
医事法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
入門講義・医事法と生命倫理

法務研究科（法科大学院） 教授 古川 俊治

授業科目の内容：

　講義形式により，現代の医療が提起している法的・倫理的諸問題

につき，法と生命倫理の観点から検討を加える。受講者には，それ

ぞれの問題についての基礎的知識を得るとともに，法的思考力を鍛

えていただきたい。関連する法令や判例のほか，外国の制度やそこ

における議論の状況も紹介する。個々のトピックは，基本的に独立

したものであるので，各回の講義ごとにまとめを行いたい。

　この授業の到達目標は，現代医療の法的・倫理的諸問題について

の，基本的知識と法的思考方法を学び取ることにある。単に法律論

を学ぶだけでなく，先端医療の現状について実践的な学修ができる

よう，医師であり弁護士である教員が担当する。問題点を多次元的

に論じ，この分野における問題の本質を受講者に偏りなく理解して

いただくことに力を注ぎたい。

テキスト（教科書）：

　特定の教科書は使用しない。毎回，講義資料としてのプリントを

配布する。

参考書：

　赤林朗編『入門医療倫理Ⅰ，Ⅱ』（2005 年，2007 年，勁草書房）

石原明『法と生命倫理20 講〔第4 版〕』（2004 年，日本評論社），宇

都木伸ほか編『医事法判例百選』（2006 年，有斐閣），坂本百大＝青

木清＝山田卓生編著『生命倫理―21 世紀のグローバル・バイオエシ

ックス』（2005 年，北樹出版），樋口範雄編著『ケーススタディ生命

倫理と法』（2004 年，有斐閣），樋口範雄＝土屋裕子編『生命倫理と

法，同Ⅱ』（2005 年，2007年，弘文堂），樋口範雄『医療と法を考え

る―救急車と正義』（2007 年，有斐閣），同『続・医療と法を考える

―終末期医療ガイドライン』（2008年，有斐閣）など。

医事法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
入門講義・医事法と生命倫理（後半）

法務研究科（法科大学院） 教授 古川 俊治

授業科目の内容：

　医事法Ⅰ（春学期）と同様に，講義形式により，現代の医療が提

起している法的・倫理的諸問題につき，法と生命倫理の観点から検

討を加える。受講者には，それぞれの問題についての基礎的知識を

得るとともに，法的思考力を鍛えていただきたい。関連する法令や

判例のほか，外国の制度やそこにおける議論の状況も紹介する。個

々のトピックは，基本的に独立したものであるので，各回の講義ご

とにまとめを行いたい。

　この授業の到達目標は，現代医療の法的・倫理的諸問題について

の，基本的知識と法的思考方法を学び取ることにある。単に法律論

を学ぶだけでなく，先端医療の現状について実践的な学修ができる

よう，医師であり弁護士である教員が担当する。問題点を多次元的

に論じ，この分野における問題の本質を受講者に偏りなく理解して

いただくことに力を注ぎたい。

テキスト（教科書）：

　特定の教科書は使用しない。毎回，講義資料としてのプリントを

配布する。

参考書：

　赤林朗編『入門医療倫理Ⅰ，Ⅱ』（2005 年，2007 年，勁草書房）

石原明『法と生命倫理20 講〔第4 版〕』（2004 年，日本評論社），宇

都木伸ほか編『医事法判例百選』（2006 年，有斐閣），坂本百大＝青

木清＝山田卓生編著『生命倫理―21 世紀のグローバル・バイオエシ

ックス』（2005 年，北樹出版），樋口範雄編著『ケーススタディ生命

倫理と法』（2004 年，有斐閣），樋口範雄＝土屋裕子編『生命倫理と

法，同Ⅱ』（2005 年，2007年，弘文堂），樋口範雄『医療と法を考え

る―救急車と正義』（2007 年，有斐閣），同『続・医療と法を考える

―終末期医療ガイドライン』（2008年，有斐閣）など。

医事法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
医療過誤民事事件における論点及び具体的事案における民法・民

事訴訟法の応用

講師 鈴木 雄介

授業科目の内容：

　近年，メディアを介して医療紛争に関する情報を見聞きする機会

が増えています。こうした医療紛争の理解を通じ，現代の医療制度

の問題点を考えていただければ幸いと考えます。また，医療紛争の

具体的事案を検討することにより，民法，民事訴訟法の理解が深ま

ることを期待しています。

　具体的内容としては，医療水準論（ 高裁平成7 年6 月9 日判決

等），医師の説明義務（ 高裁平成13 年11 月27 日判決等），「生存の

相当程度の可能性」に対する侵害（ 高裁平成12 年9 月22 日判決

等）等医療過誤事件に特有の論点を扱います。これらの論点に加え，

因果関係，時効，除斥期間といった民法の基本論点，弁論主義，主

張立証責任の分配といった民事訴訟法の基本論点につき，医療過誤

判例を通して検討します。また，法律論だけでなく，法曹及び医師

の視点から，事実認定，医療の実情などを解説します。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義資料プリントを配布します。

参考書：

　宇都木・町野・平林・甲斐編「医事法判例百選」（有斐閣，2006 年）

　樋口編「ケース・スタディ　生命倫理と法」（有斐閣，2004 年）

　古川著「メディカルクオリティ・アシュアランス―判例にみる医

療水準（第2 版）」（医学書院，2005）

医事法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
医事刑法及び生命倫理並びに医療過誤民事における損害論

講師 鈴木 雄介

授業科目の内容：

　近年，メディアを介して医療に関する刑事事件又は生命倫理に関

する情報を見聞きする機会が増えています。これらの事案の理解を

通じ，現代の医療制度及び生命倫理上の問題点を考えていただけれ

ば幸いと考えます。また，医療紛争の具体的事案を検討することで，

刑法の理解が深まることを期待しています。

　具体的内容としては，抗癌剤過剰投与事件（ 高裁平成17 年11 月
15 日決定），薬害エイズ事件（ 高裁平成20 年3 月3 日決定，東京地

裁平成13 年3 月28 日判決等）等の事案により過失犯における予見可

能性，結果回避義務を検討します。この他，医療過誤刑事事件にお

ける患者・被害者の同意，正当行為，罪刑法定主義等刑法の基本論

点を学習します。生命倫理に関しては，終末期医療，治験・臨床研

究等を通じて検討します。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義資料プリントを配布します。

参考書：

　宇都木・町野・平林・甲斐編「医事法判例百選」（有斐閣，2006 年）

　樋口編「ケース・スタディ　生命倫理と法」（有斐閣，2004 年）

　古川著「メディカルクオリティ・アシュアランス―判例にみる医

療水準（第2 版）」（医学書院，2005）

会計学Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）

会計学Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
セット履修 名誉教授 笠井 昭次

授業科目の内容：

　現代会計の全体を合理的に説明する論理を探求する。ただし，そ

の点に関する私見を一方的に述べるのではなく，他の学説と比較検

討しながら行なう。そのプロセスにおいて，受講生諸君が，みずか

ら考える力を身につけられるような形で講義をしていきたい。

テキスト（教科書）：

　笠井昭次著『現代会計論』慶應義塾大学出版会
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外国法（アジア）（展開）（外） 2単位 （秋学期）
アジア比較法

教授 太田 達也

授業科目の内容：

　本講義では，アジア各国の法体系や司法制度の概要と特徴を学ぶ

とともに，アジア法の各論的なテーマについても考察する。なお，

本講義で扱うアジアの領域は，東アジア（韓国，香港・台湾）と東

南アジア（マレーシア，シンガポール，インドネシア，タイ，フィ

リピン）である。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　新しいものとしては，鮎京正訓『アジア法ガイドブック』名古屋

大学出版会(2009)が参考になる。

外国法（英米）Ⅰ（外） 2単位 （春学期）

外国法（英米）Ⅰ（展開）（Ａ） 2単位 （春学期）
セット履修 教授 西川 理恵子

授業科目の内容：

　世界に存在する法体系を大きく分類したとき，わが国の法体系で

ある大陸法と異なる体系として存在するのがいわゆるコモンロー体

系である。この体系をとる国家は，アメリカ合衆国をはじめとして，

イギリス，カナダ，オーストラリアなど，日本と関係の深い国家が

多い。本稿では，コモンローシステムがどのように，成立し，どの

ようにわが国と異なっているかを考える。わが国の法と異なる体系

について考えることにより，法に対する認識，理解を深めることが

できればと思っている。

　本講義はイギリスを中心にする。

テキスト（教科書）：

　特に指定しないが，参考書のうち，履修者の気に入ったものを読

むことはすすめる。

参考書：

　・ジュリスト英米法百選，英米法総論（田中英夫）

　・アメリカ法入門，英米法（現代法学全集）等

外国法（英米）Ⅱ（外） 2単位 （秋学期）

外国法（英米）Ⅱ（展開）（Ａ） 2単位 （秋学期）
セット履修 教授 西川 理恵子

授業科目の内容：

　世界に存在する法体系を大きく分類したとき，わが国の法体系で

ある大陸法と異なる体系として存在するのがいわゆるコモンロー体

系である。この体系をとる国家は，アメリカ合衆国をはじめとして，

イギリス，カナダ，オーストラリアなど，日本と関係の深い国家が

多い。本稿では，コモンローシステムがどのように，成立し，どの

ようにわが国と異なっているかを考える。わが国の法と異なる体系

について考えることにより，法に対する認識，理解を深めることが

できればと思っている。

　この講義はアメリカ法を中心にするが，外国法（英米）Ⅰの続編

という形でイギリス法を継受したアメリカ法の発展に着目する。Ⅰ

は必修。

テキスト（教科書）：

　特に指定しないが，参考書のうち，履修者の気に入ったものを読

むことはすすめる。

参考書：

　・ジュリスト英米法百選，英米法総論（田中英夫）

　・アメリカ法入門，英米法（現代法学全集）等

外国法（中）（外） 2単位 （春学期）

外国法（中）（展開）（Ａ） 2単位 （春学期）
講師 尹 秀鍾

授業科目の内容：

　積極的な外資導入により目覚しい経済成長を遂げた中国は、世界

の工場から世界の市場へと発展し、グローバルスタンダードを意識

した法律法規及び諸制度の整備を行っています。春学期は、現代中

国法の枠組みについて概観した上、中国の契約法について講義を行

います。秋学期は、中国の会社法、外商投資企業法について講義を

行います。履修者諸君には、中国ビジネス法に関する基礎的理解が

得られることが本講義の目標です。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義資料プリントを配布します。

参考書：

　特に指定しません。

外国法Ⅱ（中）（外） 2単位 （秋学期）

外国法Ⅱ（中）（展開）（Ａ） 2単位 （秋学期）
講師 尹 秀鍾

授業科目の内容：

　積極的な外資導入により目覚しい経済成長を遂げた中国は、世界

の工場から世界の市場へと発展し、グローバルスタンダードを意識

した法律法規及び諸制度の整備を行っています。春学期は、現代中

国法の枠組みについて概観した上、中国の契約法について講義を行

います。秋学期は、中国の会社法、外商投資企業法について講義を

行います。履修者諸君には、中国ビジネス法に関する基礎的理解が

得られることが本講義の目標です。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義資料プリントを配布します。

参考書：

　特に指定しません。

外国法（独）Ⅰ（外） 2単位 （春学期）

外国法（独）Ⅰ（展開）（Ａ） 2単位 （春学期）
准教授 オステン， フィリップ

授業科目の内容：

　ドイツ法の全体像を理解してもらえるような講義にすることに力

を注ぎたい。

テキスト（教科書）：

　毎回，講義資料プリント（レジュメ等）を配布することにする。

参考書：

　参考文献については講義の中で必要に応じて紹介することにする。

概説書としては，村上淳一＝守矢健一／ハンス・ペーター・マルチ

ュケ『ドイツ法入門・改訂第7 版』（有斐閣，2008 年）がある。

外国法（独）Ⅱ（外） 2単位 （秋学期）

外国法（独）Ⅱ（展開）（Ａ） 2単位 （秋学期）
准教授 オステン， フィリップ

授業科目の内容：

　ドイツ法の全体像を理解してもらえるような講義にすることに力

を注ぎたい。

テキスト（教科書）：

　毎回，講義資料プリント（レジュメ等）を配布することにする。

参考書：

　参考文献については講義の中で必要に応じて紹介することにする。

概説書としては，村上淳一＝守矢健一／ハンス・ペーター・マルチ

ュケ『ドイツ法入門・改訂第7 版』（有斐閣，2008 年）がある。

外国法（仏）Ⅰ（外） 2単位 （春学期）

外国法（仏）Ⅰ（展開）（Ａ） 2単位 （春学期）
フランス法概論〔外側から見たフランス法〕

講師 小川 健

授業科目の内容：

　フランス法は，1789 年の人権宣言そして近代法の先駆けとなった

ナポレオン法典をはじめとして，世界各国の近代および現代の法制

に大きな影響を与えて来た。日本法にとっても，同法はドイツ法や

英米法と並ぶ母法の一つであり，その理解は日本法の学習のために

欠くことができない。

　他方，今後わが国が諸外国と様々な関係を構築し維持発展させて

いくためには外国諸制度への対応やこれらと国内諸制度の調整がど

うしても必要となってくるであろう。この点でも，国連およびEU の
主要な構成国であるとともに国際取引の分野にも影響力のあるこの

国の法制や法認識の理解は我が国にとって重要なものであり続ける
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筈である。

　春学期は，「外側から見たフランス法」と題して，フランス法とそ

れ以外の法系等との関係やフランス法の影響力等，世界の中におけ

るフランス法の位置づけを中心に，日本やフランスの法制度を理解

するのに必要な基礎的な問題を概観する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

・フランス第五共和国憲法邦訳（辻村みよ子）樋口・吉田編「解説

世界憲法集」4 版（2001）;
・『フランスの裁判法制』小島武司他編中央大学出版部1991;
・庄司克宏『EU 法　基礎編』（岩波書店）2003.

外国法（仏）Ⅱ（外） 2単位 （秋学期）

外国法（仏）Ⅱ（展開）（Ａ） 2単位 （秋学期）
フランス法概論〔内側から見たフランス法〕

講師 小川 健

授業科目の内容：

　春学期に，日本やフランスの国家制度法制度の，世界のなかでの

位置付けを確認した上で，秋学期には「内側から見たフランス法」

として，フランス法の国内諸制度について講義形式で概説する予定

である。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

・フランス第五共和国憲法邦訳（辻村みよ子）樋口・吉田編「解説

世界憲法集」4 版（2001）;
・『フランスの裁判法制』小島武司他編中央大学出版部1991;
・庄司克宏『EU 法　基礎編』（岩波書店）2003.

外国法（ラテンアメリカ）（外） 2単位 （春学期）

外国法（ラテンアメリカ）（展開）（Ａ） 2単位 （春学期）
ラテンアメリカ法（総論・各論）

准教授 前田 美千代

授業科目の内容：

　本講義では，ラテンアメリカ法の総論および各論として，ラテン

アメリカ地域の概要，ラテンアメリカ法の意義・歴史（300 年間の

スペインとポルトガルによる支配の時代）ならびに現行法の成立過

程・各国法の規定（民法・消費者法中心）について学習します。

テキスト（教科書）：

　・講義資料プリントを配布します。

　・講義資料プリントはkeio.jp からダウンロードできます。

参考書：

　授業中に指示します。

外国法（ＥＵ）（外） 2単位 （春学期）

外国法（ＥＵ）（展開）（Ａ） 2単位 （春学期）
EU法の入門，基礎理論と実務への架橋

法務研究科（法科大学院） 教授 庄司 克宏

授業科目の内容：

　あなたは超国家的法秩序としての｢EU法｣についてどれくらい知っ

ていますか。

　欧州連合（EU）法は新領域の法分野として研究者や学生の興味を

そそる研究対象となっているだけでなく，実務的な必要性からも企

業や実務家の注目を集めるようになっています。なぜならば，EU は
27 加盟国，総人口5 億人からなる巨大な単一市場を形成し，そこで

制定されるEU 法規制は域内で直接適用されるか又は国内法化され，

かつ国内法に優越して施行されるからです。それはまた，域外にお

いても環境規制のように事実上のグローバル・スタンダードを形成

する場合があります。

　このように，EU 域内で事業を展開する域外企業にとってもEU 法
は無視できない存在です。日系企業も細心の注意を払って，EU 法令

のコンプライアンスを確保する必要があります。しかし，わが国で

はEU 法に十分精通した日本人がほとんど存在しないため，ビジネス

上多くの問題に直面しがちであると言われています。本授業では，

このような需要に対応して「EU 法ギャップ」を解消するため，受講

者にとって実社会で役立つ専門知識を提供することを目的としてい

ます。

　具体的内容としては，リスボン条約による改正を踏まえて、EU法

に関する基本的知識の習得を目的とします。第1 に組織法（EU諸機

関，立法手続，行政制度），第2にEU司法制度および裁判手続、第3
にEU法と国内法との関係（直接効果，優越性，EU 法上の権利の国

内的救済，基本的人権の保護)，第4にEU実体法の一部、について双

方向的講義を行います。

テキスト（教科書）：

　下記をすべて教科書として使用します。毎回持参下さい。

　庄司克宏『EU法　基礎編』岩波書店、2003 年
　庄司克宏『EU法　政策篇』岩波書店、2003年　

　庄司克宏『欧州連合　統治の論理とゆくえ』岩波新書，2007年
　

　なお、庄司克宏「リスボン条約の概要と評価」『慶應法学』第10号
（2008年）を履修者に電子データで配付します。

参考書：

　庄司克宏編『EU法　実務篇』岩波書店、2008年

外国法演習【英米】（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
教授 西川 理恵子

授業科目の内容：

　アメリカの「不法行為（Torts）」を勉強する。不法行為は，日本で

は，債権法の一部として議論されるが，アメリカでは法を学ぶに当

たっての も大切な基礎科目の一つと考えられている。そこで，ア

メリカの不法行為のケースや論文を英語で読みながら，不法行為を

めぐるさまざまな論点，アメリカの法思考方法などを学ぼうという

のが，法演習の目的である。

　原語で判例を読むことにより、微妙にある似たような概念の外国

法とのずれや、同じ事象をめぐる法文化による受け止め方の違いな

ど、国内法を学ぶのとは別な視点から法制度を考えられるのがこの

コースの特徴である。

　

テキスト（教科書）：

　適宜，教材のコピーを配布する。

参考書：

　開講時に指定

外国法演習【独】（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

外国法演習【独】（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
准教授 オステン， フィリップ

授業科目の内容：

　本演習は，ドイツ法・ドイツ法学に関する原書（ドイツ語文献）

を理解できるようにすることを目的とするものである。

テキスト（教科書）：

　テキストについては，履修者の希望・語学力等を考慮して，開講

時に決定したうえで，プリントをして配布する予定。

参考書：

　参考文献については，演習のなかで必要に応じて紹介することに

なる。

外国法演習【仏】（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
フランス法入門そしてフランス法文献の読み方と調べ方

講師 小川 健

授業科目の内容：

　フランス法は，1789 年の人権宣言そして近代法の先駆けとなった

ナポレオン法典をはじめとして，世界各国の近代および現代の法制

に大きな影響を与えて来た。日本法にとっても，同法はドイツ法や

英米法と並ぶ母法の一つであり，その理解は日本法の学習のために

欠くことができない。

　他方，今後わが国が諸外国と様々な関係を構築し維持発展させて

いくためには外国諸制度に対する対応やこれらとの国内諸制度の調

整がどうしても必要となってくるであろう。この点でも，国連およ

びEU の主要な構成国であるとともに国際取引の分野にも影響力のあ

るこの国の法制や法認識の理解は我が国にとって重要なものであり

続ける筈である。

　「フランス法学習を自らするための手ほどき」を担当する科目と

　
法
律
学
科
講
義
要
綱
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して，本演習では，フランス語の読みやすい文献を参照しつつ，フ

ランス法の基礎的な知識及びフランス法学の問題の分析の仕方が解

るように授業をすすめていきたいと思う。むろんフランス社会や歴

史文化一般についての理解もその前提として欠かせないことから，

これらの点についての「道草」も厭わないつもりである。

　受講者の，英米法や他の大陸法の理解，日本法の理解，フランス

語の能力，等に応じ適宜これを補充しつつテキストの講読をおこな

うつもりである。

テキスト（教科書）：

　受講者の興味の所在，フランス語の能力等を勘案して話し合って

決めるが，

・J. -L. Aubert, Introduction au droit, Que sias-je?, PUF (2002)「法学入

門」;
・H. Batiffol, La Philosophie du droit, Que sias-je?, PUF (2999)「法哲

学」.
　（いずれも我が国でいう新書のようなもの）あるいは仏文の新聞

雑誌の記事あたりであろうか。

　2008 年，2009 年度には，上記「法学入門」の 初の部分の他，

・1789年の人権宣言（正式にはDéclaration des Droits de l'homme et du 
citoyen 人と市民の権利の宣言）;
・Conseil d'Etat, Droit communautaire et Droit français, Documentation 
française, 1982「ヨーロッパ法とフランス国内法」;
・Traité établissant une Constitution pour l'Europe, CIG 87/2/04 REV 2, 
2004「ヨーロッパ憲法制定条約」等の一部;
・Montesquieu, De l'Esprit des lois, 1748「法の精神」（ モンテスキュ

ー）の一部;
・破棄院やコンセイユデタ（フランス行政 高裁判所）のいくつか

の判例;
を講読した。

参考書：

　初学者にも使いやすい本格的な仏和辞書として，少々かさばり，

やや値も張るが，田村毅・他編「ロワイヤル仏和中辞典」2 版（2005）
税込6,300 円，を一応挙げておく。

外国法演習【仏】（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
フランス法入門そしてフランス法文献の読み方と調べ方

講師 小川 健

授業科目の内容：

　内容その他については，本科目の春学期の講義要綱・シラバスを

参照のこと。

外国法演習【ラテンアメリカ】（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
ラテンアメリカ法研究のためのスペイン語とポルトガル語

准教授 前田 美千代

授業科目の内容：

　本演習では，特にラテンアメリカ法研究の基礎となる，スペイン

語またはポルトガル語の理解・運用能力を養うことを目的として，

スペイン語またはポルトガル語で書かれたテキストを読んで内容に

ついて討論します。

　指定されたテキストの範囲を必ず予習してくる必要があります。

　文法・語法を初歩から説明することはしないので、スペイン語既

習者（日吉のスペイン語選択者等）またはポルトガル語既習者のみ

履修登録してください。スペイン語等選択ではないが履修を希望す

べき特殊事情があると考える場合は、必ず事前かつ個別に担当者に

相談して下さい。

　履修希望者が多数の場合は、初回ガイダンス時にスペイン語（中

級文法程度）またはポルトガル語（初級文法程度）の試験を実施し

て、履修登録者を選抜します（10~13名程度）。

　履修者選抜試験（スペイン語学力試験）は、４月１４日（水）５

限に授業の教室にて行います。なお、本演習は、春学期と秋学期の

開講曜日時限が異なるため、秋学期のみの履修希望者で、春学期５

限に別授業を履修予定の者には、４月１４日（水）６限に選抜試験

を行います。６限の試験を実施する教室については、西校舎１階法

学部掲示板で確認するようにして下さい。

テキスト（教科書）：

　プリント配布

参考書：

　森征一・二宮正人著『ポ日法律用語集』（有斐閣，二〇〇〇年）

　山田信彦編著『スペイン語法律用語辞典』（信山社，二〇〇六年）

　Francisco Barberán, Diccionario Jurídico Japonés-Español-Japonés, 
Edición: 2ª, Aranzadi, 2007.  

外国法演習【ラテンアメリカ】（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
ラテンアメリカ法研究のためのスペイン語とポルトガル語

准教授 前田 美千代

授業科目の内容：

　本演習では，特にラテンアメリカ法研究の基礎となる，スペイン

語またはポルトガル語の理解・運用能力を養うことを目的として，

スペイン語またはポルトガル語で書かれたテキストを読んで内容に

ついて討論します。

　指定されたテキストの範囲を必ず予習してくる必要があります。

　文法・語法を初歩から説明することはしないので、スペイン語既

習者（日吉のスペイン語選択者等）またはポルトガル語既習者のみ

履修登録してください。スペイン語等選択ではないが履修を希望す

べき特殊事情があると考える場合は、必ず事前かつ個別に担当者に

相談して下さい。

　履修希望者が多数の場合は、初回ガイダンス時にスペイン語（中

級文法程度）またはポルトガル語（初級文法程度）の試験を実施し

て、履修登録者を選抜します（10~13名程度）。

　履修者選抜試験（スペイン語学力試験等）は、４月１４日（水）

５限に授業の教室にて行います。なお、本演習は、春学期と秋学期

の開講曜日時限が異なるため、秋学期のみの履修希望者で、春学期

５限に別授業を履修予定の者には、４月１４日（水）６限に選抜試

験を行います。６限の試験を実施する教室については、西校舎１階

法学部掲示板で確認するようにして下さい。

テキスト（教科書）：

　プリント配布

参考書：

　森征一・二宮正人著『ポ日法律用語集』（有斐閣，二〇〇〇年）

　山田信彦編著『スペイン語法律用語辞典』（信山社，二〇〇六年）

　Francisco Barberán, Diccionario Jurídico Japonés-Español-Japonés, 
Edición: 2ª, Aranzadi, 2007.  

外国法演習【ＥＵ】（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
国家、地域、個人、企業そして国際社会にとってのＥＵ

講師 高橋 甫

授業科目の内容：

　半世紀を超える統合プロセスを経て、ＥＵは前例を見ない政治統

治体として存在するに至っている。　ＥＵは独自の法体系を持ち、

ＥＵ法は加盟国に直接適用されている。また2009年12月に発効した

リスボン条約により、ＥＵは国際法上の法人格を持つに至り、これ

まで以上に国際社会で存在感を増すこととなる。

　本授業では、前例を見ない政治統治体としてのＥＵが国家（加盟

国及び非加盟国）、加盟国の地域、加盟国市民、加盟国及び非加盟国

の企業そして国際社会にとって何を意味しているかを法的始点から

検証する。

テキスト（教科書）：

　なし

参考書：

栗林忠男「現代国際法」慶應義塾大学出版，2005
• 櫻井雅夫「国際機構法」第一法規，1993
• Klaus-Dieter Borchardt「The ABC of Community Law」 The European 
Commission,1999 (http://ec.europa.eu/ publications/booklets/
eu_documentation/02/txt_en.pdf)
• 山根裕子「新版EU/EC 法」有信堂，1995
• 石川明･櫻井雅夫編「EU の法的課題」，慶應義塾大学出版2001 年
• 中村民雄，須網隆夫編書「EU 法基本判例集」日本評論社，2007 年
• 田中俊郎，小久保康之，鶴岡路人編「EU の国際政治・域内政治秩

序と対外関係の動態」慶應義塾大学出版，2007
• 庄司克宏「EU 法　基礎編」岩波書店，2007 年
• 庄司克宏「EU 法　政策編」岩波書店，2007 年
• 植田隆子「EU スタディーズ1　対外関係」勁草書房，2007 年

4



• 衆議院憲法調査会「衆議院EU 憲法及びスウェーデン･フィンラン

ド憲法調査議員団報告書」，図書館3 階に配架）

• 衆議院憲法調査会「衆議院憲法調査会報告書」（リザーブブックと

して3 部を旧図書館3 階に配架）

• Martina Timmerman and Jitsuo Tsuchiyama, eds (2008) 
「Institutionalizing Northeast Asia」United Nations University Press (2008)

外国法演習【ＥＵ】（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
EU法の基礎理論と実務への架橋、事例研究

法務研究科（法科大学院） 教授 庄司 克宏

授業科目の内容：

　あなたはトランスナショナルな法空間としての「EU域内市場」に

ついてどれくらい知っていますか。欧州連合（EU）法はEU 域内で

事業を展開する域外企業にとって無視できない存在です。それはま

た，域外においても環境規制のように事実上のグローバル・スタン

ダードを形成する場合があります。

　このため，日系企業も細心の注意を払って，競争法をはじめとす

るEU 法令のコンプライアンスを確保する必要があります。しかし，

わが国ではEU 法に十分精通した者があまりいないため，ビジネス上

多くの問題に直面しがちであると言われています。本授業では，こ

のような需要に対応して「EU 法ギャップ」を解消するため，受講者

にとって実社会で役立つ専門知識とその使い方を教授することを目

的としています。

　具体的内容としては，リスボン条約による改正を踏まえて、実体

法としての域内市場法（物・人・サービス・資本の自由移動，競争

法）を中心に双方向的講義と事例研究を行います。

テキスト（教科書）：

　春学期の外国法(EU) と同じです。下記の3冊をすべて教科書とし

て使用します。毎回持参下さい。

　庄司克宏『EU法　基礎篇』岩波書店，2003年
　庄司克宏『EU法　政策編』岩波書店，2003年
　庄司克宏『欧州連合　統治の論理とゆくえ』岩波新書，2007年
参考書：

　庄司克宏編『EU環境法』慶應義塾大学出版会、2009年

会社法Ⅰ（Ａ－Ｊ）（基幹）（Ｄ）（連続授業） 2単位 （春学期）

会社法Ⅱ（Ａ－Ｊ）（基幹）（Ｄ）（連続授業） 2単位 （春学期）
セット履修 教授 宮島 司

授業科目の内容：

　会社法に関する一般講義を行う。2005 年成立，2006 年より施行さ

れている新会社法が対象である。従来の会社法とは形式も実質も大

きく異なるものであり，その解説，解釈論的検討，立法論的検討を

行う。

テキスト（教科書）：

　宮島司『新会社法エッセンス（第三版）』（2008 年）弘文堂

参考書：

　必要あればその都度指示する。

会社法Ⅰ（Ｋ－Ｔ）（基幹）（Ｄ） 2単位 （春学期）
会社法

セット履修 教授 山本 爲三郎

授業科目の内容：

　会社法に関する一般講義。全体を通して少なくとも卒業論文程度

の水準での講義にしたいと思います。対象とするのは，会社法総論，

会社法ガバナンス（株式会社の機関），会社法ファイナンス基礎（株

式）です。

テキスト（教科書）：

　山本爲三郎『会社法の考え方〈第7 版〉』（八千代出版，2008 年）

会社法Ⅱ（Ｋ－Ｔ）（基幹）（Ｄ） 2単位 （春学期）
会社法

セット履修 教授 山本 爲三郎

授業科目の内容：

　会社法に関する一般講義。全体を通して少なくとも卒業論文程度

の水準での講義にしたいと思います。対象とするのは，会社法総論，

会社法ガバナンス（株式会社の機関），会社法ファイナンス基礎（株

式）です。

テキスト（教科書）：

　山本爲三郎『会社法の考え方〈第7 版〉』（八千代出版，2008 年）

会社法Ⅲ（基幹）（外） 2単位 （秋学期）
教授 山本 爲三郎

授業科目の内容：

　会社法に関する一般講義。全体を通して少なくとも卒業論文程度

の水準での講義にしたいと思います。対象とするのは，会社法ファ

イナンス応用（株式会社会計，募集株式発行等）および企業の起業・

再編に関する諸問題です。会社法ガバナンス（株式会社の機関）お

よび会社法ファイナンス基礎（株式）を前提とするので，会社法Ⅰ

（商法ⅠA）および会社法Ⅱ（商法ⅠB）を履修しておくことを勧め

ます。

テキスト（教科書）：

　山本爲三郎『会社法の考え方〈第7 版〉』（八千代出版，2008 年）

環境法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
法はどのようにして環境を破壊から守ろうとしているのか（基礎

編）

法務研究科（法科大学院） 教授 六車 明

授業科目の内容：

　環境法の分野の前半部分の講義をします。後半部分の環境法Ⅱは、

担当者が特別研究休暇（秋学期６か月間）に入るので休講となりま

す。申し訳ありません。

　環境問題は，さまざまな分野にわたって発生しています。なかに

は，私たち自身が被害者であるとともに加害者であったり，私たち

の世代だけでなく，次の世代にまで影響を及ぼし，あるいは国内に

とどまらず，地球全体に影響を及ぼす問題もあります。環境法の対

象もますます広がってきています。法はどのようにして環境を破壊

から守り，後の世代によりよい環境を残そうとしているのであろう

か，ということを考えながら進めていきます。下記授業の計画に記

載してある内容を講義する予定です。

テキスト（教科書）：

　プリントを配る予定です。

参考書：

　・大塚　直「環境法第2 版」有斐閣，2006 年

企業税法（展開）（外） 2単位 （秋学期）
講師 松原 有里

授業科目の内容：

　企業の経済活動にとって大きな影響を与える税目である法人税と

消費税を中心に講義をする。講義の前半3分の2で法人税、後半3分の

1で消費税について講義する予定である。法人税に関しては、できれ

ば、商法や会計学等の予備知識があることが望ましい。

テキスト（教科書）：

　『租税法』第 15版　金子宏著　弘文堂　 2010年　 ISBN：

978-4-335-30441-5
参考書：

　『租税法』第4版　水野忠恒著　有斐閣　2009年
　ISBN：978-4-641-13057-9
　『ケースブック租税法』第2版　金子・佐藤・増井・渋谷編著　弘

文堂 2007年
　ISBN：978-4-335-30298-5　

企業取引法（展開）（Ｄ） 2単位 （秋学期）
准教授 杉田 貴洋

授業科目の内容：

　商行為法について講義を行う。

テキスト（教科書）：

　講義の中で指示する。
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企業法総論（展開）（Ｄ） 2単位 （春学期）
准教授 杉田 貴洋

授業科目の内容：

　商法総論および商法総則について講義を行う。

テキスト（教科書）：

　講義の中で指示する。

行政救済法Ⅰ（基幹）（Ｅ） 2単位 （春学期）
行政争訟法

准教授 青木 淳一

授業科目の内容：

　行政法は「行政組織法」，「行政作用法」，「行政救済法」の三本柱

をもって体系を構成している。このうち「行政救済法」は，行政活

動によって権利を侵害され，財産的損害を被った国民に対し，事後

的な救済を図るためにある。

　本講義は「行政救済法」の中でも，特に，「行政不服審査法」及び

「行政事件訴訟法」を扱う。これらをあわせて，講学上「行政争訟

法」と呼ぶ。

　行政不服審査法とは，違法・不当な行政活動を排除するよう行政

機関に求めるときの手続を定める。行政事件訴訟法とは，違法な行

政活動を排除するよう裁判所に求めるときの手続を定める。

テキスト（教科書）：

• 櫻井敬子・橋本博之『行政法〔第2版〕』（弘文堂，2009年）

• 高木光・稲葉馨＝編『ケースブック行政法〔第4版〕』（弘文堂，

2010年）

• 平成22年度版『六法』（出版社は問わない）

参考書：

　学習上有益な教科書，体系書，判例集等については，開講時に文

献案内を行う。

行政救済法Ⅱ（展開）（Ｅ） 2単位 （秋学期）
国家補償法

准教授 青木 淳一

授業科目の内容：

　行政法は「行政組織法」，「行政作用法」，「行政救済法」の三本柱

をもって体系を構成している。このうち「行政救済法」は，行政活

動によって権利を侵害され，財産的損害を被った国民に対し，事後

的な救済を図るためにある。

　本講義は「行政救済法」の中でも，特に，「国家賠償法」及び「損

失補償」を扱う。これらをあわせて，講学上「国家補償法」と呼ぶ。

　国家賠償法とは，違法な行政活動に起因する損害の賠償と，公の

営造物の設置・管理の瑕疵に起因する損害の賠償について定める。

損失補償とは，行政活動により一部の国民が払った「特別の犠牲」

に対する「正当な補償」を意味する。

テキスト（教科書）：

• 櫻井敬子・橋本博之『行政法〔第2版〕』（弘文堂，2009年）

• 高木光・稲葉馨＝編『ケースブック行政法〔第4版〕』（弘文堂，

2010年）

• 平成22年度版『六法』（出版社は問わない）

参考書：

　学習上有益な教科書，体系書，判例集等については，開講時に文

献案内を行う。

行政組織法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
講師 田村 泰俊

授業科目の内容：

　本講義では，行政法の中でも，広義の行政組織すなわち地方自治

法，国の行政組織法，行政組織を担う公務員法及び行政組織として

の訴訟対応を主にその対象とする。この分野は，法科大学院や公務

員を志望する者には必須のものであるにもかかわらず，比較的，手

薄になりやすい。そこで，行政法の基礎理論を含め，丁寧に進めて

行くこととしたい。特に，地方自治法は 近も改正されており，独

学では，その把握が困難であると思われるから，上記の進路を志望

する者には履修をすすめたい。

テキスト（教科書）：

　吉田　勉『講義・地方自治法』（八千代出版）

参考書：

　・宇賀克也『行政法概説Ⅲ』（有斐閣）

　・塩野　宏『行政法Ⅲ』（有斐閣）

行政組織法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
講師 田村 泰俊

授業科目の内容：

　本講義では，行政法の中でも，広義の行政組織地方自治法，国の

行政組織法，行政組織を担う公務員法及び行政組織としての訴訟対

応を主にその対象とする。この分野は，法科大学院や公務員を志望

する者には必須のものであるにもかかわらず，比較的，手薄になり

やすい。そこで，行政法の基礎理論を含め，丁寧に進めて行くこと

としたい。特に，地方自治法は 近も改正されており，独学では，

その把握が困難であると思われるから，上記の進路を志望する者に

は履修をすすめたい。

テキスト（教科書）：

　田村・千葉・吉田編『自治体政策法務』（八千代出版）

参考書：

　・宇賀克也『行政法概説Ⅲ』（有斐閣）

　・塩野　宏『行政法Ⅲ』（有斐閣）

行政法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
講師 竹之内 一幸

授業科目の内容：

　行政法理論を中心に，その理解を目的とします。

　授業は，行政法の各テーマについての講義，判例研究，関連課題

の検討から構成されます。

　受講者数にもよりますが，演習ですから「参加型」の授業にした

いと思います。

テキスト（教科書）：

　『ブリッジブック行政法』宇賀克也編　信山社　2007年
参考書：

　『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第５版）有斐閣

行政法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
講師 竹之内 一幸

授業科目の内容：

　行政法理論を中心に，その理解を目的とします。

　授業は，行政法の各テーマについての講義，判例研究，関連課題

の検討から構成されます。

　受講者数にもよりますが，演習ですから「参加型」の授業にした

いと思います。

テキスト（教科書）：

　『ブリッジブック行政法』宇賀克也編　信山社　2007年
参考書：

　『行政判例百選Ⅰ・Ⅱ』（第５版）有斐閣

行政法総論Ⅰ（基幹）（Ｅ） 2単位 （春学期）
行政活動の行為形式

准教授 青木 淳一

授業科目の内容：

　行政法は「行政組織法」，「行政作用法」，「行政救済法」の三本柱

をもって体系を構成している。「行政作用法」は行政が国民に働きか

ける場面（＝作用）に焦点をあてる。さまざまな行政活動に共通し

て適用される一般的・抽象的な統制原理，行政活動の各々の行為形

式に特徴的な，固有の仕組みについて，判例・学説をあたかも一つ

の法のごとく再構成したものが，「行政法総論」（「行政作用法総論」）

である。

　本講義は「行政法総論」の中でも，特に，行政活動の行為形式を

扱う。わが国には「行政法」という形式的な法典が存在しない。数

多くの「行政に固有（または特有）の法」が関わり，したがって多

様な行政活動があるのだが，それらは性質・特徴をみて類型を分け

ることができる。これが「行政活動の行為形式」であり，類型ごと

に詳細な分析が行われる。

テキスト（教科書）：

• 櫻井敬子・橋本博之『行政法〔第2版〕』（弘文堂，2009年）
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• 高木光・稲葉馨＝編『ケースブック行政法〔第4版〕』（弘文堂，

