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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス。以下の内容には変更の可能性あり。

特になし。 ０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

同書p.33-34

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。 学力に応じて。

同書ｐ.34-35

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。 学力に応じて。

同書ｐ.35-36

学力に応じて。

日本語の論文＋BOREL， Le nom de FAMILLE,ｐ.32

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。 学力に応じて。

学力に応じて。

第11回

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。 学力に応じて。

同書ｐ.40-41

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。

同書ｐ.41-42

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。

学力に応じて。

第9回

第10回

同書ｐ.39-40

第7回

第8回

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。

同書ｐ.36-37

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。 学力に応じて。

同書ｐ.37-38

学力に応じて。

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。 学力に応じて。

同書ｐ.38-39

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。

テーマ・概要
テーマ：フランス家族法
概要：フランス家族法を学びつつ、フランス語を勉強する。

フランス語を学習しつつ、フランス家族法を理解し、わが国の家族法との差異についても考えられるようになることを目標とする。
到達目標

授業の計画と準備学修

民法特殊研究Ｉ

高橋　朋子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060310013

2018年度 前期
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第12回

第13回

同書p.42-43

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
分担を決めて家族法関連の論文とフランス語の文献を読んでいく。

成績評価の方法
発表の内容によって判断する。授業態度や、出席が悪い場合は、マイナス評価となる。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
フランス語やフランス法に関心のある者を対象とする。
フランス語がある程度読めること。

テキスト
以下のテキストを読む予定であるが、変更の可能性もある。初回にテキストを提示する。
Jean-Philippe BOREL， Le nom de FAMILLE,territorial　2013

参考書

学力に応じて。

同書ｐ.143-44

木村健助『フランス法の氏名』1977年
Jacques　MASSIP，Le nom de FAMILLE,　DEFRENOIS　2005
Ghislaine JEANNOT−PAGES,Au　Nom　du　p?re，Pulim　2008

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

学力に応じて。

学力に応じて。

第15回

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。 学力に応じて。

同書ｐ.44-45

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。

同書ｐ.45-46

課題論文を読むこと。仏論文を翻訳して、発表の準備をすること。

第14回
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単位数

開講時期

　ＤＰ２（課題の発見と解決）・ＤＰ５（表現力、発信力）・ＤＰ６（有用な研究課題の設定）・ＤＰ７（研究能力及び基礎的発信力）を
実現するため，次の5点を到達目標とする。
　1. 法律学の分野における文献調査や判例検索の方法に習熟し，「わからないことを調べるには，どのような手順で，どのような資料に
あたればよいか」を知っている。
　2. 研究報告の準備や学期末レポートの執筆を通じて，論理的で明晰な文章を書く力を身につけている。
　3. 信託の法律関係について，もし将来，信託を本格的に扱う仕事に就いたとしても道に迷わずにすむ程度の基本的知識を，体系的に身
につけている。
　4. 信託のしくみを活用した財産管理・資産承継の方法や税制上の優遇措置について，現行制度の概略を理解している。
　5. 自身や親族の実生活の中で生じた財産上の問題について，信託に関する知識を応用して解決策を提案することができる。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
　【※このシラバスは仮のものである。実際の授業のテーマおよび授業方法は，履修者と相談したうえ，各人のニーズを十分に考慮して柔
軟に決定する。】

テーマ：「信託法入門——信託は日本社会をどう変えるか」

　信託とは，（ごくごくおおざっぱにいえば）財産を他人に「与える」ことと「預ける」ことの中間のような独特の性質をもつ財産移転の
方法であり，中世イギリスで発達した。現在，英米やオーストラリアでは，信託は基本的な法制度の一つとして，遺産の管理運用や，病
院・大学などの公益財団の運営に広く利用されているし，ヨーロッパ大陸諸国でも近年，信託法理の導入が急速に進んでいる。実は，日本
法にも信託という制度自体は明治時代から存在しているのだが，さまざまな事情のため，日本において信託は限られた分野でしか利用され
てこなかった。しかし，信託の法律関係について基本的なルールを定める「信託法」が2006年に（実に84年ぶりに）全面改正されたことを
きっかけとして，ここ数年，ようやく日本でも信託の利用が本格的に拡大しつつある。

　前期の授業では初学者向けに書かれたテキストを使い，信託について基本的な考え方やルールを学ぶ。後期は，信託が日本の社会の中で
実際にどのように使われているか，これからの日本社会ではどのような形での信託の活用が考えられるか，といった実務的観点も視野に入
れ，具体的なテーマについて研究報告をおこなってもらう。

到達目標

科目名 民法基本研究Ｉ

教員名 渕　史彦

科目ナンバー 2060310014 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 信託制度の基本的な構造・その２

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第4回 信託とは何か（テキスト第I章）

テキスト第I章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第1回 授業の進めかたの説明

初回授業に向けての特別な予習は必要ないが，シラバスの内容をよく読んで，授業の進めかたの概要を
理解しておくこと。

30分

第2回 信託制度の基本的な構造・その１

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第7回 商事信託とは何か（テキスト第IV章）

テキスト第IV章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第8回 信託の変更・終了と受託者（テキスト第V章）

テキスト第V章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第5回 人はなぜ信託をするのか（テキスト第II章）

テキスト第II章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第6回 民事信託とは何か（テキスト第III章）

テキスト第III章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分
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第16回 法律文献・判例の調べかたと引用のしかた

前期の学習内容をよく復習しておくこと。 180分

第17回 論文・レポートの書きかた

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第20回 グループ研究の成果報告 (3)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第21回 グループ研究の成果報告 (4)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第18回 グループ研究の成果報告 (1)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第19回 グループ研究の成果報告 (2)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第22回 グループ研究の成果報告 (5)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第23回 個人報告 (1) (2)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第11回 受託者のその他の義務（テキスト第VIII章）

テキスト第VIII章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第12回 その他の重要な論点（テキスト第IX章）

テキスト第IX章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第9回 受託者の忠実義務（テキスト第VI章）

テキスト第VI章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第10回 受託者の注意義務（テキスト第VII章）

テキスト第VII章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第15回 信託法の重要判例・その２

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第13回 信託の将来（テキスト第X章）

テキスト第X章を予習し，疑問点を明らかにして授業に臨むこと。 180分

第14回 信託法の重要判例・その１

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分
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第24回 個人報告 (3) (4)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第25回 個人報告 (5) (6)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

　研究報告と，それをうけての討論が中心となる。また，学期末にはレポート提出を課す予定である。
　詳細は開講時に示す。

第26回 個人報告 (7) (8)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第27回 個人報告 (9) (10)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第30回 予備日 (3)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

授業の方法

第28回 予備日 (1)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

第29回 予備日 (2)

具体的な予習内容は，前回の授業時に指示する。 180分

テキスト
　樋口範雄『入門　信託と信託法』第２版（弘文堂，2014年）978-4-335-35597-4

参考書
　道垣内弘人『信託法』（有斐閣，2017年）978-4-641-13765-3　
　新井誠『信託法』第４版（有斐閣，2014年）978-4-641-13666-3
　道垣内弘人『信託法入門』（日経文庫，2007年）978-4-532-11117-5
　井上聡『信託の仕組み』（日経文庫，2007年）978-4-532-11115-1
　寺本昌広『逐条解説 新しい信託法』補訂版（商事法務，2008年）978-4-7857-1561-8
　道垣内弘人（編著）『条解信託法』（弘文堂，2017年）978-4-335-35707-7
　四宮和夫『信託法』新版（有斐閣，1989年）978-4-641-00769-7
　能見善久『現代信託法』（有斐閣，2004年）978-4-641-13371-6
　樋口範雄『アメリカ信託法ノートI』（弘文堂，2000年）978-4-335-35212-6
　樋口範雄『アメリカ信託法ノートII』（弘文堂，2003年）978-4-335-35269-0
　新井誠（編）『キーワードで読む信託法』（有斐閣，2007年）978-4-641-13505-5
　新井誠（編集代表）『信託法実務判例研究』（有斐閣，2015年）978-4-641-13690-8
　能見善久・道垣内弘人（編）『信託法セミナー１ 信託の設定・信託財産』（有斐閣，2013年）978-4-641-13631-1
　能見善久・道垣内弘人（編）『信託法セミナー２ 受託者』（有斐閣，2014年）978-4-641-13663-2
　能見善久・道垣内弘人（編）『信託法セミナー３ 受益者等・委託者』（有斐閣，2015年）978-4-641-13700-4
　能見善久・道垣内弘人（編）『信託法セミナー４ 信託の変更・終了・特例等』（有斐閣，2016年）978-4-641-13751-6

※上記以外の参考書については，開講時に紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
　ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
　学習内容の理解度（30%）・課題に対する積極的な取組み（30%）・授業への貢献度（40%）を総合して平常点で評価する（無断欠席があ
れば当然ながら評価は大幅に下がる）。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
　学部開講の関連科目：民法IＡ・IＢ，民法II，民法III，民法IV，刑法II，商法I，外国法I

　成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

インターネット上の言論の問題点

予習：現在の新聞等で話題になっているインターネット上の言論の問題を明らかにする。
復習：上記の問題と既存のルールとの関係を確認する。

復習60分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

民法709条の法益論の展開②

予習：民法709条の法益論に関する学説の展開を確認する。
復習：民法709条の法益論に関する現在の学説の特徴を確認する。

予習60分
復習60分

不法行為の成立要件の展開①

予習：不法行為の成立要件を確認する。
復習：不法行為の成立要件に関してこれまで生じてきた問題を確認する。

予習60分
復習60分

不法行為法の成立要件の展開②

予習60分
復習60分

民法709条の法益論の展開①

予習：民法709条により保護される法益の内容を確認する。
復習：これまでどのような法益が保護されてきたのかを確認する。

予習60分
復習60分

第7回

第8回

予習：違法性阻却事由の内容を明らかにする。
復習：違法性阻却事由の現代的課題を確認する。

民法723条の制定過程

予習：民法723条の制定過程を明らかにする。
復習：民法723条の実際の射程を確認する。

予習60分
復習60分

民法723条に関する判例の展開

予習60分
復習60分

予習：民法723条が適用されてきた事例の内容を明らかにする。
復習：民法723条に関する判例の変遷を明らかにする。

予習60分
復習60分

民法723条に関する学説の意義と限界

予習：民法723条に関する学説の主張を整理する。
復習：民法723条に関する学説の前提とその当否を検討する。

テーマ・概要
テーマ：インターネット上の言論と民事法の課題
概要：インターネット上の言論から多くの民事的な問題が生じていることは誰の目にも明らかです。しかし、その問題に対する解答の多く
は、既存の不法行為法理論を無理に推論したものに過ぎず、新たな事象に対応するためには不適切かつ、無用の議論の混乱を招くものと
なっています。
そのような状況の解消を目標として、本演習では、民事不法行為理論の根本的な研究を通じて、体系的に無理のない解釈論の提示を行う作
業を行っていくことにします。

インターネット上の言論という現代的な事象に対して、現実的でありながらも伝統的な民法学の解釈論と調和した、場当たり的ではない解
決法を提示できるようになる。

研究者として必須の、正確かつオリジナルな比較法的考察を行う姿勢を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

