゼンの仕方／レジュメの作り方、参考文献の書き方、

(役割分担、構成方法、使用材料、方法)を学ぶ

（報告）【歴史を調べる①】

・17世紀またはそれ以前〜日本植民地時代

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

選考方法

社会的な問題について考え、議論する練習をしてみる

基礎演習募集の案内メールに記載された各教員のメールアドレス宛にご連

絡ください。

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。(提出はK-SMAPYⅡの

アンケートより回答してください)

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

評価方法

教員との連絡方法

教科書・参考書

授業の進め方

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。

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）。



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。

ディベートをしてみよう(試合)

ディベートをしてみよう(試合)

昨年は、イギリスでの死刑廃止を材料

に、「政治家は一般国民の意向に反し

てでも自らの見識で判断すべきか、そ

れともやはり一般国民の意向に従うべ

きか」がテーマでした。

ゼミ形式で報告・議論をしてみる：新

書を一冊、題材にして（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）

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）

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第12回

第13回

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)

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）
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。

内容

第14回

第15回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回



開講曜時

 

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

基礎演習

基礎演習募集の案内メールに記載された各教員のメールアドレス宛にご連

絡ください。

志望理由に基いて選考します(提出はK-SMAPYⅡのアンケートより回

答してください)

担当教員名

金曜日3限民事司法制度　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

村　和男

民法の学習が私たちの暮らしにどう活きていくのか、を学びたい学生諸君是非参加

してください。

法律問題を正しく解決し、貴方や身近な人々の権利を守るためには、

その問題を解決するために関連する法令は何か、その法令の解釈につ

いてわが国の裁判所はどのような判断をしてきているのか、研究者や

弁護士はその問題についてどのような問題提起をしているのかを正し

く知りそして理解する必要があります。この講義は、実際に起こりう

る民事事件を素材に、その解決のために必要な法律・判例・文献を的

確に探し出し（＝リーガル・リサーチ）、そのような資料の調査・探

索によってえた情報にもとづいて、事案の具体的解決のために必要・

有益な文書を作成する(リーガル・ライティング)ための基礎的な能力

を身につけることを目的とします。

特に指定せず、必要な参考文献は適宜配布します。

教員が実際に担当した事例について、学生諸君に法律・判例をリサー

チしてレポートを提出してもらい、教員は添削して返却する。学生諸

君のレポートをもとに、教室で教員と学生諸君とで検討を行う。

提出してもらったレポートや講義時の発言等に基づき評価する。評価方法

教員との連絡方法

選考方法



内容

建物の賃貸借終了時に過大な原状回復費用を請求された友人から相談

を受けた事例についてレポートを提出する。

レポートについて教員が添削して返却する。学生と教員とで討議しつ

つ検討し、理解を深める。

リサーチの方法：ライティングの基礎となるリサーチを実践する。

ペット禁止が定められている建物賃貸借契約について、ペット飼育を

理由に無催告解除された事例について、レポートを提出する。

レポートについて教員が添削して返却する。学生と教員とで討議しつ

つ検討し、理解を深める。

土地の二重譲渡で困っている人から相談を受けた事例についてレポー

トを提出する。

リサーチ・ライティングについてまとめを行う。

建物賃貸借契約の借主が長期間行方不明で困っている方から相談を受

けた事例についてレポートを提出する。

レポートについて教員が添削して返却する。学生と教員とで討議しつ

つ検討し、理解を深める。

非嫡出子として生まれた友人から父親の相続について相談を受けた事

例についてレポートを提出する。

レポートについて教員が添削して返却する。学生と教員とで討議しつ

つ検討し、理解を深める。

リサーチ・ライティングについてまとめを行う。

レポートについて教員が添削して返却する。学生と教員とで討議しつ

つ検討し、理解を深める。

死者の名誉を棄損された遺族から相談を受けた事例についてレポート

を提出する。

レポートについて教員が添削して返却する。学生と教員とで討議しつ

つ検討し、理解を深める。

授業回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

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



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

本久 洋一

法律の読み方、判決文の読み方を基礎から学びたい方

この授業の目的は、受講生の皆様に、双方向的授業を通して、法学部

の法律関係の科目を履修していく上での、前提知識を教授することで

す。この授業の内容は、一言でいうと、法律学の基礎ということにな

りますが、法律とは何か、わが国法律および司法制度の概要、法律の

実現における行政の意義、法律の読み方、判決文の読み方、および、

以上の実習を行います。なお、講義担当者は、社会法を専門にしてお

りますので、素材として取り上げる事件は、パワハラ、セクハラ、過

労自殺、賃金の引下げ、解雇等に関する民事事件、あるいは、労働組

合、医療保険、生活保護等に関する行政事件がメインとなります。

教科書は特に指定しません。レジュメ、資料を配付します。

授業当初は、教員からの講義が中心となりますが、実習の以降後は、

受講生による報告等が中心となります。

授業への参加の度合い、レジュメ、口頭報告、討論での発言等の平常点

担当教員名

こんな人に来て欲しい

こんな人にお勧め

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

授業のテーマ 法律学の基礎を学ぶ

教員との連絡方法
基礎演習募集の案内メールに記載された各教員のメールアドレス宛にご連

絡ください。

選考方法
志望理由書の提出(提出はK-SMAPYⅡのアンケートより回答してくだ

さい)

　担当教員の専門分野 社会法（労働法、社会保障法） 月曜３限

演習の概要



授業回 内容

第13回
ケーススタディ３：行政訴訟を学ぶ、医療保険ないし生活保護を素材

に

第14回 ケーススタディ３

第15回 ケーススタディ３

第10回 ケーススタディ２：契約法を学ぶ、賃金の引き下げ、解雇等を素材に

第11回 ケーススタディ２

第12回 ケーススタディ２

第7回 ケーススタディ１：損害賠償法を学ぶ、職場のハラスメントを素材に

第8回 ケーススタディ１

第9回 ケーススタディ１

第4回 法律の読み方の実習

第5回 判決文の読み方

第6回 判決文の読み方の実習

第1回 イントロダクション、法学部で法律科目をどのように学んでいくか

第2回 わが国の立法、司法、行政

第3回 法律の読み方の講義
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