2010年）

• 平成22年度版『六法』（出版社は問わない）

参考書：

　学習上有益な教科書，体系書，判例集等については，開講時に文

献案内を行う。

行政法総論Ⅱ（基幹）（Ｅ） 2単位 （秋学期）
行政活動の統制原理

准教授 青木 淳一

授業科目の内容：

　行政法は「行政組織法」，「行政作用法」，「行政救済法」の三本柱

をもって体系を構成している。「行政作用法」は行政が国民に働きか

ける場面（＝作用）に焦点をあてる。さまざまな行政活動に共通し

て適用される一般的・抽象的な統制原理，行政活動の各々の行為形

式に特徴的な，固有の仕組みについて，判例・学説をあたかも一つ

の法のごとく再構成したものが，「行政法総論」（「行政作用法総論」）

である。

　本講義は「行政法総論」の中でも，特に，行政活動の統制原理を

扱う。わが国には「行政法」という形式的な法典が存在しない。数

多くの「行政に固有（または特有）の法」が関わり，したがって多

様な行政活動があるのだが，それらの法令適合性を評価するための

原理原則を抽出することができる。これが「行政活動の統制原理」

であり，精緻な分析が行われる。

テキスト（教科書）：

• 櫻井敬子・橋本博之『行政法〔第2版〕』（弘文堂，2009年）

• 高木光・稲葉馨＝編『ケースブック行政法〔第4版〕』（弘文堂，

2010年）

• 平成22年度版『六法』（出版社は問わない）

参考書：

　学習上有益な教科書，体系書，判例集等については，開講時に文

献案内を行う。

金融商品取引法（展開）（外） 2単位 （秋学期）
講師 鳥山 恭一

授業科目の内容：

　金融商品取引法が定めている資本市場法制のうちとくに情報開示

と不公正取引の規制を中心にして、制度を概観していく予定です。

テキスト（教科書）：

　初回の授業において指示します。

参考書：

　適宜授業中に指示します。

金融論Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
経済学部教授 吉野 直行

授業科目の内容：

　日本の資金循環，各経済主体の金融活動，資産価格の変動，債券

市場・株式市場，為替レートの動きについて，制度・データなどを

用いた計量的な観点から概述する。

　（１）日本の資金循環の変化とIS-LM分析

　（２）日本の銀行行動の実証分析

　　　　　BISの自己資本比率規制の変化と銀行貸出

　（３）日本の債券市場（国債市場、社債市場）

　（４）日本の株式市場

　（５）財政と金融との関係（財政赤字と金融市場）

　（６）資産価格の変動とサブプライムローン問題

　（７）ケインズ経済学とマネタリスト

　（８）日本の金融政策の変化とその効果

　（９）外国為替の変動とその決定要因

　　　　（変動相場制、固定相場制、バスケット通貨制）

　（１０）アジアの債券市場とアジアの為替制度

テキスト（教科書）：

　吉野直行「英語で学ぶ日本経済」（有斐閣）

　吉野直行・樋口義雄・矢野誠編「論争：経済危機の本質を問う」

参考書：

・吉野直行・高月昭年『入門・金融第2 版』有斐閣

・吉野直行・藤田康範・土居丈朗『中小企業金融と日本経済』慶應

義塾大学出版会

・吉野直行・渡辺幸男『中小企業の現状と中小企業金融』慶應義塾

大学出版会

・吉野直行『信託・証券化ファイナンス』慶應義塾大学出版会

　その他の参考文献は，講義の中で説明する。

金融論Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
講師 榊原 健一

授業科目の内容：

　経済の金融的諸側面を、マクロおよびミクロ経済学的な視点から

講義する。主要なトピックは、金融資産（株、債券など）や為替レ

ートなどの価格の決定要因，金融政策の効果などである。

テキスト（教科書）：

　塩澤『現代金融論』創文社，2002 年
参考書：

　酒井・榊原・鹿野『金融政策(改定版)』有斐閣、2004年
　その他については適宜指示する

経営学Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）

経営学Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
商学部准教授 神戸 和雄

授業科目の内容：

　経営学は企業を研究対象とする学問分野である。基本的な考え方

が経済学とは異なっていることに加え、絶えず変化する企業を取り

巻く環境を考慮に入れることが必要となる。そのため本講義は，経

営学の基本的な考え方を理解すること，その上で経営現象を分析す

るための知識や方法について，具体的な企業経営の実態にふれなが

ら理解してゆくことを目的としている。

経済原論Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
経済学部准教授 津曲 正俊

授業科目の内容：

　ミクロ経済学の基礎理論とその応用について述べる。

　1. 消費者の行動

　2. 生産者の行動

　3. 市場の均衡

　4. 独占と寡占

　5. 市場機構と経済の効率

テキスト（教科書）：

　授業内で指示する

経済原論Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
経済学部准教授 津曲 正俊

授業科目の内容：

　マクロ経済学の基礎理論とその応用について述べる。

　1. マクロ経済学とは

　2. 国民経済計算

　3. 財市場の均衡

　4. 資産市場の均衡

　5. IS=LM モデル

　6. 国際マクロモデル

テキスト（教科書）：

　授業内で指示する

経済政策Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
政府が市場に介入する根拠は何か

講師 川野辺 裕幸

授業科目の内容：

　先進資本主義国における経済は各個人や企業の市場における取引

を中心として成り立っている。社会主義計画経済と市場経済の優劣

は近年のソ連東欧圏の崩壊から明らかと思われる。しかしわが国を

ふくめて多くの先進資本主義国には巨大な政府部門があり，市場経

済にさまざまな形で影響をあたえようとしている。経済政策をもっ

とも広い意味でとれば，この全体が経済政策である。本講義は，「市

場経済に政府が経済政策という形で介入する根拠：その正当性と成
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果」の解明をテーマにする。講義はマクロ・ミクロ経済学の基礎知

識を前提として進め，簡単な理論で現実をいかに説明し，政策論を

展開できるかに主眼をおく。また，政府による政策決定と市場にお

ける決定の違いを明らかにするために，公共選択論による民主主義

的な意思決定システムの特徴を講義する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　授業計画を参照。

経済政策Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
政府が市場に介入する根拠は何か

講師 川野辺 裕幸

授業科目の内容：

　春学期開講の経済政策（Ⅰ）に続いて，経済政策の各論を議論す

る。今年度は福祉政策を中心に行う。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　授業計画を参照。

経済法Ⅰ（基幹）（Ｅ） 2単位 （春学期）
教授 田村 次朗

授業科目の内容：

　本講義は、独占禁止法の重要論点について，具体的事例を中心に

解説を行う。なお本講義では，単に独占禁止法の知識を習得するこ

とだけにとどまらず，その知識を使い，現実に発生する多種多様な

事案に対して，独占禁止法を解釈・適用して適切な問題解決に至る

ための方法論を学習することを重視する。このような問題解決能力

は，従って，講義では公取委の審決例及び判例を素材とした想定事

例を多く用いて、受講生が経済法の解釈・適用を体感することがで

きるようにする。

テキスト（教科書）：

　金井貴嗣『独占禁止法　第3版』（近刊　弘文堂）

参考書：

　白石忠志『独占禁止法　第2版』（有斐閣　2009）
　『ケースブック独占禁止法』（弘文堂　2006）
　林秀弥他『独占禁止法の経済学』（東京大学出版会　2009）

経済法Ⅱ（展開）（Ｅ） 2単位 （秋学期）
教授 田村 次朗

授業科目の内容：

　本講義は，企業結合規制および、不公正な取引方法を中心に独占

禁止法の重要論点について，解説する。経済法Ⅱの講義方針も経済

法Ⅰと同様に，現実に発生する多種多様な事案に対して，独占禁止

法を解釈・適用して適切な問題解決に至るための方法論を学習する

ことを重視する。このような問題解決能力は，法曹実務家としても

必要不可欠なものである。従って，講義では公取委の審決例及び判

例を素材とした想定事例を多く用いて、受講生が経済法の解釈・適

用を体感することができるようにする。

テキスト（教科書）：

　金井貴嗣『独占禁止法　第3版』（近刊　弘文堂）

参考書：

　白石忠志『独占禁止法　第2版』（有斐閣　2009）
　『ケースブック独占禁止法』（弘文堂　2006）
　林秀弥他『独占禁止法の経済学』（東京大学出版会　2009）

刑事政策（刑事制裁論）（展開）（Ｃ） 2単位 （春学期）
刑事制裁論

教授 太田 達也

授業科目の内容：

　刑事制裁としての刑罰と処分の意義，要件，効果などについて概

説する。刑事司法制度を刑事制裁の側面から正しく理解し，刑事司

法の実務や政策立案に必要な基礎的思考・分析能力を養うことを目

的とする。

テキスト（教科書）：

　守山正＝安部哲夫『ビギナーズ刑事政策』成文堂(2008)
参考書：

　法務総合研究所『平成21年版犯罪白書』(2009)

刑事政策（犯罪者処遇論）（展開）（Ｃ） 2単位 （秋学期）
犯罪対策と犯罪者処遇の課題

講師 安部 哲夫

授業科目の内容：

　春学期の刑事立法・刑事制裁論・刑罰制度をめぐる諸問題につづ

いて，秋学期には個々の犯罪対策および犯罪者処遇の現状と課題に

ついて検討します。施設内処遇を根拠づける「被収容者処遇法（2006 
年）」と，社会内処遇を基礎づける「更生保護法（2007 年）」につい

て学習するほか，それらの法律が整備されるに至ったこれまでの経

緯をはじめ，今日の犯罪者処遇において問題とされる点をとりあげ

ます。また，個々の犯罪者群に応じた犯罪対策を処遇面と合わせて

論じます。具体的には性犯罪，高齢者犯罪，少年犯罪，精神障害犯

罪，薬物乱用犯罪，暴力団犯罪，女子犯罪，来日外国人犯罪，交通

犯罪などです。

テキスト（教科書）：

　守山正＝安部哲夫（編）『ビギナーズ刑事政策』成文堂，2008 年
参考書：

　法務総合研究所（編）『平成21 年版犯罪白書』，2009 年

刑事政策演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
犯罪対策と犯罪者処遇の課題

講師 安部 哲夫

授業科目の内容：

　この演習では，「犯罪対策と犯罪者処遇の課題」をテーマに， 近

の犯罪動向を概観したのち，近時の新たな刑事立法の意義と問題点

について検討します。さらに，行刑改革や更生保護改革がもたらし

た新たな犯罪者処遇法である「被収容者処遇法（2006 年）」と「更

生保護法（2007年）」の論点についても検討を進めるつもりです。受

講生の数にもよりますが，半分ほどの授業日程では，私のほうで，

問題状況の整理をし，個々の課題を論じることにしますが，受講生

によるレポートを中心に演習を進めることを考えています。予定さ

れる課題は次のとおりです。

　1. 国際化の流れによる刑事立法政策と犯罪者処遇

　2. 被害者に配慮した刑事立法政策と犯罪者処遇

　3. 犯罪者の社会復帰を促す政策

　4. 受刑者の人権に配慮した政策

　5. 個別の犯罪対策（性犯罪，交通犯罪，薬物犯罪，組織犯罪，精

神障害犯罪，外国人犯罪，少年犯罪，女子犯罪，高齢者犯罪，企業

犯罪など）

テキスト（教科書）：

　守山正＝安部哲夫（編）『ビギナーズ刑事政策』成文堂，2008 年
　上記テキストのほか，適宜授業資料プリントを配布します。

参考書：

　法務総合研究所（編）『平成21 年版犯罪白書』，2009 年

刑事政策演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
わが国の少年司法制度の実際と課題

講師 伊藤 直文

授業科目の内容：

　犯罪・非行のない社会を目指すのが刑事政策の目標である。その

意味でこの領域は，法学知識に留まらず，利用可能なあらゆる関係

諸科学の知識や社会常識に至る広い視野から考えるべきものであろ

う。とりわけ近年では，司法の社会化の流れの中で，刑事政策は，

国家だけでなく，市民の活動をも包含して考えなければならないも

のになりつつある。

　担当者は，家裁調査官の経験をもつ臨床心理学専攻の教員であり，

この授業でも受講者の法学的関心に応えることはできないが，上の

ような視点を加味しつつ，制度の各段階における運用の実際や課題

について，家裁実務家，心理臨床家としての経験を踏まえながら，

受講生とともに考えていきたい。

　担当者の経験，知識の限界から，今回は少年司法制度のみ扱うこ
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とになるので，刑事政策全般については，参考書，他講義などで補

って欲しい。

テキスト（教科書）：

　テキストは特に指定しない。必要に応じて，プリントを配布，紹

介をする。

参考書：

　・澤登俊雄「少年法入門　第4 版」有斐閣ブックス

　・前野育三他「刑事政策のすすめ（第2 版）」法律文化社（2007）
　・藤岡淳子編「犯罪・非行の心理学」有斐閣ブックス（2007）

刑事政策演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
刑事政策におけるパラダイム転換を学ぶ

講師 諸澤 英道

授業科目の内容：

　刑事政策は、今、大きく変わろうとしている。1955 年以降、世界

の刑事政策を引っ張ってきた「犯罪防止および犯罪者の処遇に関す

る国連会議（通称、国連犯罪防止会議）」は、創設50 周年に当たる

2005 年から「犯罪防止および刑事司法に関する国連会議」へと名称

を変えた。それは、犯罪者の処遇における近代化、人道化、したが

って、受刑者の人権保護が優先課題であった20 世紀の刑事政策か

ら、「社会の安全」や「人々の安心」に向けた刑事司法制度が優先課

題である21世紀の刑事政策への転換を意味する。

　捜査に始まり、訴追、裁判、犯罪者の処遇と社会復帰という、刑

事司法制度全体を見直す作業が必要であり、その際、被害者や国民

が刑事司法にどのように関わるのかが大きな課題となる。今求めら

れているのは、刑事司法制度を国家が独占してきた従来の考え方か

ら被害者や国民の感覚に近づけるための努力である。受講者のみな

さんには、この講義を通して、刑事政策に求められている発想の転

換、すなわち「パラダイムの転換」を学んでいただきたい。

　この授業では「現場第一」という刑事政策の大原則にこだわり、

理論と現実がいかにズレているかを理解してもらうさまざまな工夫

をしたいと考えている。刑事政策のような政策学は、理論が現場を

決めるのではなく、現場に相応しい政策を考えることが重要である。

間違っても、現場を無視した理論を振りかざしてはいけない。

　また、刑事政策の議論において「日本の政策を考えるのに、諸外

国の制度や国連の議論は関係ない」といった乱暴な主張をする学者

もいるが、多くの犯罪は、今や、一国内で政策を考えることはでき

ないほど犯罪のグローバル化が進んでいる。講義においては、国連

犯罪防止会議での議論がわが国の刑事政策にも大きく影響を与える

ようになった現実について、詳しく説明するつもりである。

テキスト（教科書）：

　刑事政策は大きく動いており、 新の情報を網羅した教科書がな

いので、教科書は使わない。

参考書：

　 新の情報を比較的フォローしているものとして「演習ノート・

刑事政策」藤本哲也編、法学書院がある。この本を手がかりに、関

連する文献を探すことにより、研究を進めることができる。また「犯

罪白書」は必携である。

刑事訴訟法Ⅰ（基幹）（Ｃ） 2単位 （春学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 安冨 潔

授業科目の内容：

　刑事訴訟法は，刑法を具体的に実現する手続法です。つまり，抽

象的に刑法に定められた犯罪と刑罰を，個々の事件に具体的にあて

はめて，どのような犯罪事実が誰によって行われたかを明らかにし，

その犯人に対して適切な刑罰を科す手続を定めた法律が刑事訴訟法

というわけです。

　今日の社会における刑事訴訟法で求められているのは，国家の権

限行使が個人の自由を不当に侵害することのないように配慮するこ

とといってよいでしょう。そこで，個人の基本的人権と自由の保障

を確保することが重要な意義を有することになります。刑事裁判も

そうした理念のもとに運用されることが大切です。

　自由で豊かな社会を目ざし，秩序と平穏を伴った社会を築いてい

くうえで，ふさわしい刑事訴訟の理想を実現するために，どのよう

な基本原理が妥当し，その原理にしたがって法的規律がなされるべ

きかを考えてみたいと思います。

　講義では，捜査から弁論にいたるまで，その流れにしたがって，

第一審の刑事手続きを概説し，あわせて重要な論点について詳説し，

実務的な話題を折り込んでみなさんが考える素材を提供したいと思

います。

テキスト（教科書）：

　安冨潔『刑事訴訟法講義』〔第2版〕（慶應義塾大学出版会，2009
年）

参考書：

　安冨潔『刑事訴訟法』(三省堂，2009年)
　三井誠『判例教材・刑事訴訟法』〔第3版〕（東京大学出版会，2008
年）

刑事訴訟法Ⅱ（基幹）（Ｃ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 安冨 潔

授業科目の内容：

　刑事訴訟法は，刑法を具体的に実現する手続法です。つまり，抽

象的に刑法に定められた犯罪と刑罰を，個々の事件に具体的にあて

はめて，どのような犯罪事実が誰によって行われたかを明らかにし，

その犯人に対して適切な刑罰を科す手続を定めた法律が刑事訴訟法

というわけです。

　今日の社会における刑事訴訟法で求められているのは，国家の権

限行使が個人の自由を不当に侵害することのないように配慮するこ

とといってよいでしょう。そこで，個人の基本的人権と自由の保障

を確保することが重要な意義を有することになります。刑事裁判も

そうした理念のもとに運用されることが大切です。

　自由で豊かな社会を目ざし，秩序と平穏を伴った社会を築いてい

くうえで，ふさわしい刑事訴訟の理想を実現するために，どのよう

な基本原理が妥当し，その原理にしたがって法的規律がなされるべ

きかを考えてみたいと思います。

　講義では，審判の対象，証拠，裁判について概説し，あわせて重

要な論点について詳説し，実務的な話題を折り込んでみなさんが考

える素材を提供したいと思います。

テキスト（教科書）：

　安冨潔『刑事訴訟法講義』〔第2版〕（慶應義塾大学出版会，2009 
年）

参考書：

　安冨潔『刑事訴訟法』（三省堂・2007年）

　三井誠『判例教材・刑事訴訟法』〔第3版〕（東京大学出版会，2008
年）

刑事訴訟法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
准教授 亀井 源太郎

授業科目の内容：

　刑事手続に関する事例を素材とした演習を行う。具体的には、指

定された者による報告の後に、参加者全員による質疑応答を行う形

式により講義を進める。

テキスト（教科書）：

　亀井源太郎『ロースクール刑事訴訟法』(2010年予定、法学書院)
参考書：

　特に指定しない。

刑事訴訟法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
准教授 亀井 源太郎

授業科目の内容：

　刑事手続に関する事例を素材とした演習を行う。具体的には、指

定された者による報告の後に、参加者全員による質疑応答を行う形

式により講義を進める。

テキスト（教科書）：

　亀井源太郎『ロースクール刑事訴訟法』(2010年予定、法学書院)
参考書：

　特に指定しない。

　
法
律
学
科
講
義
要
綱
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刑法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
刑法総論の諸問題

准教授 亀井 源太郎

授業科目の内容：

　刑法総論に関する演習を行う。講義の具体的な進め方については、

参加者の多寡等を考慮して決定する。

テキスト（教科書）：

　笠井治=前田雅英編『ケースブック刑法[第3版]』(2010年、弘文堂)
参考書：

　特に指定しない。

刑法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
刑法総論の諸問題

准教授 亀井 源太郎

授業科目の内容：

　刑法総論に関する演習を行う。講義の具体的な進め方については、

参加者の多寡等を考慮して決定する。

テキスト（教科書）：

　笠井治=前田雅英編『ケースブック刑法[第3版]』(2010年、弘文堂)
参考書：

　特に指定しない。

刑法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
講師 河村 博

授業科目の内容：

　刑事法についての総合的理解，判例の分析能力等の修得を目的と

しています。

　そのため， 新の 高裁判例，過去の基本判例等を題材に，刑法

を中心としつつ，手続法・特別法も含めた法領域についての講義・

ディスカッションを行います。

テキスト（教科書）：

　 新判例等の写（授業中配布）

参考書：

　ジュリスト別冊刑法総論・各論，刑訴法判例百選（有斐閣），条解

刑法（弘文堂）

刑法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
講師 河村 博

授業科目の内容：

　刑事法についての総合的理解，判例の分析能力等の修得を目的と

しています。

　そのため， 新の 高裁判例，過去の基本判例等を題材に，刑法

を中心としつつ，手続法・特別法も含めた法領域についての講義・

ディスカッションを行います。

テキスト（教科書）：

　 新判例等の写（授業中配布）

参考書：

　ジュリスト別冊刑法総論・各論，刑訴法判例百選（有斐閣），条解

刑法（弘文堂）

刑法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
講師 山下 貴司

授業科目の内容：

　刑法が扱うのは，生の事件であり，生身の人間である。とかく抽

象的と思われる刑法理論も，具体的事件に適用されてこそ，生命を

吹き込まれるものといってよい。

　本講では，基本的判例について，具体的事件への法理論の適用と

いう視点から検討を行い，基礎的な刑法理論とともに実務的な法的

思考に馴染むことを目的とする。具体的には，判例百選等から指定

した判例を題材に，報告者が事例及び論点についてプレゼンテーシ

ョンを行った後，参加者による討議を行うことを予定している。

　また，事例研究のみならず，検察庁・法務省での実務経験や刑事

に関する国際的動向も交え，生きた刑事法についての情報を提供す

る機会ともしたい。

テキスト（教科書）：

　『刑法判例百選Ⅰ総論・Ⅱ各論（第６版）』有斐閣　

参考書：

　『判例刑法　総論・各論（第５版）』西田典之・山口厚・佐伯仁志

著　有斐閣

刑法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
講師 山下 貴司

授業科目の内容：

　刑法が扱うのは，生の事件であり，生身の人間である。とかく抽

象的と思われる刑法理論も，具体的事件に適用されてこそ，生命を

吹き込まれるものといってよい。

　本講では，基本的判例について，具体的事件への法理論の適用と

いう視点から検討を行い，基礎的な刑法理論とともに実務的な法的

思考に馴染むことを目的とする。具体的には，判例百選等から指定

した判例を題材に，報告者が事例及び論点についてプレゼンテーシ

ョンを行った後，参加者による討議を行うことを予定している。

　また，事例研究のみならず，検察庁・法務省での実務経験や刑事

に関する国際的動向も交え，生きた刑事法についての情報を提供す

る機会ともしたい。

テキスト（教科書）：

　『刑法判例百選Ⅰ総論・Ⅱ各論（第６版）』有斐閣　

参考書：

　『判例刑法　総論・各論（第５版）』西田典之・山口厚・佐伯仁志

著　有斐閣

刑法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
刑法理論の具体化と事実の抽象化

法務研究科（法科大学院） 准教授 和田 俊憲

授業科目の内容：

　いくつかの重要な判例等を題材にして，これまでに学習してきた

抽象的な刑法理論が，現実の具体的な事実関係に対してどのように

適用されているのかを見る。ロースクールの授業内容が仄かに感じ

られるようにしたい。

テキスト（教科書）：

　追って指示する。

参考書：

　追って指示する。

刑法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
鉄道と刑法

法務研究科（法科大学院） 准教授 和田 俊憲

授業科目の内容：

　鉄道という観点から，刑法総論と刑法各論を再考する。

テキスト（教科書）：

　追って指示する。

参考書：

　追って指示する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
憲法

教授 小林 節

授業科目の内容：

　日本国憲法を研究する。論点方式で，憲法の体系に従って，全員

で討論を展開し，当該論点の理解を深める。また，学年の途中で憲

法に関する重要な判決がくだされた場合には，その検討も行う。一

年間で，日本国憲法に関する重要な論点を総て網羅する予定である。

なお，3 年次の一月に卒業研究の指導を始める。卒業研究の課題と

方法は各自の好みと必要に応じて選択する。

テキスト（教科書）：

　特になし。
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参考書：

　特に指定せず。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
憲法

教授 小林 節

授業科目の内容：

　3 年次の一月に選択した各自の課題と方法に従って，卒業研究の

指導を続行する。必要に応じて中間報告を求める。4 年生は，時間

の許す限り，3 年生の研究会にも出席すること。

テキスト（教科書）：

　特になし。

参考書：

　特に指定せず。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
基本的人権の諸問題

教授 小山 剛

授業科目の内容：

　3 年次はレポーターによる報告形式により，基本的人権に関する

重要論点について研究する。取り扱う論点は受講者と相談のうえで

決定するが，本年度は， 高裁の判例法理についてその射程，意義

および問題点を検討することに重点を置く。1 つのテーマを①リポ

ーターによる重要判例についての報告および質疑応答，②担当者に

よる関連判例および学説についての解説，③関連する具体的問題に

ついてのディベート，という3 つのユニットから掘り下げて考察す

ることにより，真に活用しうる理解の涵養を教育目標とする。

テキスト（教科書）：

　特定の教科書は用いない。

参考書：

・小山剛＝駒村圭吾編『論点探求憲法』弘文堂，2005 年
・井上典之＝小山剛＝山元一編『憲法学説に聞く― ロースクール憲

法』日本評論社，2004 年
　判例集として，憲法判例百選（第5 版）または戸松秀典＝初宿正

典編『憲法判例』を用意すること。また，担当者が編集した判例演

習教材として，法科大学院生向けであるが，棟居快行＝工藤達朗＝

小山剛編集代表『プロセス演習憲法』（第三版）がある。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 小山 剛

授業科目の内容：

　〔春学期〕比較的 近の判例・裁判例を素材に演習を行う。

　〔秋学期〕各自の選択したテーマにしたがって卒業論文またはリ

サーチ・ペーパーを執筆する。

テキスト（教科書）：

　とくになし

参考書：

　適宜指示する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 駒村 圭吾

授業科目の内容：

　このゼミはすでに５期にわたって活動を続けてきたが、2008年か

ら2009年にかけて、担当者が在外研究に出たため、一部代講措置を

とるも、基本的には活動を停止してきた。本年度は、またあたらし

く研究会の基盤を作らなければならない。しかし、従来の方式によ

る研究活動をおろそかにすることなく、再開のスタートを切りたい。

研究会の運営方針は、憲法判例あるいは新作憲法事例を用いて、原

告・被告に分かれて討論を行うという従来通りのかたちをとること

にしたい。ちなみに、今までの慣例からすると、ゼミが90分で終了

したことは一度もないので、延長をあらかじめ覚悟しておいてほしい。

　なお、必要に応じて、週一回のサブゼミを開催する。

テキスト（教科書）：

　現時点では特定のテキストを用いる予定はない。必要に応じて指

示したい。

参考書：

　多くの諸君は、日吉で使用した小林節教授の教科書をすでに持っ

ていると思われるが、このゼミでは、さらにそれ以外の基本書を各

自準備しておくことを求めたいと思う。標準的には、芦部（岩波）、

野中・中村・高橋・高見（有斐閣）、佐藤幸治（青林書院）などであ

る。自分の好みに従って購入しておくこと。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
憲法の総合的研究

法務研究科（法科大学院） 教授 山元 一

授業科目の内容：

　本研究会の目的は，憲法の学説と判例についてさまざまな観点か

ら，理論的に考察することです。もちろんその目的のために外国憲

法の研究を行うこともあります。3年生には，重要な憲法判例の学習

や憲法学説の主要な動向について，レポーターを定めて報告しても

らい，それをもとに質疑応答を行い，それを通じて憲法についての

基礎知識を深めてもらいたいと思っています。

テキスト（教科書）：

　追って指示します。

参考書：

　追って指示します。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
憲法の総合的的研究

法務研究科（法科大学院） 教授 山元 一

授業科目の内容：

　本研究会の目的は，憲法の学説と判例についてさまざまな観点か

ら，総合的に考察することです。もちろんその目的のために外国憲

法の研究を行うこともあります。4 年生には，3年生の時に習得した

基礎知識をもとに，ゼミ論文を作成してもらいます。

テキスト（教科書）：

　特になし。

参考書：

 特になし。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
行政法研究

准教授 青木 淳一

授業科目の内容：

　行政法の領域で議論されるべき裁判例や時事問題を素材に，行政

法の理論と実務を学ぶ。

テキスト（教科書）：

　いわゆる基本書その他の主要な文献のほか，資料調査方法につい

て，開講時にガイダンスを行う。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
行政法研究・卒業研究

准教授 青木 淳一

授業科目の内容：

　研究会活動の集大成として，卒業論文を作成する。

テキスト（教科書）：

　卒業論文の作成を念頭に置いた資料調査方法等について，開講時

にガイダンスを行う。

　
法
律
学
科
講
義
要
綱
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研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 西川 理恵子

授業科目の内容：

　国際商取引に関する法律について，下のテキストを使い勉強する。

国際取引法を理解するには，日本法だけでなく，相手国の法も理解

しなければならない。そこで，日本の も重要な取引相手国がアメ

リカであることもあり，また，アメリカがコモンロー国家であるの

で，アメリカ合衆国における関連法も，視野に入れる。カバーする

予定の問題は，国際売買契約および，それに関連するさまざまの問

題，紛争解決手段としての商事仲裁などを含む。この研究会の目的

は，国際取引という場面では，法とは何か，そして，それがどのよ

うに働くかを理解することである。

テキスト（教科書）：

　Folsom, Gordon, Spangle “International Business Transaction”
参考書：

　開講時に指示します。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 西川 理恵子

授業科目の内容：

　前年度のトピックに関する勉強の継続と，各自，卒論を自分の選

んだテーマで書く。

テキスト（教科書）：

　Folsom, Gordon Spangle “International Business, Transaction”

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
ラテンアメリカ法・民法

准教授 前田 美千代

授業科目の内容：

　本研究会は，ラテンアメリカ諸国の法研究に関心のある者のほか，

比較法的視点から民法・消費者法の学習・研究を行う意欲のある者，

また，ラテンアメリカ地域に関心があり，歴史・言語・民族・社会・

文化等にかかわる諸問題を法との関係を踏まえて学習・研究する意

欲のある者の学習・研究をサポートし，共に学ぶことを目的とする。

　

テキスト（教科書）：

　開講時にリストを配布する。

参考書：

　開講時に指示。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
ラテンアメリカ法・民法

准教授 前田 美千代

授業科目の内容：

　本研究会は，ラテンアメリカ諸国の法研究に関心のある者のほか，

比較法的視点から民法・消費者法の学習・研究を行う意欲のある者，

また，ラテンアメリカ地域に関心があり，歴史・言語・民族・社会・

文化等にかかわる諸問題を法との関係を踏まえて学習・研究する意

欲のある者の学習・研究をサポートし，共に学ぶことを目的とする。

　具体的な成果として，卒業論文一本を作成する。

テキスト（教科書）：

　開講時にリストを配布する。

参考書：

　開講時に指示。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 大森 正仁

授業科目の内容：

　国際法の基本的な理解とその具体的な場面への適用について研究

することを目標とします。前者については個別の問題についてレポ

ートの作成を，後者については4 年生との模擬裁判を通じて行いま

す。

テキスト（教科書）：

　・杉原高嶺他『現代国際法講義』（有斐閣，第4 版，2007 年）

　・広部・杉原編『解説条約集2009 年版』（三省堂，2009 年）

参考書：

　・栗林忠男『現代国際法』（慶應義塾大学出版会，1999 年）

　・山本草二他『国際法判例百選』（有斐閣，2001 年）

　・大森正仁編『よくわかる国際法』（ミネルヴァ書房、2008年）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 大森 正仁

授業科目の内容：

　3 年次に獲得した国際法の知識に基づいて，具体的な事例への適

用として，模擬裁判を行います。同時に大学での学習の集大成とし

ての卒業論文の作成に取り組みます。

テキスト（教科書）：

　・杉原高嶺他『現代国際法講義』（有斐閣，第4 版，2007 年）

　・広部・杉原編『解説条約集2009 年版』（三省堂，2009 年）

参考書：

　・栗林忠男『現代国際法』（慶應義塾大学出版会，1999 年）

　・山本草二他『国際法判例百選』（有斐閣，2001 年）

　・大森正仁編『よくわかる国際法』（ミネルヴァ書房、2008年）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 明石 欽司

授業科目の内容：

　担当者が用意する幾つかの選択肢のなかから，参加者の希望と既

習得語学等を考慮して，研究会の進め方を決定する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 明石 欽司

授業科目の内容：

　卒業論文作成

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
専任講師 尹 仁河

授業科目の内容：

　本研究会は国際法全般を対象としますが，中でも国際人権法およ

び国際人道法に重点をおいて研究を行います。

テキスト（教科書）：

　・大森正仁編著『よくわかる国際法』（ミネルヴァ書房，2008 年）

　・杉原高嶺編『コンサイス条約集』（三省堂，2009 年）

参考書：

　・松井芳郎編『判例国際法』（東信堂，第2 版，2006 年）

　他，開講時に一覧を示します。
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研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
専任講師 尹 仁河

授業科目の内容：

　研究会（3 年）における国際法の学習を基礎として，各自がテー

マを選び卒業論文を作成します。

テキスト（教科書）：

　・大森正仁編著『よくわかる国際法』（ミネルヴァ書房，2008 年）

　・杉原高嶺編『コンサイス条約集』（三省堂，2009 年）

参考書：

　・松井芳郎編『判例国際法』（東信堂，第2 版，2006 年）

　他，開講時に一覧を示します。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
刑事政策・被害者学・アジア法

教授 太田 達也

授業科目の内容：

　本研究会は，刑事政策と被害者学について扱う。刑事司法制度，

犯罪者処遇制度，犯罪予防論，被害者学に関する重要な問題につい

て受講生に順番に報告してもらい，担当者と受講生全員で議論を行

う。3 年次には刑事政策の基本的な事項について正しく理解すると

ともに，刑事政策の問題に対する考察能力を深めることが課題であ

る。また，犯罪者処遇の実務を知るため，夏期休暇中に合宿を兼ね

た刑務所や少年院の見学を予定しているほか，学期中にも日帰りで

の関連施設の見学を実施したいと考えている。また，アジア法に関

心のある受講生についても適宜指導を行うので，学習の成果を研究

会の時間に報告してもらい，さらに関心があれば，卒業論文のテー

マとすることも認める。

テキスト（教科書）：

　特に使用しない。　

参考書：

　守山正＝安部哲夫『ビギナーズ刑事政策』成文堂

　犯罪白書の 新版

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
刑事政策・被害者学・アジア法

教授 太田 達也

授業科目の内容：

　4 年次は，3 年次の刑事政策・被害者学に関する基礎的な学習を踏

まえた卒業論文の作成が中心課題となる。まず，前期は刑事政策お

よび被害者の新しい動向に関する文献講読を行い，それぞれの問題

について討議を行う。後期は，卒業論文の報告会を中心にゼミを進

める。

テキスト（教科書）：

　特に使用しない。

参考書：

　犯罪白書の 新版

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
准教授 オステン， フィリップ

授業科目の内容：

　本研究会は，現在の国際刑事法およびその成立過程を主な対象と

する。また，個々の研究テーマに応じて，外国文献の講読等も予定

している。

テキスト（教科書）：

　必要に応じて資料プリントを配布することにするが，毎回，六法

および国際条約集（松井芳郎〔編〕『ベーシック条約集〔2009 年
版〕』東信堂（2009 年）を推奨する）を持参されたい。

参考書：

・小長谷和高『国際刑事裁判序説〔第2 版〕』尚学社（2007 年）

・安藤泰子『国際刑事裁判所の理念』成文堂（2002 年）

・東澤靖『国際刑事裁判所―法と実務』明石書店（2007 年）

・森下忠『新しい国際刑法』信山社（2002 年）

・村瀬信也＝洪恵子〔編〕『国際刑事裁判所』東信堂（2008 年）

・フィリップ・オステン「国際刑事裁判所の『位置づけ方』―国内

法整備と刑事法の課題」国際人権19 号（2008 年）51 頁以下

・同「国際刑法における『中核犯罪』の保護法益の意義―ICC 規程

批准のための日本の法整備と刑事実体法規定の欠如がもたらすもの

を素材として」慶應義塾大学法学部〔編〕『慶應の法律学―刑事法―

慶應義塾創立150 年記念法学部論文集』慶應義塾大学出版会（2008 
年）所収217 頁以下

・同「刑法の国際化に関する―考察―ドイツと日本における国際刑

法の継受を素材に」法学研究79 巻6 号（2006 年）51 頁以下

・同「国際刑事裁判所規程と国内立法―ドイツ『国際刑法典』草案

を素材として」ジュリスト1207 号（2001 年）126 頁以下

・高山佳奈子「国際刑事裁判権」法学論叢154 巻（2003 年）1 号1 頁
以下・2 号22 頁以下

・Cassese, Antonio, International Criminal Law, 2nd edition (Oxford UP),
2008
・Werle, Gerhard, Principles of International Criminal Law, 2nd edition 
(Asser Press), 2009
　その他，随時指示する

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
准教授 オステン， フィリップ

授業科目の内容：

　前年度のトピック（国際刑事法）に関する研究の継続と，ゼミ生

の希望に応じて，刑法総論の主要論点等を班形式で取り上げ，全員

で討論を行う予定である。

　なお，卒業論文の作成を希望する学生に対しては，その指導を行う。

　また，個々の研究テーマに応じて，外国文献の講読等も予定して

いる。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
刑法・刑事訴訟法の諸問題

准教授 亀井 源太郎

授業科目の内容：

　判例や近年の重要な文献を素材とし、刑法・刑事訴訟法に関する

研究を行う。

　具体的な進め方は参加者の多寡等を勘案して決定するが、双方向

ないし多方向での議論を実践したいと考えている。

テキスト（教科書）：

　適宜指示する。

参考書：

　適宜指示する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
准教授 亀井 源太郎

授業科目の内容：

　卒論指導を行う。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　特に指定しない。

　
法
律
学
科
講
義
要
綱
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研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
准教授 佐藤 拓磨

授業科目の内容：

　本年度は，刑法総論の重要論点について深く掘り下げて検討を加

えて行く。毎週，レポーターが教科書の指定された箇所について報

告をし，その後全員で討論するという形を採る。

テキスト（教科書）：

　『ケーススタディ刑法 第２版』井田良・丸山雅夫著　日本評論社

　２００４年

参考書：

　『判例プラクティス刑法Ⅰ 総論』成瀬幸典・安田拓人編　信山社

　２０１０年

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
准教授 佐藤 拓磨

授業科目の内容：

　卒業論文作成に向けた指導が中心となる。

テキスト（教科書）：

　使用しない。

参考書：

　卒論のテーマに応じ，個別に文献等を指示する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
刑事法ゼミナール

法務研究科（法科大学院） 教授 伊東 研祐

授業科目の内容：

　現代社会状況の中で明らかになって来る刑事実体法，刑事手続法，

刑事政策に関わる諸々の問題につき，その適正な解決を図るべく，

自ら考える為の視座の形成を目的とします。当然ながら，問題を発

見し，解析し，解決の為に調査する等々の能力の養成も行います。

参加者の主体的な取り組みを前提とした，小人数のゼミです。

テキスト（教科書）：

　指定しない。

参考書：

　参加者の研究の必要に応じ，随時指示します。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
刑事法ゼミナール

法務研究科（法科大学院） 教授 伊東 研祐

授業科目の内容：

　3 年の研究会で形成されたはずの自ら考える為の視座に基づき，

各人の選んだ研究テーマを深く掘り下げ，ユニークな見解を纏める

ことを目的とします。3 年生を含めた小社会集団における共生・共

働の修得をも目指した小人数のゼミです。

テキスト（教科書）：

　指定しない。

参考書：

　参加者の研究の必要に応じ，随時指示します。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 鈴木 左斗志

授業科目の内容：

　刑事判例の検討

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 安冨 潔

授業科目の内容：

　判例を素材にした争点の検討を中心とした刑事訴訟法の研究を行

います。報告者の発表をもとに参加者全員によるディスカッション

形式で進めていきます。

　問題解決能力の基本を養いたいと思います。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません

参考書：

　安冨潔『刑事訴訟法』〔第2版〕（慶應義塾大学出版会・2009年）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 安冨 潔

授業科目の内容：

　総合的な事例の検討を中心として刑事訴訟法の研究を行います。

　具体的な問題解決能力の練成をめざします。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません

参考書：

　安冨潔『刑事訴訟法』（三省堂・2009年）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 准教授 和田 俊憲