民法特殊研究II

建部　雅

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060310015

2018年度 後期
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予習60分
復習60分

第11回

第12回

第13回

予習：プロバイダ責任制限法の特徴を明らかにする。
復習：プロバイダ責任制限法の今後の課題を明らかにする。

予習60分
復習60分

名誉毀損・プライバシー侵害訴訟の現代的課題

予習：名誉・プライバシー侵害訴訟の具体的な内容を明らかにする。
復習：名誉・プライバシー侵害訴訟の実際の課題を明らかにする。

インターネット上の言論の特徴と既存の理論の限界①

予習：インターネット上の言論の特徴を確認する。
復習：インターネット上の言論で実際に問題となっていることの内容を言語化する。

インターネット上の言論の特徴と既存の理論の限界②

予習：インターネット上の言論と既存の不法行為法理論との齟齬を確認する。
復習：インターネット上の言論に関する不法行為法の課題を言語化する。

予習60分
復習60分

第9回

第10回

プロバイダ責任制限法の意義と課題

メールでの質問を受け付けます。
オフィスアワーは大学のポータルサイトを参照してください。

授業の方法
受講者による課題についての報告を行ったのち、
教員との討議、改善策の検討を行う。

成績評価の方法
毎週の課題への取り組み：3割
発言状況：2割
期末レポート：5割
以上の３つによって評価します。なお、期末レポートにおいては、問題提起の方法や、参考文献・資料の引用方法が正しいものであるかど
うかを特に重視します。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
民法の財産法に関する学習が一通り終わっていることが必要です。

テキスト
特にありません。

参考書

予習60分
復習60分

他国の不法行為法の現代的変容①

建部雅『不法行為法における名誉概念の変遷』（2014）
その他の参考書は、開講後適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

予習60分
復習60分

予習60分
復習60分

第15回

予習：アメリカ、ドイツなどの不法行為法に関する先行研究の内容を確認する。
復習：資料を読み込み、先行研究の内容が現在でも維持できるものかを確認する。

予習60分
復習60分

他国の不法行為法の現代的変容②

予習：先行研究の意義と時間的限界を明らかにする。
復習：先行研究と最新の自分の調査結果とどこが相違するのかを明らかにする。

他国の不法行為法の現代的変容②
インターネット上の言論の現代的課題

予習：現在のインターネット上の言論から生ずる問題を明らかにしたうえで、既存のルールの限界を指
摘する。
復習：文献の引用方法、問題提起の方法を確認する。

第14回
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単位数

開講時期

DP2（課題の発見と解決）、3（他者との協働）、4（自発性、積極性）、5（表現力、発信力）、6（有用な研究課題の設定）、7（研究能力
及び基礎的発信力）を実現するため、「法的論理に裏打ちされた文章表現と口頭表現により、研究を深化させる」ことを到達目標とする。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
民法の各分野にわたって、履修者の研究テーマに最も関係の深い内容を扱います。その過程で、民法の体系的な把握と本質的な理解を深め
ます。また、各履修者のタームペーパーにつながる研究について、ともに起案し、相互に評価を加えながら、研究内容を深めていきます。

到達目標

科目名 民法基本研究II

教員名 塩澤　一洋

科目ナンバー 2060310016 4

第16回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第4回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第1回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第2回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第7回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第8回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第5回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第6回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第11回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第12回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第9回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第10回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第15回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第13回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第14回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分
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第17回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第20回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第21回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第18回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第19回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第24回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第25回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第22回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第23回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

ディスカッションです。積極的に貢献してください。

第26回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第27回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第30回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

授業の方法

第28回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第29回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

テキスト
六法（法令集）

参考書
必要に応じて適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで公開します。

成績評価の方法
貢献を評価します。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
なし

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス　

購読論文の概説

次回論文の予習 300

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

Ronald J. Gilson & Reinier H. Kraakman, The Mechanisms of Market Efficiency, 70 Va. L. Rev. 549-644 (1984)

次回論文の予習

効率的市場仮説及びその限界について理解すること。

300

Lynn A. Stout, The Mechanisms of Market Inefficiency: an Introduction to the New Finance, 28 J. Corp. L. 635–69 
(2003)

次回論文の予習

効率的市場仮説及びその限界について理解すること。

300

Lynn A. Stout, Are Stock Markets Costly Casinos? Disagreement, Mark Failure, and Securities Regulation, 81 Va. L. 
Rev. 611 (1995)

300

Zohar Goshen & Gideon Parchomovsky, The Essential Role of Securities Regulation, 55 Duke L.J. 711--782 (2006)

次回論文の予習

証券法制の役割について理解すること。

300

第7回

第8回

次回論文の予習

効率的市場仮説及び証券市場の役割について理解すること。

Hillary A. Sale, The New "Public" Corporation, 74 Law & Contemp. Probs. 137--48 (2011)

Donald C. Langevoort & Robert B. Thompson, "Publicness" in Contemporary Securities Regulation After the JOBS Act, 
101 Geo. L.J. 337--86 (2013)

次回論文の予習

公開会社の概念について理解すること。

300

Dennis W. Carlton & Daniel R. Fischel, The Regulation of Insider Trading, 35 Stan. L. Rev. 857 (1983)

300

次回論文の予習

インサイダー取引の経済的な側面について理解すること。

300

Jonathan R. Macey, Insider Trading Economics, Politics, and Policy (1991)

次回論文の予習

インサイダー取引の経済的な側面について理解すること。

テーマ・概要
証券法の基本論文

英文の証券法（資本市場法）の論文を購読することで、証券法（資本市場法）研究における考え方を身につける。受講者の英語力に応じ
て、以下のリストから購読する論文を選択する。

証券法学において経済分析が重要であることを理解し、その上で、基本的な経済分析の考え方を身につける。

　DP6に関して、証券法の理論的知識に基づいて、現状の法を規範的に分析する専門性の基礎を身につける。米国証券法制に関する基礎的
な知識を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

商法特殊研究Ｉ

湯原　心一

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060310020

2018年度 後期
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300

第11回

第12回

第13回

次回論文の予習

インサイダー取引の法理の変遷について理解すること。

300

Janet Cooper Alexander, Do the Merits Matter? A Study of Settlements in Securities Class Actions, 43 Stan. L. Rev. 
497--598 (1991)

Joel Seligman, The Merits Do Matter, 108 Harv. L. Rev. 438 (1994)

次回論文の予習

証券訴訟及びその問題点について理解すること。

John C. Coffee, Jr., Reforming the Securities Class Action: An Essay on Deterrence and Its Implementation, 106 
Colum. L. Rev. 1534–86 (2006)

次回論文の予習

証券訴訟及びその問題点について理解すること。

Elliott J. Weiss & John S. Beckerman, Let the Money Do the Monitoring: How Institutional Investors Can Reduce 
Agency Costs in Securities Class Actions, 104 Yale L.J. 2053-2127 (1995)

Tom Baker & Sean J. Griffith, How the Merits Matter: Directors’ and Officers’ Insurance and Securities 
Settlements, 157 U. Pa. L. Rev. 755–832 (2009)

次回論文の予習

証券訴訟及び実証研究の手法について理解すること。

300

第9回

第10回

Donna M. Nagy, Insider Trading and the Gradual Demise of Fiduciary Principles, 94 Iowa L. Rev. 1315–79 (2009)

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
授業の前に指定の論文を読み、内容を理解し、内容を理解するために必要な部分を調べてくること。

成績評価の方法
　授業中の質疑から指定教科書の理解を図り、その理解の程度に応じて評価する（100%）

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-187.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
商法I（会社法）、金融法

テキスト
初回の授業で指示する。

参考書

300

Christine Jolls, Cass R. Sunstein & Richard Thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics, 50 Stan. L. Rev. 
1471--1550 (1998)

Donald C. Langevoort, Organized Illusions: A Behavioral Theory of Why Corporations Mislead Stock Market Investors 
(and Cause Other Social Harms), 146 U. Pa. L. Rev. 101-172 (1997)

初回の授業で指示する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

300

300

第15回

次回論文の予習

行動経済学及び法制度への応用について理解すること。

300

Brad M. Barber & Terrance Odean, The Behavior of Individual Investors, in 2B Handbook of the Economics of Finance 
1533, 1561 (George M. Constantinides, Milton Harris & René M. Stulz eds., 2013)

Nicholas Barberis & Richard Thaler, A Survey of Behavioral Finance, in 1B Handbook of the Economics of Finance 
1051, 1053 (George M. Constantinides et al.  eds., 2003)

次回論文の予習

投資家の行動及び実証研究の手法について理解すること。

Stewart C. Myers & Nicholas S. Majluf, Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information 
That Investors Do Not Have, 13 J. Fin. Econ. 187--221 (1984)

これまでの復習

ファイナンスの考え方及び情報の非対称性について理解すること。

第14回
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単位数

開講時期

・Diploma Policy(課題の発見と解決（DP2）、有用な研究課題の設定（DP6）、研究能力及び基礎的発信力（DP7）)を実現するため、次の
２点を到達目標とする。

・アメリカ会社法制度の全体像を法的および経済学的視点から理解することができる。
・日本の会社法制度を比較法的に分析することができる。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
【テーマ】アメリカ会社法

【概要】米国の会社法制度を概観し、法の役割や機能を比較法的に検討する。とくに、経済学的観点から法制度を分析する。
◯本研究の前半（第1回〜第15回）：指定の文献を講読し、ディスカッションを行う。
◯本研究の後半（第16回〜第30回）：個別に研究テーマを選択した上で、ディスカッションを行う。具体的な研究内容やテーマの絞り込み
等については、履修者と相談のうえで決定したい。

到達目標

科目名 商法基本研究Ｉ

教員名 北川　徹

科目ナンバー 2060310021 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 ・文献講読と討論【テーマ１：第２回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第4回 ・文献講読と討論【テーマ１：第３回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第1回 ◯ガイダンス
・イントロダクション　ー研究テーマの設定方法・文献一覧について

会社法制度について関心のある具体的なテーマ（日本、アメリカのどちらでもよい）を事前に複数用意
しておく。

60

第2回 ・文献講読と討論【テーマ１：第１回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第7回 ・文献講読と討論【テーマ２：第２回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第8回 ・文献講読と討論【テーマ２：第３回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第5回 ●テーマ１の総括と問題点の整理
Agency Problems and Legal Strategies (Ch.2)
The Basic Governance Structure (Ch.3)

●テーマ１に関して、これまで読んだ文献や関連裁判例をまとめたうえで、今後の議論の方向性（仮
説）を検討してくる。

120

第6回 ・文献講読と討論【テーマ２：第１回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第9回 ●テーマ２の総括と問題点の整理
Creditor Protection (Ch.4)
Related Party Transactions (Ch.5)
Significant Corporate Actions (Ch.6)

●テーマ２に関して、これまで読んだ文献や関連裁判例をまとめたうえで、今後の議論の方向性（仮
説）を検討してくる。

120
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第16回 ・研究テーマに関するディスカッション【第１回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第17回 ・研究テーマに関するディスカッション【第２回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第20回 ・研究テーマに関するディスカッション【第５回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第21回 ・研究テーマに関するディスカッション【第６回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第18回 ・研究テーマに関するディスカッション【第３回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第19回 ・研究テーマに関するディスカッション【第４回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第22回 ●研究テーマに関するディスカッション【第１回〜第６回】の小括

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 120

第23回 ・研究テーマに関するディスカッション【第７回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第11回 ・文献講読と討論【テーマ３：第２回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第12回 ・文献講読と討論【テーマ３：第３回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第10回 ・文献講読と討論【テーマ３：第１回】