授業科目の内容：

　刑法を研究する。具体的な題材や手法等は，履修者と相談して決

める。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
金融法務（国際・国内）―法理論と法実務の架橋―法と経済の交

錯―

教授 斎藤 和夫

授業科目の内容：

　・金融取引（国際・国内）―法理論と法実務―を，「担保法」や

「金融法」の視点から，考察します

　・時事的問題や重要 高裁判決にも注目します

テキスト（教科書）：

　特に指定しません

参考書：

　随時，指示します

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
―卒論研究，「進路」を考える― 

教授 斎藤 和夫

授業科目の内容：

　・卒論作成（単位取得要件）の作業を進めます

　・三年次履修のⅢ限テーマ（国際・国内金融法務）とⅣ限テーマ

（担保法）から，卒論テーマを選択してください・重要判例研究も可

　・個別の卒論途中報告（秋学期）・レジメ提出・質疑

　・提出締切　12月 終ゼミ時

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。「判例研究（評釈）」や「重要論文」を精読す

ることが肝要です

参考書：

　各テーマについての参考文献等については，個別に対応します
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研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
ゼミナール（民法財産法）

教授 池田 真朗

授業科目の内容：

　民法財産法の事例問題を扱う。（問題は下記問題集からゼミ生が選

択する）

　一週おきに4000 字のレポート提出を課す。

　レポートのない週は，ディベートの週として，全員に実質的な発

言をすることを義務付ける。

　夏合宿では，大きなテーマで学習し，夏合宿レポート（1 万字）

を課し，優秀作を法律学研究（学生論文集）に推薦する。

　12 月には恒例の早稲田大学鎌田薫ゼミとの合同ゼミを行う予定で

ある（2006 年度の出題講評者は大村敦志東京大学教授，2007 年度の

出題講評者は沖野眞已一橋大学教授，2008年度は松岡久和京都大学

教授，2009年度は潮見佳男京都大学教授。内容はいずれも翌年春の

『法学教室』（有斐閣）に掲載）。

テキスト（教科書）：

　問題集として『スリーステップ民法ゼミナール』（一粒社，絶版）

を使用。

参考書：

　池田真朗『スタートライン民法総論』（日本評論社，2006 年），同

『スタートライン債権法（第4 版）』（日本評論社，2005 年）（2010年
春に第5版に改訂予定）の二冊は，ゼミ開始前に読了のこと。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
ゼミナール（民法財産法）

教授 池田 真朗

授業科目の内容：

　卒業論文の中間報告を行う。

　3 年ゼミの 終回に提出した中間報告テーマに従って，順次行う。

テーマ提出の際に卒論提出延期願を提出した，司法試験や公務員試

験の受験者については，各人の選択したテーマに従い，後期に順次

報告することとする。

　なお、卒業論文の優秀作は、『法律学研究』に推薦する。

テキスト（教科書）：

　なし。各自が資料収集をして報告すること。

参考書：

　なし。なお，卒論執筆作業の前提として，担当者の著作中の入門

書等は，卒論テーマにかかわらず，すべて再読のこと。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
家族法研究

教授 犬伏 由子

授業科目の内容：

　家族法（民法―親族・相続編）を対象とします。具体的なテーマ

については，受講生と相談の上決定しますが，家族法の諸論点を，

学説・判例を踏えて検討すること，および，現代家族が抱える諸課

題について立法論も含めて検討する予定です。

参考書：

　「家族法判例百選（第7 版）」有斐閣

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
家族法研究

教授 犬伏 由子

授業科目の内容：

　家族法（民法―親族・相続編）を対象とします。三年次に引き続

き，家族法の諸課題について研究を深め，各自テーマを選抜し，卒

業論文の作成を行うことになります。

参考書：

　「家族法判例百選（第7 版）」有斐閣

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
国際私法研究

教授 北澤 安紀

授業科目の内容：

　事例問題を素材に，国際私法および国際民事手続法上の基本問題

について研究する。担当者が予め配布した事例問題について，参加

者全員で議論を行うことで，国際私法および国際民事手続法の基本

的な考え方について理解し，論理的思考能力および問題解決能力を

養うことを目的とする。参加者には定期的にレポートの提出を課す

予定である。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　開講時に指示する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
国際私法研究

教授 北澤 安紀

授業科目の内容：

　卒業論文の作成を行う。

参考書：

　開講時に指示する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法（財産法）の総合的研究

教授 武川 幸嗣

授業科目の内容：

　財産法分野に関する応用事例の演習を通して，基本的理解の深化

ならびに応用的思考力の涵養を図ることを目的とする。具体的な進

め方としては，班分けした上で，担当者が予め配布する課題（事例

が中心）につき事前に各班で検討を行い（したがって自主的にサブ

ゼミを開いてもらう），本ゼミの際にその成果を班ごとにレポーター

を立てて報告し，さらに全体で討議をしてもらう予定である。演習

課題の対象範囲は年間を通して財産法全般にわたるよう，ゼミを進

行していきたい。

　このほか，夏期合宿を行い，集中的にまとまった課題研究を行う

予定である。

テキスト（教科書）：

　とくに共通のテキストは指定しないが，基本書レベルのものは開

講時までに各自が通読していることを前提としてゼミを進行する。

課題ごとの参考文献については必要に応じて逐次指示する。

参考書：

　同上。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
財産法の応用的展開

教授 武川 幸嗣

授業科目の内容：

　ゼミ生の将来の進路ないし希望に応じて適宜調整するつもりであ

るが，基本的には，3 年次の課題演習を継続しつつ，これと並行な

いし前後して，各自が自ら設定したテーマ研究につき，中間報告・

討論を行うことを予定している。 終的には，卒業論文または課題

研究としてまとめて提出してもらう。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。課題に応じて適宜指示する。

参考書：

　同上。

　
法
律
学
科
講
義
要
綱
　

15



研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
知的財産法

准教授 君嶋 祐子

授業科目の内容：

　判例を中心に，特許法、著作権法の基本的問題点について研究す

る。特許法、著作権法の基本的問題点について，研究，議論するこ

とで，知的財産法の基本的な考え方について理解し，自分なりの意

見を表明できるようにすることを目標とする。

　研究会では，予め与えられた課題について積極的に発言すること

を求められる。

　次年度の研究会（4 年）では，知的財産法の分野から各自テーマ

を選んで，卒論を作成する予定である。

テキスト（教科書）：

　各自，知的財産法の基本的な法律が登載された六法を持参のこと。

参考書：

　初回に指示する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
知的財産法

准教授 君嶋 祐子

授業科目の内容：

　知的財産法の分野から各自テーマを選んで，卒業論文を作成する。

テキスト（教科書）：

　各自，テーマに応じて用意する。

参考書：

　同上。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
 民法財産法研究

准教授 水津 太郎

授業科目の内容：

　民法財産法の基本問題を、参加者全員で自由に議論します。基本

的知識の確認はもちろん行いますが、主眼はむしろ、各人が自由な

発想で法的にものを考え、他者に対して適切に表現する力を身につ

けることにあります。法的な思考、論理および作法をとおして、問

題を発見し、解決する能力を涵養することを目的とします。

　多様な力を身につけるために、出題形式は単一ではなく、事例問

題、論述問題、判例評釈の3つとし、各回異なるタイプの問題を取り

上げます。出題範囲は総則、物権、債権のいずれに偏ることなくす

べてをカバーし、体系論、権利論、解釈方法論など、基礎法分野か

らも出題します。

参考書：

　随時指示します。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法財産法研究

准教授 水津 太郎

授業科目の内容：

　卒業論文の作成に取り組んでもらいます。その際には、たとえわ

ずかであっても、民法学の発展に寄与しうる、新たな・面白い知見

をもたらすことを課題とします。ペースを掴み、また批判を受ける

機会を担保するために、適宜中間報告会を開きます。

　なお、任意ですが、研究会（3 年）の共同研究への参加を希望します。

　全体として、各人の進路に応じて負担の調整を行います。

参考書：

　必要に応じて、随時指示します。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法財産法の総合的研究

法務研究科（法科大学院） 教授 片山 直也

授業科目の内容：

　春学期は，6 つのサイクルに分け，各サイクルごとに1 つのテーマ

を設定し，① 事例問題研究，② 討論研究（ディベート）および③ 
判例研究を組み合わせた双方向の多角的な演習を行い，論理的思考

能力，問題解決能力の育成をめざす。

　秋学期は，受講生が各自の研究テーマを選択し，近接するテーマ

ごとにいくつかのグループを組み，各グループの構成員を中心に，

裁判例や代表的な論文の分析研究を行い，4 年次のリサーチペーパ

ー，卒業論文の作成に備える。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　各テーマごとに，ゼミに先立って，メディアセンターで判例，雑

誌論文などの資料を収集し，分析検討を行う。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法財産法の発展的研究

法務研究科（法科大学院） 教授 片山 直也

授業科目の内容：

　研究会（3 年）春学期において養われた論理的思考能力および問

題解決能力を基礎に，同・秋学期において育まれた問題発見能力を

さらに発展させ，リサーチペーパーまたは卒業論文の作成を行う（グ

ループでの執筆も可能）。

　春学期，秋学期にそれぞれ各人の研究の進捗状況について中間報

告を行うとともに，秋学期は各自の研究テーマに近接する3 年生の

グループ研究を指導する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　各人のテーマごとに，メディアセンターで判例，雑誌論文などの

資料を収集し，分析検討を行う。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 金山 直樹

授業科目の内容：

　民法は，大教室の講義だけでは自分のものとして「体得」するこ

とは困難です。本ゼミでは，この困難さを克服することを目標とし，

民法上の様々な問題について具体的なケースを手がかりに議論をす

ることによって，民法学習の困難さを軽快に乗り越えることをめざ

します。互いに本音で論じ合うことによって，不明点を明確にする

とともに，自ら考え理解することの楽しさを味わってもらいたいと

思います。そのため，〈議論〉を 大限に重視する方針です。

テキスト（教科書）：

　とくになし。

参考書：

　とくになし。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 金山 直樹

授業科目の内容：

　民法は，大教室の講義だけでは自分のものとして「体得」するこ

とは困難です。本ゼミでは，この困難さを克服することを目標とし，

民法上の様々な問題について具体的なケースを手がかりに議論をす

ることによって，民法学習の困難さを軽快に乗り越えることをめざ

します。互いに本音で論じ合うことによって，不明点を明確にする

とともに，自ら考え理解することの楽しさを味わってもらいたいと

思います。そのため，〈議論〉を 大限に重視する方針です。
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テキスト（教科書）：

　とくになし。

参考書：

　とくになし。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
 事例に学ぶ民法

法務研究科（法科大学院） 教授 鹿野 菜穂子

授業科目の内容：

　この授業は，民法の財産法に関する裁判例や設例の検討を通して，

民法の重要事項を確認するとともに，応用力を養うことを目的とし

ます。

　前期は，主に 高裁の判例を取り上げ，後期は，設例の検討を行

う予定です。参加者を3 つ又は4 つのグループに分け，それぞれのグ

ループに，毎回異なる役割を分担してもらいます。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません（授業中に適宜文献を指摘します）

参考書：

　民法判例百選Ⅰ・Ⅱ［第６版］（必携）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
 現代民法学の諸問題

法務研究科（法科大学院） 教授 鹿野 菜穂子

授業科目の内容：

　一方で３年生と共に判例・設例の検討を行うとともに，他方で，

卒論の執筆に向けて，各自のテーマを選択してもらい，そのテーマ

についての検討を行う。テーマ選択の範囲は，民法の全領域（特別

法を含む）とし，それ以上特に限定しない。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　追って連絡

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 北居 功

授業科目の内容：

　民法財産法について，主要なテーマを具体例を素材にしつつ扱い

ながら，参加者の議論を通じて，理解を深めることを目指している。

従って，議論を深めるうえでも，各参加者には，事前の充分な予習

を求めることとなる。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 北居 功

授業科目の内容：

　本年は卒業論文の作成を行う。その内容等については，研究会の

学生との話し合いで決定する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 平野 裕之

授業科目の内容：

　私の作成した考える民法の契約法の問題(事例問題)を使って、ソ

クラテスメソッドでの授業を行う。

テキスト（教科書）：

　なし

参考書：

　なし

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法務研究科（法科大学院） 教授 平野 裕之

授業科目の内容：

　私の作成した考える民法の契約法の部分をソクラテスメソッドで

扱う。

テキスト（教科書）：

　なし

参考書：

　なし

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法理論の基礎から応用へ

法務研究科（法科大学院） 教授 松尾 弘

授業科目の内容：

　第1に，民法全般にわたり，理論と実務の双方の観点から解釈論を

深める。同時に，法改正や裁判例の動向，法解釈方法論，比較法，

法形成（法継受）の歴史にも注意を払っていきたい。

　第2に，国家の「良い統治」を目指した法制度改革，その一環とし

ての発展途上国への法整備支援などを対象とする，開発法学（Law 
and Development）の理論と実践を分析する。

　ゼミでは前者を主眼とし，後者はメンバーの希望や関心に応じ，

サブ・ゼミ等を開いて取り上げる。具体的には，つぎのような活動

を予定している。

　①民法全般にわたり，主要問題に関する判例，学説を的確に整理

し，自説を形成する（レポーター制）。

　②①と並行しながら，法解釈方法論を検討する。

　③ 新の裁判例の中から重要なものを抽出し，内容や意義を検討

する（担当者［松尾］と共同）。

　④民法関連の法改正の内容を検討する（解説書を用いる）。

　⑤諸外国の民法の概要，その形成プロセス，法継受などを通じた

相互作用について学習する（担当者と共同）。

　⑥開発法学の動向，法整備支援の状況を検討する（ 初は担当者

と希望者）。

　⑦活動記録をゼミＨＰないしニューズレターに掲載する（担当者

と共同）。

テキスト（教科書）：

(1)授業科目の内容①に関して

　・山野目章夫＝野澤正充編『ケースではじめる民法〔補正版〕』（弘

文堂，2005）
　・松尾弘『民法の体系――市民法の基礎（第5版）』（慶應義塾大学

出版会，2010）
(2)同②に関して

　・五十嵐清『法学入門（新版）』（悠々社，2002）
　・ヤン・シュレーダー／石部雅亮編訳『トーピク・類推・衡平―

法解釈方法論史の基本概念―』（信山社，2000）
(3)同⑤に関して

　・オッコー・ベーレンツ＝河上正二『歴史の中の民法―ローマ法

との対話―』（日本評論社，2001）
(4)同⑥に関して

　・松尾弘『良い統治と法の支配――開発法学の挑戦』（日本評論

社，2009）
参考書：

　授業中に随時紹介する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法理論の応用と基本の再確認

法務研究科（法科大学院） 教授 松尾 弘

授業科目の内容：

　各人の素朴な問題意識に従い，(1)3 年次における活動を踏まえ，

民法解釈論の応用問題を分析し，自分自身の考察を深め，卒業論文

を作成する，または(2)応用問題の一環として，各国における良い統

治を構築するための法制度改革の方法を対象とする開発法学

（Lawand Development）に関わる諸問題の中から，自らの興味に従っ

　
法
律
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てテーマを選定して研究を進め，卒業論文を作成する。

　春学期は，①文献収集と②分析を中心とし，個別指導を行う。

　秋学期は，③中間報告と④討論を中心とし，報告と議論を行う。

テキスト（教科書）：

　各人の興味と必要に応じて文献の紹介，検索・分析のアドバイス

等を行う。とくに決まったテキスト，その他の文献は用いない。

参考書：

　授業中に随時紹介する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（宮島君代講）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法研究

（春学期） 教授 宮島 司
（秋学期） 教授 島原 宏明

授業科目の内容：

　商法に関する具体的事例の検討を行う。それにより，法的問題点

の考え方，解決方法を見い出すようになれば幸いである。

テキスト（教科書）：

　研究会であるので，テーマに応じてその都度。

参考書：

　会社法概説（第三版補正第二版），弘文堂

　新会社法エッセンス（第二版），弘文堂

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（宮島君代講）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法研究

（春学期） 教授 宮島 司
（秋学期） 教授 島原 宏明

授業科目の内容：

　春学期は3 年と共に商法に関する具体的事例の検討を行い，秋学

期は卒論の中間報告。

テキスト（教科書）：

　研究会であるので，テーマに応じてその都度。

参考書：

　会社法概説（第三版補正第二版），弘文堂

　新会社法エッセンス（第二版），弘文堂

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 山本 爲三郎

授業科目の内容：

　会社法の事例研究および商事法（主として，会社法，商法総則，

商行為法，有価証券法）に関する 新の判例研究を行う予定です。

問題点の把握・検討は，リポーターの発表（当該リポートの提出義

務があります）を中心に進められます。また，早稲田大学企業法研

究会とのディベートを毎年行っています。

　研究会員各自が研究者として自覚を持ちゼミに参加することによ

り，1年後には，卒業論文作成の基礎となる法的思考能力の深化を確

認できるでしょう。

テキスト（教科書）：

　山本爲三郎『会社法の考え方（第7 版）』（八千代出版，2008 年）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 山本 爲三郎

授業科目の内容：

　卒業論文を作成します。テーマは商事法の中から自由選択。会社

法，有価証券法に限らず保険法，海商法や金融商品取引法でも可。

4 万字以上を目標に頑張ってください。

テキスト（教科書）：

　山本爲三郎『会社法の考え方（第7 版）』（八千代出版，2008 年）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
会社法ゼミナール

教授 鈴木 千佳子

授業科目の内容：

　会社法の内容と特色を，毎週課題を検討・討議してゆくことで理

解を深める。また，研究をすすめるうえで不可欠な資料検索・レポ

ート作成・報告の方法などもあわせて指導する。

テキスト（教科書）：

　 初の授業で指示する。

参考書：

　 初の授業で指示する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
会社法ゼミナール

教授 鈴木 千佳子

授業科目の内容：

　三年に学習した会社法の知識を基にして，さらに高度な内容の習

得を目指す。初めて取り組む卒業論文のテーマの選択から完成まで

の全ての過程で指導をおこなう。

テキスト（教科書）：

　特になし。

参考書：

　特になし。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法（手形・小切手法）

教授 島原 宏明

授業科目の内容：

　手形・小切手法のケース・スタディーを行う。一見，手形・小切

手法は応用的なジャンルの法律とみられがちであるが，これらは使

用される社会が限定されているため，私法の本質的な要素をとらえ

るためには絶好の素材だともいえる。すなわち，手形・小切手法を

通して民法（財産法）を理解することが，このゼミの一つの目標で

ある。ただし，とりあえず現時点では民法，商法についての知識を

要求しない（ヤル気があれば，それで十分である）。

　なお，合宿，コンパ，ソフトボール等の活動も積極的に行ってい

くつもりである。

テキスト（教科書）：

　使用しない。

参考書：

　開講時に指示する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法（手形・小切手法）

教授 島原 宏明

授業科目の内容：

　前半では手形・小切手法の判例研究を行い，後半では卒業論文の

中間発表を行う。

テキスト（教科書）：

　使用しない。

参考書：

　開講時に指示する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法

教授 高田 晴仁

授業科目の内容：

　実質的意義の商法のうち会社法を中心とし，判例を採り上げて解

釈論を研究する。
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テキスト（教科書）：

　とくに指定しないが，定評のある教科書・体系書を通読しておく

ことが望ましい。

参考書：

　課題の判例について必要な書籍，論文，判例評釈を探して読むこ

と。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法

教授 高田 晴仁

授業科目の内容：

　3年次より引き続き，会社法を中心として判例を採り上げて解釈論

を研究する。

テキスト（教科書）：

　とくに指定しないが，定評のある教科書・体系書を通読しておく

ことが望ましい。

参考書：

　課題の判例について必要な書籍，論文，判例評釈を探して読むこと。

　また，卒論のテーマにそって文献収集と読破を心がけること。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法

准教授 杉田 貴洋

授業科目の内容：

　商事法分野のうち会社法を主に扱う。課題について，報告を担当

する者が発表し，さらに全員で検討するかたちで進める。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法

准教授 杉田 貴洋

授業科目の内容：

　卒業論文の作成。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法・国際取引法・法交渉

法務研究科（法科大学院） 教授 山手 正史

授業科目の内容：

　法解釈学の学習を通じて論理的・原則的思考力を練磨するととも

に，法規制の政策論的含意把握を通して社会科学的分析能力の向上

を目指す。題材としては，商法総則，会社法，商行為法（国際取引

法を含む）に関する判決を取りあげる。ただし，受講生各自の研究

の展開によって，保険法，海商法，手形法等に関する判決を取りあ

げてもよい。要するに，商法に関することであれば「何でもあり」

ということである。

　報告・討論方式で行う。毎回ひとつの判決を取りあげる。取りあ

げる判決は，報告者が自ら決定する。報告者は，遅くとも報告の1 
週間前までに，レジュメを受講生全員に配布しなければならない。

報告者以外の受講生も，全員，発言義務を負う。国際取引法と法交

渉についての学習は，主として，毎年秋に行われるインターカレッ

ジ・ネゴシエーション・コンペティション（http://www.osipp.osaka-
u.ac.jp/inc/index.html，法学教室2004 年3 月号参照）への参加を通し

て行う。

テキスト（教科書）：

　報告者が作成したレジュメに基づいて授業を進めるが，別冊ジュ

リスト『商法（総則・商行為）判例百選』（有斐閣）および同『会社

法判例百選』（有斐閣）は用意しておくこと。

参考書：

　授業中に随時指示する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
商法・国際取引法・法交渉

法務研究科（法科大学院） 教授 山手 正史

授業科目の内容：

　法解釈学の学習を通じて論理的・原則的思考力を練磨するととも

に，法規制の政策論的含意把握を通して社会科学的分析能力の向上

を目指す。題材としては，商法総則，会社法，商行為法（国際取引

法を含む）に関する判決を取りあげる。ただし，受講生各自の研究

の展開によって，保険法，海商法，手形法等に関する判決を取りあ

げてもよい。要するに，商法に関することであれば「何でもあり」

ということである。

　報告・討論方式で行う。毎回ひとつの判決を取りあげる。取りあ

げる判決は，報告者が自ら決定する。報告者は，遅くとも報告の1 
週間前までに，レジュメを受講生全員に配布しなければならない。

報告者以外の受講生も，全員，発言義務を負う。

　国際取引法と法交渉についての学習は，主として，毎年秋に行わ

れるインターカレッジ・ネゴシエーション・コンペティション（http:// 
www.osipp.osaka-u.ac.jp/inc/index.html，法学教室2004 年3 月号参照）

への参加を通して行う。

テキスト（教科書）：

　報告者が作成したレジュメに基づいて授業を進めるが，別冊ジュ

リスト『商法（総則・商行為）判例百選』（有斐閣）および同『会社

法判例百選』（有斐閣）は用意しておくこと。

参考書：

　授業中に随時指示する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
金融商品取引法についての研究

教授 並木 和夫

授業科目の内容：

　金融商品取引法について研究します。

テキスト（教科書）：

　弘文堂　解説　金融商品取引法  新版

参考書：

　　ジュリスト、その他のコピー　

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
金融商品取引法についての研究

教授 並木 和夫

授業科目の内容：

　金融商品取引法について卒論を書いてもらいます。

テキスト（教科書）：

　弘文堂　解説　金融商品取引法　新版

参考書：

　ジュリスト　その他のコピー

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 三木 浩一

授業科目の内容：

　民事訴訟法判決手続について，通年のゼミナール形式で演習を行

う。授業のスタイルとしては，担当者が作成した事例問題を課題と

して事前に与えておき，授業当日はこれを素材としてソクラティッ

ク・メソッドを用いて議論を行う。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

　
法
律
学
科
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参考書：

　 初の授業の日に口頭で指定する。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 三木 浩一

授業科目の内容：

　民事訴訟法に関するテーマを各人が選択して卒業論文の作成を行

う。夏に中間報告会を行う。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　特に指定しない。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民事訴訟法

専任講師 工藤 敏隆

授業科目の内容：

　民事訴訟法（判決手続）について，事例問題を題材とした受講生

全員参加の演習形式によるゼミを行う。いわゆるソクラテス・メソ

ッドにより，担当者や他の受講生との討論を通じて理解を深化させ，

発展的問題に対し自在に応用できる柔軟な法的思考力の習得を目指

す。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　初回授業において指定する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
経済法（独占禁止法）・国際経済法（GATT/WTO）

教授 田村 次朗

授業科目の内容：

　企業間の競争を通じて，低廉・良質な財・サービスが消費者に提

供されることは，資本主義メカニズムの根幹であるが，競争は時と

して，独占企業や寡占によって減殺される。このような弊害を是正

し，競争を維持・促進する法制度が独占禁止法（競争法）である。

競争法では，独占やカルテル，イノベーションの促進と知的財産権，

規制緩和問題（情報通信・電力・ガス事業）などを取り扱う。また，

国内市場を規律する競争法の検討とともに，国際貿易を規律する法

制度である国際経済法を検討する。国際経済法では，主としてWTO
（世界貿易機関）における紛争解決事例の検討を通じて，セーフガー

ド，アンチ・ダンピング，国際的環境問題を検討する予定である。

テキスト（教科書）：

　・根岸　哲・舟田正之『独占禁止法概説（第2 版）』（有斐閣，2003）
　・田村次朗『WTO ガイドブック』（弘文堂，2001）
　・厚谷襄児・稗貫俊文（編）『独禁法審決・判例百選（第6 版）』

（有斐閣，2002）
参考書：

　・村上政博『独占禁止法の日米比較』（弘文堂，1992）
　・松下満雄『経済法概説』（東京大学出版会，1995）
　・松下満雄『国際経済法―国際通商・投資の規制（第3 版）』（有

斐閣，2001）など

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
経済法（独占禁止法）・国際経済法（GATT/WTO）

教授 田村 次朗

授業科目の内容：

　研究会（3 年）の学習内容をふまえて，各自，経済法・国際経済

法に関する卒業論文を作成することが基本となる。授業では卒論指

導のほか，私のもう1 つの専門分野である交渉学を学習する。交渉

学は，講義を通じて学ぶものではなく，ロール・プレイを通じて体

験的に学習するものである。具体的には，ロール・プレイを学生諸

君に体験してもらい，その後のフィードバックを通じて，交渉学の

基礎概念やテクニックを学んでもらう。なお，日本の法学教育にお

ける交渉学は，いまだ馴染みの浅い領域であるので，学生諸君には，

単に交渉学を学ぶという姿勢にとどまらず，交渉学を私と共に作り

上げるような積極的な姿勢で参加してほしい。

テキスト（教科書）：

　授業のなかで適宜指示・配布する

参考書：

　授業のなかで適宜指示・配布する。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
労働法・社会保障法

教授 内藤 恵

授業科目の内容：

　当ゼミナールでは，３・４年生一緒に２コマ（３時間）通して研

究会を行います。３年生は特に，学部における内藤担当の労働法お

よび社会保障法の講義を履修し，それと相互補完的に労働法・社会

保障法に関するテーマについて、裁判例および理論研究を行います。

毎週１つのテーマにつき原則として２名のリポーターをたて，その

報告を聞いて，全員参加のディスカッションを行います。

　同時に３年生は夏休みから１１月にかけて、学生論文集『法律学

研究』に掲載するゼミ論文を全員で執筆します。テーマは３年生が

自ら選びます。

　春学期４年生は，就職活動が終了するまでゼミのリポーターから

外れますが，各々の就職が決まり次第順次ゼミに復帰します。春の

間はリポーターを務める３年生のディスカッションに参加し，先輩

として批評・指導します。同時に夏休みまでに卒業論文テーマを決

め、その作成を進めます。

　秋学期には，出来る限り３＆４年生のペアでリポーターを務め，

それぞれの視点を生かした形で研究を進めます。テーマとしては、

春学期の法解釈学を進めて、むしろ政策的課題などを取り上げます。

　なお課外活動としては、例年９月中旬頃にはゼミ合宿を行います。

その席上，４年生は卒業論文の中間報告をし，他の４年生あるいは

３年生からの質問を受け、皆で議論をし，秋学期の卒論作成の参考

にします。

テキスト（教科書）：

　特に指定せず，各テーマに関する参考文献等をそれぞれのテーマ

に応じて指示します。

　ただし労働法あるいは社会保障法のそれぞれのテーマに応じて，

使いやすい参考書および判例百選、六法は持参すること。

参考書：

〔労働法〕

・神尾真知子・内藤恵・増田幸弘『フロンティア労働法（仮題）』（法

律文化社2010年４月出版予定）

・西村健一郎・安枝英『労働法（第10 版）』（有斐閣プリマシリーズ

2009）
・菅野和夫『労働法（第8 版）』（弘文堂2008）
〔社会保障法〕

・西村健一郎『社会保障法』（有斐閣2003）
・本沢巳代子・新田秀樹編著『トピック社会保障法』（不磨書房2009）
その他、判例百選、労働法の争点など随時、参考とします。

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
労働法・社会保障法

教授 内藤 恵

授業科目の内容：

　当ゼミナールでは，３・４年生一緒に２コマ（３時間）通して研

究会を行います。３年生は特に，学部における内藤担当の労働法お

よび社会保障法の講義を履修し，それと相互補完的に労働法・社会

保障法に関するテーマについて、裁判例および理論研究を行います。

毎週１つのテーマにつき原則として２名のリポーターをたて，その

報告を聞いて，全員参加のディスカッションを行います。

　同時に３年生は夏休みから１１月にかけて、学生論文集『法律学
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研究』に掲載するゼミ論文を全員で執筆します。テーマは３年生が

自ら選びます。

　春学期４年生は，就職活動が終了するまでゼミのリポーターから

外れますが，各々の就職が決まり次第順次ゼミに復帰します。春の

間はリポーターを務める３年生のディスカッションに参加し，先輩

として批評・指導します。同時に夏休みまでに卒業論文テーマを決

め、その作成を進めます。

　秋学期には，出来る限り３＆４年生のペアでリポーターを務め，

それぞれの視点を生かした形で研究を進めます。テーマとしては、

春学期の法解釈学を進めて、むしろ政策的課題などを取り上げます。

　なお課外活動としては、例年９月中旬頃にはゼミ合宿を行います。

その席上，４年生は卒業論文の中間報告をし，他の４年生あるいは

３年生からの質問を受け、皆で議論をし，秋学期の卒論作成の参考

にします。

テキスト（教科書）：

　特に指定せず，各テーマに関する参考文献等をそれぞれのテーマ

に応じて指示します。

　ただし労働法あるいは社会保障法のそれぞれのテーマに応じて，

使いやすい参考書および判例百選、六法は持参すること。

参考書：

〔労働法〕

・神尾真知子・内藤恵・増田幸弘『フロンティア労働法（仮題）』（法

律文化社2010年４月出版予定）

・西村健一郎・安枝英『労働法（第10 版）』（有斐閣プリマシリーズ

2009）
・菅野和夫『労働法（第8 版）』（弘文堂2008）
〔社会保障法〕

・西村健一郎『社会保障法』（有斐閣2003）
・本沢巳代子・新田秀樹編著『トピック社会保障法』（不磨書房2009）
その他、判例百選、労働法の争点など随時、参考とします。

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 霞 信彦

授業科目の内容：

　明治初期の刑事法や刑事裁判に関する理解を深めるために，史料

や著作の輪読をおこない，必要に応じてリポートの提出や口頭発表

を求める。

テキスト（教科書）：

　霞信彦『矩のりを踰えて』（慶應義塾大学出版会）

参考書：

　霞・漆原・浜野『日本法制史　史料集』（慶應義塾大学出版会）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
日本近代期の法の歴史・法文化

教授 岩谷 十郎

授業科目の内容：

　日本法の「近代」がどのように展開したのか，法制度・法意識・

法文化の観点から，様々な文献を通じて議論する。

テキスト（教科書）：

　未定（参考書から1 冊選ぶこともある）

参考書：

　・大木雅夫『日本人の法観念』（東大出版会）

　・村上淳一『〈法〉の歴史』（同前）

　・田中成明『転換期の日本法』（岩波書店）

　・小林直樹『法の人間学的考察』（同前）他

　・竹下賢他編『改訂版　マルチ・リーガル・カルチャー』（晃洋書

房）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
日本近代期の法の歴史・法文化

教授 岩谷 十郎

授業科目の内容：

　3 年次の課題を継続する。 終目標を卒業論文作成に置く。

参考書：

　未定

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律３年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
 西洋法制史

専任講師 薮本 将典

授業科目の内容：

　ひろく，ヨーロッパの法と法文化に対する歴史的理解を深めるこ

とを目的とします。

　3 年次では，ヨーロッパ法文化の底流をなす「普通法 jus 
commune」：「中世ローマ法学」についての基礎知識を共有すべく，

基本書の講読と内容についての討論を中心に進めて行きます。

テキスト（教科書）：

　開講時に受講者諸君と相談のうえで決定します。

参考書：

　P. スタイン／屋敷二郎監訳『ローマ法とヨーロッパ』ミネルヴァ

書房，2003 年
　勝田有恒・森征一・山内進編著『概説西洋法制史』ミネルヴァ書

房，2004 年
　勝田有恒・山内進編著『近世・近代ヨーロッパの法学者たち―グ

ラーティアヌスからカール・シュミットまで―』ミネルヴァ書房，

2008 年

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

研究会（法律４年）（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
 西洋法制史

専任講師 薮本 将典

授業科目の内容：

　担当者指導の下で、各自卒業論文を作成します。

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
アメリカ合衆国憲法史

（常任理事） 教授 阿川 尚之

授業科目の内容：

　この授業ではアメリカ合衆国憲法の歴史を概観しつつ憲法とはそ

もそも何かを考える。同憲法の歴史を1787年の制定会議からはじま

って現在まで時代順に追うことによって、一つのまとまった文書と

して制定されたものとしてはおそらく世界 古のこの憲法が、現代

のアメリカ社会・政治・経済・文化その他に及ぼし続ける影響の大

きさ、そして憲法を解釈する合衆国 高裁判所の役割について考察

する。

　履修者にとってアメリカ合衆国憲法の歴史を学ぶことには、以下

のような意義があると思われる。

・アメリカ合衆国憲法の歴史はアメリカの歴史そのものであり、ア

メリカという立憲主義と民主主義（多数決システム）からなる国家

について、より深い理解と知識を得る。 
・自由、平等、国家、公と私、官と民、政治、経済、生命、宗教、

社会、文化、戦争といったことがらに関する様々な問題や紛争を、

アメリカの司法が憲法のもとでどのように考えてきたか、その思考

過程と結果を知ることによって、日本国憲法をはじめとする各国憲

法のもとでの考え方と比較が可能になる。

・第2次世界大戦直後連合軍の占領下で制定された日本国憲法は、ア

メリカ合衆国憲法の大きな影響を受け、その内容の多くを受け入れ

た。したがってアメリカ合衆国憲法の歴史は、日本国憲法のもとで

論じられる諸問題を考えるうえで大きな示唆を与える。 
・アメリカ合衆国憲法の歴史を学び合衆国憲法の判例を原文で詳細
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に読むことによって、アメリカのロースクールで教える法律的論理

的思考能力（いわゆる「考える力」）が身につく。 
・アメリカ合衆国憲法の歴史が、一つのまとまった、そして興味深

い歴史の物語として楽しめる。

　なお、履修者の数にもよるが、この授業は一方的に担当者が講義

を行うのではなく、可能な限り担当者と履修者諸君とのあいだの討

論と対話で行いたいと考えている。また授業は（１）担当者の講義、

（２）テキストの輪読、（３）指定された判例の分析、以上のコンビ

ネーションで行う。したがって指定したテキストを毎回の授業の前

に必ず読んでおくこと。読むべきページは、下記の授業計画を参照

のされたい。

テキスト（教科書）：

　Robert G. McCloskey Revised by Sanford Levinson　 (2005) The 
American Supreme Court 4th ed. Chicago University Press. ISBN: 
978-0-226-55682-6
　（ペーパーバック版）

　本テキストは、あらかじめ生協に取り寄せを頼んでおくが、洋書

なので入荷に時間がかかる可能性がある。したがって履修希望者も

なるべく早く各自アマゾンその他を通じて注文しておいてほしい。

参考書：

　『ザ・フェデラリスト』　A.ハミルトン・J.ジェイ・J・マディソ

ン著　岩波文庫　1999年　ISBN:4-00-340241-3
　『アメリカのデモクラシー』第1巻（上）アレクシ・ド・トクヴィ

ル著　岩波文庫　2005年　ISBN:4-00-340092-5

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
憲法の動態の考察と問題解決の立法的なアプローチ

客員教授 川﨑 政司

授業科目の内容：

　本講義においては， 近の立法，判例，政治課題，事件等を題材

に， 新の憲法問題について考察を加えるとともに，あるべき法制

度や立法ということなども視野に入れつつ，その法的な対応・解決

のあり方等について検討を行うことにより，憲法の動態と，実践的

かつ創造的な法的思考等による問題解決の立法的なアプローチ方法

などについて，学ぶ。

テキスト（教科書）：

　授業のつどレジュメ・資料を配付する。

参考書：

　特に指定はしないが，適宜，参考文献等を紹介する。

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
講師 髙畑 英一郎

授業科目の内容：

　これまで皆さんが学んできた憲法について，論点を限定してより

深く勉強していきたいと思います。若干専門的な知識が必要になる

でしょうが，テキストの理解を通じて，憲法学の奥行きを感じとっ

て下さい。

　講義の進め方について，毎回受講者の１～２名が担当部分をまと

めて発表します。別の受講者が対応する判例の解説をします。他の

受講者は，その発表に対して，これまで学んできた憲法の知識から

質問することが求められます。場合によっては代表的な学説との比

較をしてもらいます。議論が錯綜した場合，講師が整理します。

　この講義は、多様な見解とそれに伴う問題点を咀嚼して自分の意

見を構築する訓練の場です。法的思考に基づいて、客観的論理的な

意見を作り出してくれることを期待しています。また、講師の見解

も一つの意見でしかなく解答ではないとして受講してください。

テキスト（教科書）：

　憲法の争点（４版）有斐閣

　憲法判例百選Ⅰ＆Ⅱ（５版）有斐閣

　ジュリスト増刊重要判例解説

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
講師 髙畑 英一郎

授業科目の内容：

　これまで皆さんが学んできた憲法について，論点を限定してより

深く勉強していきたいと思います。若干専門的な知識が必要になる

でしょうが，テキストの理解を通じて，憲法学の奥行きを感じとっ

て下さい。

　講義の進め方について，毎回受講者の１～２名が担当部分をまと

めて発表します。別の受講者が対応する判例の解説をします。他の

受講者は，その発表に対して，これまで学んできた憲法の知識から

質問することが求められます。場合によっては代表的な学説との比

較をしてもらいます。議論が錯綜した場合，講師が整理します。

　この講義は、多様な見解とそれに伴う問題点を咀嚼して自分の意

見を構築する訓練の場です。法的思考に基づいて、客観的論理的な

意見を作り出してくれることを期待しています。また、講師の見解

も一つの意見でしかなく解答ではないとして受講してください。

テキスト（教科書）：

　憲法の争点（４版）有斐閣

　憲法判例百選Ⅰ＆Ⅱ（５版）有斐閣

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
 憲法を身近に考えよう

講師 向井 久了

授業科目の内容：

　「クローン人間の開発を目的とした研究」など現実に生じる様々

な憲法問題を生きた素材としてアップ・ツー・デートにとりあげ，

憲法の論理とその動態を検討したいと考えています。

　憲法を主権者として主体的に考えるよすがとなれば，と念じてお

ります。

テキスト（教科書）：

　本年度は，テキストはとくに指定しません。

参考書：

　・高橋・長谷部・石川編「憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第5 版〕」有斐閣

　2007 年
　・向井久了「やさしい憲法（第3 版）」法学書院　2005 年

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）

憲法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
アメリカの連邦制度，及び，人権問題日米比較

講師 山岡 永知

授業科目の内容：

　憲法演習の授業はアメリカ合衆国憲法を中心に講義し，アメリカ

合衆国 高裁判所の憲法判例を研究しながら，日本国憲法や判例と

比較し，憲法解釈に関する知識を深める。春学期は主に統治構造に

ついて講義する。秋学期は「人権」について講義する。

テキスト（教科書）：

　別冊ジュリストNo.139「英米判例百選」（有斐閣）

参考書：

　・「アメリカ法　総論」山岡著（敬文堂）

　・対訳「アメリカ合衆国憲法」北脇・山岡共訳（国際書院）

国際海洋法（展開）（外） 2単位 （秋学期）
海の国際法の変動と現状

講師 青木 隆

授業科目の内容：

　海洋法条約を中心とする現代の海洋国際法における色々な制度の

現状について、その歴史的背景や交渉の経過、事例等を用いて講述

します。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。初回授業において次項（「参考書」）とともに

説明します。

参考書：

　国連海洋法条約、同第１１部実施協定、同公海漁業実施協定等の

主要な条文の参照が必要となります。
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国際環境法（展開）（外）（第４学年設置科目） 2単位

（秋学期）
講師 小山 佳枝

授業科目の内容：

　18 世紀後半の産業革命以降，科学技術の目覚しい発達によって人

間の活動量と活動範囲は大きく変化してきており，その結果として，

環境問題は，地球温暖化，大気汚染，砂漠化，海洋汚染，森林破壊，

動植物の絶滅など，現在では危機的な状況にあるといわれている。

他方で，そうした状況に立ち向かうべく，新しい法制度や枠組み作

りのために多くの努力が払われている。この科目では，地球環境の

保護・保全，また環境汚染の防止へ向けた国際法上の制度について

理解を深めることを目的とする。

　環境の汚染は，一国の領域内にのみとどまるものではない。地球

環境の保護のためには，複数の諸国が協力をし，歩調を合わせるこ

とが重要となる。ここでは，環境法を地球規模的観点から捉えられ

るようになることを目指す。1992 年に国連で採択された「環境と開

発に関するリオ宣言」を契機として，1990 年代以降に多数採択され

た環境保護諸条約を通して，現代の国際環境法の特色を紐解き，各

条約体制とそれを支える国際機関の役割について考える。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

国際経済法（展開）（外） 2単位 （春学期）
貿易に対する国際経済秩序の探求

教授 田村 次朗

授業科目の内容：

　本講義は、　世界貿易機関（WTO）を中心とする国際経済法につ

いて、その基本的な法構造および、セーフガードおよびアンチダン

ピングなど主要規制の概要を取り上げる。特にWTOにおけるパネ

ル・上級委員会が取り上げる各種通商問題に関する紛争処理につい

て、その具体的な事例を取り上げ、WTO協定の解釈・運用の実際に

ついて、解説する。また、通商法は、各国の通商政策とも密接に関

連していることから、 近、話題となっている二国間での自由貿易

協定や、サービス貿易、知的財産権を巡る通商問題、さらに食品の

安全性や環境問題といった通商政策の新しい展開とそれに対する法

的規制のあり方を分析する。

テキスト（教科書）：

　田村次朗『WTOガイドブック　改訂版』（弘文堂　2006）
参考書：

　松下満雄編著『ケースブックWTO法』(有斐閣 2009)
　小寺 彰編『基本経済条約集』（有斐閣　2009）
　UFJ総合研究所新戦略部通商政策ユニット編『WTO入門』（2004　
日本評論社）

国際刑事法（展開）（外） 2単位 （春学期）
准教授 オステン， フィリップ

授業科目の内容：

　本授業では，現在の国際刑事法に関する基本的な知識および国際

刑事法特有の方法論・思考方法を習得し，（刑事）法の国際化を意識

した法学教育の観点から必要ないし有益な知見を獲得することを目

的とする。

　第一の目標は，国際刑法の歴史的展開を分析することにより，国

際刑法の法理・諸概念の形成過程について正確な知識を得ることで

あり，第二の目標は，今日における国際刑事司法の主要問題点，殊

に日本が2007年に加盟した国際刑事裁判所（ICC）の理論と実践に

ついて，これからの展望を見据えながら，基本的知識を習得するこ

とである。

テキスト（教科書）：

　講義資料プリントを適宜配布するほか，その他各ユニットに対応

した日本語（希望に応じて英語も）の文献・資料等に基づいて授業

を行う。なお，六法および条約集（松井芳郎〔編〕『ベーシック条約

集〔2009 年版〕』東信堂（2009 年）を推奨する）を毎回持参された

い。

参考書：

　参考書として，小長谷和高『国際刑事裁判序説〔第2 版〕』尚学社

（2007 年），安藤泰子『国際刑事裁判所の理念』成文堂（2002 年），

東澤靖『国際刑事裁判所―法と実務』明石書店（2007 年），森下忠

『新しい国際刑法』信山社（2002 年），村瀬信也＝洪恵子〔編〕『国

際刑事裁判所』東信堂（2008 年），Cassese, Antonio, International 
Criminal Law, 2nd edition (Oxford UP), 2008; Werle, Gerhard, Principles 
of International Criminal Law, 2nd edition (Asser Press), 2009 などがあ

る。

　その他，随時指示する。

国際私法Ⅰ（基幹）（外） 2単位 （春学期）
国際取引と国際私法

教授 北澤 安紀

授業科目の内容：

　近年我々の生活環境が国際化するのに伴い，国境を越えた商取引

や家族関係の形成（国際結婚、国際離婚、国際養子縁組等）に関す

る法律問題が多発するようになった。このような現状に鑑み，本講

義では，今日国境を越えて生ずる私人間の法律関係を規律している

国際私法についての体系的な講義を行う。

　国際私法は，私法的な法律関係をその規律の対象としているとい

う点で，民法・商法と似通った側面をもつが，他方で，私法的な法

律関係のうちとくに渉外的な（外国的な）要素がある法律関係（例

えば，国際契約，国際結婚等）を規律するという点で，民法・商法

とはまた異なった処理が必要とされる法分野である。例えば，日本

の企業が米国の企業を被告としてわが国の裁判所に契約の債務不履

行にもとづく損害賠償請求の訴えを提起した場合，日本の裁判所は

どこの国の法律を適用して当該事案を処理するべきなのか。この事

案には訴訟が行われた地である日本の民法の規定が当然に適用され

るのか，あるいは，外国の法律の規定が適用されるのかが問題となる。

　本講義が対象とする広義の国際私法には，渉外的法律関係を規律

するための基準となる法（準拠法）を各国法の中から選択・指定す

るという役割を担うことで渉外的な法律関係を実体法的に規律して

いる狭義の国際私法と渉外民事事件の手続法的な処理に関わる国際

民事訴訟法の双方が含まれる。

　春学期は，まず，渉外的私法的法律関係を実体法上いかに規律す

べきかという観点から，国際私法の基本的な概念ならびに国際私法

における準拠法決定のプロセスについて説明する（国際私法総論）。

その上で，わが国の国際私法の主要な成文法源たる「法の適用に関

する通則法」の諸規定の解釈・適用上の問題点について検討するが

（国際私法各論），春学期は特に，国際契約法，国際物権法、国際不

法行為法等の財産関係の問題を中心に講義を行う予定である。

テキスト（教科書）：

　開講時に指示する。各自，六法を持参すること。

参考書：

　開講時に指示する。

国際私法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
家族生活と国際私法

教授 北澤 安紀

授業科目の内容：

　近年我々の生活環境が国際化するのに伴い，国境を越えた家族関

係の形成等に関する法律問題（国際結婚や国際離婚、国際養子縁組

等）が多発するようになった。このような現状に鑑み，本講義では，

今日国境を越えて生ずる私人間の法律関係を規律している国際私法

についての体系的な講義を行う。

　国際私法は，私法的な法律関係をその規律の対象としているとい

う点で，民法・商法と似通った側面をもつが，他方で，私法的な法

律関係のうちとくに渉外的な（外国的な）要素がある法律関係（例

えば，国際結婚等）を規律するという点で，民法・商法とはまた異

なった処理が必要とされる法分野である。例えば，フランス人妻が

日本人夫を被告としてわが国の裁判所に離婚の訴えを提起した場合，

日本の裁判所はいかなる法律を適用して当該事案を処理するべきな

のか。この事案には訴訟が行われた地である日本の民法の規定が当

然に適用されるのか，あるいは，外国の法律の規定が適用されるの

かが問題となる。

　本講義が対象とする広義の国際私法には，渉外的法律関係を規律

するための基準となる法（準拠法）を各国法の中から選択・指定す

るという役割を担うことで渉外的な法律関係を実体法的に規律して

いる狭義の国際私法と渉外民事事件の手続法的な処理に関わる国際

　
法
律
学
科
講
義
要
綱
　

23



民事訴訟法の双方が含まれる。

　秋学期は，春学期に引き続き，わが国の国際私法の主要な成文法

源たる「法の適用に関する通則法」の諸規定の解釈・適用上の問題

点について検討する（国際私法各論）。具体的には，国際婚姻法，国

際親子法，国際相続法等の身分関係の問題を中心に講義を行う予定

である。

テキスト（教科書）：

　開講時に指示する。各自，六法を持参すること。

参考書：

　開講時に指示する。

国際私法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
外国的な要素を含む私法関係の処理

講師 山田 恒久

授業科目の内容：

　「渉外的な私法関係に適用するべき法を指定する規則」を定める

国際私法の現状と，その問題点とを，演習形式を通じて検証するこ

とを目的としています。渉外的な私法関係を扱うという科目の特性

から，国際私法の講義を既に受講していることは勿論のこと，民法，

商法，および，民事訴訟法についても受講済みか，または，並行し

て受講していることが必要です。

テキスト（教科書）：

　テキストは指定しません。使いやすいものを選んで購入してくだ

さい。

参考書：

　・櫻田・道垣内編「国際私法判例百選」（別冊ジュリスト）有斐閣

　・道垣内正人「国際私法入門［第6 版］」（有斐閣双書）有斐閣

　・櫻田嘉章「国際私法［第5 版］」（S シリーズ）有斐閣

国際私法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
外国的な要素を含む私法関係の処理

講師 山田 恒久

授業科目の内容：

　「渉外的な私法関係に適用するべき法を指定する規則」を定める

国際私法の現状と，その問題点とを，演習形式を通じて検証するこ

とを目的としています。渉外的な私法関係を扱うという科目の特性

から，国際私法の講義を既に受講していることは勿論のこと，民法，

商法，および，民事訴訟法についても受講済みか，または，並行し

て受講していることが必要です。

テキスト（教科書）：

　テキストは指定しません。使いやすいものを選んで購入してくだ

さい。

参考書：

　・櫻田・道垣内編「国際私法判例百選」（別冊ジュリスト）有斐閣

　・道垣内正人「国際私法入門［第6 版］」（有斐閣双書）有斐閣

　・櫻田嘉章「国際私法［第5 版］」（S シリーズ）有斐閣

国際租税法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
講師 赤松 晃

授業科目の内容：

　経済のグローバル化は，国際租税に関する基本的理解を抜きにし

てビジネスプランを語れない状況をもたらしています。すなわち国

際的事業活動の経営判断に当たり租税コストの予見可能性は極めて

重要です。したがって現実のビジネスでは，租税法の適用を踏まえ

て経営判断がなされています。このように国際租税法は，今や国際

ビジネスパーソン必修の知識となっています。

　本講義は国際ビジネスに興味のある学生の履修を歓迎します。し

たがって，租税法についての専門的知識が無くとも興味をもって積

極的に講義に参加できるように、判決例や新聞等で報道された具体

的事例を多く取り上げます。

　春学期では、外国企業・ファンドの対内進出（インバウンド取引）

に係る国際租税法を研究します。法人税法の仕組み、所得税の源泉

課税の仕組み、ソース・ルール、恒久的施設（PE：Permanent 
Establishment）、租税条約の概要、国内租税法と租税条約の適用関

係、税務調査の実際，国際的二重課税の排除のための租税条約に基

づく相互協議についての理解を得ることにより、国際租税法につい

ての基本的な力を身につけることを目的としています。

テキスト（教科書）：

・赤松晃『国際課税の実務と理論‐グローバル・エコノミーと租税

法（2版）』（税務研究会出版局、2009年）3400円+税  ISBN：

978-4-7931-1790-9 C2033
参考書：

・三木義一・前田謙二『よくわかる国際税務入門』（有斐閣、2008年）

・増井良啓・宮崎裕子『国際租税法』（東京大学出版会、2008年）

・赤松晃「国際課税の基本的な仕組み」金子宏編『租税法の基本問

題』（有斐閣、2007年）593頁～628頁
・水野忠恒編著『国際課税の理論と課題』（税務経理協会、2訂版、

2005年）

・水野忠恒『国際課税の制度と理論－国際租税法の基礎的考察－』

（有斐閣、2000年）

関連リンク

・国税庁HP：http://www.nta.go.jp/
・財務省税制HP：http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kokusai.htm

国際租税法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
講師 赤松 晃

授業科目の内容：

　経済のグローバル化は，国際租税に関する基本的理解を抜きにし

てビジネスプランを語れない状況をもたらしています。すなわち国

際的事業活動の経営判断に当たり租税コストの予見可能性は極めて

重要です。したがって現実のビジネスでは，租税法の適用を踏まえ

て経営判断がなされています。このように国際租税法は，今や国際

ビジネスパーソン必修の知識となっています。

　本講義は国際ビジネスに興味のある学生の履修を歓迎します。し

たがって，租税法についての専門的知識が無くとも興味をもって積

極的に講義に参加できるように、判決例や新聞等で報道された具体

的事例を多く取り上げます。

　秋学期では、日本企業の対外進出（アウトバウンド）に係る国際

租税法を研究します。法人税法の仕組み、外国税額控除、タックス・

ヘイブン対策税制、移転価格課税、税務調査の実際、税務争訟、租

税条約に基づく国際的二重課税の排除のための相互協議についての

理解を得ることにより、国際租税法についての基本的な力を身につ

けることを目的としています。

テキスト（教科書）：

・赤松晃『国際課税の実務と理論‐グローバル・エコノミーと租税

法（2版）』（税務研究会出版局、2009年）3400円+税  ISBN：

978-4-7931-1790-9 C2033
参考書：

・三木義一・前田謙二『よくわかる国際税務入門』（有斐閣、2008年）

・増井良啓・宮崎裕子『国際租税法』（東京大学出版会、2008年）

・「国際課税の基本的な仕組み」金子宏編『租税法の基本問題』（有

斐閣、2007年）593頁～628頁
・水野忠恒編著『国際課税の理論と課題』（税務経理協会、2訂版、

2005年）

・水野忠恒『国際課税の制度と理論－国際租税法の基礎的考察－』

（有斐閣、2000年）

関連リンク

・国税庁HP：http://www.nta.go.jp/
・財務省税制HP：http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kokusai.htm

国際取引法（展開）（外）（第４学年設置科目） 2単位

（秋学期）
教授 西川 理恵子

授業科目の内容：

　国境を越える関係の中でも，商取引関係が我々の生活に与える影

響は大きい。本講では活発化する商事の国際活動に焦点をあて，人，

物，金銭の動きをめぐる法律問題を概観する予定である。

テキスト（教科書）：

　開講時に指定。

参考書：

　開講時に指定。
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国際武力紛争法（展開）（外） 2単位 （春学期）
人道原則によって武力紛争を規制する国際法

専任講師 尹 仁河

授業科目の内容：

　法は武力紛争をどう規制しているでしょうか。本講義は人道原則

によって武力紛争を規制する国際法規範の理解を目的とします。古

くは戦争法（Law of War），1945 年国連憲章で戦争が違法化されてか

らは武力紛争法（Law of Armed Conflicts）と呼ばれ，近年は国際人

道法（International Humanitarian Law）として発展している分野です。

1949 年ジュネーブ諸条約および1977 年第一追加議定書（国際的武力

紛争に適用）・第二追加議定書（非国際的武力紛争に適用）を中心

に，条約の成立過程や規定内容を学んだ上で，世界で生じている問

題にどう適用されるか検証します。関連する国際裁判所の判決，国

連各機関の文書，赤十字国際委員会の文書，各国の国内法や判決も

合わせて検討します。

テキスト（教科書）：

　大森正仁編著『よくわかる国際法』（ミネルヴァ書房，2008 年）

　杉原高嶺編『コンサイス条約集』（三省堂，2009 年）

　毎回講義資料プリントがあり，keio.jp からダウンロードできます。

参考書：

　 Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck (International 
Committee of the Red Cross), Customary International Humanitarian Law 
(Cambridge University Press, 2005)
　村瀬信也・真山全　編『武力紛争の国際法』（東信堂，2004 年）

　藤田久一『国際人道法』（有信堂，新版再増補，2003 年）

　その他，開講時に一覧を示します。

国際法Ⅰ（基幹）（Ａ） 2単位 （春学期）
国際社会における法秩序の考察

教授 明石 欽司

授業科目の内容：

　国際法概論

テキスト（教科書）：

　特に指定しませんが，次の概説書を推薦します。栗林忠男『現代

国際法』（慶應義塾大学出版会，1999 年）

参考書：

　奥脇直也（編集代表）『国際条約集』（2010 年版）（有斐閣，2010 
年）

国際法Ⅱ（展開）（Ａ） 2単位 （秋学期）
国際社会における法秩序の考察

教授 明石 欽司

授業科目の内容：

　国際法概論

テキスト（教科書）：

　特に指定しませんが，次の概説書を推薦します。栗林忠男『現代

国際法』（慶應義塾大学出版会，1999 年）

参考書：

　奥脇直也（編集代表）『国際条約集』（2010 年版）（有斐閣，2010 
年）

国際法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
教授 明石 欽司

授業科目の内容：

　国際法の基本文献（判例を含む。）の講読。

国際法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
国際法の理論と実践：国際秩序はどのように形成されるのか

講師 石垣 友明

授業科目の内容：

　戦争は世界各地で今日も起こり，貿易や領土をめぐる紛争は絶え

ません。一見すると，国際社会はルールではなく，力が支配するよ

うに映ります。しかし，現実に戦争を終え，平和をもたらすのは条

約であり，貿易に秩序をもたらし，環境問題を解決するルールが国

際法です。各国の首脳，大使，外交官をはじめ，ネゴシエーターは

常に，国際社会のルールを意識しています。

　この講義は，国際社会に通用する人材に必要な知識と考え方を身

につけることを目的とします。今日の社会では，外交官でなくても，

外国の人との交流や折衝は必ず経験することであり，前提となる知

識と技術を知っているかどうかは，交渉の結果に大きな違いをもた

らします。

　受講者の皆さんは，具体的な課題につき，プレゼンテーションや

実践的な交渉に参加することになります（現実のケースをもとにし

た事例をチームに分かれて交渉します）。同時に，英語による基本的

な表現能力も身につけられるように配慮します。また，ゲストスピ

ーカーも何回か招待します。

　講師は15 年の実務経験を有する現役の外交官です。海外及び外務

本省での勤務を通じて得た経験を踏まえ，臨場感にあふれた，イン

ターアクティブな（双方向・実践型の）講義を行います。

テキスト（教科書）：

　受講する皆さんは，必ず（1）国際法に関する基本的な教科書，

（2）条約集及び判例集，（3）交渉・交渉術に関する本，（4）プレゼ

ンテーションに関する本などを事前に購入してください。書名は指

定しませんので，自分にとって読みやすい，使いやすい本を選んで

ください。講義に使用する資料はその都度配布し，指定する図書が

ある場合は事前にお伝えします。

参考書：

　以下のような本を参考にテキストを選んでください。

（1）国際法（これらに限りませんので、自分が読みやすい本を選ん

でください。）

　中谷和弘ほか「国際法」（有斐閣アルマ，2006 年），

　松井芳郎ほか「国際法（第5 版）」（有斐閣S シリーズ，2007 年）など。

（2）条約集，判例集（それぞれ1 冊ずつ購入してください）：

　大沼保昭／編集代表「国際条約集　2008 年版」（有斐閣，2008 年）

　広部和也･杉原高嶺／編修代表「解説条約集2008」（三省堂，2008 
年）

　松井芳郎／編集代表「ベーシック条約集2006」（東信堂，2008 年）

→3冊のいずれか1 冊
　松井芳郎／編集代表「判例国際法（第2 版）」（東信堂，2006 年）：

必ず購入して下さい。

（3）交渉・交渉術に関する本（読んで参考になりそうなものを自由

に選んでください。）：

　フィッシャーほか「新版　ハーバード流交渉術」（阪急コミュニケ

ーションズ，2001 年）

　ユーリー「決定版　ハーバード流　“NO”と言わせない交渉術」（知

的生き方文庫，1995 年）

　佐久間賢「交渉力入門（第3 版）」（日経文庫，2008 年）

（4）プレゼンテーションに関する本（以下はあくまでも一例です）：

　西等「プレゼンの達人になる技術」（中経出版，2003 年）

　八幡紕芦史「プレゼンの技術」（PHP 研究所，2004 年）

（5）英文レポートの書き方についての本（関心のある人用）：

　上村妙子，大井恭子「英語論文・レポートの書き方」（研究社，

2004 年）

国際法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
国際法の理論と実践：国家の行動を決定するものは何か

講師 石垣 友明

授業科目の内容：

　国際情勢を理解するためには，政治，経済に加え，国際社会の背

骨である国際法を知ることが不可欠です。なぜアメリカはイラク戦

争に際して安保理決議の採択を求めたのか，なぜ地球温暖化防止の

ルール作りにインドや中国が消極的なのか，日米関係において，な

ぜ沖縄の普天間飛行場を巡る問題が重要なのか，海外での援助はど

のように行われ，北朝鮮の核問題に関する六者会合はなぜ北京で開

催されるのか，これらには全て国際法に基づく理由があります。政

治学，経済学，あるいは国際法だけの視点で世界を理解することは

一面的であり，よりよく世界を理解するためには，複合的な視点が

必要です。

　この講義は，国際法が現実においてどのように機能しているかを

理解し，世界を見るバランスのある視点を身につけることを目的と

しています。異なる文化や言語の人といかにしてコミュニケーショ

ンをはかり，自分の考えを相手に伝え，目的を達成するかにつき，

実践的な知識を身につけることが目標です。受講者の皆さんには，
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具体的な課題につきプレゼンテーションや実践的な交渉に参加して

もらいます（現実のケースをもとにした事例をチームに分かれて交

渉します）。同時に，英語による基本的な表現能力も身につけられる

ような講義も行います。

　講師は15 年の実務経験を有する若手の現役外交官です。海外及び

外務本省での勤務を通じて得た経験を踏まえ，できるだけ臨場感に

あふれた，インターアクティブな（双方向・実践型の）講義を行い

ます。また，各分野で活躍するゲストスピーカー（外国人）の参加

を得て，ディスカッションなども行います。前期の授業を受講して

いなくても，国際法の授業を履修していない人でも，問題なく勉強

できるように配慮します。

テキスト（教科書）：

　受講する皆さんは，必ず（1）国際法に関する基本的な教科書，

（2）条約集及び判例集，（3）交渉・交渉術に関する本，（4）プレゼ

ンテーションに関する本を事前に購入してください。書名は指定し

ませんので，自分にとって読みやすい，使いやすい本を選んでくだ

さい。講義に使用する資料はその都度配布し，指定する図書がある

場合は事前にお伝えします。

参考書：

　（前期のリストに基づいて参考図書を選んで下さい。）

国際法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
国際経済関係と国際法

講師 間宮 勇

授業科目の内容：

　国際経済関係から生じる問題を国際法の視点から検討する。

　1995 年にWTO が設立されて以降，国際経済分野における法的規

制が飛躍的に拡大している。WTO は，モノの貿易のみならず，サー

ビス貿易の自由化，知的財産権の保護を規定し，現在では，競争ル

ールや投資，社会条項などの規制も視野に入れて検討が進められて

いる。このゼミでは，WTO 協定を中心として，国際経済関係におけ

る法的規制の現状を理解することを目的とする。

　この授業は，国際法の基本的な原則や概念ならびに国際経済法の

諸問題について講義した後，希望者による研究報告と質疑応答によ

って進める。

テキスト（教科書）：

　中川他『国際経済法』（有斐閣2003 年）。

参考書：

　国際経済条約集：小寺・中川編『基本経済条約集』（有斐閣2002 年）

　もしくは小原喜雄ほか編『国際経済条約・法令集〈第2 版〉』（東

信堂2002 年）

　小寺編『転換期のWTO』（2003 年　東洋経済新報社）

　荒木・川瀬編『WTO体制下のセーフガード』（2004年東洋経済新

報社）

　その他，授業の際に指示する。

財政論Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
講師 宮里 尚三

授業科目の内容：

　財政学は政府の経済活動について分析する分野である。現代の政

府は市場メカニズムを前提としながらも様々な経済活動を行ってい

る。それでは、なぜ政府は様々な経済活動を行う必要があるのか？

政府のあるべき経済活動は、どのような観点から行うべきであろう

か？そのような問題に対して、主に政府支出や税金、公債発行とい

う観点から分析を行うのが本講義の目的である。春学期は主に公共

財、外部性、労働所得税や資本所得税の効果などを取り上げます。

参考書：

　麻生良文『公共経済学』有斐閣 1998年
　井堀利宏『財政』岩波書店 2008年
　『図説 日本の財政（平成21年度版）』東洋経済新報社

　アリエ・L・ヒルマン（井堀利宏監訳）『入門 財政・公共政策-政
府の責任と限界』 勁草書房 2006年

財政論Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
講師 宮里 尚三

授業科目の内容：

　財政学は政府の経済活動について分析する分野である。現代の政

府は市場メカニズムを前提としながらも様々な経済活動を行ってい

る。それでは、なぜ政府は様々な経済活動を行う必要があるのか？

政府のあるべき経済活動は、どのような観点から行うべきであろう

か？そのような問題に対して、主に政府支出や税金、公債発行とい

う観点から分析を行うのが本講義の目的である。秋学期は主に財政

政策の効果、公債、公的年金、所得再分配政策について取り上げま

す。

参考書：

　麻生良文 『公共経済学』 有斐閣 1998年
　井堀利宏 『財政』 岩波書店、1995年
　『図説 日本の財政（平成18年度版）』 東洋経済新報社

　アリエ・L・ヒルマン（井堀利宏監訳）『入門 財政・公共政策-政
府の責任と限界』 勁草書房 2006年

裁判法（展開）（外） 2単位 （春学期）
わが国の裁判所と法律家と裁判手続

法務研究科（法科大学院） 教授 三上 威彦

授業科目の内容：

　本講義は，紛争解決手段の中心的役割を担っている裁判につき，

①裁判はどのような組織によってなされるのか（裁判所制度），②裁

判はどのような人々によって運営されているのか（法律家），③裁判

はどのようなルールに基づいて行われるのか（裁判手続）といった

3 つの柱を中心にして講義を進める。それによって，受講生に，わ

が国の裁判制度ないし紛争解決制度について具体的なイメージをも

ってもらうことを目的とする。講義に当たっては，それぞれの現状

を説明するのはもちろん，それぞれが直面している課題その克服の

ための努力についても話をしたいと考えている。

　なお本講義は1 年で完結することを予定しているので，裁判法・

裁判法Ⅱを共に履修することが望ましい。

テキスト（教科書）：

　とくに指定せず，詳しい講義レジュメを配布して講義を行なう。

参考書：

　講義の進行に伴い，兼子一・竹下守夫（著）『裁判法〔第4 版2 刷
（補訂）〕』（有斐閣），市川正人・酒巻匡・山本和彦（著）『現代の裁

判〔第5版〕』有斐閣アルマ（有斐閣），および小島武司（編）『ブリ

ッジブック裁判法』（信山社）等を適宜参照されたい。詳しい文献紹

介は第1 回目の講義の中で行う。

裁判法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
わが国の裁判所と法律家と裁判手続

法務研究科（法科大学院） 教授 三上 威彦

授業科目の内容：

　本講義は，紛争解決手段の中心的役割を担っている裁判につき，

①裁判はどのような組織によってなされるのか（裁判所制度），②裁

判はどのような人々によって運営されているのか（法律家），③裁判

はどのようなルールに基づいて行われるのか（裁判手続）といった

3 つの柱を中心にして講義を進める。それによって，受講生に，わ

が国の裁判制度ないし紛争解決制度について具体的なイメージをも

ってもらうことを目的とする。講義に当たっては，それぞれの現状

を説明するのはもちろん，それぞれが直面している課題その克服の

ための努力についても話をしたいと考えている。

　なお本講義は，春学期に続いて「第7章　民事裁判」から始める。

テキスト（教科書）：

　とくに指定せず，詳しい講義レジュメを配布して講義を行なう。

参考書：

　講義の進行に伴い，兼子一・竹下守夫（著）『裁判法〔第4 版2 刷
（補訂）〕』（有斐閣），市川正人・酒巻匡・山本和彦（著）『現代の裁

判〔第3版〕』有斐閣アルマ（有斐閣），および小島武司（編）『ブリ

ッジブック裁判法』（信山社）等を適宜参照されたい。詳しい文献紹

介は第1 回目の講義の中で行う。
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資産税法（展開）（外） 2単位 （秋学期）
相続税・贈与税と固定資産税

講師 渕 圭吾

授業科目の内容：

　資産税は、税制の中でも長い歴史を誇り、現在でも重要な役割を

果たしている。この講義では、人の一生で一度かかる資産移転税と

もいえる相続税・贈与税、地方団体の重要な税源となっている固定

資産税、という二種類の資産税について、その制度や法的問題点に

ついて概説する。

テキスト（教科書）：

　『租税法』第15版　金子宏著　弘文堂　2010年

社会学Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
都市社会学概説

教授 有末 賢

授業科目の内容：

　都市化社会と呼ばれる現代社会において、都市と地域社会（コミ

ュニティ）は、われわれの社会生活において重要な＜空間＞である

だけではなく、＜集団＞でも＜関係＞でもある。本講義においては、

地域社会を対象として、都市社会学を中心とした学説・理論から解

説し、実証的研究の系譜や日本の農村と都市、都市問題と都市計画、

世界の都市と都市化現象などを講義していく。

　理論・学説においては、1920年代、アメリカのシカゴ学派による

「人間生態学」とシカゴ・モノグラフ・シリーズの登場、ヨーロッパ

を中心とした1970年代以降の新都市社会学や「空間の社会学」の動

向などを扱う。また。後半では、ビデオ視聴なども加えながら、先

進資本主義諸国の都市問題、発展途上国などの

都市化などについても考察する予定である。

テキスト（教科書）：

有末賢『現代大都市の重層的構造ー都市化社会における伝統と変容

ー』ミネルヴァ書房、1999年、ISBN:4-623-02967-0C3336
参考書：

・藤田弘夫・吉原直樹編著『都市社会学』有斐閣、1999年、ISBN:
4-641-　　08639-7 C1336
・園部雅久・和田清美編著『都市社会学入門』文化書房博文社、2004
年、　　　ISBN:4-8301-0870-3 C3036

社会学Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
東京圏の都市社会学

教授 有末 賢

授業科目の内容：

　地域社会論Ⅰから引き続いて、都市社会学を中心とした地域社会

の現代的・実証的なテーマを扱っていく。今回は、一つのケース・

スタディとして「東京圏」の社会学を講義する。「東京」は現代大都

市の中でも多くの問題を抱え、しかもダイナミックな社会変動によ

って、一刻一刻その姿を変えつつある。まず、イギリスのロンドン

と比較しながら、歴史的な都市化の特性をとらえ、都市化ー郊外化

ー脱都市化ー反都市化などの人口変動のサイクルを検証する。また、

東京圏内部を都心業務地域、下町ー山の手、戦前型郊外住宅地、戦

後ニュータウン、盛り場・繁華街などに類型化しながら、それぞれ

の地区特性と現代的問題点を解説していく。 後には、東京論とラ

イフスタイルについても考察していきたい。

テキスト（教科書）：

有末賢『現代大都市の重層的構造ー都市化社会における伝統と変容

ー』ミネルヴァ書房、1999年、ISBN:4-623-02967-0 C3336
参考書：

・藤田弘夫・吉原直樹編著『都市社会学』有斐閣、1999年、ISBN:
4-641-   08639-7 C1336
・吉見俊哉『都市のドラマトゥルギーー東京・盛り場の社会史ー』

河出文庫、2008年、ISBN:978-4-309-40937-5 C0136

社会法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
ジェンダーからみた労働法

講師 神尾 真知子

授業科目の内容：

　社会的文化的に作られた性差，すなわちジェンダーという視点で，

労働法を見直します。法規定や判例の中にどのようにジェンダーが

潜んでいるのかを明らかにします。憲法14 条，女性差別撤廃条約，

女性労働の歴史，労基法の女性保護規定，育児・介護休業法を取り

上げます。

　女性労働の歴史を学ぶために，女性と仕事の未来館を見学します。

テキスト（教科書）：

　・山下・戒能・神尾・植野『法女性学への招待（新版）』有斐閣

　・講義時の配布資料

参考書：

　講義時に適宜紹介する。

社会法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
ジェンダーからみた労働法

講師 神尾 真知子

授業科目の内容：

　社会的文化的に作られた性差，すなわちジェンダーという視点で，

労働法を見直します。法規定や判例の中にどのようにジェンダーが

潜んでいるのかを明らかにします。労基法４条（男女同一賃金原則，

均等法取り上げます。

テキスト（教科書）：

　・山下・戒能・神尾・植野『法女性学への招待（新版）』有斐閣

　・講義時の配布資料

参考書：

　講義時に適宜紹介する。

社会保障法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
社会保障法総論、生活扶助，失業、年金保険の制度と政策

教授 内藤 恵

授業科目の内容：

　社会保障法とは，社会法の範疇において個人の幸福追求権をどの

ように実現するかを考える領域です。対象範囲がきわめて広く，ま

た「社会保障」という概念自体が定説を持ちません。大別すれば生

活扶助（生活保護法など）・社会保険・社会福祉の三領域に分けられ

ますが，広い分野の法的問題を研究対象としています。

　そこで社会保障法Ⅰ（春学期）では，まず社会保障法総論につい

て講義し、全体像を把握します。

　次に各論に入り、春学期は社会的にリスクを負った人に対する経

済的保障を統一テーマとして、お話する予定です。 初に憲法上の

生存権保障の具体化である生活扶助法を取り上げます。次いで労働

の場を失った際の、失業手当に代表される雇用保険および雇用政策。

後に高齢者の生活保障という意味で、年金保険を講義します。

　なお労働法と社会保障法は、相互補完的な領域です。内藤担当の

労働法Ⅰ（基幹）＆労働法Ⅱ（展開）を共に履修するか、あるいは

昨年度履修した方が全体像を理解し易いと思います。

テキスト（教科書）：

　今年は各章の全体像を把握するために、初学者向けテキストを指

定しておきます。

本沢巳代子・新田秀樹『トピック社会保障法（第３版）』（不磨書房

2009）。
　しかしながら社会保障法の領域はあまりに多岐にわたるので、本

書では書かれていない部分も多くあります。したがって毎回Web に
講義のレジュメをアップロードし、他の様々な資料を配付するなど

して、受講者の理解を助けます。改正が頻繁に行われる領域なので，

講義毎にかなりの量の資料を配布します。なお講義には，六法とジ

ュリスト別冊・社会保障法判例百選（第4版）（有斐閣2008）を携行

してください。

参考書：

　上記のテキスト以外に、ごく初歩的なサラリーマンの視点から書

かれた入門書

・西村健一郎・村中孝史・編『働く人の法律入門―労働法・社会保

障法・税法の基礎知識―（第2版）』（有斐閣2009）

　
法
律
学
科
講
義
要
綱
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かなり書き込まれた概説書として、西村健一郎『社会保障法』（有斐

閣，2003）
制度の概要、歴史を知るためには、岩村・菊池編『目で見る社会保

障教材〔第四版〕』（有斐閣2008）

社会保障法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
（社会保障法各論）医療保険、高齢者医療制度、児童福祉等の制度

と政策

教授 内藤 恵

授業科目の内容：

　社会保障法Ⅱ（秋学期）では，春学期の社会保障法Ⅰに続き、社

会保障法各論を講じます。

　秋学期の統一的テーマは、「社会保障サービスの在り方を考える－

医療と介護、社会福祉－」です。とくに医療保険、高齢者医療制度、

介護保険という、万人を対象とする社会保険を講義します。

　加えて社会福祉の領域から、児童福祉を取り上げたいと思います。

この分野はもちろん児童福祉法を中心とする、児童を対象とする領

域です。しかしながら近年、少子化対策あるいは労働者のワーク･ラ

イフ･バランスが重視され、本来の児童福祉とは異なる形で、様々な

施策が加わって来ています。

　秋学期は、複層化する労働法と社会保障法の諸施策、それらを労

働と福祉という二面から受講者と共に考察する講義にしたいと、計

画しています。

テキスト（教科書）：

　各章の全体像を把握するために、初学者向けテキストとして、本

沢巳代子・新田秀樹『トピック社会保障法（第３版）』（不磨書房2009）。
　しかし社会保障法の領域はあまりに多岐にわたるので、春学期同

様に、毎回Web に講義のレジュメをアップロードし、他の様々な資

料を配付するなどするつもりです。改正が頻繁に行われる領域なの

で，講義毎にかなりの量の資料を配布します。なお講義には，六法

とジュリスト別冊・社会保障法判例百選（第4版）（有斐閣2008）を

携行してください。

参考書：

　社会保障法Ⅰを参照して下さい。

商法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
講師 高場 大介

授業科目の内容：

　株式会社法・商法総則・商行為を対象として、判例を基礎に演習

を展開する。

　特別法を意識しつつも、基礎的知識の習得と応用力の涵養を目的

としたい。

　なお、今年度は、会社法については、機関以降を対象とする予定

である。（ただし、事例に応じて変化する可能性あり。）

　また、トピックな判例・事例についても適宜対象としたいと考え

ています。

　

テキスト（教科書）：

　「会社法判例百選」および「商法（総則・商行為）判例百選」（い

ずれも有斐閣）

参考書：

　特に指定しません。

商法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
講師 高場 大介

授業科目の内容：

　株式会社法・商法総則・商行為を対象として、判例を基礎に演習

を展開する。

　特別法を意識しつつも、基礎的知識の習得と応用力の涵養を目的

としたい。

　なお、今年度は、会社法については、機関以降を対象とする予定

である。（ただし、事例に応じて変化する可能性あり。）

　また、トピックな判例・事例についても適宜対象としたいと考え

ています。

　【春学期と同一内容ですが、内容が重なることはありません。】

　

テキスト（教科書）：

　「会社法判例百選」および「商法（総則・商行為）判例百選」（い

ずれも有斐閣）

参考書：

　特に指定しません。

所得税法（展開）（外） 2単位 （春学期）
所得課税・入門

講師 渕 圭吾

授業科目の内容：

　この授業では、租税法の中心的分野である所得課税（所得税）に

ついて講義する。個人に対する、所得を課税標準とする租税である

所得税は、近代国家において国家の財源調達の中で大きな役割を果

たしてきた。法学の観点から見ると、所得概念（所得とは何か）か

ら出発して、個々の所得税法の解釈論をどのように組み立てるか、

ということが重要である。

テキスト（教科書）：

　『租税法』第15版　金子宏著　弘文堂　2010年
参考書：

　『租税法の基本問題』　金子宏編　有斐閣　2008年
　『現代税法の基礎知識』8訂版　岸田貞夫他（吉村典久執筆部分）

　ぎょうせい　2009年
　『スタンダード所得税法』補訂版　佐藤英明著　弘文堂　2010年

政策と法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
―政策の形成，執行，評価およびこれらの統制に関する法制度と