該当する文献の必要な範囲を読み、その要旨を整理してくる。 120

第15回 ●上記のテーマ１、２、３の総括（２）
Beyond the  Anatomy? (Ch.9)

●これまでの複数のテーマを総括し、より大局的な見地からどのような議論ができるか、検討する。 180

第13回 ●テーマ３の総括と問題点の整理
Control Transactions (Ch.7)
Issuers and Investor Protection (Ch.8)

●テーマ３に関して、これまで読んだ文献や関連裁判例をまとめたうえで、今後の議論の方向性（仮
説）を検討してくる。

120

第14回 ●上記のテーマ１、２、３の総括（１）
What is Corporate Law? (Ch.1)

●これまでの複数のテーマを総括し、より大局的な見地からどのような議論ができるか、検討する。 180
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第24回 ・研究テーマに関するディスカッション【第８回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第25回 ・研究テーマに関するディスカッション【第９回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

各回、担当されたテーマの文献を読んできたことを前提に、双方向による討論を行う。詳細については履修者の希望を最大限に考慮した
い。

第26回 ・研究テーマに関するディスカッション【第１０回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第27回 ・研究テーマに関するディスカッション【第１１回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第30回 ●研究テーマに関するディスカッションのまとめ
●レヴュー・セッション

これまでのディスカッションの成果をまとめる。 120

授業の方法

第28回 ・研究テーマに関するディスカッション【第１２回】

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

第29回 ●研究テーマに関するディスカッション【第７回〜第１２回】の小括

個別の研究テーマに関する論点を整理し議論する。 90

テキスト
Reinier Kraakman, John Armour,  Paul Davis, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda, Mariana 
Pargendler, Wolf-George Ringe, and Edward b. Rock, The Anatomy of Corporate Law : A Comparative and Functional Approach (3rd 
ed., Oxford University Press, Forthcoming 2017)
ハウェル・ジャクソンほか『数理法務概論』（神田秀樹＝草野耕一訳， 有斐閣， 2014年）

参考書
William T. Allen, Reinier Kraakman, Commentaries and Cases on the Law of Business Organization (5th ed., 2016)
Roberta Romano, Foundations of Corporate Law (2nd ed., LexisNexis, 2010)

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
各回のテーマの報告内容（70％）と授業への積極的な参加・貢献度（30％）により評価する。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
【先修科目】商法、会社法ほか民事系科目
【関連科目】法と経済学

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
評価に際しては、以下の点を基準とする。
・アメリカの会社法制度の概要を理解し、経済学的な観点から法制度の役割や機能を説明することができるかどうか。
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単位数

開講時期

会社法学において経済分析が重要であることを理解し、その上で、基本的な経済分析の考え方を身につける。

　DP6に関して、会社法の理論的知識に基づいて、現状の法を規範的に分析する専門性の基礎を身につける。米国会社法に関する基礎的な
知識を身につける。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
会社法の基本論文

英文の会社法の論文を購読することで、会社法研究における考え方を身につける。受講者の英語力に応じて、以下のリストから購読する論
文を選択する。

到達目標

科目名 商法基本研究II

教員名 湯原　心一

科目ナンバー 2060310023 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 Ronald H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 J.L. & Econ 1--44 (1960)

Francesco Parisi, Coase Theorem and Transaction Cost Economics in the Law, in The Elgar Companion to Law and 
Economics 7--39 (Jürgen G. Backhaus ed. 1999)

指定された文献を予習すること

コースの定理の定義、含意及び限界について理解すること。

300

第4回 Michael C. Jensen & William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure, 3 J. Fin. Econ. 305--60 (1976)

指定された文献を予習すること

企業の理論及びエージェンシー費用について理解すること。

300

第1回 ガイダンス

指定された文献を予習すること 300

第2回 Ronald H. Coase, The Nature of the Firm, 4 Economica 386--405 (1937)

Adolf A. Berle & Gardiner C. Means, The Modern Corporation and Private Property (Revised ed. 1968) （抜粋）

指定された文献を予習すること

企業の範囲がどのように画されているのかについて検討すること。

会社の支配権の所在について検討すること。

300

第7回 Tom Baker & Sean J. Griffith, The Missing Monitor in Corporate Governance: The Directors’ & Officers’ Liability 
Insurer, 95 Geo. L.J. 1795–1842 (2007)

Michal Barzuza, Market Segmentation: The Rise of Nevada as a Liability-free Jurisdiction, 98 Va. L. Rev. 935–1000 
(2012)

指定された文献を予習すること

エージェンシー費用について理解すること。

300

第5回 Eugene F. Fama & Michael C. Jensen, Separation of Ownership and Control, 26 J.L. & Econ. 301--325 (1983)

指定された文献を予習すること

所有と経営の分離について理解すること。

300

第6回 Michael C. Jensen, Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, 76 Am. Econ. Rev. 323--329 
(1986)

Eugene F. Fama & Michael C. Jensen, Agency Problems and Residual Claims, Journal of Law and Economics , Vol. 26, 
No. 2 (Jun., 1983), pp. 327-349

指定された文献を予習すること

エージェンシー費用について理解すること。

300
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第16回 Guhan Subramanian, Go-Shops vs. No-Shops in Private Equity Deals: Evidence and Implications, 63 Bus. Law. 729–60 
(2008)

指定された文献を予習すること

会社支配権市場及び実証研究の手法について理解すること

300

第17回 Andrei Shleifer & Lawrence H. Summers, Breach of Trust in Hostile Takeovers, in Corporate Takeovers- Causes and 
Consequences 33--67 (Alan J. Auerbach, ed., 1988)

指定された文献を予習すること

会社支配権市場について理解すること

300

第18回 David J. Denis, Organizational Form and the Consequences of Highly Leveraged Transactions: Kroger's 
recapitalization and Safeway's LBO, 36 J. Fin. Econ. 193--224 (1994)

Thomas Lys & Linda Vincent, An Analysis of Value Destruction in AT&T's Acquisition of NCR, 39 J. Fin. Econ. 353--
378  (1995)

指定された文献を予習すること

会社支配権市場について理解すること

300

第8回 William W. Bratton & Michael L. Wachter, The Case Against Shareholder Empowerment, 158 U. Pa. L. Rev. 653–728 
(2010)

指定された文献を予習すること

エージェンシー費用について理解すること。

300

第11回 Henry Hansmann & Reinier Kraakman, Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate Torts, 100 Yale L.J. 1879--
1934 (1991)

指定された文献を予習すること

株主有限責任とその問題点について理解すること。

300

第12回 Henry Hansmann, Reinier Kraakman & Richard Squire, Law and the Rise of the Firm, 119 Harv. L. Rev. 1333–1403 (2006)

指定された文献を予習すること

組織法の歴史的経緯及び今後の課題について理解すること。

300

第9回 Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, Voting in Corporate Law, 26 J.L. & Econ. 395--427 (1983)

Paul H. Edelman, Randall S. Thomas & Robert B. Thompson, Shareholder Voting in an Age of Intermediary Capitalism, 
87 S. Cal. L. Rev. 1359 (2014)

指定された文献を予習すること

投票行動における経済的な考え方を理解すること。

300

第10回 Henry Hansmann & Reinier Kraakman, The Essential Role of Organizational Law, 110 Yale L.J. 387 (2000)

指定された文献を予習すること

組織法の経済的な考え方を理解すること。

300

第15回 Ronald J. Gilson, Seeking Competitive Bids Versus Pure Passivity in Tender Offer Defense, 35 Stan. L. Rev. 51--67 
(1982)

指定された文献を予習すること

会社支配権の買収及び防衛について理解すること。

300

第13回 Henry G. Manne, Mergers and the Market for Corporate Control, 73 J. Pol. Econ. 110--120 (1965)

指定された文献を予習すること

会社支配権市場について理解すること。

300

第14回 Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, The Proper Role of a Target's Management in Responding to a Tender Offer, 
94 Harv. L. Rev. 1161--1204 (1981)

指定された文献を予習すること

会社支配権の買収及び防衛について理解すること。

300
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第20回 Lucian A. Bebchuk, John C. Coates, IV & Guhan Subramanian, The Powerful Antitakeover Force of Staggered Boards: 
Theory, Evidence, and Policy, 54 Stanford Law Review 887--951 (2002)

指定された文献を予習すること

会社支配権市場及び実証研究の手法について理解すること

300

第21回 Lucian Arye Bebchuk, The Case Against Board Veto in Corporate Takeovers, 69 U. Chi. L. Rev. 973 (2002)

指定された文献を予習すること

会社支配権市場について理解すること

300

第19回 Marcel Kahan, Sales of Corporate Control, 9 J.L. Econ. & Org. 368--379 (1993)

指定された文献を予習すること

会社支配権市場及び規範的分析について理解すること

300

第24回 Ehud Kamar, A Regulatory Competition Theory of Indeterminacy in Corporate Law, 98 Colum. L. Rev. 1908--59 (1998)

Marcel Kahan & Ehud Kamar, Myth of State Competition in Corporate Law, 55 Stan.  L. Rev. 679 (2002)

指定された文献を予習すること

州間競争及び不完全競争について理解すること

300

第25回 Marcel Kahan, The State of State Competition for Incorporations (2014)

指定された文献を予習すること

州間競争について理解すること

300

第22回 Ralph K. Winter, Jr., State Law, Shareholder Protection, and the Theory of the Corporation, 6 J. Legal Stud. 251--
292 (1977)

Roberta Romano, Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle, 1 J.L. Econ. & Org. 225--283 (1985)

指定された文献を予習すること

州間競争について理解すること

300

第23回 Robert Daines & Michael Klausner, Do IPO Charters Maximize Firm Value? Antitakeover Protection in IPOs, 17 J.L. 
Econ. & Org. 83-120 (2001)

指定された文献を予習すること

州間競争及び実証研究の手法について理解すること

300

第26回 Mark J. Roe, Delaware's Competition, 117 Harv. L. Rev. 588--646 (2003)

指定された文献を予習すること

州間競争について理解すること

300

第27回 Lucian Arye Bebchuk & Assaf Hamdani, Vigorous Race or Leisurely Walk: Reconsidering the Competition over Corporate 
Charters, 112 Yale L.J. 553--616 (2002)

指定された文献を予習すること

州間競争について理解すること

300

第30回 Margaret M. Blair & Lynn A. Stout, A Team Production Theory of Corporate Law, 85 Va. L. Rev. 247 (1999)

指定された文献を予習すること

企業の理論について理解すること

300

第28回 Robert Daines, Does Delaware Law Improve Firm Value?, 62 J. Fin. Econ. 525 (2001)

Guhan Subramanian, The Disappearing Delaware Effect, 20 J.L. Econ. & Org. 32--59 (2004)

指定された文献を予習すること

州間競争及び実証研究の手法について理解すること

300

第29回 Jonathan R. Macey & Geoffrey P. Miller, Toward an Interest-Group Theory of Delaware Corporate Law, 65 Tex. L. Rev. 
469 (1987)

指定された文献を予習すること

企業の理論について理解すること

300
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事前に論文を読んだ上で、内容について議論する。
授業の方法

テキスト
特に指定しない。

参考書
初回の授業で紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
　授業中の質疑から指定教科書の理解を図り、その理解の程度に応じて評価する（100%）

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目：商法I
関連科目：金融法

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of 
SeikeiUniversity Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