実態―

講師 有川 博

授業科目の内容：

　国および地方公共団体における政策の立案・形成，執行，その評

価，そして次の政策形成へのフィードバックへと至る，いわゆる政

策過程全体を視野に入れながら，その中で行政が適正に遂行され，

効果的・効率的に行政目的を実現できるようにするために，どのよ

うなコントロールが法制度として用意されているか（そして，それ

が近年，とりわけ政権交代後どのようなスタイルに変容しているか）

を学ぶとともに，主として政策形成過程における失敗事例を検証し

ながら，それら法制度の実態についてもあわせて学ぶ。

テキスト（教科書）：

　・拙著『公共政策と講義概要（Ⅰ）』

参考書：

　講義の中で紹介します。

政策と法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
―政策の形成，執行，評価およびこれらの統制に関する法制度と

実態―

講師 有川 博

授業科目の内容：

　国および地方公共団体における政策の立案・形成，執行，その評

価，そして次の政策形成へのフィードバックへと至る，いわゆる政

策過程全体を視野に入れながら，その中で行政が適正に遂行され，

効果的・効率的に行政目的を実現できるようにするために，どのよ

うなコントロールが法制度として用意されているか（そして，それ

が近年，とりわけ政権交代後どのようなスタイルに変容しているか）

を学ぶとともに，主として政策執行及び政策評価過程における失敗

事例を検証しながら，それら法制度の実態についてもあわせて学ぶ。

　

テキスト（教科書）：

　拙著『公共政策と法講義概要（Ⅱ）』

参考書：

　講義の中で紹介します。

政治学Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
講師 増山 幹高

授業科目の内容：

　この講義では，現代の日本政治における「制度と行動の相互性」

について論じる．現代的な国民国家においては，民主主義は自ずと
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間接的なものであり，代議制度がその根幹となる．そうした代議制

度としては，議院内閣制と大統領制が大別される．後者がアメリカ

憲法を典型とするような三権分立による均衡と抑制を民主主義的な

原理とするのに対して，前者はイギリスに代表されるように，政治

的な権力を内閣に集中させ，政府運営や政策形成における責任所在

を明確にし，そうした責任を選挙において国民が問うという意味に

おいて民主主義を実現する．ただし，実際の代議制度はこれら二つ

の原理を複合的に体現しており，その運用も政治的な環境によって

異なるものである．

 　日本は制度的には議院内閣制を採用しているが，必ずしもイギリ

スのように権力の集中が促進されるわけではない．どの程度の権力

集中が達成されるかは，まず政府を樹立し，権力を握る段階に大き

く依存する．権力集中型の代議制度においては，理念型として，選

挙は現政権の実績と将来の政権構想の二者択一を有権者に意識させ

るものである．このために選挙制度としては小選挙区相対多数制を

採用し，与野党の明確な二大政党制になる必要があると考えられて

いる．日本においても90年代半ばに選挙制度改革が行われたように，

制度とは行動の制約条件であるとともに，行動の結果として変更の

加えられる選択対象でもある．この講義では，こうした選挙から組

閣までの過程における「制度と行動の相互性」を検証し，現代日本

において権力の集中がどのように促進されるのかを明らかにしてい

く．

参考書：

　飯尾潤『日本の統治構造』（中央公論新社2007年）

　村松ほか著『日本の政治：第二版』（有斐閣，2001年）

　伊藤ほか著『政治過程論』（有斐閣，2000年）

　川人ほか著『現代の政党と選挙』（有斐閣，2001年）

政治学Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
講師 増山 幹高

授業科目の内容：

　この講義では，春学期に続いて，現代の日本政治における「制度

と行動の相互性」について論じるとともに，焦点を政権が樹立され

た後における政府運営に移行させ，立法過程や政策形成において，

議院内閣制による権力集中がどのように促進されるのかということ

を検証していく．

　議院内閣制においてどの程度の権力集中が達成されるかは，政府

を樹立し，権力を握る段階に次いで，いかに内閣が立法や政策を主

導していけるかに依存し，それは内閣がいかに行政機関を管理しう

るのかということに規定される．権力集中の理念型としては，内閣

が一切の立法や政策を主導し，議会はその内閣の方針を裁可するだ

けの受動的なものとなる．このために議会制度としては一院制によ

る本会議主義を採用し，与党が議会運営を完全に掌握する必要があ

る．これに対して，実際には二院制や委員会制が多くの国々の議会

で採用されており，立法や政策はむしろ与野党間の交渉に委ねられ

ている．したがって，権力の集中度は緩和され，政府運営や政策形

成における責任所在は不明確となるが，同時に与野党の交渉を通じ

て国民各層の意見を広く立法や政策に反映させるという意味での権

力の均衡と抑制を求める民主主義が実現される．日本においても首

相公選制や国会改革が検討されているが，そうした制度設計もいか

なる制度が権力集中か権力分散のいずれを促進するのかを適切に把

握して初めて可能となる問題である．この講義では，立法過程や政

策形成における「制度と行動の相互性」を検証し，現代日本におけ

る立法－行政関係を検討していく．

参考書：

　飯尾潤『日本の統治構造』（中央公論新社2007年）

　村松ほか著『日本の政治：第二版』（有斐閣，2001年）

　伊藤ほか著『政治過程論』（有斐閣，2000年）

　川人ほか著『現代の政党と選挙』（有斐閣，2001年）

租税法総論（展開）（外） 2単位 （春学期）
講師 松原 有里

授業科目の内容：

　租税法の入門編として、講義の前半で、租税法規全般に通用する

共通原則（租税法律主義・租税公平主義・解釈適用原則etc.)を学び、

後半で、実際に税を申告・納税する際の手続（租税手続法）および

その過誤の是正方法（租税争訟法・租税処罰法）について学習する。

本講義は、所得税や法人税などの租税実体法を学ぶ上での基礎とな

る科目である。

テキスト（教科書）：

　『租税法』第 15 版　金子宏著　弘文堂　 2010 年　 ISBN:
978-4-335-30441-5
参考書：

　『税法基本講義』　谷口勢津夫著　弘文堂　2010年　 ISBN:
978-4-335-35470-0

団体法（展開）（外） 2単位 （春学期）
自然人以外の権利主体である法人その他の団体に関する法制度に

ついて

講師 阿久沢 利明

授業科目の内容：

　人の人たるゆえんは，団体に統合することにあると言われるよう

に，個人の限界を意識して，人と人とが重合して大きな力を発揮す

る団体の存在が歴史を支えてきたことも事実である。われわれは，

自然人個人に対してもう一方の権利主体である法人を中心とした団

体について，その存在の意義と内容および使命・課題を十分理解し

ておく必要があるであろう。

　なお，民法が改正され，遅くとも平成20 年から，非営理法人ない

し公益法人は，主として特別法（「一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律」など）の定めによることになったので，これを中心に

して講述したい。

テキスト（教科書）：

　開講時に明らかにしたい。

担保法Ⅰ（展開）（外）（共同担当） 2単位 （春学期）

担保法Ⅱ（展開）（外）（共同担当） 2単位 （秋学期）
―基本・応用・発展―

教授 斎藤 和夫
講師 花房 博文

授業科目の内容：

　本講義は，債権回収のための物権として規定された，民法第2 編
第7 章「留置権」から第10 章「抵当権」の典型担保権，および特別

法上の抵当権，非典型担保権を対象とする。

　各制度が制定された沿革や社会的背景を考察するとともに，特に

金融破綻の状況下で債権回収の強化とその妨害の排除が図られた平

成15 年担保・執行法一体改正以降の担保法制について，その現状と

課題を理解することを目標とする。

　主要判例を題材に，一連の判例の流れや、民法上の問題と民事執

行・保全手続上の問題との関係が明確になるように解説に努めたい

と考える。

テキスト（教科書）：

　・斎藤和夫『レーアブーフ民法Ⅲ（担保物権法）』中央経済社，

07 年1 月
参考書：

　・高木多喜男『担保物権法（第4 版）』有斐閣　￥4,095
　・別冊ジュリスト『民法判例百選Ⅰ（第6版）』有斐閣　09年
　・別冊ジュリスト『民事執行法判例百選』有斐閣　05年

知的財産法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
特許法

准教授 君嶋 祐子

授業科目の内容：

　知的財産法とはどのような法分野かということを紹介したうえ，

代表的な創作保護法である特許法について，概要を講義する。

　知的財産法は，無体物の財産的利用を中心に定めた法の総称であ

る。有体物についての物権法のように，無体物を一定の範囲で排他

的に利用できる権利の変動について定めた法や，不法行為法の特別

法として位置づけられる不正競業法のうち，無体物の利用に関する

行為類型について定めた法を含めて呼ぶことが多い。

　また，知的財産法の分野では，特許権のように，出願・審査等の

手続を経て，登録によって権利が発生するものがあり，立法により

詳細な手続が定められている。

　さらに，発生した知的財産権の客体は無体物なので，権利の客体

の解釈や，その権利を侵害する行為かどうかの解釈，損害額の算定
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には，有体物に対する権利侵害と比べて労力を要することが多い。

　そのため，「知的財産法」の一言でカバーされる法分野は，客体の

種類の多様さと解釈の難しさという点で，また，法令が財産法，手

続法全般にわたる規定を設けているという点で，広分野にわたる。

　本講義では，まず，そのような法分野全体を紹介したうえで，技

術的思想である発明を保護対象とし，詳細な出願・審査・審判手続

を設けている特許法について，概要を講義する。

テキスト（教科書）：

　テキストは指定しないが，各自，初回授業で指定する法令の条文

全文を持参すること。

参考書：

　初回に指示する。

知的財産法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
著作権法

准教授 君嶋 祐子

授業科目の内容：

　知的財産法とはどのような法分野かということを紹介した上，代

表的な創作保護法である著作権法について，概要を講義する。

　知的財産法は，無体物の財産的利用を中心に定めた法の総称であ

る。有体物についての物権法のように，無体物を一定の範囲で排他

的に利用できる権利の変動について定めた法や，不法行為法の特別

法として位置づけられる不正競業法のうち，無体物の利用に関する

行為類型について定めた法を含めて呼ぶことが多い。

　また，知的財産法の分野では，特許権のように，出願・審査等の

手続を経て，登録によって権利が発生するものがあり，立法により

詳細な手続が定められている。

　さらに，発生した知的財産権の客体は無体物なので，権利の客体

の解釈や，その権利を侵害する行為かどうかの解釈，損害額の算定

には，有体物に対する権利侵害とは比べて労力を要することが多い。

　そのため，「知的財産法」の一言でカバーされる法分野は，客体の

種類の多様さと解釈の難しさという点で，また，法令が財産法，手

続法全般にわたる規定を設けているという点で，広分野にわたる。

　本講義では，まず，そのような法分野全体を紹介したうえで，創

作的表現を保護し，格別の手続を要することなく創作行為によって

発生する著作権法について，概要を講義する。

テキスト（教科書）：

　テキストは指定しないが，各自，初回授業で指定する法令の条文

全文を持参すること。

参考書：

　初回に指示する。

倒産法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
破産法を中心とした倒産法の基礎理論の理解

法務研究科（法科大学院） 教授 三上 威彦

授業科目の内容：

　ある企業ないし個人が倒産した場合，絶対的に不足する債務者の

財産をめぐって債権者の利害は鋭く対立する。この倒産という現象

を，可能な限り平和的に解決するためには，関係人の利害を調整し

つつこれら債権者の公平な満足を図ると共に，もし可能ならば，債

務者の経済的な再出発をも可能にするような法制度が是非とも必要

になる。本授業では，このような倒産法制の基礎理論を講義する。

　授業では，会社更生法や民事再生法などわが国における現行の倒

産法制度にも若干言及するが，破産法を中心に講義をすることにな

る。なぜならば，破産法は，わが国倒産法制度の中でもっとも基本

的なものであり，各倒産法制は，多かれ少なかれ，破産法の基礎概

念の上に構築されているといっても過言ではない。よって，わが国

の倒産法制度を理解するためには，破産法の基礎概念の理解が不可

欠であり，逆に言えば，破産法が理解できれば，他の倒産法制度の

理解も格段に容易になると考えるからである。

　講義にあたっては，初学者を対象に，破産手続の基本的な流れを

十分に理解してもらうために，基本的な事項を中心として手続の初

めから終わりまでまんべんなく触れるつもりである。また、法科大

学院に進学を希望するものに対しても、倒産法に関して十分な基礎

力をつけることを目的とする。

　春学期では，第1章から第７章までを講義する。

テキスト（教科書）：

　テキストは用いず，詳細な講義レジュメを配布するが，サブテキ

ストとして，青山善充＝伊藤眞＝松下淳一編『倒産判例百選〔第四

版〕』有斐閣を適宜使用するので，受講生は用意しておくこと。な

お，詳しい文献紹介は 初の授業の時に行う。また、各自 新版の

六法全書を用意すること（たとえば、信山社・標準六法、岩波・基

本六法、有斐閣・ポケット六法、三省堂・デイリー六法等）。

参考書：

　・伊藤眞『破産法・民事再生法(第２版）』有斐閣

　・中島弘雅『体系倒産法Ⅰ』（中央経済社）

　・山本和彦『倒産処理法入門（第3 版）』有斐閣

　・加藤哲夫『破産法〔第５版補正版〕』弘文堂

倒産法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
破産法・民事再生法を中心とした倒産法の基礎理論の理解

法務研究科（法科大学院） 教授 三上 威彦

授業科目の内容：

　ある企業ないし個人が倒産した場合，絶対的に不足する債務者の

財産をめぐって債権者の利害は鋭く対立する。この倒産という現象

を，可能な限り平和的に解決するためには，関係人の利害を調整し

つつこれら債権者の公平な満足を図ると共に，もし可能ならば，債

務者の経済的な再出発をも可能にするような法制度が是非とも必要

になる。本授業では，このような倒産法制の基礎理論を講義する。

　授業は，春学期に続いて，「第８ 章　法人の役員の責任の追及等」

の講義から始める。

テキスト（教科書）：

　テキストは用いず，講義レジュメを配布するが，サブテキストと

して，青山善充＝伊藤眞＝松下淳一編『倒産判例百選〔第四版〕』有

斐閣を適宜使用する。なお，詳しい文献紹介は 初の授業の時に行

う。

参考書：

　・伊藤眞『破産法・民事再生法』有斐閣

　・中島弘雅『体系倒産法Ⅰ』（中央経済社）

　・山本和彦『倒産処理法入門（第3 版）』有斐閣

　・加藤哲夫『破産法〔第四版補正版〕』弘文堂

倒産法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
民法の盲点と破産法入門

法務研究科（法科大学院） 教授 中島 弘雅

授業科目の内容：

　学生諸君からよく民法は難しいという声を聞きますが，民法でよ

くわからなかった論点も，倒産という究極の場面を念頭に置くと，

民法の規定がどのように作用するのかがよくわかります。本演習は，

倒産法の観点から民法の規定する諸制度を眺め直すことを通じて，

民法と倒産法（さらには民事手続法）についての理解を深めてもら

うことを目的としています。

テキスト（教科書）：

　小林秀之『新破産から民法が見える』日本評論社　2800 円
参考書：

　中島弘雅『体系倒産法Ⅰ』中央経済社　4600 円

倒産法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法の盲点と倒産法入門

法務研究科（法科大学院） 教授 中島 弘雅

授業科目の内容：

　学生諸君からよく民法は難しいという声を聞きますが，民法でよ

くわからなかった論点も，倒産という究極の場面を念頭に置くと，

民法の規定がどのように作用するのかがよくわかります。本演習は，

倒産法の観点から民法の規定する諸制度を眺め直すことを通じて，

民法と倒産法（さらには民事手続法）についての理解を深めてもら

うことを目的としています。

テキスト（教科書）：

　小林秀之『新破産から民法が見える』日本評論社　2800 円
　山本和彦『倒産処理法入門［第3 版］』有斐閣　2205 円
参考書：

　中島弘雅『体系倒産法Ⅰ』中央経済社　4600 円
　松下淳一『民事再生法入門』有斐閣　2100 円
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被害者学（基礎理論）（展開）（外） 2単位 （春学期）
被害者学基礎理論

教授 太田 達也

授業科目の内容：

　被害者学は第二次世界大戦前後に提起された新しい学問分野であ

るが，歴史的には，犯罪の発生過程における犯罪者と被害者の関係

や犯罪被害の受けやすさ（被害受容性）といった被害者化の過程に

関する研究に始まり，1960 年代以降は，犯罪被害者に対する国家補

償制度，1970 年代以降は被害者に対する危機介入などの直接支援，

更に1980 年代以降は，被害者の権利や刑事手続における被害者の地

位に関する研究へと発展してきている。

　また，犯罪者が被害者やコミュニティに与えた「損害」の内容を

犯罪者自身に正しく認識させ，その「損害」の「回復」に向けた適

切で可能な限りの努力を営ませることによって犯罪という「紛争」

の真の「解決」ないし「終結」を目指すことを司法の基本理念とす

る修復的司法の理念に基づく様々な制度が世界各地で導入されるに

至り，被害者の立場にも大きな影響を与えると同時に，被害者支援

の見地からあるべき姿の模索が続けられている。

　我が国でも，遅ればせながら，1980 年に犯罪被害者等給付金支給

法（当時の名称）が制定され，公的な財源による犯罪被害者への給

付金制度が創設され，その後の空白期間を経て，1996 年に警察庁が

被害者対策要綱を制定してからは，犯罪被害者に対する保護や支援

の制度が実務レベルで改善されるとともに，刑事訴訟法一部改正，

いわゆる犯罪被害者保護法，児童虐待防止法，配偶者暴力防止法，

ストーカー行為規制法，少年法一部改正などの立法が実現している。

　被害者学（基礎理論）では，被害者学の創設期に提唱された基礎

的な理論とその後の被害者関連の理論を紹介したうえで，各種犯罪

被害の状況や対策について概説する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しないが，下記の参考書を参考にされたい。

参考書：

・内閣府『平成21年版　犯罪被害者白書』（2009) （内閣府のHPより

ダウンロード可能）

・全国被害者支援ネットワーク編『犯罪被害者支援必携』東京法令

（2008）
・諸澤英道『新版被害者学入門』（2001 年，成文堂）

・小西聖子『犯罪被害者の心の傷（増補新版）』（2006 年，白水社）

・宮澤浩一＝國松孝次監修『講座被害者支援』全5 巻（2000 年，成

文堂）

・松尾浩也編著『逐条解説・犯罪被害者保護二法』ジュリストブッ

ク（2001 年，有斐閣）

　さらに，日本被害者学会の学会誌『被害者学研究』に多くの論文

が掲載されている。

被害者学（犯罪被害者支援論）（展開）（外） 2単位 （秋学期）
被害者のための正義を実現するには

講師 諸澤 英道

授業科目の内容：

 この授業は、被害者の人権をどのように守り、被害者をどのように

支援するのかについて学ぶことを目的とするが、そのためには、今

まで被害者の人権がいかに無視されてきたか、被害者たちは人権を

勝ち取るためにどのような闘いをしなければならなかったか、また、

そのような動向を阻む要因としてどのような問題があったのかにつ

いて理解する必要がある。

　被害者の保護について諸外国から大きく遅れをとった日本ではあ

ったが、2004 年12 月に「犯罪被害者等基本法」が制定され、2005年
12月に「犯罪被害者等基本計画」が策定されてから、事態は大きく

変わった。

　2008 年12 月１日から被害者の刑事裁判への参加と損害賠償命令

がスタートし、同年12月15日施行の改正少年法によって、被害者・

遺族は少年審判を傍聴できるようになった。また、2009年12月21日
から検察審査会の権限が強化され、国選による被害者参加弁護人制

度もスタートした。これらの改正によって、被害者は刑事裁判にお

いて意見を陳述するだけでなく、当事者として刑事裁判に参加して

質問や求刑についての意見を言うこともでき、刑事法廷において引

き続き損害賠償請求をすることも可能となった。

　さらに、危険運転致死傷罪（刑208 条の2）、集団強姦罪（刑178条

の２）、人身売買罪（刑226条の２）などの新設のほか、ストーカー

行為等規制法、児童虐待防止法、配偶者暴力防止法（DV 法）、高齢

者虐待防止法などの制定、刑事訴訟法、検察審査会法、犯罪被害者

等給付金支給法などの一部改正もなされた。

　このように被害者の保護と支援のための法整備が進んできてはい

るが、現在の日本には、このことについての正しい理解をしている

専門家が少いという悩みがある。事実、被害者のプライバシー保護、

刑事裁判への参加、法廷での意見陳述、優先傍聴、加害者の出所情

報開示などの運用について、専門家の意見の中には偏見に満ちたも

のが少なくない。

　2000年５月の犯罪被害者保護法では、被害者は「配慮」の対象で

あって、その権利性は認められていなかったが、犯罪被害者等基本

法により大きく方向転換することになったのであり、基本法には、

安全で安心して暮らせる社会を実現する国の責務を明記し、犯罪被

害者等には「個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇

を保障される権利」があることを謳っている。このように目まぐる

しく変わる刑事司法であるが、まだまだ課題も多く残されている。

　授業においては、今後必要とされる更なる法改正について指摘す

る予定である。また、既に始まっている各種の制度についても、毎

週のように全国のどこかで運用上の問題が起きており、それらをで

きるだけ多く紹介し、一緒に考えてもらいたいと思っている。

　

テキスト（教科書）：

　諸澤英道著「新版被害者学入門」成文堂，2001 年
　諸澤英道著「被害者のための正義」成文堂，2003 年
参考書：

　「平成21年版犯罪被害者白書」内閣府　2009年
　「犯罪被害者のための新しい刑事司法」岡村勲監修　明石書店　

2007年
ジュリストブックス「Ｑ＆Ａ平成19年犯罪被害者のための刑事手続

関連法改正」酒巻匡編　有斐閣　2008年
　その他、授業時に随時紹介する。

比較競争法（展開）（外） 2単位 （秋学期）
日米欧競争法の国際比較と競争法の国際的調和

教授 田村 次朗

授業科目の内容：

　本講義は、競争法（独占禁止法）について、較法の体系的知識を

提供することを目的としている。経済法では、学術的にも実務的に

も、比較法的な知識がきわめて重要となる場合が多い。このように

経済法を理解するためには、比較法的知識は「身につけておいた方

がいい」というレベルではなく、「身につけておくのが常識」ともい

える。特に、 近の独占禁止法実務では、ビジネスのグローバル化

に伴い、各国の競争の理解がきわめて重要となっている。講義では、

近の判例や合併事例を取り上げ、ビジネスモデルを検討しつつ、

その競争法上の判断基準を明確化し、競争法の背景にある論理的基

盤や哲学的基礎を解明する。

テキスト（教科書）：

　村上正博『アメリカ独占禁止法』（弘文堂）

参考書：

　比較競争法は取り上げる法律が多岐にわたるため、適宜、各国競

争法の資料などを提供するほか、講義中、参考文献を指示する。

法医学Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）

法医学（展開）（外） 2単位 （秋学期）
犯罪・事故の実態，解明と予防を目指して

セット履修 医学部教授 藤田 眞幸

授業科目の内容：

　日常診療の中で，医師は患者を治療するために診断を行っていま

すが，法医学者が行う診断は，紛争の解決を目的とするものです。

例えば，交通事故で 2 台の車が関与したような場合，外傷がどちら

の車によるものかということは，治療上は，どうでもよいことです

が，紛争という点からは， も重要になってきます。講義では，犯

罪や事故，突然死などについて，臨床医学的な視点だけでなく，こ

のような法医学的な視点から解説していきます。また，皆さんから

は，法学部生でなければ気づかないような疑問点や問題点について

　
法
律
学
科
講
義
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積極的に意見を述べていただき，皆さんともに法医学の世界を広げ

ていきたいと思っています。

テキスト（教科書）：

　第1回の講義で、講義内容についてのプリントを配布

　臨床法医学テキスト（中外医学社）

法思想史（展開）（外） 2単位 （秋学期）
西洋法思想の発展およびアジアにおける近代法思想の受容

講師 國分 典子

授業科目の内容：

　「法思想」の概念定義にはさまざまな考え方がありますが，ここ

では近代的な法制度の背景にある西洋思想を主たる対象とし，西洋

思想の発展過程の中で，法についての考え方がどのように現れ，変

化してきたかを国家思想・社会思想と連関させつつ，検討していき

ます。また，日本を含めたアジア地域でこうした西洋の法思想がど

のように受容されたかも考察する予定です。

テキスト（教科書）：

　授業内容のレジュメをプリントして，そのつど配布します。

参考書：

　田中成明他『法思想史』（有斐閣S シリーズ）ほか。詳しくは、授

業のはじめに紹介する。

法思想史演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
近代の法思想と国家形成

講師 國分 典子

授業科目の内容：

　近代国家形成の過程で現われた法思想の内容とその史的位置づけ

を検討します。西洋近代の国家および法を念頭におくとともに，そ

の影響を受けた北東アジアの近代化も射程に入れて，考えてゆきま

す。

テキスト（教科書）：

　毎回，翌週分のテキストを提示ないし配布します。

法制史（西洋）（展開）（外） 2単位 （春学期）
古代ローマ法から近世までのヨーロッパ法史

講師 村上 裕

授業科目の内容：

　ヨーロッパ法の共通基盤ともいうべきローマ法を軸に，中世から

近世末にかけてのヨーロッパ法史を概観することを主たる内容とし

ます。

　まずは，共和政時代からユスティニアヌス法典の成立に至る経過

を辿りながら，ローマ法の特質を明らかにし，続いて，中世ヨーロ

ッパにおけるローマ法の再生といわれる現象，すなわちローマ法が

中世の学問の枠組みのなかで研究対象として，また実務のなかに取

り込まれ，さらにローマ法がヨーロッパにおける共通基盤となる過

程を検討していきます。 後に，ルネサンス・人文主義の思潮のな

かで非ローマ法的要素（国家ないし地域に固有な法）が学問・実務

において見直される契機と，それが近代法形成に向けての幕開けと

なることを示して本講義を締めくくることにします。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義資料プリントを所定の箇所からダウンロ

ードして利用してもらいます。

　（URL，パスワードなどは第1 回授業時に指示します。）

参考書：

　勝田／森／山内編著『概説西洋法制史』（ミネルヴァ書房）

法制史（日本）（展開）（外） 2単位 （春学期）
明治時代以降の日本法の近代化過程を論点的に考察する

教授 岩谷 十郎

授業科目の内容：

　まず講義前半部分では，法の歴史を問う現代的な視点を明らかに

するために，現代に生ずる様々な訴訟事件を法的に解決するにあた

って，優れて歴史解釈的なセンスが要求された問題を取り上げ，そ

れらを通して，法史の上で現在と過去をつなぐ論点を確認する。さ

らに，析出された具体的な論点を歴史に問う手段として，とくに訴

訟関係資料を中心とした資料論を提示し，近代日本法の歴史を学ぶ

基本的な道具立てを紹介する。

　後半では，近代日本法を形成する主要法典の編纂過程を概観する。

諸法典が制定されてゆく経過を，我が国の近代法の描く国家と法の

グランドデザインの形成過程としてとらえつつ，講義を進めていき

たい。

　また，これまで「日本人の法意識」が具体的に論じられる素材と

して，日本人の訴訟忌避行動についての分析が，現在，様々な角度

から法社会学的に進められている。本講義では，歴史学的視点から

この問題を吟味するために，我が国の近世における民事訴訟システ

ムのあり方と近代期のそれとの比較を行い，両者間の連続と断絶と

を見極め，「日本人の法意識」を形成する歴史的な要因を考えてみる

ことも行いたい。

　なお本講義は，秋学期に開講される「法制史演習」（出口担当）に

内容的に接続するものである。双方の履修が望ましいことを付記し

ておく。

テキスト（教科書）：

　特に指定はしない。

参考書：

・川口由彦著『日本近代法制史―新法学ライブラリ29』（新世社・

1998 年）

・山中永之佑編『新・日本近代法論』（法律文化社・2002 年）

・同編『日本近代法案内』（法律文化社・2003 年）

・同著『民事裁判の法史学』（法律文化社・2005 年）

法制史（日本）（展開）（外） 2単位 （春学期）
日本中世武家法

講師 漆原 徹

授業科目の内容：

　鎌倉幕府法を通じて中世武家社会における諸相を理解することを

目的として，その基本法典である関東御成敗式目を講読する。関連

する追加法や裁許状なども必要に応じて適宜プリントを配布して解

説する予定。

テキスト（教科書）：

　霞信彦・漆原徹・浜野潔編『日本法制史　史料集』（慶應義塾大学

出版会，2003 年）

参考書：

　『中世政治社会思想上』（日本思想体系21，岩波書店）

法制史（日本）（展開）（外） 2単位 （春学期）
教授 霞 信彦

授業科目の内容：

　法律学という学問に取り組み、これから長い期間にわたり法との

関わりをもつであろう学生諸君にとって、『歴史』のかなたにあるわ

が国の法の変遷を承知することは、法に対する知見を広げ，現行法

理解に向けて豊かな基礎力を涵養するために、有効な手段のひとつ

であると考える。そこで本講義では、教室での講義にもとづき、東

京に点在する「法」に関連するいくつかの史跡を現実に訪ね、それ

らに実地的に触れることを通じて、わが国近世・近代法や法典近代

化への実地的な理解を深めていきたいと思う。講義の進め方の詳細

については、初回講義日に具体的に指示するので、受講に興味のあ

る学生諸君は、必ず説明を聞くことを必須とする。

テキスト（教科書）：

　霞・漆原・浜野『日本法制史史料集』（慶應義塾大学出版会）

参考書：

　講義において必要に応じて指摘する

法制史演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
中世武家法

講師 漆原 徹

授業科目の内容：

　鎌倉・室町幕府法および追加法を通じて，中世の法と制度の理解

を深めることを目的とする。幕府の全国支配の中心的機能を担った

守護を中心に，幕府・守護・御家人（国人）三者の関係を示す史料

を講読していく予定。

テキスト（教科書）：

　霞信彦・漆原徹・浜野潔編『日本法制史　史料集』（慶應義塾大学

出版会，2003 年）
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参考書：

・百瀬今朝雄・佐藤進一編『中世法制史料集』第一巻～三巻（岩波

書店）

・『中世政治思想上』（日本思想体系21，岩波書店）

法制史演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
大正・昭和戦前期および占領期の法制史・法思想

講師 出口 雄一

授業科目の内容：

　明治時代に始まる我が国の法の歴史には，大正期・昭和期（特に

戦前期）においてどのような展開があったのであろうか。通常「近

代法体制の再編期」とも称される上記の期間は，「大正デモクラシ

ー」と呼ばれる政治状況下にあったが，同時に，西洋法の影響下に

あった日本法がその「固有」の姿を求め，様々な法制改革が試みら

れた時期でもあった。また，第一次・第二次大戦に伴う「総力戦体

制」下の状況に臨み，我が国の法制はいかなる時代的変容を被った

か。そして，GHQ による占領期法制改革は，日本法の近代史におい

ていかなる意義を持つものであったのか。

　本演習では，以下に記す計画および方法に従って，上記の諸問題

を半期にわたって受講者諸君と共に考えていくことにしたい。

テキスト（教科書）：

　あらかじめ演習担当者の側で，テキストとする論説などをコピー

し，それを受講者に実費で購入して頂く予定である。

参考書：

　適宜演習内で紹介していく。

法制史演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
講師 原 禎嗣

授業科目の内容：

　明治初期の刑事法から若干の条文を抽出して輪読し、西欧法導入

直前の日本法について理解を深める。また、かかる法条とその適用

事例を併せ用い、前代から続いた法制度・法認識が「近代化」して

いく場面のいくつかを検証する。必要に応じて江戸期の同種法制、

事例にも目を向けたい。

テキスト（教科書）：

　霞信彦・漆原徹・浜野潔編『日本法制史　史料集』（慶應義塾大学

出版会，2003 年）

法制史演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
西洋法制史

専任講師 薮本 将典

授業科目の内容：

　ひろく、ヨーロッパにおける法の源流をたどることを目的として、

文献講読を行います。

　そのため、当演習では、レポーター制により分担部分のトピック

について報告を行い、その後の討論による自由な意見交換を通じて、

より深い知識の共有をはかって行きたいと考えています。

テキスト（教科書）：

　開講時に履修者諸君と相談のうえ、決定します。

参考書：

　勝田有恒・森征一・山内進編著『概説西洋法制史』ミネルヴァ書

房，2004 年

法と開発（展開）（外） 2単位 （秋学期）
制度改革を通じて良い統治を構築し，開発を促進するために，法

の支配をどのように実現すべきか

法務研究科（法科大学院） 教授 松尾 弘

授業科目の内容：

　この授業では，発展途上国への法整備支援(legal assistance)を題材

にして，開発・発展(development)のために法制度がどのような役割

を果たしているか，グローバル化が進む社会の中で，国内および国

際社会の法形成の仕方にどのような変化が生じているか，そのため

に各国間の相互協力による法形成にどのような意義と課題があるか

を，実践的かつ理論的に探求する。

　具体的には，(1)法整備支援が本格化した背景であるグローバル化

(globalization) の意味を分析し，国家および国際社会の統治

(governance)改革の一環として法整備支援が必然化した理由を確認す

る。ついで，(2)国際機関，政府，NGO等による法整備支援の実践例

を題材に，その現状を分析し，その問題点を整理する。そして，(3)
途上国への法整備支援を，今後は相互の法形成に有益な影響を与え

合う法整備協力ネットワークの構築へと展開させるための基礎を学

問的に分析する開発法学(Law and Development)の理論枠組を検討す

る。

　法整備支援は発展途上国への支援という一方向的な活動ではなく，

日本の統治・法改革や市民社会の成熟にも通じるものであり，そう

した双方向的な法整備協力ネットワークの形成の一環である。それ

により，地球的統治(global goverance)の実現をどのようにして図る

か，それによって国民の幸福をどのように増進・維持するかを展望

することが，この授業の 終目標である。

テキスト（教科書）：

　松尾弘『良い統治と法の支配―――開発法学の挑戦』（日本評論

社，2009）
参考書：

　森川俊孝＝池田龍彦＝小池治編著『開発協力の法と政治―――国

際協力研究入門』（国際協力出版会，2004）
　安田信之『開発法学―――アジア・ポスト開発国家の法システム』

（名古屋大学出版会，2005）
　香川孝三＝金子由香編著『法整備支援論―――制度構築の国際協

力入門』（ミネルヴァ書房，2007）

法と経済（展開）（外） 2単位 （秋学期）
産業研究所准教授 石岡 克俊

授業科目の内容：

　かつて，慶應義塾における経済法の講義は総論と各論の二部より

構成され，前者においては経済法の一般理論が，後者においては独

占禁止法を中心とした実定経済法の解釈論が，それぞれ講じられて

いた。しかし，近時の実定経済法―とりわけ独占禁止法―の理論の

進展，判・審決の集積，ガイドライン行政の定着などを受け，経済

法の講義は実定経済法の中心である独占禁止法の説明に多くの時間

を費やさざるを得なくなった。このため，慶應義塾において伝統的

に行われてきた経済法総論の内容が充分に論じられることがないま

ま，経済法＝独占禁止法という枠組みの中で講義が展開され，総論

的内容はおろそかにされてきた。このような状況に対処すべく，設

置されたのが本科目「法と経済」である。したがって，本講義では，

まず経済法の一般理論を，その発生・成立の経緯から戦前戦後にわ

たる学説の展開に至るまでを，伝統的かつオーソドックスな手法で

解説を試み，経済法理論の現段階を明らかにしていく。わが国は，

戦後，経済制度の大きな転換を経験しつつも，現在までに大きな経

済的成功をわがものとしてきた。この経済的発展には，数多くの実

定経済法とそれに基づく具体的な経済政策とが深く関わってきたと

いえる。しかしながら，これらの実定経済法の統一的ないし体系的

把握は，現在に至るまで必ずしも充分になされてきたとはいえない。

わが国における経済法の理解には，市場や経済に対し，国・公権力

が，法を媒介として，どのように介入・関与しているのかをつぶさ

に検証していく必要がある。本講義では，現代における市場経済体

制を前提とし，経済法の一般理論構築を念頭に，実定経済法の統一

的・体系的把握を試みていく。

テキスト（教科書）：

　講義全体をカバーする適当な教科書はないため，特に指定しない。

本講義の構想と併せて簡単な文献紹介は講義初回に行う。講義資料

プリントは毎時間配布します。

参考書：

　テキスト同様，特に指定しないが，内容との関係で有意義と認め

られるものについては，講義中にその都度紹介する。また，経済法

の一般理論についての参考文献については若干古いものをあわせい

くつか指摘しておくことにする。

　日本経済法学会編『経済法講座1 経済法の理論と展開』（三省堂・

2002年）／正田彬『経済法講義』（日本評論社・1999 年）／正田彬

ほか『現代経済法講座第1 巻現代経済社会と法』（三省堂・1990 年）

／丹宗暁信＝伊従寛『経済法総論』（青林書院・1999 年）／丹宗暁

信＝厚谷襄兒編『現代経済法入門』（法律文化社・1981 年）／金澤

良雄『経済法』（有斐閣・新版・1980 年）／峯村光郎『経済法の基

本問題』（慶應通信・1959 年）

　
法
律
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33



法理学（展開）（Ａ） 2単位 （春学期）
現代正義論の諸問題

講師 石山 文彦

授業科目の内容：

　法理学として論じられるテーマは多岐にわたる（その概要につい

ては授業の冒頭で簡単に触れる）が，授業では主題を正義論に絞る

ことにする。正義論は，法の目的あるいは法の目指すべき理念・理

想を追究するものであり，法理学の基本問題として も古くから論

じられてきた。授業では，特に現代の正義論のテーマとして，どの

ような正義原理が個人の自由をよりよく保障するのか，福祉国家的

再配分と自由は両立するのか，またそもそも，はたして，またなぜ

個人の自由が尊重されねばならないのか，などの問いを取り上げ，

それらに対して，功利主義，平等主義的自由主義，自由尊重主義，

共同体主義およびフェミニズムから出された回答を紹介するほか，

近年活発になりつつある多文化主義の主張を紹介する。さらに，こ

れらの主張の長短について，簡潔に検討する。

テキスト（教科書）：

　指定しない。

参考書：

　講義全般に関わるものを以下に掲げる。詳細は，授業中に指示する。

　長谷川晃・角田猛之（編著）『ブリッジブック法哲学』（信山社，2004）
　平井亮輔（編著）『正義』（嵯峨野書院，2004）
　川本隆史『現代倫理学の冒険』（創文社，1995）
　W・キムリッカ『新版　現代政治理論』（日本経済評論社，2005）

法理学演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
法的思考の特質について

講師 高橋 文彦

授業科目の内容：

　この演習では、法理学（法哲学）の重要領域の一つである法学方

法論に焦点を当て、法的思考の特質というテーマについて、戦後の

代表的な基本文献を読みながら、受講生とともに考察したい。演習

の具体的な進め方を述べておくと、授業の計画に基づいて、あらか

じめ各回のレポーターとコメンテーターを指定しておき、各回の前

半ではレポーターに報告をしてもらい、後半ではコメンテーターを

中心に受講生全員で議論をしたいと考えている。なお、授業で取り

上げる文献については、受講生からの積極的な提案を歓迎する。し

たがって、提案に応じて授業の計画を若干変更することもありうる。

この点については、授業開始後に受講生と相談する予定である。

テキスト（教科書）：

　授業の計画に記載した文献。なお、絶版のものが多いので、図書

館の蔵書等を利用すること。また、必要に応じてコピーを配布する。

参考書：

　山下正男編『法的思考の研究』京都大学人文科学研究所　1993年
　岩波講座『現代の法15　現代法学の思想と方法』岩波書店　1997年
　平野仁彦・亀本洋・服部高宏『法哲学』有斐閣　2002年
　亀本洋『法的思考』有斐閣　2006年

保険法Ⅰ（展開）（外） 2単位 （春学期）
教授 島原 宏明

授業科目の内容：

　一般に，人の経済生活に関する法律制度は，経済制度を形成・維

持するための手段たる形式であるから，経済制度と法形式が内容上

異なるということは考えにくい。ところが，保険制度にあっては，

経済制度としては保険団体を要素とするものでありながら，法律制

度としては保険契約の当事者間の契約のみが問題されるというよう

に，同一の取引について，経済制度と法律制度とでとらえる側面が

まったく異なるという特殊性がみられる。こうした特殊性を念頭に

置くとき，個々の保険契約者と保険者との間の権利・義務がいかな

る内容を持つことになるのであろうか。さらにまた，保険制度の発

展・変革は，保険者と保険契約者との対等性を喪失させるが，その

復権がいかになされるべきであろうか。こうしたことを意識しなが

ら，保険契約法に関する講義を行う。

　なお新しい「保険法」の施行が予定されているため従来の商行為

編の中の保険に関する部分と比較しながら講義を進めていく。

テキスト（教科書）：

　使用しない。

参考書：

　倉沢康一郎『保険法通論』新青出版

保険法Ⅱ（展開）（外） 2単位 （秋学期）
教授 島原 宏明

授業科目の内容：

　一般に，人の経済生活に関する法律制度は，経済制度を形成・維

持するための手段たる形式であるから，経済制度と法形式が内容上

異なるということは考えにくい。ところが，保険制度にあっては，

経済制度としては保険団体を要素とするものでありながら，法律制

度としては保険契約の当事者間の契約のみが問題されるというよう

に，同一の取引について，経済制度と法律制度とでとらえる側面が

まったく異なるという特殊性がみられる。こうした特殊性を念頭に

置くとき，個々の保険契約者と保険者との間の権利・義務がいかな

る内容を持つことになるのであろうか。さらにまた，保険制度の発

展・変革は，保険者と保険契約者との対等性を喪失させるが，その

復権がいかになされるべきであろうか。こうしたことを意識しなが

ら，保険契約法に関する講義を行う。

　なお新しい「保険法」の施行が予定されているため従来の商行為

編の中の保険に関する部分と比較しながら講義を進めていく。

テキスト（教科書）：

　使用しない。

参考書：

　倉沢康一郎『保険法通論』新青出版

民事執行法（展開）（外） 2単位 （秋学期）
民事訴訟法のうち上訴手続および民事執行法に関する講義科目

専任講師 工藤 敏隆

授業科目の内容：

　広義の民事訴訟手続のうち，第１審判決以降の手続段階を扱う。

前半は，民事訴訟法のうち控訴，上告及び再審に関する部分につい

て扱う。後半は，判決等により確定した権利を実現する手段である

強制執行手続と担保権の実行手続，及び，権利関係の確定前に，後

の権利実現を保全する手段である民事保全手続（仮差押，仮処分）

について扱う。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　・伊藤眞『民事訴訟法〔第３版３訂版〕』（有斐閣）

　・新堂幸司『新民事訴訟法〔第４版〕』（弘文堂）

　・民事訴訟法判例百選〔第３版〕（有斐閣）

　・中野貞一郎編『民事執行・保全法概説〔第３版〕』（有斐閣）

　・上原敏夫ほか『民事執行・保全法〔第２版補訂版〕』（有斐閣）

　・民事執行・保全判例百選（有斐閣）

民事訴訟法Ⅰ（基幹）（Ｄ） 2単位 （春学期）
民事訴訟法のうちの判決手続に関する講義科目

教授 三木 浩一

授業科目の内容：

　民事訴訟法について，訴えの提起から口頭弁論の終結までの部分

を取り上げ，民事訴訟の基本原理と基礎的な知識の習得を目標とす

る。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　・伊藤眞『民事訴訟法〔第3 版3 訂版〕』（有斐閣）

　・新堂幸司『新民事訴訟法〔第4 版〕』（弘文堂）

　・民事訴訟法判例百選〔第3 版〕（有斐閣）
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民事訴訟法Ⅱ（基幹）（Ｄ） 2単位 （秋学期）
民事訴訟法のうちの判決手続に関する講義科目

教授 三木 浩一

授業科目の内容：

　民事訴訟法について，訴えの提起から口頭弁論の終結までの部分

を取り上げ，民事訴訟の基本原理と基礎的な知識の習得を目標とす

る。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　・伊藤眞『民事訴訟法〔第3 版3 訂版〕』（有斐閣）

　・新堂幸司『新民事訴訟法〔第4 版〕』（弘文堂）

　・民事訴訟法判例百選〔第3 版〕（有斐閣）

民事訴訟法Ⅲ（基幹）（外） 2単位 （春学期）
民事訴訟法のうち判決手続に関する講義科目

専任講師 工藤 敏隆

授業科目の内容：

　民事訴訟法のうち，訴訟の終了及び複雑訴訟に関する部分を扱う。

　民事訴訟の基本構造及び基本原理を理解するとともに，解釈論上

の主要なトピックの検討を通じて，紛争の適正，公平かつ効率的な

解決を探求する手続的思考を習得する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない。

参考書：

　・伊藤眞『民事訴訟法〔第３版３訂版〕』（有斐閣）

　・新堂幸司『新民事訴訟法〔第４版〕』（弘文堂）

　・民事訴訟法判例百選〔第３版〕（有斐閣）

民事訴訟法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
具体的設例を通じて民事訴訟法の理解を深める

講師 栗田 陸雄

授業科目の内容：

　民事訴訟法の分野における判例および設例を素材に，具体的事例

における理論的な問題点の解明を試みる。

テキスト（教科書）：

　講義資料プリントを配布する。

参考書：

　民事訴訟法判例百選ⅠⅡ（新法対応版），民事訴訟法判例百選（第

3版）および民事訴訟法に関する体系書

民事訴訟法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
講師 栗田 陸雄

授業科目の内容：

　民事訴訟法の分野における判例および設例を素材に，具体的事例

における理論的な問題点の解明を試みる。

テキスト（教科書）：

　講義資料プリントを配布する。

参考書：

　民事訴訟法判例百選ⅠⅡ（新法対応版），民事訴訟法判例百選（第

3版）および民事訴訟法に関する体系書

民法（家族法）Ⅰ（展開）（Ｂ） 2単位 （春学期）
家族法

教授 犬伏 由子

授業科目の内容：

　民法（親族編）を対象とします。この部分は家族法と呼ばれてい

ますが，家族に関しては，意識や行動，価値観の大きな変化が見ら

れます。講義では，現代社会における家族の変化も踏えて，家族法

の基本的枠組や諸課題について，考察して行きます。

テキスト（教科書）：

　授業開始時に指示する

参考書：

　水野紀子他編「家族法判例百選（7 版）」有斐閣

民法（家族法）Ⅱ（展開）（Ｂ） 2単位 （秋学期）
相続法

講師 常岡 史子

授業科目の内容：

　民法第五編「相続」を対象とします。わが国の民法は、法定相続

と遺言の２つを柱として構成されていますが、講義では法定相続制

度について解説した後、被相続人の私的自治の実現としての遺言制

度、さらに両者のはざまにあって、私的生活保障と意思の尊重とい

う一見相容れがたい要請に応えようとする遺留分制度を扱います。

講義では、 高裁の判例とともに調停例や審判例にも言及し、死者

の財産承継をめぐる現実の紛争に対する法的問題把握能力の涵養を

はかります。

テキスト（教科書）：

　教科書は講義開始時に指示します。

　なお、講義資料プリントを適宜配布します。

参考書：

　水野紀子・大村敦志・窪田充見編『家族法判例百選［第７版］』有

斐閣、2008年

民法（債権総論）Ⅰ（基幹）（Ｂ） 2単位 （春学期）
債権総論（前半）

教授 池田 真朗

授業科目の内容：

　民法債権総論の分野の前半を講義する。

　内容は，1. 債権の目的，2. 債権の効力，3. 責任財産の保全である。

　後期の民法（債権総論）Ⅱとの時間配分の関係で，4. 多数当事者

の債権関係の 初の部分まで講述する予定である。

　民法財産法の総仕上げとして，民法（総論）Ⅰ・Ⅱから民法（債

権各論）Ⅰ・Ⅱまでの内容にも言及する。

　法律を「紛争解決の手段」として把握し，単に知識として理解す

るだけでなく「使いこなせる」レベルに至れるようにすること，ま

たそのための学習はどういうものであるかを了解させること，が講

義の狙いである。

テキスト（教科書）：

　池田真朗『新標準講義民法債権総論』慶應義塾大学出版会

参考書：

・池田真朗『スタートライン債権法』（第4 版）日本評論社，2005 年
（2010年春に第5版に改訂予定）

・奥田昌道＝安永正昭＝池田真朗編『判例講義民法Ⅱ債権』（補訂

版）悠々社，2005 年（2010年春に追補判例集付き補訂版発刊予定）

・野村豊弘＝池田真朗他『民法Ⅲ―債権総論』（第3 版補訂）有斐閣

S シリーズ，2007 年
・奥田昌道＝池田真朗＝潮見佳男編『民法4 債権総論』悠々社，2007 
年

・池田真朗編著『民法Visual Materials』有斐閣，2008 年

民法（債権総論）Ⅱ（基幹）（Ｂ） 2単位 （秋学期）
債権総論（後半）

教授 池田 真朗

授業科目の内容：

　民法債権総論の分野の後半を講義する。

　内容は，1. 多数当事者の債権関係，2. 債権の譲渡，3. 債権の消滅

である。

　前期の民法（債権総論）Ⅰとの時間配分の関係で，1. 多数当事者

の債権関係の 初の部分は前期の民法（債権総論）Ⅰで講述する。

したがって，民法（債権総論）はⅠもⅡもともに履修することが望

ましい。

　民法財産法の総仕上げとして，民法（総論）Ⅰ・Ⅱから民法（債

権各論）Ⅰ・Ⅱまでの内容にも言及するのは，前期の民法（債権総論）Ⅰ 
と同様である。

　法律を「紛争解決の手段」として把握し，単に知識として理解す

るだけでなく「使いこなせる」レベルに至れるようにすること，ま

たそのための学習はどういうものであるかを了解させること，が講

義の狙いである。

テキスト（教科書）：

　池田真朗『新標準講義民法債権総論』慶應義塾大学出版会
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参考書：

・池田真朗『スタートライン債権法』（第4 版）日本評論社，2005 年
（2010年春に第5版出版予定）

・奥田昌道＝安永正昭＝池田真朗編『判例講義民法Ⅱ債権』（補訂

版）悠々社，2005 年（2010年春に追補判例集付き補訂版刊行予定）

・野村豊弘＝池田真朗他『民法Ⅲ―債権総論』（第3 版）有斐閣S シ
リーズ，2005 年
・奥田昌道＝池田真朗＝潮見佳男編『民法4 債権総論』悠々社，2007 
年

・池田真朗編著『民法Visual Materials』有斐閣，2008 年
・池田真朗『新標準講義民法債権各論』慶應義塾大学出版会（2010
年春出版予定）

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
実務家が説明する「よくわかる民法Case Study」

講師 石橋 源也

授業科目の内容：

　民法の知識が、社会における法律上の紛争事案又は予防法務事案

においてどのように用いられるかを、Case Studyを通じて考える。

　弁護士実務において用いられる実学としての民法について実感す

ること、特に、実務家としての視点からのCase Studyの分析・検討の

手法や実務上重要とされる関連知識についてもふれることで、これ

らと学問としての民法学との違いについても感じられる内容とした

い。

　なお、その他必要に応じて、講師が日頃取り扱っている渉外法務

や金融法務における法律実務についても言及する予定である。

　授業においては、あらかじめ具体的な紛争事案又は予防法務事案

を示し、履修者に、事案の整理や法的な論点の検討等の課題（レポ

ート・報告等）を実施してもらい、授業において検討・討議する。

また、その他、必要に応じて、前提知識等に関する比較的簡易な主

体的なレポートを求めることがある。

春学期は、基礎的な分野について、基礎的な民法の知識を確認しな

がら行うことを想定している。また、秋学期は、春学期をふまえ、

応用的な内容とすることを想定している。したがって、通年の履修

が望ましい。

　履修者がこれまでに履修していた民法学と弁護士実務との接点を

取り扱う内容としたい。

テキスト（教科書）：

　六法（種類は問わない。）。その他、各回において講義資料プリン

トを配布する。

参考書：

　参考書は、講義の都度適宜紹介する。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
実務家が説明する「よくわかる民法Case Study」

講師 石橋 源也

授業科目の内容：

　春学期に引き続き、秋学期においてもCase Studyを通じた授業と

し、履修者に、課題（レポート・報告等）を実施してもらい、授業

において検討・討議する。また、その他、必要に応じて、前提知識

等に関する比較的簡易な主体的なレポートを求めることもある。

　秋学期は、春学期で基礎的理解を深めた上で行うことを予定して

いることから、より応用的な内容とすることを想定しており、講師

が日頃取り扱っている渉外法務や金融法務における法律実務もふま

えた、より実務的な問題についても取り上げる予定である。

テキスト（教科書）：

　六法（種類は問わない。）。その他、各回において講義資料プリン

トを配布する。

参考書：

　参考書は、講義の都度適宜紹介する。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
民法の体系・基礎理論

講師 金井 高志

授業科目の内容：

　 も重要な契約である売買契約や賃貸借契約につき，契約の成立

から効果帰属要件に至るまでの時系列にそって論点・争点の検討を

行うことにより，民法典の編別の体系とは別に典型的な契約類型を

基にした体系・基礎理論の説明・演習を行います。また，その体系・

基礎理論の中で，1 年次および2 年次などで学習した様々な民法の論

点の位置付けの検討を行い，また，様々な論点につき，考え方の論

理のパターンで分類を行います。

テキスト（教科書）：

・各自の持っている民法総則、物権、債権総論、及び債権各論のテ

キスト。（なお，新たに一冊購入する場合には，後藤巻則『契約法講

義［第2版］』［弘文堂・2007 年］を薦めます。）

・西村克己『ロジカル・シンキングが身につく入門テキスト』（中経

出版・2003 年）

・金井高志『民法でみる知的財産法』（日本評論社・2008年）

講義の際に，講義資料プリントを配布します。

参考書：

　参考文献などは適宜指示します。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法の体系・基礎理論とその応用

講師 金井 高志

授業科目の内容：

　1. 民法の体系・基礎理論

　　　 も重要な契約である売買契約や賃貸借契約につき，契約の

効力要件から契約の終了に至るまでの時系列にそって論点・争点の

検討を行うことにより，民法典の編別の体系とは別に典型的な契約

類型を基にした体系・基礎理論の説明・演習を行います。また，そ

の体系・基礎理論の中で1年次及び2年次などで学習した様々な民法

の論点の位置付けの検討を行い，また，様々な論点につき，考え方

の論理のパターンで分類を行います。

　2. 民法の体系・基礎理論の応用

　　　現在の情報化社会で重要となっている知的財産権のライセン

ス（使用許諾）契約やコンピュータ・インターネットを利用した取

引において，民法の体系・基礎理論がどのように応用・修正されて

いるかの検討・演習を行います。

テキスト（教科書）：

　・各自の持っている物権、担保物権、債権総論、及び債権各論の

テキスト。

　・金井高志『民法でみる知的財産法』（日本評論社・2008年）

　講義の際に，講義資料プリントを配布します。

参考書：

　参考文献などは適宜指示します。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
債権法における理論と実務の架橋

講師 小林 哲也

授業科目の内容：

　民法の債権法のうち典型契約の事案をもとに，事実関係を抽出し，

事実関係に対応した法的論理構成を身に付け，知識としての民法を

「使える」民法とすることを目的とします。典型契約の事案について

は，各要件事実を中心に，民法総則から債権総論までの基礎的知識

を随時確認していきます。さらに実学としての民法を身に付けるた

めに法的文書の作成方法を学び，基礎的契約書の作成を行います。

　授業の進め方については，講義と問答形式を併用し，また秋学期

においては事案の聞き取りや受講生同士のディベート等により面接

交渉技法やプレゼンテーション技法も学んでいただきたいと思いま

す。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。必要な資料は，講義の際に配布します。

参考書：

　必要な参考書は，講義の都度，適宜指示します。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
債権法における理論と実務の架橋

講師 小林 哲也

授業科目の内容：

　民法の債権法のうち典型契約および不法行為の事案をもとに，事

実関係を抽出し，事実関係に対応した法的論理構成を身に付け，知

識としての民法を「使える」民法とすることを目的とします。事案
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については，各要件事実を中心に，民法総則から債権総論までの基

礎的知識を随時確認していきます。さらに実学としての民法を身に

付けるために法的文書の作成方法を学び，基礎的契約書および基礎

的示談書の作成を行います。

　授業の進め方については，講義と問答形式を併用し，また秋学期

においては事案の聞き取りや受講生同士のディベート等により面接

交渉技法やプレゼンテーション技法も学んでいただきたいと思いま

す。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。必要な資料は，講義の際に配布します。

参考書：

　必要な参考書は，講義の都度，適宜指示します。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
民法の体系的理解と具体的な事案への適用

講師 菅野 智巳

授業科目の内容：

　判例の事案などを素材に、具体的な事例において、民法の各条文

がどのように解釈され適用されていくのか検討していくなかで、民

法の基本的な体系・構造とその考え方を理解することを目標としま

す。

　今期はまず不法行為の事例を題材にすることを考えています。

　講義・議論・判例研究等を行うことにより、法律的なものの考え

方、民法的な思考法を身につけ、あわせて財産法分野の基本的知識

の習得を目指します。民事訴訟実務の視点からの事例分析（いわゆ

る要件事実論に基づく事例分析）及び民法の基本構造の検討もして

いきたいと考えています。

　法律実務に関する話題も適宜提供していき、現に機能している法

現象の一端に触れてもらえればと考えています。現に機能している

法現象の一端に触れてもらえればと考えています。

　できるだけ受講生が積極的に参加して議論する場を設けたいと考

えています。その際、いわゆる正解を求めるのではなく、具体的な

紛争事案について、問題の所在を正しく認識して、各自の法的判断

を条文の解釈として明らかにすることができるようになることと及

びその意義を理解することを目的とします。

テキスト（教科書）：

　六法

　民法判例百選Ⅰ

　民法判例百選Ⅱ

参考書：

　基本的な参考書等は第一回の講義の際に紹介します。

　テーマ毎の参考文献は適宜講義の中で紹介します。

　受講に際して読んでおくべき文献は適宜指示します。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
民法の体系的理解と具体的な事案への適用

講師 菅野 智巳

授業科目の内容：

　判例の事案などを素材に、具体的な事例において、民法の各条文

がどのように解釈され適用されていくのか検討していくなかで、民

法の基本的な体系・構造とその考え方を理解することを目標としま

す。

　秋期は金融・担保に関する事例を題材として取り上げたいと考え

ています。

　講義・議論・判例研究等を行うことにより、法律的なものの考え

方、民法的な思考法を身につけ、あわせて財産法分野の基本的知識

の習得を目指すことは春期と同様です。民事訴訟実務の視点からの

事例分析（いわゆる要件事実論に基づく事例分析のさわり）にもよ

り比重をかけていきたいと考えています。

　法律実務に関する話題も適宜提供していき、現に機能している法

現象の一端に触れてもらえればと考えています。秋期はいわゆる債

権総論・担保法にかかる分野についてもお話をしていきたいと考え

ています。現に機能している法現象の一端に触れてもらえればと考

えています。

　できるだけ受講生が積極的に参加して議論する場を設けたいと考

えています。その際、いわゆる正解を求めるのではなく、具体的な

紛争事案について、問題の所在を正しく認識して、各自の法的判断

を条文の解釈として明らかにすることができるようになることと及

びその意義を理解することを目的とします。

テキスト（教科書）：

　六法

　民法判例百選Ⅰ

　民法判例百選Ⅱ

参考書：

　基本的な参考書等は第一回の講義の際に紹介します。

　テーマ毎の参考文献は適宜講義の中で紹介します。

　受講に際して読んでおくべき文献は適宜指示します。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
契約法を中心とする債権法の基礎的理解を深める

講師 菅原 万里子

授業科目の内容：

　現代取引社会において，民法がどのような意味づけを有している

のか，どのように機能しているのか，という視点から，債権法の基

礎・実務と理論の交錯点を探求していくことを考えています。具体

的には契約総論・契約各論を中心に，まず，理論面につき概括し，

典型契約を中心に実際に実務で用いられることのある契約書を題材

に，理論と実務の接点につき解説していきたいと思います。

　又，必要に応じて重要判例の分析等も行ってみたいと思います。

テキスト（教科書）：

　特に指定はしませんが，六法は必ず持参下さい。民法判例百選Ⅱ

（別冊ジュリスト有斐閣）も適宜使用しますので用意はしておいてく

ださい。

参考書：

　適宜，授業中に紹介します。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
契約法を中心とする債権法の基礎的理解を深める

講師 菅原 万里子

授業科目の内容：

　現代取引社会において，民法がどのような意味づけを有している

のか，どのように機能しているのか，という視点から，債権法の基

礎・実務と理論の交錯点を探求していくことを考えています。具体

的には契約総論・契約各論を中心に，まず，理論面につき概括し，

典型契約を中心に実際に実務で用いられることのある契約書を題材

に，理論と実務の接点につき解説していきたいと思います。

　又，必要に応じて重要判例の分析等も行ってみたいと思います。

テキスト（教科書）：

　特に指定はしませんが，六法は必ず持参下さい。民法判例百選Ⅱ

（別冊ジュリスト有斐閣）も適宜使用しますので用意はしておいてく

ださい。

参考書：

　適宜，授業中に紹介します。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （春学期）
金融取引と債権法・担保法（基礎編）

講師 吉峯 亮子

授業科目の内容：

　国際金融実務に従事する実務家の立場から，金融実務において基

本となるローン取引及びこれに付随する担保取引につき，後期で学

習するストラクチャード・ファイナンス取引の基礎となる債権法・

担保法上の論点を学習する。春学期が基礎となり，秋学期がその応

用となるため，通年の履修が望ましい。債権法については，契約関

係の発生から消滅までという実際の取引における時系列に沿った形

で，担保法については各担保の類型ごとにそれぞれに関する代表的

な論点につき，判例の事案を元に学習する。各論点ごとに代表的な

判例の事案の分析や学説の状況を掘り下げるほか，実務において取

引のストラクチャーや契約書でどのような手当・工夫がされている

かなど実務上の取扱についても適宜学習することとする。改正の議

論にも必要に応じて適宜触れる予定である。

　進め方については履修人数に応じて検討することとする。

テキスト（教科書）：

　講義資料プリントを配布する。
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参考書：

　参考書は，講義の都度適宜紹介する。

民法演習（展開）（Ｆ） 2単位 （秋学期）
金融取引と債権法・担保法（応用編）

講師 吉峯 亮子

授業科目の内容：

　春学期において習得した基礎的な知識を元に（従って，春学期を

履修していない学生については，民法の体系的な学習を一通り終了

していることが望ましい。），金融実務において実際に行われている

取引・その時々において注目を集めている取引のストラクチャーや，

問題点を学習する。商法，信託法，金融商品取引法，倒産法など民

法以外の金融実務上の重要な法律についてもその概要や論点を適宜

学習することとする。

　進め方については履修人数に応じて検討することとする。

テキスト（教科書）：

　講義資料プリントを配布する。

参考書：

　参考書は，講義の都度適宜紹介する。

有価証券法Ⅰ（Ａ－Ｊ）（基幹）（Ｄ） 2単位 （秋学期）
セット履修 教授 高田 晴仁

授業科目の内容：

　有価証券の基本法である「手形・小切手法」についてその解釈論

を講義する。手形・小切手法は特殊な法律とみられがちであるが，

体系性がつよい分だけ法律行為論・債権譲渡論の本質と構造をとら

えるには絶好の素材である。

テキスト（教科書）：

　とくに指定しないが，定評のある教科書・体系書を講義の進行に

あわせて読むことを心がけられたい。

参考書：

　講義中に必要に応じて指示する。

有価証券法Ⅱ（Ａ－Ｊ）（基幹）（Ｄ） 2単位 （秋学期）
セット履修 教授 高田 晴仁

授業科目の内容：

　有価証券の基本法である「手形・小切手法」についてその解釈論

を講義する。手形・小切手法は特殊な法律とみられがちであるが，

体系性がつよい分だけ法律行為論・債権譲渡論の本質と構造をとら

えるには絶好の素材である。

テキスト（教科書）：

　とくに指定しないが，定評のある教科書・体系書を講義の進行に

あわせて読むことを心がけられたい。

参考書：

　講義中に必要に応じて指示する。

有価証券法Ⅰ（Ｋ－Ｔ）（基幹）（Ｄ） 2単位 （秋学期）
手形法・小切手法講義

セット履修 教授 鈴木 千佳子

授業科目の内容：

　当該科目は形式上有価証券法Ⅰ・Ⅱとなっているが，この授業は

2コマ続きで行われ、1時間目の内容の続きを2時間目で講義するもの

である。

　当該講義では、有価証券の中でも特に理論体系が整っている手形・

小切手を取り上げ、 初は約束手形を中心として講義し、そのあと、

為替手形・小切手の特別な問題について言及し、 後に有価証券全

体について考察する。

　手形・小切手は実際には学生諸君にはなじみの薄いものであるか

もしれないが，商法としての重要な考え方がそこには詰まっており，

商法では会社法と並んで学習しなければならない重要な分野とされ

てきた。また，手形法・小切手法は理論がしっかりしており，基本

的なことさえしっかり理解していれば細かい点に迷わされることは

ないと思う。

　

テキスト（教科書）：

　『商法Ⅲ―手形・小切手〔第3版〕』　大塚龍児＝林立身＝福瀧博

之著　有斐閣　2006年
　

参考書：

　『手形判例の基礎』　倉沢康一郎著　日本評論社　1990年
　『やさしい手形法・小切手法（第2版）』 宮島司著　法学書院　2003年
　『手形法学への誘い』 島原宏明著　八千代出版　2001年

有価証券法Ⅱ（Ｋ－Ｔ）（基幹）（Ｄ） 2単位 （秋学期）
手形法・小切手法講義

セット履修 教授 鈴木 千佳子

授業科目の内容：

　当該科目は形式上有価証券法Ⅰ・Ⅱ となっているが，この授業は

2コマ続きで行われ,1時間目の内容の続きを２時間目で講義するもの

である。

　当該講義では、有価証券の中でも特に理論体系が整っている手形・

小切手を取り上げ、 初は約束手形を中心として講義し、そのあと、

為替手形・小切手の特別な問題について言及し、 後に有価証券法

全体について考察する。

　手形・小切手は実際には学生諸君にはなじみの薄いものであるか

もしれないが，商法として重要な考え方がそこには詰まっており、

商法では会社法と並んで学習しなければならない重要な分野とされ

てきた。また、手形・小切手法は理論がしっかりとしており、基本

的なことさえしっかり理解していれば、細かい点に迷わされること

はないと思う。

テキスト（教科書）：

　『商法Ⅲ―手形・小切手〔第3版〕』　大塚龍児＝林立身＝福瀧博

之著　有斐閣　2006年
　

参考書：

　『手形判例の基礎』　倉沢康一郎著　日本評論社　1990年
　『やさしい手形法・小切手法（第2版）』　宮島司著　法学書院　

2003年
　『手形法学への誘い』　島原宏明著　八千代出版　2001年

労働法Ⅰ（基幹）（Ｅ） 2単位 （春学期）
労使間の労働契約をめぐる、個別的労働関係法

教授 内藤 恵

授業科目の内容：

　労働法とは，賃金を得て生活する者（これを労働者と称します。）

と使用者との間に生起する様々な法的問題を学ぶ領域です。この領

域は大別して，労働市場法（雇用保障と求人・求職に関する領域），

個別的労働関係法〔使用者と労働者（サラリーマン）の間に生ずる

法的問題を議論する領域〕，そして集団的労使関係法〔憲法28 条を

うけて，使用者・労働者・労働組合の三者間の関係を議論する領域〕

に分類されます。

　労働法Ⅰの講義では、労働法の歴史的背景を簡単に説明し、個別

的労働関係法領域の講義をします。これは労働者と使用者の間に締

結される労働契約に関する分野です。労働契約の締結，労働条件の

あり方，労働契約内容の変更，そして契約の終了に至るまでを講義

します。内容としては，下記授業計画をご参照ください。

　過労死などで注目される労働災害補償，および労働組合や労働基

本権に係る集団的労使関係の領域は，労働法Ⅱ（秋学期）で講義し

ます。社会法の分野はどれも改正が頻繁に行われる領域です。講義

の進み方・あるいはソフトボール大会の影響などを見ながら，話題

となる新しいテーマや法改正についても随時織り込んで、講義する

つもりです。

テキスト（教科書）：

　テキストとしては，神尾真知子・内藤恵・増田幸弘『フロンティ

ア労働法』（法律文化社，2010年4月、出版予定）を使用します。そ

の他、必要に応じてWeb に講義レジュメをアップロードして進めま

す。URL は初回講義の中でお話しします。講義には六法と労働法判

例百選を必ず携行してください。

・別冊ジュリスト・労働法判例百選〔第８版〕（有斐閣2009）
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参考書：

　１）初心者向けの参考書として，

　・中窪裕也・野田進・和田肇『労働法の世界（第８版）』（有斐閣2009）
　・西村健一郎・安枝英のぶ『労働法（第１０版）』（有斐閣プリマ

シリーズ、2009）
　２）大部の概説書として、菅野和夫『労働法（第８版）』（弘文堂

2008）

労働法Ⅱ（展開）（Ｅ） 2単位 （秋学期）
労働災害補償、および集団的労使関係法・労働市場法

教授 内藤 恵

授業科目の内容：

　労働法とは，賃金を得て生活する者（これを労働者と称します。）

と使用者との間に生起する様々な法的問題を学ぶ領域です。この領

域は大別して，労働市場法（雇用保障と求人・求職に関する領域），

個別的労働関係法〔使用者と労働者（サラリーマン）の間に生ずる

法的問題を議論する領域〕，そして集団的労使関係法〔憲法28 条を

うけて，使用者・労働者・労働組合の三者間の関係を議論する領域〕

に分類されます。

　労働法Ⅱでは、春学期の労働法Ⅰに続き、近年過労死などの問題

で注目される労働災害補償を講ずるところから始めます。これは労

働法と社会保険の相互に関連する領域です。続いて憲法２８条に規

定する労働基本権を具体化するための、集団的労使関係法を講義し

ます。内容としては労働組合、団体交渉、労働協約などの法的問題

などを取り上げます。さらに派遣労働等の労働市場に関する法も講

義します。

　労働法に関する基本的考え方は春学期の労働法Ⅰで既に講義済み

なので、労働法Ⅱは春に続いて受講する学生を前提として講義を続

けます。社会法は改正が頻繁に行われる領域です。講義の進み方・

あるいはソフトボール大会の影響など余裕があるならば、話題とな

る新しいテーマや法改正についても随時織り込んでお話をします。

テキスト（教科書）：

　テキストとしては，神尾真知子・内藤恵・増田幸弘『フロンティ

ア労働法』（法律文化社，2010年4月出版予定）を使用します。その

他、必要に応じてWeb に講義レジュメをアップロードして進めま

す。URL は初回講義の中でお話しします。講義には六法と判例百選

を必ず携行してください。

　・別冊ジュリスト・労働法判例百選〔第８版〕（有斐閣2009）
参考書：

　参考書は、労働法Ⅰの項を参照して下さい。

ローマ法（展開）（外） 2単位 （秋学期）
ローマ法とは何か？：ヨーロッパ法の源流をたどる

専任講師 薮本 将典

授業科目の内容：

　“法典編纂の過程において、主としてフランス法とドイツ法を参照

したわが国の法体系は、その系統的分類において「（ヨーロッパ）大

陸法」に連なるものであり、古代ローマにさかのぼるヨーロッパ法

の伝統を受け継いでいる”－こうした認識は、わが国の法律学におけ

る常識であり、あらためて指摘するまでもないほどですが、他方で

ヨーロッパ法、ひいては近代日本法の源流としての「ローマ法」な

るものは、多くの人にとって漠然としたイメージにとどまっている

のではないでしょうか。

　そこで、本講では「ローマ法とは何か？」との問いに具体的なイ

メージをもって答えるべく、ローマ法の基礎概念である「所有権

dominium：proprietas」と「占有権possessio」を中心に、古代ローマ

における社会と法の史的展開を概観することで、ヨーロッパ法の源

流たるローマ法の基本構造を学んで行きます。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　・O.ベーレンツ／河上正二 訳著『歴史の中の民法』日本評論社、

2001年
　・P.スタイン『ローマ法とヨーロッパ』屋敷二郎 監訳、ミネルヴ

ァ書房、2003年
　・勝田有恒／森征一／山内進 編著『概説 西洋法制史』ミネルヴァ

書房、2004年

　・ウルリッヒ・マンテ『ローマ法の歴史』田中実／瀧澤栄治 訳、

ミネルヴァ書房、2008年
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英語第Ⅴ（ａ） 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ（ａ） 1単位 （秋学期）
英語の考え方の理解と表現力を培う　[C]　[P]
春学期・秋学期：水２

教授 辻 幸夫

授業科目の内容：

　今年度は大学生としてふさわしい知的レベルの高いものを題材に

します。主に英語の内容理解と表現力・語彙力の増強につとめます。

訳読の授業ではありません。自らの意見も英語で発表して貰います。

　言語にはさまざまな比喩表現があります。この比喩表現は単なる

修辞表現ではなく、ものごとの捉え方、概念体系の形成、行動の指

針、信念の体系、新たな知識の創造と獲得など、人間の思考と行動

のさまざまな側面に大きな影響を与えています。日常表現にはそう

いう表現が溢れており、政治や経済の世界、あるいは科学において

も同様です。英語の場合も例外ではありません。

　このクラスでは、そうした比喩表現を通して、英語の読解力と語

彙力を増強し、日常表現を含む英語での発信力を培う機会を得たい

と思います。したがってライティングの授業も兼ねることになります。

　余裕があれば、テキストの学習だけではなく、新聞やネットのニ

ュース、他の文献なども調査し、英語における事象の捉え方・理解

の仕方と英語表現の間の相関・非相関を考察し、英語表現や語彙の

知識と運用力を高めていきたいと思います。

　授業は十分な予習を前提にします。2〜3人のグループを組み、責

任をもってそれぞれのグループ単位で分担して発表する形をとりた

いと思います。日本語との違いを考える意味では、まとまった日本

語の文章を英語にする実習もしたいと思います。

　英英辞典のある人は持参してください。英和･和英も付属する電子

辞書が便利かと思います。

テキスト（教科書）：

　プリント配布もしくはペーパーバックの指定を予定しています（在

庫調査中）。

　後者の場合は必ず事前に掲示などで指示しますので、最初の授業

までに入手しておいてください。

参考書：

　G.Lakoff. (1996) Moral Politics: What Conservatives Know That 
Liberals Don't . University of Chicago Press.

英語第Ⅴ（ｂ） 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ（ｂ） 1単位 （秋学期）
英語の考え方の理解と表現力を培う　[C] [P]
春学期・秋学期：水３

教授 辻 幸夫

授業科目の内容：

　今年度は大学生としてふさわしい知的レベルの高いものを題材に

します。主に英語の内容理解と表現力・語彙力の増強につとめます。

訳読の授業ではありません。自らの意見も英語で発表して貰います。

　言語にはさまざまな比喩表現があります。この比喩表現は単なる

修辞表現ではなく、ものごとの捉え方、概念体系の形成、行動の指

針、信念の体系、新たな知識の創造と獲得など、人間の思考と行動

のさまざまな側面に大きな影響を与えています。日常表現にはそう

いう表現が溢れており、政治や経済の世界、あるいは科学において

も同様です。英語の場合も例外ではありません。

　このクラスでは、そうした比喩表現を通して、英語の読解力と語

彙力を増強し、日常表現を含む英語での発信力を培う機会を得たい

と思います。したがってライティングの授業も兼ねることになります。

　余裕があれば、テキストの学習だけではなく、新聞やネットのニ

ュース、他の文献なども調査し、英語における事象の捉え方・理解

の仕方と英語表現の間の相関・非相関を考察し、英語表現や語彙の

知識と運用力を高めていきたいと思います。

　授業は十分な予習を前提にします。2〜3人のグループを組み、責

任をもってそれぞれのグループ単位で分担して発表する形をとりた

いと思います。日本語との違いを考える意味では、まとまった日本

語の文章を英語にする実習もしたいと思います。

　英英辞典のある人は持参してください。英和･和英も付属する電子

辞書が便利かと思います。

【同じ担当者の英語第V(a)を時間割の関係で履修できない学生の ため

の時間枠にする予定です】

テキスト（教科書）：

　プリント配布もしくはペーパーバックの指定を予定しています（在

庫調査中）。

　必ず事前に掲示などで指示しますので、最初の授業までに入手し

ておいてください。

参考書：

　G.Lakoff. (1996) Moral Politics: What Conservatives Know That 
Liberals don't . University of Chicago Press.