DP6（有用な研究課題の設定）及びDP7（研究能力及び基礎的発信力）を実現するため、以下の2点を到達目標とする。
①　判決文を正確に理解することができる。
②　レポートや報告により、当該テーマについての理解を深める。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
刑事法に関する重要判例について検討する。具体的なテーマについては、受講者の希望に応じて相談のうえ決めることとする。

到達目標

科目名 刑事法基本研究Ｉ

教員名 金　光旭

科目ナンバー 2060310028 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第4回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第1回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第2回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第7回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第8回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第5回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第6回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第11回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第12回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第9回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第10回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第15回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第13回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第14回 判例研究

配布資料を読む。 90分
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第16回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第17回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第20回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第21回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第18回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第19回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第24回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第25回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第22回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第23回 判例研究

配布資料を読む。 90分

あらかじめ指定したテーマについて十分な予習をしていることを前提に、履修者全員がディスカッションを行う方式で進める。

第26回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第27回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第30回 まとめ

これまでの検討内容を整理する。 90分

授業の方法

第28回 判例研究

配布資料を読む。 90分

第29回 判例研究

配布資料を読む。 90分

テキスト
毎回資料を配布する。

参考書
追って指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
ディスカッションにおける発言やレポートを重視して評価する。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
刑法、刑事訴訟法。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
授業の進め方について

新聞等で興味のある倒産事件を確認してくる 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

第３回以降は、毎回、判例研究を行う。

民事訴訟の対象

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

90

当事者の確定

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

90

当事者能力

90

民事訴訟法の概略

民事訴訟法の全体像をつかむ。 90

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

90

第9回 訴えと請求

第7回

第8回

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

当事者適格

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

90

給付の訴え

90

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

90

確認の利益

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

テーマ・概要
　本演習は、民事訴訟法の基本的な判例を読み、その内容を理解することを目標とする。
　講義の中で判例に触れる場合には、時間の制約もあって、十分にその内容を説明することができない場合も多い。しかし、一つの判例を
読み込むと、非常に多くのことを学ぶことができるものである。特に、民事訴訟法が対象とするのは、普段触れることの多くない世界で
あって、判決手続の流れを学ぶ際に、そのイメージがわかず、学修に戸惑いを覚える者も多い。判例を素材とすることで、民事訴訟法上の
各制度が実際にどのように問題なるのかを知ることができ、より深い民事訴訟法の理解に繋がるものと思われる。

民事訴訟法の基本的な判例を読み、その内容を理解する。
民事訴訟法に関する基本的な知識を身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

民事訴訟法特殊研究Ｉ

北島　典子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060310032

2018年度 前期
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90

第11回

第12回

第13回

当事者の主張

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

釈明権

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

訴訟における証明・事実認定

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

90

第10回

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
ゼミ形式で行う。
受講生の報告が前提となるので、受講にあたっては十分な準備が必要となる。

成績評価の方法
報告内容、議論への参加状況等による総合評価。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
民事手続法Ⅰ（判決手続）を履修済みであることが望ましい。
そのほか、民法Ⅰ〜Ⅳ、民事手続法Ⅱに関する知識もあるとなおよい。

テキスト
『民事訴訟法判例百選［第5版］』（有斐閣、2015年）ISBN-13: 978-4641115279

参考書

90

証拠調べ

授業の中で適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60

90

第15回

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

90

既判力

対象判例を読み、その内容を理解する。
疑問点を明確にする。

まとめ

これまでの学修を振り返る。

第14回
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単位数

開講時期

国際投資協定の制度およびその現状に関する論点を把握するとともに、さまざまな国ごと分野ごとの実態を説明できるように学修し、DP6
（有用な研究課題の設定）を実現することを目標とします。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
国際投資協定および国際仲裁の制度と実務とに関する理解を深めます。

到達目標

科目名 国際法基本研究Ｉ

教員名 佐藤　義明

科目ナンバー 2060310039 4

第16回 企業戦略における国際仲裁の意義を理解する。

『国際仲裁と企業戦略』第1章1を熟読する。 90分

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 仲裁における適用法規を理解する。

『国際投資協定』第3章を熟読する。 90分

第4回 最恵国待遇を理解する。

『国際投資協定』第4章を熟読する。 90分

第1回 投資協定および仲裁の意義を理解する。

『国際投資協定』第1章を熟読する。 90分

第2回 投資協定の保護の対象を理解する。

『国際投資協定』第2章を熟読する。 90分

第7回 間接収容に関する仲裁法理を理解する。

『国際投資協定』第7章を熟読する。 90分

第8回 アンブレラ条項を理解する。

『国際投資協定』第8章を熟読する。 90分

第5回 内国民待遇を理解する。

『国際投資協定』第5章を熟読する。 90分

第6回 「公正・衡平待遇」を理解する。

『国際投資協定』第6章を熟読する。 90分

第11回 補償と賠償を理解する。

『国際投資協定』第11章を熟読する。 90分

第12回 仲裁の先決的問題を理解する。

『国際投資協定』第12章を熟読する。 90分

第9回 例外規定を理解する。

『国際投資協定』第9章を熟読する。 90分

第10回 行為の帰属の問題を理解する。

『国際投資協定』第10章を熟読する。 90分

第15回 仲裁と裁判の機能分化を理解する。

『国際投資協定』第15章を熟読する。 90分

第13回 並行的手続に関する仲裁法理を理解する。

『国際投資協定』第13章を熟読する。 90分

第14回 仲裁における証拠法理を理解する。

『国際投資協定』第14章を熟読する。 90分
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第17回 日本法と国際仲裁とのかかわりを理解する。

『国際仲裁と企業戦略』第1章2を熟読する。 90分

第20回 国際建設紛争と紛争処理委員会の機能を理解する。

『国際仲裁と企業戦略』第3章2を熟読する。 90分

第21回 投資協定仲裁の活用の条件を理解する。

『国際仲裁と企業戦略』第4章1を熟読する。 90分

第18回 国際仲裁の論点を概観する。

『国際仲裁と企業戦略』第1章3を熟読する。 90分

第19回 国際建設仲裁を概観する。

『国際仲裁と企業戦略』第3章1を熟読する。 90分

第24回 インドにおける国際仲裁を理解する。

『国際仲裁と企業戦略』第4章2を熟読する。 90分

第25回 国際仲裁と外国倒産手続を理解する。

『国際仲裁と企業戦略』第4章3を熟読する。 90分

第22回 企業による投資仲裁利用の実務を理解する。

『国際仲裁と企業戦略』第4章2を熟読する。 90分

第23回 インドネシアにおける国際仲裁を理解する。

『国際仲裁と企業戦略』第5章1を熟読する。 90分

テキストの該当箇所に関する要約および論点の抽出を踏まえて、テキストの正確な理解および論点に関する議論を双方向的に展開します。

第26回 国際仲裁のケーススタディー1：Sempra事件

『国際仲裁と企業戦略』第2章2を熟読する。 90分

第27回 国際仲裁のケーススタディー2：Jivraj事件

『国際仲裁と企業戦略』第2章3を熟読する。 90分

第30回 仲裁の将来に向けて、最終レポートで取り上げようとする論点を中心に議論する。

『国際仲裁と企業戦略』第6章を熟読する。 90分

授業の方法

第28回 国際仲裁のケーススタディー3：Hall Street Associations事件

『国際仲裁と企業戦略』第2章13を熟読する。 90分

第29回 国際仲裁のケーススタディー4：TermoRio事件

『国際仲裁と企業戦略』第2章15を熟読する。 90分

テキスト
小寺彰編『国際投資協定：仲裁による法的保護』（三省堂、2010年）。
三木浩一他編『国際仲裁と企業戦略』（有斐閣、2014年）。

参考書
岩沢雄司編『国際条約集2018年版』（有斐閣）。
小寺彰、中川淳司編『基本経済条約集』（有斐閣、第2版、2014年）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
平常点（40％）、中間レポート（30％）および最終レポート（30％）によって判定します。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として国際法Iおよび国際法IIがあります。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

国際法の法源・管轄権の配分の原則・国際法の実現の手続について、専門用語を理解し、当該概念を用いて具体的な事象を分析するととも
にさまざまな主張を法的に構成することを学修し、DP7（研究能力および基礎的発信力）の実現を目標とします。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
国際法の広範な領域のうち、国際社会の構造を規定する部分について理解を深めます。

到達目標

科目名 国際法基本研究II

教員名 佐藤　義明

科目ナンバー 2060310041 4

第16回 導入と領土

『ブリッジブック国際法　第2版』（以下『ブリッジブック』）第7講義を熟読するとともに、『演習　
プラクティス国際法』（以下『演習』）第12章第1問を考察しておいて下さい。

90分

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 国際法の法源（3）

『演習』第3章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第4回 国際法の法源（4）

『演習』第2章第2問を考察しておいて下さい。 90分

第1回 導入と国際法の法源（1）

『ブリッジブック国際法　第2版』（以下『ブリッジブック』）第1講義を熟読しておいて下さい。 90分

第2回 国際法の法源（2）

『ブリッジブック』第2講義を熟読するとともに、『演習　プラクティス国際法』（以下『演習』）第2
章第1問を考察しておいて下さい。

90分

第7回 国家（1）

『ブリッジブック』第3講義を熟読するとともに、『演習』第6章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第8回 国家（2）

『演習』第8章第2問を考察しておいて下さい。 90分

第5回 国際法形成過程

『演習』第5章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第6回 国際法と国内法の関係

『ブリッジブック』第16講義を熟読するとともに、『演習』第4章第2問を考察しておいて下さい。 90分

第11回 中間試験

第10回までの授業を復習して下さい。 60分

第12回 国際責任（1）

『ブリッジブック』第5講義を熟読するとともに、『演習』第11章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第9回 国家管轄権

『演習』第9章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第10回 外交関係法・領事関係法

『ブリッジブック』第4講義を熟読するとともに、『演習』第10章第1問および第2問を考察しておいて
下さい。

90分

第15回 到達確認試験

第14回までの授業を復習して下さい。 60分

第13回 国際責任（2）

『演習』第11章第2問を考察しておいて下さい。 90分

第14回 国際組織

『ブリッジブック』第6講義および第10講義を熟読しておいて下さい。 90分
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第17回 海洋（1）

『演習』第13章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第20回 個人（1）

『ブリッジブック』第9講義および第14講義を熟読するとともに、『演習』第16章第1問を考察しておい
て下さい。

90分

第21回 個人（2）

『演習』第17章第2問を考察しておいて下さい。 90分

第18回 海洋（2）

『演習』第14章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第19回 宇宙

『演習』第15章第2問を考察しておいて下さい。 90分

第24回 経済

『ブリッジブック』第13講義を熟読するとともに、『演習』第19章事例演習を考察しておいて下さい。 90分

第25回 環境

『ブリッジブック』第8講義を熟読するとともに、『演習』第20章第2問を考察しておいて下さい。 90分

第22回 個人（3）

『演習』第18章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第23回 個人（4）

『演習』第18章第2問を考察しておいて下さい。 90分

『演習　プラクティス国際法』に掲載されている事例演習を解く作業を通して、『ブリッジブック国際法　第2版』の該当部分を概説しま
す。原則として双方向的に展開される授業となります。