英語第Ⅴ 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
ビジネスと英語

春学期・秋学期：火４

教授 小屋 逸樹

授業科目の内容：

　ビジネスというコンテクストの中で英語がいかに使われているか

を学習します。授業は，大きく二つの部分から構成されます。一つ

は，テキストを使って多国籍企業のビジネス・トランスアクション

を追いながら，日本と欧米企業の商習慣の違いや，交渉での留意点，

会社での人間関係といったテーマを議論する部分。もう一つは，多

国籍企業が毎年出している企業年報（英語版）を用い，現実のビジ

ネスの場ではどのような内容がどのような英語で表現され，企業は

年報に何を載せているのかを見る部分。これら二つの部分を相補的

に利用します。各学生は，教室の前に出て自分の担当部分に関して

授業を行なわなければなりません。具体的な授業の進め方について

は，最初の授業時に説明します。

テキスト（教科書）：

　最初の授業で紹介します。

英語第Ⅴ 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
原典で読むアメリカ

春学期・秋学期：月４

教授 鈴木 透

授業科目の内容：

　この授業では，卒業研究でアメリカに関連するテーマを取り上げ

る予定の学生や，将来大学院に進学してアメリカをフィールドとし

た研究を行ないたいと考えている学生を想定して，アメリカを研究

対象とする人ならば必ず原典で読んでおくべき史料や重要な文献を

分野横断的に網羅し，英語の読解力とアメリカ研究の両方の能力を

充実させることを目的とします。授業の形式は，いわゆるスキル・

オリエンテッドな狭義の語学の授業というよりは，史料／資料の内

容や表現を分析し，その文献がそれ以前に書かれた文献とどのよう

な関わりを持ち，どのような思考様式を体現しているのかを検討す

ることに力点を置いた，原典購読的な発表形式の演習授業と考えて

ください。英文和訳をすることが目的ではなく，どのように原典資

料を読むか，その資料をどのように解釈・評価すべきかを考えるの

が主眼です。

テキスト（教科書）：

　取り上げる文献は多岐にわたるので，プリントにして配布する予

定です。
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英語第Ⅴ 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
アカデミック・ライティング

春学期・秋学期：月３

教授 太田 昭子

授業科目の内容：

　［春学期］

　Academic Writing：いわゆるスタンダードなfive-paragraph essay の
書き方を、段階的に学びます。英文の要約練習から始め、読んだ英

文や時事問題に対してのコメント、更にエッセー作成へと発展させ

ていく予定です。ほぼ毎回アサインメントを提出していただきます。

　［秋学期］

履修者の希望に応じて、以下の２つのパターンを考えています。い

ずれの場合もLong Assignmentの書き方については個別指導します。

パターン１：学期前半にEssay writing をoral level に発展させDebate 
を行ないます。

　学期後半には各自がテーマを選び、長めの英文レポートを作成し

ていただきます。

パターン２：Debateは行なわず、Long Assignment中心の授業を行な

います。

　希望者があれば英語でプレゼンテーションや質疑応答を行なう機

会を設けます。

テキスト（教科書）：

　特定の教科書は使用しません。随時プリントを配布します。

参考書：

　英英辞書を必ず持ってきて下さい。

英語第Ⅴ（ａ） 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ（ａ） 1単位 （秋学期）
会社で使う英語：コミュニケーション編

春学期・秋学期：水３

講師 日向 清人

授業科目の内容：

　講師が担当したNHK ラジオ「ビジネス英会話」（2004 年前期）を

拡充したコースです。業種を問わず、仕事で英語を使う場合の決ま

った言い方を知り、身につけられるよう構成してあります。出欠を

兼ねたディクテーションで記憶への定着を図る一方，4 人ずつのグ

ループになって毎回の基本用例を織り込んだ会話例を作ってもらう

作業を通じて「英語を使って」みるスタイルの授業です。通年で約

300 の言い回しを見ていきます。受講後の到達レベルとしては，ヨ

ーロッパ共通参照枠(CEFR) でのB2 レベル，ケンブリッジ英検の

FCE，IELTS での5.5-6.5 を念頭に置いています。

テキスト（教科書）：

　『即戦力がつくビジネス英会話』日向清人著　DHC　 2007年 ISBN: 
978-4-88724-446-7

英語第Ⅴ（ｂ） 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ（ｂ） 1単位 （秋学期）
会社で使う英語：ボキャブラリー編

春学期・秋学期：水４

講師 日向 清人

授業科目の内容：

　英語でどんどん発信していくことが求められる時代です。こうし

たなか契約を英語ではagreement/contract と言うのだという程度の英

語力では受信一方の世界から脱することができません。締結する，

更新する，解除するといった言い方に対応する英語がぱっと出てく

るぐらいになって初めてツールとしての英語が身についていると言

えるのです。そこで「この単語・言回しは普通どのように使われる

のか」という問題意識に立って，426 の基本的なビジネス英単語の

意味を理解し，使い方を会得しようというのが，このコースです。

毎回，前回分の用例を穴埋め問題で復習する一方，4 人ずつのグル

ープに分かれて基本用例を織り込んだ会話例を作ってもらいます。

ただ「知る」のではなく，受講者自身が実際に「使ってみて」，感触

を確かめてもらうためです。受講後の到達レベルとしては，ヨーロ

ッパ共通参照枠(CEFR) でのB2 レベル，ケンブリッジ英検のFCE，
IELTS での5.5-6.5 を目指しています。

テキスト（教科書）：

　『即戦力がつくビジネス英単語』　日向清人著　DHC  2009年 
ISBN: 978-4-88724-488-7 
参考書：

『経済・ビジネス２万語辞典』　日向清人編著　日本経済新聞出版社

英語第Ⅴ 1単位 （春学期）

英語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
English through the Law
春学期・秋学期：月５

講師 デル・ベッキオ， アンソニー

授業科目の内容：

　The objective of this course is to improve the student's ability to 
analyze, debate and discuss complex contemporary social issues.
テキスト（教科書）：

　No textbook is required: materials will be provided by the instructor.
参考書：

Dictionaries（ preferably electronic）

ドイツ語インテンシブ（３・４年）（上級） 1単位 （春学期）

ドイツ語インテンシブ（３・４年）（上級） 1単位 （秋学期）
日独社会の比較をテーマに高度なドイツ語運用能力を養成する

春学期・秋学期：月３/月４/水１/水２

教授 三瓶 愼一
准教授 シャールト， ミヒャエル

講師 シュミット， ウーテ

授業科目の内容：

　三瓶，シャールト，シュミットの三者が協同して進める授業であ

る。総合的なドイツ語能力を伸ばし，最終的には文法的により正確

な表現，文体的により適切な表現を使えるようになること，そして

内容のある議論を交わせるようになること，すなわちドイツ語によ

るパブリックスピーキングができるようになることが目標である。

　シャールトの授業ではドイツ連邦共和国のアクチュアルな政治・

社会に関するテーマを取り上げる。これに受講者各自がそれぞれ関

心を持つ専門的な切り口から取り組んでもらう。特定のテーマに関

する資料収集の能力，その批判的な検討と利用の能力などの養成も

重要な課題である。最終的にはレポート執筆や口頭発表を通じて，

ドイツ語で論理的に自分の意見を言語化し，これをわかりやすく他

者に伝え，それについて他者と議論する能力を養成する。

　三瓶とシュミットの授業では，日本事情，ドイツ事情双方を批判

的に検討し，それをドイツ語によって表現する視座と能力を育てる。

春学期は主として日本事情をドイツ語圏に紹介するという立場を扱

い，秋学期はドイツ語圏事情を理解するという立場をとる。下に挙

げたのはいずれも春学期の授業内容である。秋学期については，春

学期中に受講者と協議して決める。

　いずれの授業でも，受講者は自律的学習，協働作業，責任分担な

どを守ることを求められる。

　なおこのコースの受講希望者は4月2日(金)に行われる選抜テスト

に合格して受講許可を得なければならない。

　三瓶愼一

　Christoph Neumann 著 „Darum nerven Japaner!“ を速読する。160ペー

ジほどの本であるが春学期で読了する。シュミットの授業とタイア

ップし，議論のための材料提供をする。1回5ページ程度から始めて

だんだん進度を上げ，最終的には1回に20ページ程度を読めるように

する。段落構成を見抜くこと，読解に必要な文法的な知識を深める

こと, 部分を取り上げて商品価値のある翻訳を作ること，日本事情紹

介の語彙や表現をストックすることが目標である。その他，事実誤

認，誇張，歪曲などがあれば，著者に直接ドイツ語で手紙を書いて

指摘，反論しよう。

Ute Schmidt
Im Mittelpunkt meines Unterrichts steht die Verbesserung der mündlichen 
und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit. Thematisch werde ich mich dabei 
auf das „Japan-Buch“ beziehen. Dort neu erworbenes Vokabular und 
grammatische Strukturen sollen in den eigenen Sprachgebrauch integriert 
werden, indem das dort Gelesenen noch einmal referiert und darüber 
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diskutiert wird. Die Teilnehmer sollen zu ausgewählten Themen 
persönliche Erfahrungen beitragen und die Fähigkeit erwerben, ihre 
eigene Meinung differenziert darzustellen und zu fremden Standpunkten 
Stellung zu nehmen.
(Im Wintersemester wird eine Kurzreferat zu einem selbst gewählten 
Thema im Bereich der Alltagskultur Deutschland – Japan schriftlichen 
ausgearbeitet werden. Die Referate werden im Unterricht vorgetragen und 
im Anschluss findet eine Diskussion statt.) 

Michael Schart
Frühlingssemester: »Was ist gerecht?«
Kein anderes Thema hat in den letzten Jahren in den politischen 
Diskussionen in Deutschland eine so wichtige Rolle gespielt wie die 
Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das deutsche Grundgesetz fordert von 
der Politik, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen der 
Bundesrepublik zu schaffen. Aber es entstehen immer wieder heftige 
Debatten darüber, was dieser Grundsatz konkret bedeutet und wie er mit 
den Mitteln der Politik umgesetzt werden kann.
Am Beispiel aktueller Probleme aus den Bereichen Bildung, Arbeit, 
Gesundheit, Wohlfahrt und Integration werden die Teilnehmenden dieses 
Kurses die Schwierigkeiten bei der Gestaltung sozialer Gerechtigkeit 
kennen lernen und Lösungsmöglichkeiten –  auch mit Blick auf 
vergleichbare Probleme in der japanischen Gesellschaft – diskutieren. 

Herbstsemester: Die politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland
Der Kurs geht der Frage nach, welche besonderen Merkmale die 
gegenwärtige politische Kultur in Deutschland aufweist. Die 
Teilnehmenden werden sich mit den Traditionen und Strukturen sowie 
den gesellschaftlichen Milieus und Prozessen beschäftigen, aus denen die 
politische Kultur entsteht. Ausgewählte Aspekte der politischen Kultur 
wie etwa die Rolle des Grundgesetzes und des Bundesverfassunsgerichts, 
die Arbeit im Bundestag ,  das politische Engagement der Bevölkerung 
oder die politische Bildung in den Schulen werden anhand aktueller 
Probleme und Diskussionen behandelt. 
テキスト（教科書）：

　三瓶・Schmidt
　Christoph Neumann: Darum nerven Japaner! (Piper) [初講日に頒布]
　その他の資料は Moodle 上やメイリングリストで配布する。

　Schart
　 Die Grundlage des Kurses bilden Originaltexte, vor allem 
Zeitungsartikel und Auszüge aus der Fachliteratur, sowie Reportagen und 
Auszüge aus Nachrichtensendungen. 
　Alle Materialien sind über eine Lernplattform (Moodle) zugänglich.
参考書：

　独和大辞典[コンパクト版](小学館)と Ulrich Apel「和独辞典」は 必
携のこと。

ドイツ語第Ⅴ 1単位 （春学期）

ドイツ語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
Was ist los in Deutschland?
今のドイツでは何が話題になっているのか？

春学期・秋学期：月４

講師 シュミット， ウーテ

授業科目の内容：

　今のドイツでは何が話題になっているのか？ インターネット・新

聞・雑誌などの短いテキストを活用して，最新のドイツの情報を紹

介していきます。テーマは政治，社会，学生，市民生活，ライフス

タイルなど，参加者の興味と希望に応じテーマをピックアップします。

　授業の狙いは時事ドイツ語テキストの講読に慣れるほかに，内容

についての自分の立場，意見を述べる練習をすることです。実用的

な口語表現を学びつつ，文法の復習もします。ドイツ人と知り合う

と必ず Und wie ist das in Japan?「日本ではどうですか」と聞かれま

す。その質問に備え，取り扱ったテーマについて，テキストで習っ

た表現を活かして，日本の事情を説明する練習と簡単なディスカッ

ションも試みます。

ドイツ語第Ⅴ 1単位 （春学期）

ドイツ語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
Der Spiegel を読もう

春学期・秋学期：水４

講師 鎌倉 澄

授業科目の内容：

　週刊誌 Der Spiegel の記事を読み，内容について討論できるように

なることが目標です。Der Spiegel　の文体は少々癖があり，また時

事問題にもアンテナを張っていないと理解が難しいこともあるでし

ょう。最初は時間がかかるかもしれませんが，次第にスピードアッ

プして，ドイツ語でドイツの情報をどんどん得られるようにしてい

きましょう。参加者のレベルによっては，Der Spiegel 以外の（短め

の）時事テクストから扱うこともあります。記事のテーマは，参加

者の希望を考慮して決めていきます。

テキスト（教科書）：

　プリント配布

参考書：

　これまでに使用した文法教科書，参考書を活用してください。そ

の他は授業内で指示します。

ドイツ語速習（初級）（ａ） 1単位 （春学期）

ドイツ語速習（初級）（ｂ） 1単位 （春学期）
春学期：火３/火４

セット履修 教授 岩下 眞好

授業科目の内容：

　火３・４限（春学期）

　内容的にも，また時間割上も連続した週2回の授業によって，春学

期だけで，いちおうドイツ語の基礎文法をすべて学びます（すなわ

ち発音から接続法まで）。初めてドイツ語を学ぶ人でも，秋学期には

「ドイツ語速習（中級）」に進んで簡単な文章の読解やドイツ語によ

るコミュニケーションの基礎固めができるようになることが目標で

す。なお，進度によっては，接続法の詳細はドイツ語速習（中級）

で学習することになります。

テキスト（教科書）：

　岩崎・平尾：初歩ドイツ文法（同学社）

参考書：

　中型の独和辞典を用意し，授業時には必ずもって来てもらいます。

詳細は初回に説明します。

ドイツ語速習（中級）（ａ） 1単位 （秋学期）

ドイツ語速習（中級）（ｂ） 1単位 （秋学期）
「初級」落穂拾いから「中級」へ

秋学期：火３/火４

セット履修 専任講師 新谷 崇

授業科目の内容：

　春学期設置の「ドイツ語速習（初級）（a）（b）」を引き継ぎ，基礎

文法を修了の上，必要に応じて反復もしつつ，辞書を使いこなして

訳読をする力を養う。音声にも目配りはするが，読解の訓練に重点

を置く。

テキスト（教科書）：

　プリントを配付する予定。

参考書：

　随時紹介する。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）
短編小説を精読する

春学期：火２

准教授 笠井 裕之

授業科目の内容：

　精確な読解能力を養うことを目的として、19-20世紀の短編小説

（モーパッサン、シュペルヴィエルなど）を精読します。文法事項の

確認や構文の把握が大切なのはもちろんですが、文学的なテクスト

ですから、ただ辞書をひいて表面的な文意をとらえるだけでなく、

ひとつひとつの言葉や表現が含意するものに注意深く意識を向けて
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ほしいと思います。関連する文化的な基礎知識も授業のなかで解説

します。

テキスト（教科書）：

　プリントをWebサイトで配布します。

参考書：

　授業のなかで紹介します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
新聞記事講読

秋学期：火２

教授 朝吹 亮二

授業科目の内容：

　Le Monde といった新聞のインターネット版の最新記事を講読しま

す。第１回目はこちらがプリントを用意いたしますが、２回目以降

は諸君に選んでもらいます。

毎回、数名に担当してもらい、記事の日本語訳、文法事項のチェッ

ク、記事の背景説明などを発表してもらいます。

テキスト（教科書）：

　プリント配布。

参考書：

　仏和辞典。仏仏辞典。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：木２

准教授 大出 敦

授業科目の内容：

　大正時代に駐日フランス大使として赴任したポール・クローデル

は有名な詩人・劇作家でもある外交官でした。彼は当時、日本が英

米から孤立しつつあった情勢のなかで日仏交流を目指したことでも

知られています。この外交官としてのクローデルが日本でどのよう

な活動をしたかを論じた評論を読解していきます。授業を通じて、

社会科学系のフランス語に親しみ、当時の日本と世界情勢をフラン

スという別の視点から見た場合、どうなるのかを考えていこうと思

います。授業は訳読を中心に展開しますが、同時に2年時までに習得

したフランス語の知識を整理し、応用していきます。

テキスト（教科書）：

　Michel Wasserman : D'or et de neige, Paul Claudel et le Japon, 
Gallimard, 2008（コピーで配布）

参考書：

　中級以上の参考書、辞書

　ポール・クローデル『孤独な帝国』（奈良道子訳）、草思社、1997
年

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Expression orale et écrite (niveau supérieur)
春学期・秋学期：金２

准教授 アンリ， ナタリー

授業科目の内容：

　既習インテンシブ・クラスの学生を主な対象とする上級クラスで

す。授業の目的は二つあります。まず，聴き・話すことの訓練です。

学生自身が選んださまざまなテーマについて発表しあい，討論しま

す。必要に応じて語彙を増やしながら，バランスのとれたコミュニ

ケーション能力の養成をめざします。

　もう一つは，各自が一つのテーマについて調べ，文章にまとめま

す。春学期のテーマの範囲は「フランス社会と文化」で，成果はフ

ランス語ニューズレターPLACE MITA に掲載します。秋学期のテー

マの範囲は「ヨーロッパ」です。英語とドイツ語のクラスとともに

ヨーロッパ社会について共同研究を行います。それぞれのクラスが，

イギリス，ドイツ，フランスの視点から調査し，最終的に各クラス

の成果を総合して共同研究としてまとめます。特にフランス語での

発表の仕方，書く能力の向上をめざします。

　＊法学部のフランス語ニューズレターLA PETITE FRANCE と
PLACE MITA を読みましたか？ このクラスでは，アンリ，ナタリー

の人文科学研究会と連携してPLACE MITA の編集・執筆を行います。

興味のある学生のみなさんの参加を期待します。

テキスト（教科書）：

　特に用いず，必要に応じてコピーを配布します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Discussion et rédaction (niveau moyen)
春学期・秋学期：月３

講師 日佐戸 ミッシェル

授業科目の内容：

　春学期のあいだは，比較的平易なレベルを保ちます。2-3 週ごとに

ひとつのテーマを決めてディスカッションし，各自，教室でおこな

った作業をフランス語のレポートにまとめます。提出されたレポー

トは後日，添削して返却します。ディスカッションの資料として，

フランス人の日常生活や身近な問題をあつかった雑誌の記事を読み，

日本の社会と比較します。

　秋学期は少しレベルを高めます。フランスの時事問題や社会問題

をあつかった新聞雑誌の記事を用いて授業をすすめます。事前に記

事を読んで，書かれている内容や各自の意見についてフランス語で

述べることができるよう，充分に準備をした上で授業にのぞんでく

ださい。語句や表現の説明はフランス語でおこない，教室内での日

本語の使用は最小限にとどめます。それぞれの記事についてディス

カッションと解説をおこなったあとは，フランス語のレポートを作

成し，「書く」能力を高めることもめざします。

テキスト（教科書）：

　特に使用しません。必要に応じてコピーを配布します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Communiquer en français (niveau moyen)
春学期・秋学期：月２

講師 シュドル， フローレンス容子

授業科目の内容：

　指定されたテーマ、または自由に選んだテーマをもとに、フラン

ス語で会話することを中心に授業を進めます。雑誌記事，写真，映

画などから、いろいろな題材を選んで教材に用います。生きたフラ

ンス語での読み書き、コミュニケーション能力、表現力の向上をは

かることが目的です。

テキスト（教科書）：

　特に使用しません。必要に応じてコピーを配布します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Compréhension orale (niveau moyen-supérieur)
春学期・秋学期：月４

講師 ヴァリエンヌ， コリンヌ

授業科目の内容：

授業の目的

・これまでに学んだことを実践的な場面で応用すること。

・テーマに応じた語彙力を養うこと。

・聴き取りの力を養うこと。

・ディスカッションして自分の意見を述べること。

授業の流れ

・授業のはじめに，自分がいましていること，1 週間のあいだにし

たこと，これからしようと思っていることなどについて，隣の席の

人と話す時間を設けます。使えるフランス語を駆使して話すことで，

既習事項を確認します。

各回ごとにテーマが決まっています（ヴァカンス，教育，メディア，

映画など）。まず，その日のテーマに使えそうな語や表現を各自で考

えます。それをクラス全体でまとめたあと，ルポルタージュのビデ

オを繰り返し見て，問いに答えます。

・最後にルポルタージュの内容を文章で読み，問いの答を確認します。

・教室での会話やディスカッションを有意義なものにするために，

次回のテーマについてあらかじめ準備しておいてください。
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テキスト（教科書）：

　資料を教室で配布します。

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

フランス語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
Écrire en français (niveau moyen)
春学期・秋学期：金５

講師 ミルティル， ジャック

授業科目の内容：

　文章を書くのに必要なスキル（語彙，構文，句読点の用法，文章

の構成）を総合的に学びます。学期終了後には，各自の目的や関心

に応じて学習内容をまとめた「Mon portfolio」（フランス語学習手

帳）を完成させます。

　皆さんの学習状況に応じて，随時，語彙や例文を増やし，関連す

るテーマを広げていきます。回を重ねるごとに前回より濃い内容を

学習できるかどうかは，皆さん自身の努力にかかっています。

テキスト（教科書）：

　最初の授業で指示します。

フランス語第Ⅴ 1単位 （春学期）

フランス語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
フランス語会話（中級）

春学期・秋学期：月３

講師 シュドル， フローレンス容子

授業科目の内容：

　フランス語の基礎を学んだ人を対象に，フランス語会話の基本的

な能力を高めることが本講義の目的です。

　指定したテーマでの会話を中心として授業を進めます。インター

ネット記事，写真，映画などの抜粋資料を教材として使用します。

特に自由で開放的な雰囲気の中で授業を進めたいと考えています。

テキスト（教科書）：

　特に使用しません。必要に応じてコピーを配布します。

フランス語第Ⅴ 1単位 （春学期）

フランス語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
読解と会話（中級）

春学期・秋学期：月４

講師 日佐戸 ミッシェル

授業科目の内容：

　日常生活でよく用いられる短い会話や，やさしい新聞雑誌の記事

を使って，実践的なフランス語の能力を養います。それと同時に，

個人のものの見方や振る舞い，社会問題，余暇の過ごし方など，フ

ランス人の生活や文化に関するテーマも取りあげます。

テキスト（教科書）：

　Sylvie Poisson-Quinton et al., FESTIVAL 2 (CLE International)
参考書：

　上記テキストのほかに，必要に応じてプリントも配布します。

フランス語第Ⅴ 1単位 （春学期）

フランス語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：火５

講師 篠原 洋治

授業科目の内容：

　この授業では広い意味で政治思想に関するテキストを読みたいと

思っています。ただしテキストは履修者の希望を訊いた上で決定し

ますので、初回は必ず出席してください。導入としてリセ（フラン

スの高等学校）の哲学の教科書を読むことを考えています。

　授業は訳読のかたちで進め，随時，参考文献を紹介しながら内容

の補足説明をします。

テキスト（教科書）：

　コピーを配布します。

参考書：

　授業中に指示します。

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：金１

専任講師（有期） 青木 正子

授業科目の内容：

　この講義では市販のテキストを使わずに、中国で発行されている

新聞や雑誌を講読したいと思っています。メンバーのレベルやニー

ズに合わせて随時教材を用意します。

テキスト（教科書）：

　プリント教材を配布します。

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
中国語会話の聴き取り＆書き取りとシャドーイング

春学期・秋学期：水５

講師 須山 哲治

授業科目の内容：

　私の授業では、特に「リスニング（聴く）」に重点を置いて学習し

ます。

　諸君はおそらく、「中国語を話せるようになりたい」と思っている

ことでしょう。外国語を学習する者が会話能力を身につけたいとい

う希望をもつのは、もっともなことです。

　しかし、最近の第二言語習得研究では、「話す」能力を向上させる

ためには、「聴く」能力のトレーニングを先行させたほうが効率がよ

いことがわかっています（インプット仮説）。更に、言語学習の四大

要素である「読む・書く・聴く・話す」の中で、「聴く」能力が一番

の基本となることもわかってきました。

　以上の理由から、この授業では特に「聴く」力のトレーニングを

行います。中級程度の内容の中国語（会話文が主）を「正確に聴く」

力を養うことが、授業の目標です。

　具体的には、クローズテスト（穴埋め）やディクテーション（書

き取り）を行います。中国語の音声を聴いて内容を理解できればよ

しとするのではなく、聴いた内容をその場で書き取ってもらうので

す。ただ聴くだけでなく、書き取ることによって、リスニング力向

上に必要不可欠な単語量と集中力、そして正確に聴く力を養うこと

ができます。

　また、聴きとり練習だけでなく、発音の練習も重視します。これ

は、発音の力とリスニングの力が、極めて密接な関係にあることが

わかってきているからです。

　そのために、通訳トレーニングメソッドの一つとして最近注目さ

れている「シャドーイング」を導入します。シャドーイングは一見

単調に思うかもしれませんが、正確かつ流暢な発音を身につけるた

めには、大変よい方法です。さらにシャドーイングによって、リス

ニング力のみならず、スピーキング力、リーディング力の向上も期

待できることが、わかっています。

テキスト（教科書）：

　毎回の授業でプリントを配布する予定です。

参考書：

　初回の授業で紹介する予定です。

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

中国語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
コミュニケーション中国語

春学期・秋学期：火３

講師 陳 淑梅

授業科目の内容：

　この授業は中国語の理解力，会話力を高めることを目的とする。

授業方法は文字教材に触れる前にまずは文章を聞き，聞いた内容に

ついて会話を展開しつつ，文章の内容理解を深めていく。また，定

期的にテーマを決めて，中国語でのディベートを練習する。

テキスト（教科書）：

　NHK 出版社『小点心』陳淑梅著

参考書：

　授業中に提示
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スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
いろんなスペイン語に触れてみよう！

春学期・秋学期：木５

准教授 本谷 裕子

授業科目の内容：

　このクラスは「スペイン語を読む」をメインテーマに、授業を展

開していきます。

　インテンシブ政治クラス二年で使っていたテキストの続きから始

め（もちろんこの授業をとっていなかった方たちにはプリントを配

布）、その後は履修者のみなさんの様子を見ながら、テキストを何に

するかを決めます。が、せっかくですから、少し難解なものでもい

いかなーと思っています。スペイン語を読むことで、日本語でこり

かたまっている脳みそを少しずつほぐしていきましょう。

　一年間、みなさんと楽しく、そして厳しく学んでいけることをと

てもうれしく思っています。きちんと予習したうえで、授業にお越

しください。どうぞお手柔らかに。

テキスト（教科書）：

　授業時間内に指示、あるいは配布

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：水２

講師 アルバレス・クレスポ， ヘスス・カルロス

授業科目の内容：

　El objetivo fundamental de este curso consiste en afianzar la capacidad 
oral y conseguir un cierto nivel de fluidez en la conversación mediante la 
práctica diaria, discutiendo los temas que vayan apareciendo en clase. Se 
repasarán conceptos, estructuras y vocabulario, y se pondrá énfasis en el 
conocimiento no sólo del idioma, sino también de la cultura espan~ola.
テキスト（教科書）：

　Fotocopias（プリント）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
「スペイン語で」の表現力ステップアップ

―文章作成のキーを探る

春学期・秋学期：月１

講師 松浦 芳枝

授業科目の内容：

　この授業では，スペイン語での文章作成をより自然にできること

を主要目的とします。より良い文章を書くためには，これまで学ん

だ様々な事柄をきちんと理解し，それぞれの項目が有機的に連携し，

また語彙も豊富であることが前提になります。そこで春学期では短

文の作成を中心にして，文法上要注意の項目を取り上げ，文法，語

彙の用法の確認，ニュアンスの違いなどに目を向けていきます。同

時に授業の一部を利用して聞き取り力向上を図ります。また，より

良い文章を書くための栄養源として，内容的にも興味の持てそうな

良い文章を紹介して，徹底的な音読を図ることもあるでしょう。秋

学期の後半では，それらの成果を踏まえて，手紙の文章を取り上げ，

私的書簡と公式書簡とで形式，文体，語彙等の比較をします。実践

として，E-mail を作成しスペイン語圏の人々と意見交換することも

あるので，皆さんの意欲的な取り組みを期待します。

テキスト（教科書）：

　プリントの配布およびインターネットによる配信

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：火５

講師 ヤマシロ， リタ Ｂ

授業科目の内容：

     Este curso va dirigido a quienes ya han alcanzado un nivel avanzado de 
la lengua española y deseen superarse en el manejo de la gramática, 
ortografía, etc., así como en la redacción de textos.
     Durante el curso se realizarán ejercicios de gramática y redacción — 

muchos de ellos estarán orientados al lenguaje académico— con la 
finalidad de mejorar la competencia lingüística del alumno. 
テキスト（教科書）：

　Material a repartirse en clase.

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
文法を究める

春学期・秋学期：木４

講師 田林 洋一

授業科目の内容：

　1、2年次で扱ったスペイン語の文法を更にブラッシュアップさせ

ることを目的とします。2年次で未完了の『スペイン文法中級コー

ス』の第12課から第23課までを扱います。テキストを持っていない

学生は、適宜コピーするか新規に購入すること。なお、昨年度まで

に伊香祝子先生担当のスペイン語インテンシブ上級（3・4年）を履

修し、単位を取得したことがある学生は、内容が同じであるため、

この授業を履修できません。

テキスト（教科書）：

　『スペイン文法中級コース』改訂版　三好準之助著　白水社　2006
年　ISBN:978-4-560-01674-9 C3087
参考書：

　適宜指示する。

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

スペイン語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
DELE・西検対策講座

春学期・秋学期：月４

講師 松本 旬子

授業科目の内容：

　DELE（Diplomas de Español como Lengua Extranjera 外国語としての

スペイン語検定試験）はスペイン文部科学省の下、スペイン国外で

はセルバンテス文化センターが実施する、スペイン語能力試験です。

1988年にスペイン語を母国語としない人々のスペイン語能力を測る

テストとしてはじまり、現在は世界100カ国以上で実施されていま

す。スペイン語圏への留学、就職などの際に語学のレベルを保証す

るものとして国際的に認められている資格です。レベルは、A1入
門、B1(中級)、B2(中上級)、C2（最上級）があり、日本では５月と

11月の年２回実施されています。一方、西検（スペイン語技能検定）

は文部科学省後援の下、日本スペイン協会が行なう資格試験で、６

～１級のレベルがあります。６月と10月の年２回実施されています。

　この授業では、DELEのB2（中上級 専門用語を必要としない日常

の通常会話において問題なくコミュニケーションができるレベル）、

西検の３級（新聞などが理解でき一般ガイドに不自由しないレベル）

合格を目指します。

　過去問を解きながら、読解力・聴解力・語彙力を養うための練習

を繰り返し行ないます。必要に応じて重要な文法事項を確認します。

また会話練習・作文も織り交ぜていきます。

テキスト（教科書）：

　プリント配布

参考書：

　Pilar Alzugaray, María José Barrios y Carmen Hernández. (2008) 
Preparación al Diploma de Español Nivel Intermedio B2, 2a reimpresión, 
Edelsa. ISBN: 978-84-7711-334-8
　Rosario Alonso Raya, et al. (2005) Gramática básica del estudiante de 
español, difución. ISBN: 84-8443-885-4
　『スペイン語技能検定試験問題集８』 日本スペイン協会編 2003年
　『スペイン語技能検定試験 合格への手引き １級・２級・３級対策

問題集』 立岩礼子・伊藤ゆかり著 2009年 南雲堂フェニックス ISBN: 
978-4-88896-664-1
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スペイン語第Ⅴ 1単位 （春学期）

スペイン語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：木２

講師 藤井 嘉祥

授業科目の内容：

　この授業の目的は、スペイン語の読解力の向上と文章作成の力を

養うことにあります。新聞や小説などの少し長めの文章を読んで、

全体の内容を要約して、文章化する練習を行います。文法の確認の

ために、文章構造の説明も行いますが、基礎文法の知識があること

を前提に授業を進めます。購読のテーマは、スペイン語圏を中心に

取り上げますが、日本に関するものも取り入れて、スペイン語圏に

おける日本に対する認識のあり方について考えることもあります。

文章作成力のチェックのため、スペイン語によるレポート課題を出

します。

テキスト（教科書）：

　プリント配布。

参考書：

　授業時に紹介する。

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：火４

専任講師 熊野谷 葉子

授業科目の内容：

　ロシア語で実用的な作文ができるよう、手紙やメールの書き方を

中心に、よく使う表現や構文を勉強します。また、手書き文字の書

き方と読み方、パソコンでの打ち込み方を練習し、ロシア語で実際

に手紙やメールが書けるようになることを目指します。

テキスト（教科書）：

　『ロシア語手紙の書き方』阿部昇吉、加瀬由希子著、国際語学社

参考書：

　授業中に指示します。

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
ロシア語インテンシブ３，４年。

春学期・秋学期：金３

講師 クロチコフ， ユーリー

授業科目の内容：

　ロシア語は国連で用いられている公用語のひとつです。　

　生きたロシア語を学ぶ.会話練習。

　1. 会話：講師と受講生，および受講生どうしの会話を通じて会話

能力を高める。

　2. リスニング：自然なテンポによるロシア語の話言葉を聞きとる。

　3. 作文：自分の考えを文章で表す。

テキスト（教科書）：

　Миллер Л.В. и др. "Жили-были ... 28 уроков русского языка для 
начинающих. Учебник".-СПБ.: Златоуст,1998 の後半,　
　Китайгородская Г.И.и др."Мосты доверия.　Интенсивный курс 
русскогоязыка.― М.:Рус.Яз.,1993. プリント、

　その他プリント配布。

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
法学部学生のためのロシア語

春学期・秋学期：木３

講師 冨田 マルガリータ

授業科目の内容：

　ロシア語インテンシブでは週四回の授業を有機的に関連させ，ロ

シア語の実力を向上させることが目的です。それゆえ，週四回の授

業を受けることが望ましいと思いますが，三コマの受講も可能です。

三年次からあるいは四年次からの受講も歓迎します。少人数のアッ

トホームな雰囲気の中でロシア語の力をつけましょう。

　冨田マルガリータ講師の時間では，一年次と二年次で学んだ会話

とコミュニケーション能力を伸ばし，また発音の矯正が中心となり

ます。

　ロシア文化のさまざまな側面に触れる会話力の向上とともに，法

学部におけるロシア語ということを考慮し，国会や政府などロシア

政治や法律に関連する語彙を増やすことももう一つの目標となりま

す。秋学期ではロシア語のインターネットからのニュースなども使

い，日常会話から，さらに高度な会話力をつけ，ロシア人と議論が

できるレベルを目指します。

テキスト（教科書）：

　マルガリータ・ボリーソヴナ・冨田，山田徹也著「コミュニケー

ションロシア語」（慶應義塾外国語学校2008 年発行），外国語学校事

務室で購入してください。

参考書：

　特にありませんが，和露辞典，露和辞典を必ず用意しておいてく

ださい。

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （春学期）

ロシア語インテンシブ（３・４年） 1単位 （秋学期）
コミュニケーション・ロシア語

春学期・秋学期：月２

講師 守屋 愛

授業科目の内容：

　ロシア語の全体的な特徴を語彙・文法・会話などの各方向から講

義していきます。また，それと同時に，ロシアの文化や社会を取り

上げたテキストを講読します。ビデオ教材も随時取り扱いながら，

さまざまな角度からロシア語へのアプローチを試みます。

テキスト（教科書）：

　“Читаем и говорим по-русски” А.Хавронина, Н. Крылова
　（注意：受講者のレベルに応じて変更することもあります）

　講義資料プリントは授業で配布します。

参考書：

　辞書を必ず使ってください。どちらかを持ちましょう。

　岩波『ロシア語辞典』／研究社『露和辞典』

朝鮮語第Ⅴ 1単位 （春学期）

朝鮮語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
朝鮮語で話そう！

春学期・秋学期：月５

講師 韓 晶恵

授業科目の内容：

・会話力向上のための基本的な文型・語彙などを身につけることを

本講義の基本目標とする。

・自由発表・聞き取りなどをもって授業時間中は会話練習を主な内

容とする。

・学習者の朝鮮語での発言意欲を積極的に促進かつ支援する。

・朝鮮語作文を通して基本的な文型・語彙などの練習を行なう。

・朝鮮・韓国の歴史や文化などの理解を助けるための内容をも取り

入れる。

テキスト（教科書）：

　初回の授業にて発表する。

参考書：

　著者：韓晶恵& 朴三植「スマート・ハングル・ベーシック」白帝

社2005 年出版

　著者：韓晶恵& 朴三植「シンプル・ハングル・ダイアログ」白帝

社2006 年出版

　著者：韓晶恵& 朴三植「サプリ韓国語要点集」白帝社　2009 年出

版

イタリア語第Ⅴ 1単位 （春学期）

イタリア語第Ⅴ 1単位 （秋学期）
イタリア語講読

春学期・秋学期：火５

講師 町田 亘

授業科目の内容：

　イタリア語文法の知識を深め，さらにイタリア社会の諸側面を知

るために原書の講読を行う。
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　今日のイタリアを理解するために，外国人向けのテキスト，イタ

リアの新聞，雑誌等から記事・章節を抜粋し，講読する。

テキスト（教科書）：

　プリント

ポルトガル語第Ⅴ（中級） 1単位 （春学期）

ポルトガル語第Ⅴ（中級） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：月２

講師 牧野 真也

授業科目の内容：

　基本的な文法項目と定型表現の確実な習得を目指します。文法項

目は、教科書と補助プリントを用いつつ、必要に応じて英語などと

対照させながら説明し、適宜、小テストで習得度を確認していく予

定です。

テキスト（教科書）：

　日向ノエミア著『ブラジル語でコミュニケーション』大学書林

参考書：

　池上岑夫他『現代ポルトガル語辞典』改訂版、白水社、2005年
　Perini, Mario A.: Modern Portuguese: A Reference Grammar, Yale 
University Press, 2002

ポルトガル語第Ⅴ（上級） 1単位 （春学期）

ポルトガル語第Ⅴ（上級） 1単位 （秋学期）
春学期・秋学期：木２

講師 牧野 真也

授業科目の内容：

　ポルトガル語運用能力の向上を目指します。

テキスト（教科書）：

　未定（受講者と相談して決定します）

参考書：

　日向ノエミア『ブラジル語でコミュニケーション』大学書林

　池上岑夫他『現代ポルトガル語辞典』改訂版、白水社、2005年
　Perini, Mario A.: Modern Portuguese: A Reference Grammar, Yale 
University Press, 2002

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
心とことばの認知科学

教授 辻 幸夫

授業科目の内容：

　本研究会では，ヒトの言語行動と心理過程について認知科学的観

点から多角的に検討します。

　私たち人間の言語はどのような構造と機能をもつのか，他者との

言語的・非言語的コミュニケーションはどのように遂行されている

のか，ヒトの認知能力や言語能力が統合的に宿る心とはどのように

なっているのか，というような疑問が出発点になります。言語の生

物的基盤，心理基盤，社会・文化的基盤，そして実際の言語現象や

心理過程について認知科学的に探求します。

テキスト（教科書）：

　当面は下記を使用します。その他については授業時に指示します。

　辻幸夫・井上逸兵（監訳）『比喩と認知：心とことばの認知科学』

研究社，2008 年
参考書：

　無数にあるので、担当者が関係したもの、入手の容易なもの、網

羅的なものを中心に便宜的に掲げます。トピック探索の参考にして

ください。

　辻幸夫（編）『ことばの認知科学事典』大修館書店，2001 年
　辻幸夫（編）『認知言語学キーワード事典』研究社，2002 年
　辻幸夫（編）『認知言語学への招待』大修館書店，2003 年

　山鳥重・辻幸夫『心とことばの脳科学』，大修館書店，2006 年
　辻幸夫（他訳）『ことばをつくる：言語習得の認知言語学的アプロ

ーチ』慶應義塾大学出版会，2008 年
　辻幸夫（他訳）『認知言語学のための14 章』紀伊國屋書店，2008 年
　辻幸夫「ことばの習得」『学びの認知科学事典』所収、大修館書

店、2009年
　鈴木晶（訳）『ことばの歴史：アリのことばからインターネットの

ことばまで』研究社、2001年
　山鳥重『ヒトはなぜことばを使えるか』講談社、1998年
　岩田誠・河村満（編）『神経文字学：読み書きの神経科学』医学書

院、2007年
　針生悦子（編）『言語心理学』朝倉書店、2006年
　山本耕二（編訳）『非言語行動の心理学：対人関係とコミュニケー

ション理解のために』北大路書房、2006年
　岡本真一郎『ことばの社会心理学（第3 版）』ナカニシヤ出版， 
2006 年

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
ビートルズのイギリス文化と創造する自己

教授 武藤 浩史

授業科目の内容：

　昨年度は、ビートルズの音と詩と文化に触れて盛り上がったので、

2010年度は、ビートルズを生む母胎となったイギリス1950年代の文

化を、英米関係やヨーロッパ大陸文化との繋がりも考慮に入れた広

い視野から勉強してみたい。

　ビートルズをその文献と音楽と詩の分析を通して議論する以外に、

ビート文学、実存主義、「怒れる若者たち」、イギリス・ニューウェ

イブ映画の作品を見、読み、語りあう。

具体的に考察対象となるのは、コリン・ウィルソン、ジャック・ケ

ルアック、アレン・ギンズバーク、アルベール・カミュ、ジャン・

ポール・サルトル、ジョン・オズボーン、アラン・シリトー、アー

ノルド・ウェスカー、ジョウン・リトルウッド、ハロルド・ピンタ

ー、サミュエル・ベケットらの作品の中から、いくつか。　　

　と同時に、「お勉強」するだけでなく、何かを創作するという実験

（または遊び）をしてみたい。上手い下手は問わない。履修者の希望

を聞いて、創作ワークショップを行う予定である。

　夏休みなどに合宿をやって、学生間の交流をはかるとともに、リ

サーチ・発表の基本を会得してもらうが、最終的な卒業制作は、論

文でも、創作でも、OK。

テキスト（教科書）：

　ハンター・デヴィス『ビートルズ』、その他は授業初回に指示しま

す。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
イギリスの文化と社会―イギリスの教育・階級と社会―