第26回 中間試験

第16回ないし第25回の授業を復習して下さい。 60分

第27回 紛争の平和的解決

『ブリッジブック』第11講義を熟読するとともに、『演習』第21章第2問および第23章第1問を考察して
おいて下さい。

90分

第30回 到達確認試験

第16回ないし第24回の授業を復習して下さい。 60分

授業の方法

第28回 武力行使の規制

『ブリッジブック』第12講義を熟読するとともに、『演習』第22章第1問を考察しておいて下さい。 90分

第29回 武力紛争法

『ブリッジブック』第15講義を熟読するとともに、『演習』第24章第2問を考察しておいて下さい。 90分

テキスト
植木俊哉編『ブリッジブック国際法　第2版』（信山社、2009年）。
柳原正治他編『演習　プラクティス国際法』（信山社、2013年）。
『国際条約集2018年版』（有斐閣）。

参考書
中谷和弘他『国際法　第3版』（有斐閣アルマ、2016年）。
横田洋三編『国際社会と法』（有斐閣、2010年）。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
オフィスアワーについては，ポータルサイトでお知らせします。

成績評価の方法
平常点（40％）、中間試験（30％）および到達確認試験（30％）によって判定します。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
先修科目として国際法Iおよび国際法II、関連科目として憲法などがあります。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

DP6（有用な研究課題の設定），7（研究能力及び基礎的発信力）を実現するため，次の2点を到達目標とします。
①判決文あるいは文献を「正しく」理解することができる
②判例評釈や文献を読み込み，議論を通して「深く」考察することができる

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
労働法に関する最近の重要判例について検討します。また，受講者から要望があれば，文献の講読（テーマ研究）や事例問題の研究に変更
することもあります。詳しくは，開講時に受講者と相談して決定します。

到達目標

科目名 労働法基本研究Ｉ

教員名 原　昌登

科目ナンバー 2060310043 4

第16回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第17回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第4回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第1回 受講者各自が関心のあるテーマについて教員と相談し，報告判例（あるいは文献等）を決定

関心のあるテーマについて，簡単にまとめておく 30

第2回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40（報告担当の場合は
240程度。以下同じ）

第7回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第8回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第5回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第6回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第11回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第12回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第9回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第10回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第15回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第13回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第14回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40
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第20回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第21回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第18回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第19回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第24回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第25回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第22回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第23回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

教員と受講者の対話を重視した双方向的な授業を行います。報告担当者は検討する判例（あるいは文献）の他に判例評釈や研究論文など必
要な資料を読み，事前に報告レジュメを作成することが求められます。授業では担当者の報告の後，教員との質疑応答や受講者同士のディ
スカッションを通して理論的な考察を深めていきます。

第26回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第27回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第30回 まとめとして，授業で扱った判例を振り返り，労働法の今後のあるべき姿について，自由に議論する

これまでの判例研究の内容（レジュメ等）を振り返っておく 120

授業の方法

第28回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

第29回 判例研究

報告担当の場合は，事前にレジュメを作成。それ以外の者は，レジュメを熟読しておく 40

テキスト
『労働法（第7版）』水町勇一郎（有斐閣，2018刊行予定）
『コンパクト労働法』原 昌登（新世社，2014）

参考書
『労働法（第11版補正版）』菅野和夫（弘文堂，2017）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
質問・相談は，授業の前後およびポータルサイトで周知するオフィス・アワーで受け付けます。

成績評価の方法
平常点で評価します。報告内容50％，質疑応答の内容及び授業への参加状況50％の割合で評価します。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
労働法の基本的な考え方を一通りマスターしていることを前提に授業を行います。労働法を学んだことがない場合には，下記テキストを用
いて授業と並行して独習することが必要となります。また，関連科目としては民法が挙げられます。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠します。
次の点に着目し、その達成度により評価を行います。
・当該判例を検討するうえで必要な基礎知識を正確に身に付けているか
・当該判例に関する文献を収集し，検討できているか
・当該判例の位置付け及び評価を行うことができているか
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

１.　はじめに：ウォーレン・コートの裁判官たち

テキスト全体にざっと目を通し、人権と民主主義について気づいた点をノートに書き出しておく。 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

３.　概観（2）：市民的権利獲得運動（公民権運動）

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。 60

４.　概観（3）：マッカーシズムとの戦い

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。 60

５.　概観（4）：発展し変化する民主主義の概念

60

２.　概観（1）：ブラウン判決の重要性

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。 60

第7回

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。

６.　概観（5）：民主政の過程と民主的文化

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。 60

７.　研究（1）：人種と平等に関する判例の展開

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。 60

テーマ・概要
テーマ：「人権」「民主主義」再考――グローバル化する世界の中で
　1953年にウォーレンが合衆国最高裁判所首席裁判官に任命されたとき、そのリーダーシップの下で最高裁が人権保障の充実に精力的に取
り組むことになるだろうと予想していた観察者は少数であった。しかし、その後、1969年まで続いたウォーレン・コート（ウォーレンが首
席裁判官であった時期の最高裁）は、歴史的な憲法判例を次々に下し、自由と人権の守護神としての最高裁の存在感を内外に鮮明に示し
た。人種別学制度を本質的に不平等なものと認定し、違憲判断を下した1954年のブラウン判決は、「必要な意志と勇気があれば、正義に仕
える裁判所に何ができるかを示す象徴的な存在になった」（バルキン）と評されている。
　この時期の合衆国最高裁の憲法判例の中には、日本を含む多数の国々の法に影響を与え、国際社会共通の普遍的な価値としての人権のイ
メージを形作ったものが少なくない。疎外され、抑圧されている少数者や弱者の立場に目を向け、正義の実現のためには躊躇することなく
違憲判断に踏み込んだウォーレン・コートの諸判例は、劇的で力強く、美しい。他面、その大胆かつ積極的な姿勢は、民主主義を基本原理
とする法体系の中で、なぜ民主性の希薄な裁判所が政治部門の判断を覆せるのかという疑問も呼び起こした。
　ウォーレン・コートの軌跡を再検証することは、人権や民主主義をはじめ、国際社会において普遍的と考えられている価値の法的、知
的、社会的淵源を確認することにほかならない。２冊のテキスト（平易な基本図書１冊および論文集１冊）を素材として、全員で作業に取
り組みたい。

人権と民主主義に関する知識を身につけるとともに、不合理な差別の禁止、パブリック・フォーラムにおける表現活動の保護、性と生殖に
関する自己決定権などをはじめとするさまざまな根源的なテーマに関する議論の背景と現状を把握し、課題を理解することを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

英米法特殊研究

安部　圭介

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060310055

2018年度 前期
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60

第11回

第12回

第13回

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。 60

10.　研究（4）：信教の自由と政教分離原則に関する判例の展開

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。

11.　研究（5）：被疑者および刑事被告人の権利に関する判例の展開

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。

12.　研究（6）：収用と正当な補償に関する判例の展開

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。

60

第9回

第10回

９.　研究（3）：報道の自由に関する判例の展開

第8回

60

８.　研究（2）：言論の自由に関する判例の展開

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。

学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
毎回、担当者を５、６名決めておき、授業の最初にテキストの指定された箇所の要約と簡単なコメントを求める。続いて、全員で討論す
る。

成績評価の方法
平常点（発表、授業中の発言）による。全出席を原則とし、３回を超えて欠席した者には単位を認めない。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
THE WARREN COURT AND THE PURSUIT OF JUSTICE: A CRITICAL ISSUE, Morton J. Horwitz, Hill and Wang, 1998, ISBN0-8090-9664-1
THE WARREN COURT: A RETROSPECTIVE, Bernard Schwartz ed., Oxford University Press, 1996, ISBN0-19-510439-0

参考書

60

13.　研究（7）：ウォーレン・コートの法思想史的意義

『アメリカ法判例百選』、樋口範雄・柿嶋美子・浅香吉幹・岩田太（編）、有斐閣、2,600円、ISBN978-4-641-11513-2
『BASIC英米法辞典』、田中英夫（編集代表）、東京大学出版会、2,800円、ISBN4-13-032082-3

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60

60

第15回

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。 60

14.　研究（8）：国際社会における普遍的な価値としての民主主義と人権

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。

15.　まとめ

テキストの指定された箇所を読み、授業で議論したい問題をノートに書き出しておく。

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

講義の全体像: 受講上の諸注意、自己紹介、評価の方法、授業の全体像を説明する。

- 文献　棚瀬孝雄「法の近代と脱近代―法理論から法実務へ―」（中央ロージャーナル第11巻第3号） ７０分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

法社会学②: 法の機能，権利運動論に関する法社会学の重要文献を考察する。

-　文献  Michael McCann, “Rights at Work” (1994). ９０分

批判法学①: 財産権が内包するもう一つの法理念（信頼利益の保護）について考察する。

- 文献  Joseph Singer, The Reliance Interest in Property, 40 Stan.L.Rev 614 (1988) ９０分

批判法学②: 貧困問題・住宅問題に関する批判法学の重要文献を考察する。

９０分

法社会学①: 法の逆機能を鋭く指摘した法社会学の重要文献を考察する。

-　文献　Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal 
Change," 9 Law and Society Review 95 (1974)

90分

- 文献  MacKinnon, "Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward a Feminist 
Jurisprudence," 8 Signs: Journal of Women, Culture, and Society 635 (1983)

９０分

第9回 フェミニズム法学②: 法学とジェンダー論の協働の可能性を考察する。

第7回

第8回

- 文献  Kennedy, The Effect of the Warranty of Habitability on Low Income Housing, 15 Fla. 
St. U. L. Rev. 485 (1987)

批判法学③: 差別問題に関する批判法学の重要文献を考察する。

- 文献  Alan Freeman, Antidiscrimination Law: The View from 1989, 64 Tul. L. Rev. 1407 
(1989)

９０分

批判法学④: 差別法理に関する批判法学の重要文献を講読する。

９０分

- 文献  Balkin & Seigel, The American Civil Rights Tradition: Anticlassification or 
Antisubordination? 58 U. Miami L. Rev. 9 (2004)

９０分

フェミニズム法学①: 法学とジェンダー論の協働の可能性を考察する。

- 文献  MacKinnon, "Feminism, Marxism, Method, and the State: An Agenda for Theory," 7:3 
Signs: Journal of Women in Culture and Society 515 (1982)

テーマ・概要
２０世紀・２１世紀アメリカ法理論上の重要文献を精読し、法社会学・批判法学・フェミニズム法学・批判的人種理論・障害法学といっ
た、進歩主義的法学の展開を考察する。（英語の文献が多く含まれていますが、抜粋もしくは翻訳を利用するなどしながら、受講生の英語
能力の向上のために、無理のない適切な量と質の英文講読を行います。）

英語の文献に触れながら、自由・平等・連帯といった法理念とその実現のあり方について考察する。アメリカ現代法学の重要文献を精読す
ることを通して、現代社会における法学の課題・機能・限界を考察するとともに、英語読解力を高めることを目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

法社会学特殊研究

吾妻　聡

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060310069

2018年度 前期
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９０分

第11回

第12回

第13回

批判的人種理論①: 人種差別の解消を目指す法理論（批判的人種理論）について考察する。

- 文献 Kimberlé Crenshaw, Neil Gotanda, Gary Peller, and Kendall Thomas, eds., 
"Introduction," Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement, The New 
Press, New York, 1996 at xiii-xxxii 887

批判的人種理論②: 人種差別の解消を目指す法理論（批判的人種理論）について考察する。

- 文献  C.R.Lawrence, III, "Unconscious Racism　Revisited: Reflections on the Impact and 
Origins of The Id, the Ego, and Equal Protection" 40 Conn. L. Rev. 931 (2008) Cf. C.R. 
Lawrence, III, "The Id, The Ego, and Equal Protection: Reckoning with Unconscious Racism," 
39 Stan. L. Rev. 317 (1987)

法と心理学①: 無意識の（人種）差別を告発する重要文献を講読する

- 文献 Greenwald & Krieger, Implicit bias: Scientific foundations. 94. The Cal. L. Rev, 945

９０分

第10回

ポータルサイトで周知する。
＊ただし、必ず事前にメールでアポイントメントをとってください。

授業の方法
１.　報告の基礎となる教科書・基本文献を担当教員が紹介する。
２.　参加者が４５分〜６０分間の報告をする。（報告者はレジュメをご用意ください。）
３.　報告をもとに、参加者全員で質疑応答・ディスカッションを行う。

成績評価の方法
平常点（出席・参加姿勢）４０％、報告（文献の読解力・レジュメの充実度・問題提起の適切さ）６０％として評価する。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-197.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
第１回の文献　棚瀬孝雄「法の近代と脱近代―法理論から法実務へ―」（中央ロージャーナル第11巻第3号）が基礎知識の獲得に最適で
す。

テキスト
各回の「文献」を参照。

参考書

９０分

法と心理学②: 無意識の（人種）差別を告発する重要文献を講読する。

同上。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

９０分

９０分

第15回

- 文献 Kang, “Trojan horses of race,” 118 Harv. L. Rev.1489 ９０分

障害法学①: 障害者差別解消に焦点を合わせた法理論の動向を考察する。

- 文献  Bagenstos, “Law and the Contradictions of the Disability Rights Movement.” (2009) 
;“Subordination, Stigma, and 'Disability'.” 86 Va. L. Rev. 397 (2000)

障害法学②: 障害者差別解消に焦点を合わせた法理論の動向を考察する。

- 文献  Baganstos, "The Structural Turn and the Limits of Antidiscrimination Law." 22 C. R. 
Litig. & Att'y Fees Ann. Handbook 56 (2006)

第14回
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単位数

開講時期

英語文献に触れながら、法の基本理念・概念（本講義では、法の支配や所有概念） について考察を深める。アメリカ現代法学の基礎文献
を精読することを通して、法学の課題・機能・限界を考察するとともに、英語読解力高めることを目標とする。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
アメリカ法理論・基礎法学上の基本文献を購読しながら、法の支配論・公私二分論・所有権論などの法の基本理念・基礎概念の変遷と発展
を追う。
以下のリスト及び学生の興味・関心に基づいて基礎文献を選定し、各回ごとに報告者を決めて議論をなす。 

［文献リスト］（　＊ 以下の全てを読むという趣旨ではありません。数本の論文を選定し、受講生の英語力に合わせて適度な量と速度で
丁寧に読みます。）
1. Joseph Singer, The Reliance Interest in Property, 40 Stan.L.Rev 614 (1988) 
2. William Simon, Social Republican Property, 38 U.C.L.A. L. Rev. 1335 (1991) 
3. Kenneth Vandevelde, The New Property of Nineteenth Century, 29 Buff. L. Rev. 325(1980) 
4. Morris Cohen, Property and Sovereignty, 13 Cornell L.Q. 8 (1927) 
5. Felix Cohen, Dialogue on Private Property, 9 Rutgers L. Rev. 357(1954) 
6. Charles Reich, The New Property, 73 Yale L.J. 733 (1964) 
7. Mary Glendon, The Transformation of American Landlord-Tenant Law, 23 Boston Coll. L. Rev. 503(1982) 
8.  Edward H. Radin The Revolution in Residential Landlord-Tenant Law, 69 Cornell L. Rev. 517(1984) 
9. Duncan Kennedy, The Effect of the Warranty of Habitability on Low Income Housing, 15 Fla. St. U. L. Rev. 485 (1987) 
10. Frank Michelman, Property, Utility, and Fairness, 80 Harv. L. Rev. 1165(1967) 
11. Thomas Grey, The Disintegration of Property, in Property: Nomos XXII 69 (1980)
12. Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (1974) excerpt 
13. Richard Epstein, Takings: Private Property and The Power of Eminent Domain (1985) excerpt 
14. Robert Ellickson, Alternative to Zoning, 40 U. Chi. L. Rev. 681(1973) 
15. Margaret Jane Radin, Market-Inalienablity 100 Harv. L. Rev. 1849 (1987)
その他の基本文献。

到達目標

科目名 法社会学基本研究

教員名 吾妻　聡

科目ナンバー 2060310070 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 同上

同上 ９０分

第4回 同上

同上 ９０分

第1回 講義の全体像：受講上の諸注意、自己紹介、評価の方法、授業の全体像を説明する。各回の報告者を選定する。

–文献 棚瀬孝雄「法の近代と脱近代―法理論から法実務へ―」（中央ロージャーナル第１１巻第３号） ７０分

第2回 リストから選定した基礎文献の購読

[報告者]報告レジュメ・パワーポイント等を用意する。
[参加者全員] 必読文献をしっかりと予習して、質問を考えておく。

９０分

第7回 同上

同上 ９０分

第8回 同上

同上 ９０分

第5回 同上

同上 ９０分

第6回 同上

同上 ９０分

第9回 同上

同上 ９０分

第10回 同上

同上 ９０分
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第16回 後期の授業の進め方の説明。報告者の選定と報告順序の決定。

–文献 棚瀬孝雄「法の近代と脱近代―法理論から法実務へ―」（中央ロージャーナル第１１巻第３号） 
再読。

７０分

第17回 リストから選定した基礎文献の購読

[報告者]報告レジュメ・パワーポイント等を用意する。
[参加者全員] 必読文献をしっかりと予習して、質問を考えておく。

９０分

第20回 同上

同上 ９０分

第21回 同上

同上 ９０分

第18回 同上

同上 ９０分

第19回 同上

同上 ９０分

第24回 同上

同上 ９０分

第25回 同上

同上 ９０分

第22回 同上

同上 ９０分

第23回 同上

同上 ９０分

第26回 同上

同上 ９０分

第27回 同上

同上 ９０分

第30回 後期のまとめ

参加者全員で後期購読文献の総括を行う。 ６０分

第28回 同上

同上 ９０分

第29回 同上

同上 ９０分

第11回 同上

同上 ９０分

第12回 同上

同上 ９０分

第15回 前期のまとめ

参加者全員で前期購読文献の総括を行う。 ６０分

第13回 同上

同上 ９０分

第14回 同上

同上 ９０分
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１. 報告の基礎となる教科書・基本文献を担当教員が紹介する。
２. 参加者が４５分〜６０分間の報告をする。（報告者はレジュメをご用意ください。）
３. 報告をもとに、参加者全員で質疑応答・ディスカッションを行う。

授業の方法

テキスト
概要のリストを参照。

参考書
同上。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルで周知する。
＊ただし、必ず事前にメールでアポイントメントをとって下さい。

成績評価の方法
平常点（出席・参加姿勢）４０%、報告（文献の読解力・レジュメの充実度・問題提起の適切さ）６０％として評価する。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
第１回の文献 棚瀬孝雄「法の近代と脱近代―法理論から法実務へ―」（中央ロージャーナル第１１巻第３号） が基礎知識の獲得に最適で
す。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第１１条の２）に準拠する。／Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-197.
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単位数

開講時期

DP2（課題の発見と解決）、3（他者との協働）、4（自発性、積極性）、5（表現力、発信力）、6（有用な研究課題の設定）、7（研究能力
及び基礎的発信力）を実現するため、「法的論理に裏打ちされた文章表現と口頭表現により、研究を深化させる」ことを到達目標とする。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
著作権法の各分野にわたって、履修者の研究テーマに最も関係の深い内容あるいは履修者が最も関心の深い内容を扱います。その過程で、
著作権法の体系的な把握と本質的な理解を深めます。また、各履修者のタームペーパーにつながる研究について、ともに起案し、相互に評
価を加えながら、研究内容を深めていきます。

到達目標

科目名 知的財産権法基本研究Ｉ

教員名 塩澤　一洋

科目ナンバー 2060310072 4

第16回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第4回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第1回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第2回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第7回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第8回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第5回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第6回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第11回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第12回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第9回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第10回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第15回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第13回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第14回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分
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第17回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第20回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第21回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第18回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第19回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第24回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第25回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第22回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第23回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

ディスカッションです。積極的に貢献してください。

第26回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第27回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第30回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

授業の方法

第28回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

第29回 履修者と相談してテーマを設定します。

各論点を条文に照らして検討し論述する。 1日120分

テキスト
六法（法令集）

参考書
必要に応じて適宜紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで公開します。

成績評価の方法
貢献を評価します。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
なし

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

DP6（革新的な研究課題の設定）、DP7（創造的な研究能力及び国内外における発信力）を実現するため、次の2点を到達目標とします。
①アメリカ教育法を素材に、最先端の憲法問題を専門的に研究すること。
②アメリカ教育法の諸問題の意義と内容を知り、説明できるようになること。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
【テーマ】
アメリカ憲法を専門的に研究します。

【概要】
今年度はアメリカ教育法を中心テーマとします。個々のテーマに関連する英文資料等の講読を通じて、最先端の憲法問題を専門的に考えま
す。

到達目標

科目名 憲法基本演習Ｉ

教員名 藤井　樹也

科目ナンバー 2060320002 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 Ⅰ　The Parameters of Publiic Education: Public and Private, Church and State
１．The Limits of Public Education (2)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第3章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第4回 ２．The Right to a Public Education and the Equitable Distribution of Public, Educational Resources (1)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第4章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第1回 ガイダンス
・授業の全体像、進め方、成績評価の方法等を説明します。

【予習】 シラバスを読み、あらかじめ授業内容を把握しておいてください。
【復習】 授業の全体像や進め方、評価基準等について確認してください。

120

第2回 Ⅰ　The Parameters of Publiic Education: Public and Private, Church and State
１．The Limits of Public Education (1)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第3章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第7回 ３．The Law and Policy of Early Childhood Education (2)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第5章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第8回 まとめ
・講読した文献の内容を総括します。

【復習】 テキスト第3章〜第5章の内容を再確認してください。 120

第5回 ２．The Right to a Public Education and the Equitable Distribution of Public, Educational Resources (2)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第4章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第6回 ３．The Law and Policy of Early Childhood Education (1)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第5章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第9回 ４．The Establishment Clause and the Lemon Test: Public Resources for Religious Education (1)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第6章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第10回 ４．The Establishment Clause and the Lemon Test: Public Resources for Religious Education (2)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第6章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120
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第16回 ７．The Use of School Facilities (2)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第9章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第17回 まとめ
・講読した文献の内容を総括します。

【復習】 テキスト第6章〜第9章の内容を再確認してください。 120

第20回 ２．The Legal and Practical Mechanics of School Board Governance (1)
・公立学校の運営を考えます。

【予習】 テキスト第11章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第21回 ２．The Legal and Practical Mechanics of School Board Governance (2)
・公立学校の運営を考えます。

【予習】 テキスト第11章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第18回 Ⅱ　The Legal and Practical Aspects of Public School Governance
１．The Legal Structure of School Governance (1)
・公立学校の運営を考えます。