教授 太田 昭子

授業科目の内容：

　2010年度は「20世紀前半から現代におけるイギリスの教育・階級

と社会」を検討します。これは2009年度開講の「19世紀～20世紀前

半におけるイギリスの教育・階級と社会」の続編になりますが、2010
年度からの履修は勿論可能です。イギリスの社会構造の軌跡を、「教

育と階級」という視点を基軸に、少人数演習形式で多角的に分析し

ます。20世紀半ば以降は、アイデンティティ、エスニシティなどに

関わるトピックが多くなると予想されますので、皆で積極的に議論

しましょう。2009年度に引き続き、歴史認識を踏まえた議論が重視

されますので、歴史に関心のある学生の履修を歓迎します。

テキスト（教科書）：

1. 春学期に扱う文献（テキスト）は、ガイダンス翌週の第1 回目授

業で配布する文献表の中から、履修者と話し合いつつ決定します。

英語文献については、下記「授業科目の計画」の記載を参照して下

さい。
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2. 秋学期には特定の教科書は使用しない予定ですが、履修者の希望

によっては変更される可能性があります。

3. 全員が読むべき共通テキストのうち、入手しにくい論文などは必

要に応じプリントにして配布する予定です。

参考書：

　参考文献表を随時配布します。

人文科学研究会Ⅰ（３・４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３・４年）（人） 2単位 （秋学期）
現代アメリカ研究：　アメリカの愛国的保守と軍事文化

教授 鈴木 透

授業科目の内容：

　現代アメリカ社会の主要な対立軸である，「80 年代的ベクトル／

保守派／一国行動主義」と「60 年代的ベクトル／リベラル派／国際

協調主義」の両陣営の動向について隔年で取り上げる。今年度は前

者の順番にあたり，オバマ大統領が掲げた核なき世界の理想の実現

にとって恐らく大きな障壁となるであろう、アメリカ国内の保守派

に顕著な軍事力や武装社会に対する肯定的風土について検討する。

授業では、アメリカが民主主義を掲げながらも、それとは逆行する

かのような軍事力重視／礼賛の風土をも愛国主義と結び合わせる形

で同時に作りあげてきた経緯に着目し、その歴史的、文化的、社会

的要因を分析するとともに、それが直接的には軍とは関係のないど

のような装置や制度によって支えられ、保守派がそれにどう関与し

てきているのかを考察する。そして、テロとの戦いの現実と核なき

世界の理想の狭間で、保守派は軍事力や武装社会に対する態度をど

のように自ら修正する必要に迫れれているのか、それには領域横断

的に構築されたアメリカの愛国的軍事文化や民間武装の伝統のどこ

にメスを入れるべきなのかを考えていく。

テキスト（教科書）：

　多岐に渡るので授業で指示する。

参考書：

　鈴木透　　『実験国家アメリカの履歴書：　社会･文化･歴史にみ

る統合と多元化の軌跡』（慶應義塾大学出版会，2003）
　鈴木透　　『性と暴力のアメリカ：　理念先行国家の矛盾と苦悶』

　（中公新書、2006年）

人文科学研究会Ⅲ（３・４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅳ（３・４年）（人） 2単位 （秋学期）
アメリカ文化研究：　アメリカ女性史研究

教授 鈴木 透

授業科目の内容：

　アメリカ文化研究の方法や研究史の勉強と，特定のタイプのアメ

リカ論の分析を隔年で行う。今年度は後者の番で，昨今のアメリカ

研究の中でも活況を呈している分野の一つである、アメリカ女性史

研究の成果について検討する。これらの成果が、既存の歴史観やア

メリカ論にどのような一石を投じるものなのか、その潜在的可能性

を探るとともに、それは今後のアメリカ文化研究のあり方をどう方

向づける問題提起を含んでいるのか、いくつかの重要な著作の検討

を通じて考えてみたい。

テキスト（教科書）：

　取り上げる文献については，履修者の希望を聞いた上で最終決定

する。

参考書：

　鈴木透　　『実験国家アメリカの履歴書：　社会･文化･歴史にみ

る統合と多元化の軌跡』（慶應義塾大学出版会，2003）

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
日本語の姿

教授 小屋 逸樹

授業科目の内容：

　本研究会では、日本語を題材に、その文法的・言語社会文化的な

特徴を外国語と比較しながら考察します。ほとんどの学生の母語で

あるにもかかわらず、個別言語としての日本語の性格は、学校教育

でもあまり議論されてきませんでした。従来の国語の授業では、国

文法と称して動詞の活用などが教えられる程度で、英語を学ぶほど

日本語には大きな関心が向けられなかったというのが実情です。し

かし、人間の言語や文化を、自国のもの、あるいは他国のものとし

て学ぶ者にとっては、自分が使う言語がどのような特徴をもってい

るのかを理解することは極めて重要です。

　他の言語と比べながら、なるべく客観的に日本語の特色を多角的

に検証したいので、英語のみならず諸言語に興味をもっている学生

の受講を希望します。学生の発表と全員の議論を中核とする少人数

のゼミ形式をとりますので、万が一、受講希望者が多い場合は最初

の授業時に選抜します。受講希望者は必ず1回目の授業に参加してく

ださい。

テキスト（教科書）：

　最初の授業で紹介します。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
アメリカの文化と社会

教授 奥田 暁代

授業科目の内容：

　アメリカ研究（American Studies）の研究会であり、おもに人種／

エスニシティに関わる問題を取り上げている。非白人に対する差別

の歴史を振り返りながら、アメリカという国家のあり方について考

察する。授業では、さまざまな文献を読むことからはじめて、後半

では履修者各自が決めたテーマで研究発表をし、年度末に論文を作

成してもらう。

　2009年度は、隣同士の国でありながら、とくに人種やアイデンテ

ィティの問題に関しては異なる対応をしてきたカナダとアメリカ合

衆国の比較をテーマにした。カナダの多文化主義に関する文献を読

んだうえで、多様な民族・文化が混在するカナダがアメリカとどう

違うのか考察し、論文集をまとめた。

　2010年度は、人種主義の代名詞のようなアメリカ南部をテーマに

する。初のアフリカ系アメリカ人大統領が誕生したことを否定的に

みている人が多いと言われるこの地域の歴史を振り返りながら、な

ぜ人種差別の思想・政策が生まれたのか、人種に基づく差別とは何

なのか、どのように社会に影響を与えているのか、など考えていく。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
アメリカ文化研究-パフォーミング・アーツを中心に

教授 常山 菜穂子

授業科目の内容：

　本研究会では，植民地時代から21 世紀までのアメリカの社会と文

化をパフォーミング・アーツ（表象芸術）の視点から考察します。

戯曲テクストに限らずダンスのような身体表現やブロードウェイ・

ミュージカル，大衆芸能、ディズニーなども射程に，これらの表象

が，いかに同時代の政治経済，国家国民，思想宗教の影響を意識的

／無意識的に受けながら形成されているかを検討し，舞台に反映さ

れた「アメリカ」の諸相を前景化していきます。

　その際には多様なアプローチ方法があります。たとえば，人種，

ジェンダー・セクシュアリティ，階級格差，地域性（例：ブロード

ウェイの特色），日本との比較（例：劇団四季や宝塚との相違），音

楽や映画との関連，スポーツの演出、エンターテイメント法といっ

た論点も考えられるでしょう。担当者自身は主に初期の演劇文化を

研究していますが，当研究会の履修者と共に，アメリカにおけるさ

まざまなパフォーマンス・シーンについて学びたいと思っています。

テキスト（教科書）：

　資料プリントを配布します。

参考書：

　授業内で指定します。
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人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
＜映画史＞とは何か？―イギリス映画から世界へ

准教授 佐藤 元状

授業科目の内容：

　本研究会では，イギリス映画の「知られざる」傑作群の視聴や議

論を切り口として，＜映画史＞とは何かという哲学的な問いを考察

します。春学期は，イギリス映画の古典的な作品を視聴し，英語お

よび日本語の文献講読を交えながら，映画をアカデミックに批評す

るためのノウハウを蓄積します。秋学期は，イギリス映画の特性を

「グローバルな」観点から相対的に把握するために，南北アメリカ，

ヨーロッパ，中東，アジア，アフリカ，オセアニアの映画を幅広く

視聴し，議論します。グローバル化の時代にふさわしいグローバル

な知識と好奇心を養い，各自の関心をアカデミックな映画批評にま

で高めることを最終的なゴールとします。

テキスト（教科書）：

　春学期のテキストには、デイヴィッド・ボードウェル、クリステ

ィン・トンプソン『フィルム・アート映画芸術入門』（名古屋大学出

版会、2007年）を使用する予定です。

参考書：

　授業中に紹介していきます。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
芸術と文学・思想から見た近代

　および現代のドイツ語圏とヨーロッパ

教授 岩下 眞好

授業科目の内容：

　「ドイツ語圏およびヨーロッパの近・現代の芸術と文学・思想」

という全体テーマで，まず最初は，受講者の関心に応じて，とりあ

えずの共通基本文献を選び，それを読み進めて討議を重ねてゆく。

その後の具体的な内容は受講者の個別の問題意識に応じて設定し，

講義，検証（写真，CD その他），研究報告，討論などを折りまぜて

進める。文学，音楽，造形芸術，建築，思想など，幅広い分野を適

宜取り扱う。対象への受講者の積極的な関心を期待する。

参考書：

　その都度指示する。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
教授 許 光俊

授業科目の内容：

　前期は日本、後期は外国の奇妙な小説を読みたいと思う。時々は、

風変わりな映画を見（に行っ）たりもするかもしれない。

　最近私は、『罪と罰』に登場する娼婦ソーニャの最初の客は、父親

の上司であり、しかも他ならぬ父親自身によって売り渡されたとい

う恐ろしい解釈を知って、ショックを受けた（さらに、このおぞま

しい事実が、ある日本の学者が指摘するまで世界中の誰も気づかな

かったということにも）。そういう恐ろしい発見ができればよいので

あるが。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
現代ドイツ研究

教授 三瓶 愼一

授業科目の内容：

　戦後ドイツの政治・社会・言語・文化に関する種々の問題を扱う。

参加者の関心に応じて，自力で資料を集め，Referat にまとめて発表

し，全員で議論を重ねることによって，最終的には１つの論文に仕

上げることが目標である。

　これまで扱ってきたテーマには，東西ドイツ分断の経緯，東西ド

イツ国境事情，ベルリーンの壁の建設と崩壊，各政党の成立と政策，

社会民主党の歴史，ヴィリー・ブラント，兵役義務，ドイツ語の人

名，ドイツと日本の言語政策，戦後ドイツの知識人，ドイツの政治

教育，68年運動と緑の党の誕生などがあった。この他のテーマもも

ちろん歓迎である。

　参加者諸君と協議のうえ，合宿形式で発表・討論を行うこともある。

　なおドイツ連邦共和国に関する問題を中心とするが，参加者の希

望によっては，ドイツ語圏の他の国々についてのテーマを扱うこと

も妨げない。

テキスト（教科書）：

　追って指示する。

参考書：

　追って指示する。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
フランス語圏の文化と社会

教授 鵜崎 明彦

授業科目の内容：

　少人数のゼミ形式でフランス及びフランス語圏の近現代文化を考

察します。加えて、例えばフランス文化と近代日本、逆に近代フラ

ンスと日本文化といった、異文化コミュニケーションも問題意識と

して持ちながら、研究会を進めたいと考えています。

［春学期］毎年テーマを一つ設定し、講義、文献の講読、討論で授業

を構成しています。

　2009 年度は「文化遺産を考える−博物館、歴史的記念物そして国

民 国 家 」 と い う テ ー マ で 、 フ ラ ン ス 革 命 期 の い わ ゆ る

«vandalisme»（旧体制を象徴する文物の破壊）から文化財を保護すべ

くルーヴル美術館等が誕生し、さらに19世紀半ばに歴史的建造物の

保護行政が成立する過程を、フランス語の一次資料の講読を通して

たどりながら、国民の文化遺産«patrimoine»という観念の形成を考察

しました。

　2010年度は「ジャポニスムと産業競争−近代デザインの生成」とい

うテーマで、19世紀後半の西洋における日本の美術・工芸に対する

熱狂、いわゆるジャポニスムの背景の一端を考察します。当時西洋

では産業競争が激化する中、万国博覧会の開催を契機にデザイン改

良運動が本格化しますが、その時万博を舞台に登場したのが日本の

美術・工芸品でした。ジャポニスムの一つの、そして重要な側面で

ある西洋近代デザイン形成との関係を、フランス語の一次資料を講

読しながら検証・考察していく予定です。また、西洋のジャポニス

ムを見すえた明治期日本の美術政策についても触れたいと考えてい

ます。

［秋学期］学生諸君個々のテーマに基づいて研究発表をしてもらいま

すが、テーマは春学期の内容に

即したものでも、独自のテーマでも、どちらでも構いません。発表

と討論を経ながらさらにテーマを掘り下げていってもらいます。

　以上が授業展開のアウトラインですが、学生諸君の関心に従って

柔軟な対応をいたします。

テキスト（教科書）：

　プリントにて配布いたします。

参考書：

　授業中に随時紹介いたします。

　
共
通
科
目
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人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
Société française-Etudes comparatives

准教授 アンリ， ナタリー

授業科目の内容：

　Le domaine de ce cours est, au sens large, la société française, en elle-
même ou dans une perspective comparative, vue à travers l'étude d'un 
thème choisi en commun au début de chaque semestre. Ce choix est 
librement modulable selon les intérêts (exemples récents: l'aide au 
développement de la France à l'Afrique, nationalisme et enseignement, les 
conditions d'implantation d'entreprises françaises au Japon). L'état de la 
recherche de chacun est exposé régulièrement, et le travail doit mener à la 
rédaction en français d'un court rapport. Le cours se divise en exposés, 
orientation de la recherche, discussions. Le but de ce cours est non 
seulement l'acquisition de connaissances, l'approfondissement de la 
maîtrise de la langue française, mais encore l'entraînement à la pratique et 
à la présentation de la recherche.
テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義資料プリントを配布します。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
現代中国政治と社会―原典資料で読み解く現代中国の歩み

教授 林 秀光

授業科目の内容：

　現代中国政治史を紐解くと，反右派闘争，大躍進，文化大革命，

天安門事件など，執政者の圧制や，政策の失敗といったような救い

がたい気持ちにさせられる歴史事実が続きます。しかし，そういっ

た歴史の流れのなかで，そこに生きる人々は共産党支配のもつ矛盾

や社会に存在する様々な問題に直面し，なんらかの形で自由で民主

的な国づくりを目指していました。また，そういった努力や期待が

ときには現代中国の歴史を大きく変える契機にもなりました。本研

究会では，真実を訴えたがために歴史の舞台から追われた勇気ある

人々の「もがき」が感じられる原典資料を読み解き，現代中国の政

治と社会に存在する核心的な問題がなにかを探ってみたいと思いま

す。

　同時に，中国の時事問題についても注目し，適宜に資料を読みデ

ィスカッションしていきたいと思っています。昨年は中国の選挙制

度，日中関係，中国の80年代生まれの世代などについての著作を日

本語と中国語で読みました。

テキスト（教科書）：

　中国語文献は配布します。

　日本語文献はテーマに応じて適宜に指示します。

参考書：

　テーマに応じて適宜に指示します。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
スペイン語圏の文化と社会（歴史的視点から）

教授 大久保 教宏

授業科目の内容：

　スペイン語圏（スペイン，ラテンアメリカなど）の文化と社会に

関してより深く理解し，研究したい人のためのゼミです。スペイン

語圏を扱う人文科学研究会はもう一つ，本谷先生担当のものがあり

ますが，そちらは現状分析を中心とし，こちらの研究会は歴史的視

点からの分析を主に行います。ナマの歴史資料（一次資料）や，研

究書（二次資料）を精読し，討論しながら，履修者各自の問題関心

を深めていきます。2 年間履修し，修了論文を提出すれば，副専攻

修了を認定します。

　これまで，「キューバにおける野球の歴史―ナショナリズムと帝国

主義の狭間で」，「メキシコが歩んだ道―独立から革命へ」，「カリブ

海のるつぼ―小国ドミニカ奮闘の500年」といった題目の修了論文が

出されています。現在は「フリーダ・カーロの苦悩」，「中米バナナ

共和国の歴史」，「ラテンアメリカの世界遺産」，「カタルーニャの特

異性」，「メキシコ壁画運動」，「メキシコ教育史」，「メキシコの犬の

歴史」，「これまでのカストロの歩み」，「ラテンアメリカの大都市」，

「スペインのイスラーム」，「アルゼンチンの日系移民史」といったテ

ーマを掲げる学生が集まっています。

　また，フィールドワークと親睦を兼ねて，スペイン（三田），アル

ゼンチン（赤羽橋），ペルー（五反田），ハイチ（新橋），キューバ

（築地），メキシコ（都内随所）など，三田キャンパス近辺にある各

国料理店を探訪しようと思っています。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
スペイン語圏の社会と文化（現状分析を中心に）

准教授 本谷 裕子

授業科目の内容：

　この研究会では，スペイン･ラテンアメリカ諸国をはじめとするス

ペイン語圏の社会や文化について理解し学んでいきます（ポルトガ

ル語圏のブラジル･フランス語圏のカリブ海の国々も含む）。テーマ

はずばり「スペイン語圏に学ぶ！」。日本に生きる私たちを取り巻く

様々な問題をスペイン語圏の事例・発想を応用することによって解

決できないか、できたら何だかうれしいよね、というのがわが研究

会のスタンスです。

　スペイン語圏について学ぶ研究会には大久保先生担当のものもあ

りますが，こちらでは当該地域の現状分析に焦点を当てていきます。

スペイン･ラテンアメリカと一口にいってもその地域は広範にわたり

ますし，異文化コミュニケーション，貧困問題，環境問題，人種問

題，教育問題，移民問題，映画や美術などさまざまなアプローチか

らの研究が可能であるがゆえ，みなさんの関心や研究テーマも多岐

にわたるはず。研究会活動を通じて私自身，みなさんとともにこれ

まで知らなかったスペイン語圏の国々の社会や文化について学んで

いきたいと思っています。

　授業では日本語文献と外国語文献（英語，スペイン語）の精読と

討論をおこなうとともに，みなさんには自分の関心に沿った研究テ

ーマを設定してもらい，それについての研究発表も並行しておこな

います。2 年間履修し修了論文を提出した場合には副専攻修了を認

定しますが，論文は書かないがこの研究会で勉強したいという人も

もちろん歓迎します。

　教室内での研究会活動はもちろんのこと、「食」にまつわるフィー

ルドワークも当研究会の重要なミッション。本年もはりきってまい

りましょう♪　

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
朝鮮半島の社会と文化

専任講師 礒﨑 敦仁

授業科目の内容：

　朝鮮半島の社会・文化を題材に，自らの問題意識を鮮明にし，そ

れを解明する力を養っていく。少人数のゼミ形式。担当者の専門領

域は北朝鮮だが，学生諸君の関心にも柔軟に対応していきたい。

　春学期は，北朝鮮現代史に関する文献を輪読する。同国に対する

知見を深めるのみならず，地域研究の手法，広くは学術論文の読み

方と議論のやり方の基礎を学ぶ。秋学期は，各自の関心に基づいた

研究発表を行ってもらう。研究テーマは，広く朝鮮半島の社会・文

化に関わることであれば受け入れる予定。

テキスト（教科書）：

　鐸木昌之『北朝鮮―社会主義と伝統の共鳴』東京大学出版会，1992
年。
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参考書：

　徐大粛『金日成と金正日―革命と主体思想』岩波書店，1996 年。

　崔銀姫・申相玉『闇からの谺―北朝鮮の内幕』上下巻，文春文庫，

1989 年。

人文科学研究会Ⅰ（３年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅲ（４年）（人） 2単位 （春学期）

人文科学研究会Ⅱ（３年）（人） 2単位 （秋学期）

人文科学研究会Ⅳ（４年）（人） 2単位 （秋学期）
専任講師 熊野谷 葉子

授業科目の内容：

　グリンカからリムスキー＝コルサコフに至るいわゆるロシア国民

楽派の音楽を中心に、そこに現われる民謡や風俗、歴史的事件につ

いて調べ、考えます。音楽や映像も視聴しつつ、講義と参加者によ

る発表、討論で進めていきます。

テキスト（教科書）：

　指定なし。

参考書：

　授業中に紹介します。

自然科学研究会Ⅲ（３・４年）（自） 2単位 （春学期）
物理学

教授 下村 裕

授業科目の内容：

　小人数のゼミ形式で，興味ある不思議な現象を物理学的に解明す

ることを通して，「問の発見」から「問いの答え」に至る物理学的研

究過程，数理的・論理的思考方法，そして科学論文の書き方やプレ

ゼンテーションの技法を学ぶ。理論や実験からの学習ではなく，各

自が興味をもつ現象をまず見つけることから授業が始まる。その現

象はどんなものでも良いが，物理学的に研究するので，実験や観測

等が可能な，身近な現象が望ましい。これまで研究したテーマは，

「アメンボの水上運動」，「刀の不安定配置」，「オイラーディスク」で

あるが，その他にもさまざまなものが考えられる。研究はグループ

で行っても個人で行っても良いが，現象発生の物理的機構を継続し

て徹底的に調べる。（参照URL http://web.hc.keio.ac.jp/~yutaka/）
参考書：

　下村裕，比名祥子，渋谷友彦，安田有衣，「日本刀の安定配置交換

と打撃の中心」，教養論叢129, 1-11 (2008).
　下村裕研究会・下村裕，「Denny のパラドックス再考」，慶應義塾

大学日吉紀要　自然科学42, 17-25 (2007).
　下村裕，「ケンブリッジの卵―回る卵はなぜ立ち上がりジャンプす

るのか」，慶應義塾大学出版会，2007.

自然科学研究会Ⅳ（３・４年）（自） 2単位 （秋学期）
物理学

教授 下村 裕

授業科目の内容：

　小人数のゼミ形式で，興味ある不思議な現象を物理学的に解明す

ることを通して，「問の発見」から「問いの答え」に至る物理学的研

究過程，数理的・論理的思考方法，そして科学論文の書き方やプレ

ゼンテーションの技法を学ぶ。理論や実験からの学習ではなく，各

自が興味をもつ現象をまず見つけることから授業が始まる。その現

象はどんなものでも良いが，物理学的に研究するので，実験や観測

等が可能な，身近な現象が望ましい。これまで研究したテーマは，

「アメンボの水上運動」，「刀の不安定配置」，「オイラーディスク」で

あるが，その他にもさまざまなものが考えられる。研究はグループ

で行っても個人で行っても良いが，現象発生の物理的機構を継続し

て徹底的に調べる。（参照URL http://web.hc.keio.ac.jp/~yutaka/）
参考書：

　下村裕，比名祥子，渋谷友彦，安田有衣，「日本刀の安定配置交換

と打撃の中心」，教養論叢129, 1-11 (2008).
　下村裕研究会・下村裕，「Denny のパラドックス再考」，慶應義塾

大学日吉紀要　自然科学42, 17-25 (2007).

　下村裕，「ケンブリッジの卵―回る卵はなぜ立ち上がりジャンプす

るのか」，慶應義塾大学出版会，2007.

自然科学研究会Ⅲ（３・４年）（自） 2単位 （春学期）
分子生物学原著論文講読

専任講師 小野 裕剛

授業科目の内容：

　法律学や政治学を専攻する場合でも，分野によっては高度な生物

学の知識が求められる場合があります。このクラスでは生物学の原

著論文をどのように読みこなしたらよいかを学びます。春学期は教

員が指定した論文を全員で読みながら，分子生物学分野で使用され

る基本的な研究テクニックの原理やデータの読み方を指導します。

　二年目の受講となる４年生は自らテーマを選び、論文収集を行い

ます。

テキスト（教科書）：

　Nature, Science, Cell など一流の科学雑誌から抜粋した記事を用い

ます。メディアセンターの電子ジャーナルからダウンロードできま

すが，どの記事を採用するかは未定です。

参考書：

　日本語の参考書として，以下のものを挙げておきます。事前に購

入する必要はありません。

　井出利憲『分子生物学講義中継』（羊土社），Alberts「細胞の分子

生物学」（ニュートンプレス）

　高木利久『これからのバイオインフォマティクスのためのバイオ

実験入門』（羊土社）

自然科学研究会Ⅳ（３・４年）（自） 2単位 （秋学期）
分子生物学原著論文講読と実験シミュレーション

専任講師 小野 裕剛

授業科目の内容：

　法律学や政治学を専攻する場合でも，分野によっては高度な生物

学の知識が求められる場合があります。このクラスでは生物学の原

著論文をどのように読みこなしたらよいか，またその研究を遂行す

るにはどのような手段があるのかを学びます。秋学期は自分の興味

がある分野の論文を収集し，次にどのような実験を展開するかを考

えます。

　二年目の履修となる４年生は、春学期に読んだ論文を再編し、総

説（まとめ論文）を書き上げることを目標にします。

テキスト（教科書）：

　Nature, Science, Cell など一流の科学雑誌から抜粋した記事を用い

ます。メディアセンターの電子ジャーナルからダウンロードできま

すが，どの記事を採用するかは受講者と相談の上で決定します。

参考書：

　日本語の参考書として，以下のものを挙げておきます。事前に購

入する必要はありません。

　井出利憲『分子生物学講義中継」（羊土社），Alberts「細胞の分子

生物学」（ニュートンプレス）

　高木利久『これからのバイオインフォマティクスのためのバイオ

実験入門」（羊土社）

自然科学特論Ⅰ（３・４年）（自） 2単位 （春学期）
多様な現象と力学法則の関連

講師 吉澤 徴

授業科目の内容：

　台風のような流れに関連する自然現象を理解するために，現象に

密接する物体の運動，圧力などに関する基本事項の解説から始めま

す。そのような知識を用いて流れの重要な性質の説明を行い，台風

における風向を決めるコリオリ力などを理解します。説明に際して

は，数式を極力減らし，直感的見方で補うことにします。

テキスト（教科書）：

　特にありません。

参考書：

　適宜紹介します。
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自然科学特論Ⅱ（３・４年）（自） 2単位 （秋学期）
磁力線にまつわる自然科学現象

講師 吉澤 徴

授業科目の内容：

　自然科学現象では，磁場（磁力線）が重要な役割を演じている事

例が多々あります。そのような現象を理解するために，磁石のN 極
とS 極がなぜ引き合うかというような簡単な事項の解説からはじめ

ます。そこで得られた磁力線に関する基本的な知識を用いて，オー

ロラを理解するために地球や太陽などにおけるさまざまな現象の考

察を行います。

テキスト（教科書）：

　特にありません。

参考書：

　適宜紹介します。

自然科学特論Ⅰ（３・４年）（自） 2単位 （春学期）
動物の生きざまとそのロジック

講師 篠原 正典

授業科目の内容：

　交尾をしながら交尾相手の雌に食べられる雄のカマキリ。条件が

整えばメスからオスにあるいはオスからメスに性転換する魚たち。

同性間で疑似交尾を繰り返すイルカたち…動物はどのようにして生

きているのか。それは、自然のしくみのなかでなぜそうなっている

のか。そして、それは彼らにとってなぜそうであるのか。動物の行

動・生態のわかりやすい紹介を通し、動物行動学、生態学、進化生

物学などの自然科学分野の成果から、生物が現在どのように理解さ

れているのかを、難しい数式を用いずに解説する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　JRクレブス・NBデイビス『進化からみた行動生態学』（蒼樹書

房）、長谷川真理子他『行動・生態の進化』（岩波書店）

自然科学特論Ⅱ（３・４年）（自） 2単位 （秋学期）
生物としてのヒト、その自然との関わり方

講師 篠原 正典

授業科目の内容：

　現代生物学において、ヒトは様々な角度から説明されるようにな

ってきた。動物行動学、行動生態学、霊長類学、進化心理学などの

成果を交えつつ、まずヒトが自然科学の分野でどのように捉えられ

ている生き物であるかを論じる。次に、そのようなヒトが、他の生

物種とそして自然全体と、過去どのように関わってきたか、現在ど

のように関わっているかを概観し、「環境問題」として括られている

人文科学的な問題を自然科学の視点から考察し、受講生とともにそ

の解決策を模索する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

参考書：

　IEアイベスフェルト『ヒューマン・エソロジー』ミネルヴァ書房、

小田亮『ヒトは環境を壊す動物である』（ちくま新書）、山極寿一『人

類進化論』（裳華堂）、松田裕之『生態リスク学序説』（共立出版）

実践自然科学（４年）（自） 2単位 （秋学期）
実験要素を含む4 年生のための自然科学

文学部教授 大場 茂
教授 小林 宏充

商学部教授 福澤 利彦

授業科目の内容：

　実験やデモンストレーションなど，実験要素を取り入れて，自然

科学の考え方や方法論を教えることに重点を置いた授業とします。

全体説明のガイダンスの後，化学，生物学，物理学の3 分野の教員

が，それぞれの分野において，4 回ずつ異なるテーマで授業を行い

ます。実験要素を含むことが本科目の特徴であるため，受講生諸君

が授業に参加して自ら考えることが必要となります。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。講義時に資料・プリントを配布します。

参考書：

　特に指定しません。

数学Ⅴ（数） 2単位 （春学期）
行動科学における数学（確率論）

講師 松岡 勝男

授業科目の内容：

　数学は、自然科学・工学はもとより、社会科学・人文科学におけ

るいろいろな現象の解明のための基本的な道具としての役割を果た

している。そこで、テーマとしては、

（1）現代数学の最も重要な基礎をなし、哲学や論理学の現代化にも

著しい影響を与えている「集合論」

（2）統計学をはじめとして、物理学・工学・経済学・制御理論・学

習理論・ORなど、非常に広汎な分野に現れる「確率論」、「エントロ

ピーとマルコフ連鎖」

（3）経済・社会・政治などで現れる競争状態の数学的モデルを扱う

「ゲームの理論」

などについて、適宜選択の上、「行動科学における数学」という立場

から講義する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

数学Ⅵ（数） 2単位 （秋学期）
行動科学における数学（エントロピーとマルコフ連鎖）

講師 松岡 勝男

授業科目の内容：

　数学は、自然科学・工学はもとより、社会科学・人文科学におけ

るいろいろな現象の解明のための基本的な道具としての役割を果た

している。そこで、テーマとしては、

（1）現代数学の最も重要な基礎をなし、哲学や論理学の現代化にも

著しい影響を与えている「集合論」

（2）統計学をはじめとして、物理学・工学・経済学・制御理論・学

習理論・ORなど、非常に広汎な分野に現れる「確率論」、「エントロ

ピーとマルコフ連鎖」

（3）経済・社会・政治などで現れる競争状態の数学的モデルを扱う

「ゲームの理論」

などについて、適宜選択の上、「行動科学における数学」という立場

から講義する。

テキスト（教科書）：

　特に指定しません。

統計学Ⅲ（３・４年）（統） 2単位 （春学期）
推測統計学入門

講師 望月 要

授業科目の内容：

　この授業では確率分布や統計的検定の基本的な概念の説明から始

め，推測統計の基本的な考え方と技法を講義する。複雑な数式や数

学的議論には立ち入らず，「文系の統計ユーザ」のための授業をおこ

なうが，特定のコンピュータ・ソフトウェアの使い方やハウツー的

な知識ではなく，統計手法の基礎にある考え方や原理を理解するこ

とを目指す。受講者は，記述統計学の初歩的知識を有することが望

ましいが，学期当初の授業で必要部分については簡単な復習をおこ

なう。また参考書を利用して独学で補うことは十分に可能である。

主なテーマは「授業計画」に挙げたものを予定しているが，受講者

の希望により変更が可能である。要望があれば，初回授業の際に相

談したい。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない（配布資料に沿って授業をおこなう）。

参考書：

　鷲尾泰俊  (1983). 日常のなかの統計学　岩波書店 (ISBN 
4-00-007636-1).
　他にも初回ガイダンス時に紹介する。
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統計学Ⅳ（３・４年）（統） 2単位 （秋学期）
多変量解析入門

講師 望月 要

授業科目の内容：

　この授業では多変量解析法と呼ばれる統計手法について初心者向

けに講義する。

　授業では“データの解析”よりも“現象の解明”に重きを置く。多変

量解析はコンピュータ処理が前提となるが，この授業は特定の解析

ソフトウェアの実習ではなく，いろいろな解析手法の考え方を理解

し，多変量解析を利用するに当たっての問題の立て方，解析結果の

読み方，考察のしかたなどを習得して貰いたい。

　受講者は必ずしも『統計学Ⅲ』を履修している必要はないが，統

計的概念について基礎知識を持っている必要がある。少なくとも以

下の用語―分散，統計的有意性，有意水準，相関，相関係数― は理

解していて欲しい。但し，受講者から希望があれば，学期当初の授

業で最低限の復習をおこなうことは可能だと思う。また参考書を利

用して独学で補うこともできる。

テキスト（教科書）：

　特に指定しない（配布資料に沿って授業をおこなう）。

参考書：

　初回ガイダンスおよび授業中随時紹介する。

情報処理Ⅴ（情） 2単位 （春学期）
データベース，オンライン・ジャーナルをつかってレポート作成

に備える

講師 河村 和徳

授業科目の内容：

　慶應義塾大学では，学生に対し様々なデータベースやオンライン・

ジャーナルが提供されており，その規模は日本の大学の中でも高い

水準にある。これらはレポートや卒業論文の作成に有用であるにも

かかわらず，多くの学生はこれらのデータベースやオンライン・ジ

ャーナルに気づくことはないのが現状ではないだろうか。この講義

では，法学部生に有用と思われるこれらのデータべース，オンライ

ン・ジャーナルをとりあげ，利用方法について解説する。そして実

際に検索やデータのダウンロード等を行ってもらう。履修者は，こ

うした経験を各自のレポート作成等に活かせるようにしてもらいた

い。

　また，プレゼンテーションの技法について入門的な内容も講義す

る予定でいる。

テキスト（教科書）：

　とくに指定はしない。

参考書：

　とくに指定はしない。

情報処理Ⅵ（情） 2単位 （秋学期）
よりよいレポート・卒論のために

講師 河村 和徳

授業科目の内容：

　本講義は，政治学科で作成するレポートや卒業論文の内容をより

よくするためにどうしたらいいか，考えることを目的としている。

とりわけ，研究を進める上で適切なデータ，そして計量的な手法に

はどんなものがあるのかを指摘し，また先行研究についても示唆し

ていく予定である。そのため，履修者がすでにレポートないしは卒

業論文を作成していることを前提して，講義を進めることにする。

　履修者には，みずからの研究が具体的にどうであるのか，最低１

回は報告する義務がある。なお，この講義では，計量的な手法を学

ぶことが目的ではないので注意すること。

テキスト（教科書）：

　とくに利用しない

参考書：

　佐藤博樹・石田浩・池田謙一「社会調査の公開データ- 2 次分析へ

の招待」東京大学出版会，2000年
　増山幹高・山田真裕『計量政治分析入門』東京大学出版会，2004
年

統計情報処理Ⅰ（情） 2単位 （春学期）
データ分析の基礎

講師 石上 泰州

授業科目の内容：

　この授業では，パソコンを利用してデータを分析するために必要

な基礎的な知識と技法を学ぶ。授業で目標とするのは，SPSS
（Statistical Package for the Social Sciences）という社会科学のための統

計ソフトを利用して，初歩的なデータ分析を行えるようになること

である。データを適切に使いこなすことができれば，より説得力の

ある議論を展開することが可能になるので，授業を通じてデータの

取り扱いの基礎，データ分析の基礎を身につけていただきたい。な

お，履修に際してパソコンや統計学についての知識は不要である。

履修者には何も基礎知識がないということを前提に授業を進めるの

で，初心者の人も履修してもらいたい。

テキスト（教科書）：

　適宜，資料を配布する。

参考書：

　適宜，資料を配布する。

統計情報処理Ⅱ（情） 2単位 （秋学期）
SPSS を利用したデータ分析

講師 石上 泰州

授業科目の内容：

　この授業では，「統計情報処理Ⅰ」に引き続き、SPSSという統計

ソフトを利用してデータを分析するために必要な基礎的な知識と技

法を学ぶとともに，自らの問題関心にしたがいつつ，実際に統計的

な分析を行っていく。標準的には，自らテーマを設定し，自分の考

えにもとづいて「仮説」をたて，その仮説の検証に必要なデータを

収集，整理し，統計的な分析を通じて仮説の妥当性を検証する，と

いう手順をふむ。そして最後には，これら一連の作業についてのプ

レゼンテーションを行ってもらう。なお，この授業は春学期の「統

計情報処理Ⅰ」で学んだ知識や技法を前提に授業を進めるので，あ

らかじめご了承されたい。

テキスト（教科書）：

　適宜，資料を配布する。

参考書：

　適宜，資料を配布する。

統計情報処理Ⅲ（情） 2単位 （春学期）
回帰分析を習得する

講師 河村 和徳

授業科目の内容：

　近年，パーソナル・コンピュータの演算処理速度があがり，かつ

て大型計算機を使用していた時代と比べ，計量分析を行うことは比

較的容易になった。しかし，その一方で，統計的意義を考えずに使

用しているケースも散見されるようになった。

　この講義では，多変量解析を行ううえで基本となる回帰分析に焦

点をあて，その手法，変数選択の留意点等を実習を通じて習得する

ことを目的とする。講義は，単純な回帰分析から重回帰分析，共分

散構造分析，数量化理論と，実際のデータを参考に積み上げ式で進

めていく。

テキスト（教科書）：

　とくに使用しない

参考書：

　とくに使用しない

統計情報処理Ⅳ（情） 2単位 （秋学期）
分析手法のバリエーションを増やす

講師 河村 和徳

授業科目の内容：

　この講義では，統計情報処理ⅠからⅢまでの間で講義されなかっ

た分析手法をいくつか紹介し，より研究の幅を広げることを目的と

する。統計情報処理ⅠからⅢで取り上げられなかった分析手法の全

てを網羅することはできないが，比較的，学会論文でみかける分析

手法をピックアップし講義をしたいと思う。具体的には，質的変数

を主成分分析のように扱える数量化理論Ⅲ類や尺度の信頼性分析，
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時系列的な変化を分析するうえで有効なARIMA モデル等である。

　また，講義の最後では実際にあるデータ（サーベイ，アグリゲー

ト）を用い，習得した手法を用いて課題報告をしてもらうことにな

る。

テキスト（教科書）：

　とくに使用しない

参考書：

　とくに使用しない

統計情報処理Ⅲ（情） 2単位 （春学期）
講師 岡田 陽介

授業科目の内容：

　この授業の目的は，計量分析の手法を学ぶことによって，統計的

手法を用いた論文を読むための基礎的な知識を身につけ，また，履

修者自身が仮説を立て，分析ができるようになることにある。授業

では，統計解析ソフト「Stata」を用いて，履修者自身が実際に操作

をしながらデータ処理・統計分析を行い，Stataの基本的操作を身に

つけるとともに，自身の仮説を立てた上で，重回帰分析の手法を用

いた分析を行えるようになることを目標とする。

テキスト（教科書）：

　特に指定はしない。適宜，資料を配布する。

参考書：

　増山幹高・山田真裕『計量政治分析入門』東京大学出版会，2004年。

　石黒格（編）『Stataによる社会調査データの分析』北大路書房，

2008年。

　その他，授業内で適宜紹介する。

統計情報処理Ⅳ（情） 2単位 （秋学期）
講師 岡田 陽介

授業科目の内容：

　この授業の目的は，計量分析の手法を学ぶことによって，統計的

手法を用いた論文を読むための基礎的・応用的な知識を身につけ，

また，履修者自身が仮説を立て，そうした統計的手法を用いた分析

ができるようになることにある。授業では，「統計情報処理Ⅲ」を引

き継ぎ，統計解析ソフト「Stata」を用いたデータ処理・統計分析を

行う。授業では主に回帰分析の応用的な手法を用いた分析に重点を

置く。また，授業内で履修者が自身の分析結果を報告し，内容を改

善していく中で，最終レポートを完成させることを目標とする。

テキスト（教科書）：

　特に指定はしない。適宜，資料を配布する。

参考書：

　増山幹高・山田真裕『計量政治分析入門』東京大学出版会，2004年。

　石黒格（編）『Stataによる社会調査データの分析』北大路書房，

2008年。

　その他，授業内で適宜紹介する。
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