【予習】 テキスト第10章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第19回 Ⅱ　The Legal and Practical Aspects of Public School Governance
１．The Legal Structure of School Governance (2)
・公立学校の運営を考えます。

【予習】 テキスト第10章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第22回 まとめ
・講読した文献の内容を総括します。

【復習】 テキスト第10章〜第11章の内容を再確認してください。 120

第23回 Ⅲ　The Rights and Responsibilities of Students
１．Equal Educational Opportunities (1)
・生徒の権利義務を考えます。

【予習】 テキスト第12章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第11回 ５．The Decline of Lemon and Entanglement, and the Rise of Private Choice and Vouchers (1)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第7章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第12回 ５．The Decline of Lemon and Entanglement, and the Rise of Private Choice and Vouchers (2)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第7章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第15回 ７．The Use of School Facilities (1)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第9章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第13回 ６．Religious Observance in the Public School (1)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第8章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第14回 ６．Religious Observance in the Public School (2)
・公教育を考えます。

【予習】 テキスト第8章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120
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第24回 Ⅲ　The Rights and Responsibilities of Students
１．Equal Educational Opportunities (2)
・生徒の権利義務を考えます。

【予習】 テキスト第12章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第25回 ２．The Rights of Students (1)
・生徒の権利義務を考えます。

【予習】 テキスト第13章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

・予習が必要です。
・報告担当者による発表をもとに全員で議論します。
・開講時に報告担当者と担当内容を決定します。

* 博士論文提出予定者への配慮
受講者に博士論文提出予定者が含まれている場合、その希望に応じて中間報告等の機会を授業内に設けるなど、授業の計画・内容を柔軟か
つ弾力的に組み替えながら、論文執筆をサポートします。

第26回 ２．The Rights of Students (2)
・生徒の権利義務を考えます。

【予習】 テキスト第13章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第27回 ３．Students with Educational Disabilities (1)
・生徒の権利義務を考えます。

【予習】 テキスト第14章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第30回 最終まとめ
・授業全体を総括します。

【復習】 テキスト第3章〜第14章の内容を再確認してください。 120

授業の方法

第28回 ３．Students with Educational Disabilities (2)
・生徒の権利義務を考えます。

【予習】 テキスト第14章から割り当てられた課題を調査・検討してください。 120

第29回 まとめ
・講読した文献の内容を総括します。

【復習】 テキスト第12章〜第14章の内容を再確認してください。 120

テキスト
【テキスト】
MICHAEL J. KAUFMAN & SHERELYN R. KAUFMAN, EDUCATION LAW, POLICY & PRACTICE: CASES AND MATERIALS （2nd ed. 2009， Aspen Law & 
Business）

参考書
【参考書】
随時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知します。

成績評価の方法
・平常点：100%
・授業参加を重視します。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
【必要な予備知識】
博士課程の学生にふさわしい高度な研究能力が必要です。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠します。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

・次の点に着目し、その達成度により評価します。
①アメリカ教育法を素材に、最先端の憲法問題を専門的に研究したか。
②アメリカ教育法の諸問題の意義と内容を知り、説明できるようになったか。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

自分の問題関心をまとめてくる。 30分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。 60分

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。 60分

文献購読

60分

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。 60分

第7回

第8回

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。 60分

文献購読

60分

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。 60分

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。

テーマ・概要
　政治思想史の古典的な文献を、１ヶ月で１冊くらいのペースで読み、それをめぐって議論をする。

・　政治思想史の基本的な知識を身につける。
・　他者理解の作法を学ぶ。
・　議論するスキルを上げる。
・ 政治学的視座に基づいて、現代社会が抱える諸問題を構造的に理解する力を養成する。

到達目標

授業の計画と準備学修

政治学特殊研究Ｉ

野口　雅弘

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330001

2018年度 後期
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60分

第11回

第12回

第13回

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。 60分

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。

60分

第9回

第10回

文献購読

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
最初の5分ほどでその週の時事ニュースについて軽くおしゃべりしてから、本題に入ります。テキストの該当箇所を読んできて、担当者が
その箇所の概要と、それについての考察を報告し、その後、全員で自由に討論するというスタイル。
各自の課題について報告してもらう機会も適当なタイミングで作る予定です。
その他、懇親会、自主ゼミ、ゼミ合宿・旅行なども、希望があれば、検討したいと思います。

成績評価の方法
報告。その他、授業貢献。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。

テキスト
初回の授業で文献リストを配布して、その場でテキストを決めます。

参考書

60分

文献購読

初回の授業で文献リストを配布する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60分

60分

第15回

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。 60分

文献購読

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。

まとめの討論

テキストを読んでくる。報告者はレジュメ準備。

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

基礎的な知識の確認と方法論の検討

政治学、比較政治、アメリカ政治についての概説書に目を通してくること。 120分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

Political Engineering and U.S. Constitutions

Taylor, et.al, A Different Democracy, chap. 2を読んでまとめてくること。 300分

Constitutions

Taylor, et.al, A Different Democracy,  chap. 3を読んでまとめてくること。 300分

Federalism and Divisions of Power

300分

Introduction

Taylor, et.al, A Different Democracy, chap. 1を読んでまとめてくること。 300分

Taylor, et.al, A Different Democracy, chap. 8を読んでまとめてくること。 300分

第9回 Executive Power

第7回

第8回

Taylor, et.al, A Different Democracy,  chap. 4を読んでまとめてくること。

Elections and Electoral Systems

Taylor, et.al, A Different Democracy,  chap. 5を読んでまとめてくること。 300分

Political Parties, Political Campaigns, and Interest Groups

300分

Taylor, et.al, A Different Democracy,  chap. 6を読んでまとめてくること。 300分

Legislative Power

Taylor, et.al, A Different Democracy,  chap. 7を読んでまとめてくること。

テーマ・概要
政治学の基本概念について学ぶ。英語で書かれたテキストを読むことで、基本的な知識を身につけるとともに、検討するべき重要論点など
を整理する。2018年度は、アメリカ政治の特徴を比較政治の観点から検討したテキストを用いて、比較政治の基本的な知識を身につける。

政治学に関する文献を読み、ポイントをつかみ、論点を指摘し、口頭で、また文章で表現する（DP1、DP2、DP3）。一連の作業を通して、
アメリカ政治について自ら考え、説明できるようになることが目標である（DP5）。あわせて、英語文献を困難なく読み解くことができる
ようになることも、目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

政治学特殊研究II

西山　隆行

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330003

2018年度 後期
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300分

第11回

第12回

第13回

Judicial Power

Taylor, et.al, A Different Democracy, chap. 9を読んでまとめてくること。

Comparative Conclusions

Taylor, et.al, A Different Democracy,  chap. 10を読んでまとめてくること。

リサーチデザイン

第11回までの内容を踏まえて、各自の研究テーマについてのリサーチデザインを作成してくる。

300分

第10回

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
履修者全員がテキストの該当部分を熟読したうえで、その内容を文章にまとめてくる。その内容を踏まえて全体で討論する。

成績評価の方法
テキストの読解、内容要約、討論への貢献等に応じて、評価する。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
政治学、比較政治、アメリカ政治に関する基礎知識の確認をしてくること。

テキスト
Steven L. Taylor, Matthew S. Shugart, Arend Lijphart, and Bernard Grofman, A Different Democracy: American Government in a 
31-Country Perspective, (Yale University Press, 2014)

参考書

300分

リサーチデザインの検討

西山隆行『アメリカ政治を読み解く（仮題）』（東京大学出版会、2018年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

300分

300分

第15回

第12回の内容を踏まえて、タームペーパーのドラフトを作成してくる。 300分

タームペーパーの検討会

他の参加者のタームペーパーや修士論文を読み、コメントを準備してくる。

総括

第1～14回の内容を復習してくること。

第14回
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単位数

開講時期

基本的な文献を読み、理解する（DP1、DP2）。自ら考えたことを口頭でプレゼンテーションできるようにするとともに、文章で表現できる
ようになることを目指す（DP5、DP7）。また、自ら課題を設定したうえで、学術論文を執筆できるだけの能力を身につける（DP4）。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
現代政治を読み解き、理解するための視座を養うことを目的としている。幅広い分野にわたる基本的知識の習得を目的とするため、特定の
テーマのみを掘り下げることはしない。
前半では日本語の代表的な政治学のテキストと関連文献を読み込む。
後半では英語で書かれたテキストを読み、基本的な知識の定着を図る。
また、学期末には自らが設定したテーマについてのリサーチペーパーを作成していただくため、その準備作業も行う。

到達目標

科目名 政治学基本研究II

教員名 西山　隆行

科目ナンバー 2060330004 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 政治の世界（続）

新川他『政治学』第1章と指定された関連文献を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してく
ること。

300分

第4回 政治体制

新川他『政治学』第2章を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してくること。 300分

第1回 イントロダクション

自らの研究テーマを他の人に体系的に説明できるよう準備してくること。また、自らの研究テーマに関
係する重要な学術論文や著書についてのリストを作成してくること。

300分

第2回 政治の世界

新川他『政治学』第1章を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してくること。 300分

第7回 政治過程（続）

新川他『政治学』第3章と指定された関連文献を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してく
ること。

300分

第8回 リーダーシップと行政

新川他『政治学』第4章を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してくること。 300分

第5回 政治体制（続）

新川他『政治学』第2章と指定された関連文献を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してく
ること。

300分

第6回 政治過程

新川他『政治学』第3章を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してくること。 300分

第9回 リーダーシップと行政（続）

新川他『政治学』第4章と指定された関連文献を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してく
ること。

300分

第10回 国際政治

新川他『政治学』第5章を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してくること。 300分
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第16回 研究構想報告

自らの研究テーマを他の人に体系的に説明できるよう準備してくること。また、自らの研究テーマに関
係する重要な学術論文や著書についてのリストを作成してくること。

300分

第17回 Introduction

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 1を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第20回 Federalism and Divisions of Powers

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 4を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第21回 Elections and Electoral Systems

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 5を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第18回 Political Engineering and U.S. Constitutions

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 2を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第19回 Constitutions

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 3を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第24回 Executive Power

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 8を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第22回 Political Parties, Election Campaigns, and Interest Groups

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 6を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第23回 Legislative Power

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 7を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第11回 国際政治（続）

新川他『政治学』第5章と指定された関連文献を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してく
ること。

300分

第12回 近代政治の限界

新川他『政治学』第6章を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してくること。 300分

第15回 リサーチペーパー完成

リサーチペーパーを完成させてくること。 300分

第13回 近代政治の限界（続）

新川他『政治学』第6章と指定された関連文献を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してく
ること。

300分

第14回 政治学への招待

新川他『政治学』第7章を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成してくること。 300分
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第25回 Judicial Power

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 9を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

文献購読を行う際には、全員がテキストを読み、内容の要約とコメントを記したものを準備して、事前に共有する。授業時には、それらを
踏まえたうえで、全員で討論する。

第26回 Comparative Conclusions

Taylor, et.al. A Different Democracy, chap. 10を読み、その内容要約と分析を記した文章を作成し
てくること。

300分

第27回 リサーチ・デザイン1

リサーチ・デザインを作成してくること 300分

第30回 リサーチペーパー完成

リサーチペーパーを完成してくること 300分

授業の方法

第28回 リサーチ・デザイン2

リサーチ・デザインを改良してくること 300分

第29回 リサーチペーパー作成

リサーチペーパーの第一稿を作成してくること 300分

テキスト
前期
新川敏光／大西裕／大矢根聡／田村哲樹『政治学』（有斐閣、2017年）
その他関連文献
後期
Steven L. Taylor, Matthew S. Shugart, Arend Lijphart, and Bernard Grofman, A Different Democracy: American Government in a 
31-Country Perspective, (Yale University Press, 2014)

参考書
随時、参考文献を紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
テキスト読解と資料作成、プレゼンテーション、討論、リサーチペーパーの内容に応じて、総合的に評価する。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
学部時代に履修した政治学関係の授業の内容を復習してくること。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

ＤＰ６（有用な研究課題の設定）とＤＰ７（研究能力及び基礎的発信力）の実現を図るために、研究会への参加を通じて政治学関連のさま
ざまな分野で問われている問題とその現状を理解し、また、政治学を研究し政治学の学術論文を書くために必要な方法を身につけることを
目標とする。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
政治学研究の第一線で議論されるさまざまな問題をまなび討論する、学生・教員参加の研究会形式の授業である。

到達目標

科目名 政治学基本研究III

教員名 平石　耕

科目ナンバー 2060330005 4

第16回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第4回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第1回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第2回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第7回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第8回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第5回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第6回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第11回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第12回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第9回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第10回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第15回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第13回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第14回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60
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第17回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第20回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第21回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第18回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第19回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第24回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第25回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第22回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第23回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

（１）報告者による報告と（２）参加者（教員・学生）による質疑応答・討論が中心となる。

第26回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第27回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第30回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

授業の方法

第28回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

第29回 内外の研究者による研究報告および討論

必要に応じて関連文献などを各自確認すること 60

テキスト
必要に応じて適宜指示する。

参考書
適宜指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
学内専用ホームページで周知する。

成績評価の方法
基本的に平常点に基づく。ただし報告をたんに「拝聴」するだけでなく、積極的に議論に参加することが肝要である。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。しかしあえて言えば、自分が大学院生として特定の専門知識の修得に努めているのだという自覚・自負と、そうした専門知識を
ヨリ広い視点の中で位置づけようとする開かれた知性を目指す態度。

成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス、イントロダクション

ODNBなど事典類を利用したLindsayに関する下調べなど。 90

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.2.

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

240

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.3.

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

240

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.4.

240

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.1.

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

240

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

240

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.9.

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

240

第9回

第10回

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.8.

第7回

第8回

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.5.

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

240

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.6.

240

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

240

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.7.

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

テーマ・概要
この授業では、19世紀末から20世紀半ばにかけてのイギリス政治思想史において、民主主義・自由主義・社会主義がどのように関連づけて
理解されていたのかを当時のテキストを読解しながら検討したい。今回は、A.D. Lindsay, The Modern Democratic State (Oxford, 1943)
をメイン・テキストとして読み進めながら、折にふれて同時代のさまざまな思潮を紹介・検討する予定である。

DP6（専門分野の知識・理解）、DP7（総合的判断力）を実現するため、以下の二点を到達目標とする。
（１）専門的な分野の外国語文献を十分に理解できる。
（２）19世紀後半から20世紀半ばのイギリス政治思想史における民主主義・自由主義・社会主義の関連について、基礎的な知識を身につけ
ている。

到達目標

授業の計画と準備学修

政治学史特殊研究

平石　耕

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330006

2018年度 後期
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240

第11回

第12回

第13回

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.10.

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

A.D. Lindsay, Modern Democratic State, Ch.11.

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
（１）担当箇所に関する受講者の発表、（２）教員によるコメント、（３）その後の全員による討論が、中心となるが、場合によっては全
員による読み合わせという形をとる。

成績評価の方法
発表（50％）・討論（50％）の状況を考慮して総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
一般的な西洋政治思想史の知識
一般的な近現代イギリス史の知識
一般的な英語読解能力

テキスト
初回時に指示する。

参考書

240

Richard McKeon (ed.), Democracy in a World of Tensions (UNESCO, 1949), ch.15

追って指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

240

240

第15回

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

240

A.D. Lindsay, Pacifism as a Principle and a Pacifism as a Dogma

（１）テキスト該当範囲の予習・復習
（２）（１）を通じた、自分の専門分野をもとにしたコメントの用意

総括

（１）これまでの授業の復習
（２）これまでの授業を通じて学んだことについてのコメントの用意

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション

自己紹介・報告者割当などを行う 10

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる テキストを読む以外に45

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる テキストを読む以外に45

指定されたテキストの報告と討論

テキストを読む以外に45

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる テキストを読む以外に45

テキスト指定箇所を通読してくる テキストを読む以外に45

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる テキストを読む以外に45

第9回

第10回

指定されたテキストの報告と討論

第7回

第8回

テキスト指定箇所を通読してくる

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる テキストを読む以外に45

指定されたテキストの報告と討論

テキストを読む以外に45

テキスト指定箇所を通読してくる テキストを読む以外に45

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる

テーマ・概要
修士論文として政治史・外交史・国際関係史の論文を執筆するための方法論を学ぶ。具体的には戦後日本外交に関わる代表的な学術論文を
精読していく。

DP6（専門分野の知識・理解）を実現するために以下の三点を目標とする。
1　歴史（政治外交史）を題材に政策形成のメカニズムを理解する
2　特定の政治課題について分析しまとめる能力を身につける
3  戦後政治をテーマについて共同研究を行い、コミュニケーション能力を身につける

到達目標

授業の計画と準備学修

日本政治史特殊研究

井上　正也

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330012

2018年度 前期
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テキストを読む以外に45

第11回

第12回

第13回

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
初回講義で報告者の割当を定める。

成績評価の方法
報告（20％）・発言（30％）・コメントシート（50％）。特段の理由がない限り3回の欠席で単位を認定しない。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-206.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし

テキスト
必要な文献はPDFで配付する

参考書

テキストを読む以外に45

指定されたテキストの報告と討論

後日指示する

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

20

テキストを読む以外に45

第15回

テキスト指定箇所を通読してくる テキストを読む以外に45

指定されたテキストの報告と討論

テキスト指定箇所を通読してくる

総括

各自学習内容を振り返る

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

担当教員による趣旨説明・自己紹介・2回目以降の演習の調整

森井裕一『現代ドイツの外交と政治』（信山社、2008年）を通読しておくこと 120

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

*

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

*

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

*

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

*

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

*

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

*

第9回

第10回

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

第7回

第8回

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

*

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

*

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

*

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

テーマ・概要
テーマ：戦後ドイツ外交史
　本授業では、戦後ドイツ外交史に関する基本的な英文文献を講読する。具体的には、ドイツ外交研究の泰斗ハフテンドルンによる名著の
英訳Coming of Age（テキスト欄参照）の通読を予定している。本演習を通じて、大学院で西洋外交史を学ぶ基礎的な力を養ってほしい。

DP7（研究能力及び基礎的発信力）を実現するため、次の2点を到達目標とする。
１）ドイツ外交の歴史的変遷を国際政治的な背景とともに把握する。
２）英文の概説書を読みこなせるようにする。

到達目標

授業の計画と準備学修

西洋政治外交史特殊研究Ｉ

板橋　拓己

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330014

2018年度 後期
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*

第11回

第12回

第13回

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　伝統的な演習形式で、テキストの要約報告と、それをふまえた討論が中心となる。したがって、報告者（当番制）は、テキストの概要
と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成・配布し、報告することが求められる。もちろん、全ての参加者がテキスト
を事前に読んでくることは大前提である。
　準備学修の時間については一概には言えないが、受講者全員が、事前にテキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げ
てくることが要求される。とくに報告者は、報告前の1週間は準備に追われることを覚悟すること。具体的な「準備学習」の内容・方法に
ついては演習の初回に指示する。

成績評価の方法
　（1）出席状況、（2）演習への準備、（3）討論への積極的参加、（4）報告・提出物などから、総合的に評価する。なお、毎回の出席が
前提であり、無断欠席は厳禁である。また、4回以上欠席（あるいは大幅な遅刻を）した者には単位の修得は認められない（病気など特別
の理由がある場合には応相談）。付け加えるなら、余りに消極的な履修者（予習不足など）には、たとえ開講後でも参加をお断りすること
があるので注意されたい。逆に、脱落することなく最後まで演習に参加できれば、少なくとも単位は認定されよう。

成績評価の基準
成蹊大学の成績評価基準（学則第39条）に準拠する。/Grades in the course are based on the criteria of Seikei University 
Regulation No.39.
１）ドイツ外交の歴史的変遷を国際政治的な背景とともに把握できたか。
２）英文の概説書を読みこなせているか。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
開講時までに、森井裕一『現代ドイツの外交と政治』（信山社、2008年）を通読しておくこと。

テキスト
Helga Haftendorn, Coming of Age: German Foreign Policy since 1945, Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2006.
※テキストの入手方法については、授業の初回で指示する。

参考書

*

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

森井裕一『現代ドイツの外交と政治』信山社、2008年
ティモシー・ガートン・アッシュ『ヨーロッパに架ける橋―東西冷戦とドイツ外交』全2巻、杉浦茂樹訳、みすず書房、2009年（原著1993
年）
岩間陽子『ドイツ再軍備』中公叢書、1993年
妹尾哲志『戦後西ドイツ外交の分水嶺―東方政策と分断克服の戦略、1963～1975年』晃洋書房、2011年
高橋進『歴史としてのドイツ統一―指導者たちはどう動いたか』岩波書店、1999年
ヘルマン・ヴェントカー『東ドイツ外交史1949-1989』岡田浩平訳、三元社、2013年
中村登志哉『ドイツの安全保障政策―平和主義と武力行使』一藝社、2006年

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

*

*

第15回

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

*

演習：報告者による文献の要約報告と、それをふまえた討論

テキストの指定された範囲を精読し、分からない箇所は調べ上げてくること。報告者は、テキストの概
要と、それに対する感想・疑問点・論点を記したレジュメを作成すること。

まとめ

本授業で学んだことをまとめてくること

第14回
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単位数

開講時期

ＤＰ６（有用な研究課題の設定）を実現するため、次の３点を到達目標とする。
①国際政治における変動論の概要について理解する。
②現代世界における国家間の力の配分状況の変化について理解する。
③グローバルな金融システムの巨大化によって生じている各国政治経済システムに対する負荷の問題を自らの言葉で語れるようになる。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
国際政治における変動の問題を集中的に検討する。
現代世界では、国家間の勢力均衡のみならず、多様な主体がもつ力の性質にも大きな変化が起こりつつある。そうした変化のゆえに、従来
のように、覇権的な国家の存在によって秩序を維持するという方法が維持されにくくなってきている。
この問題をより深く多角的に検討するために、国際政治における秩序変動の問題に取り組んだ著作を集中的に取り上げ、それらの文献を通
じて検討することにする。
なお、受講者の専門分野や希望に合わせて、テキストや内容に関しては変更を加えることもありえる。その場合、日本平和学会編『平和研
究15の論点』を中心に戦争と暴力の問題に関するどのような研究が展開しているのかという点を深く洞察するという内容を加える場合があ
る。

到達目標

科目名 国際政治基本研究Ｉ

教員名 遠藤　誠治

科目ナンバー 2060330022 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 坂本義和『相対化の時代』（岩波新書, 1997年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第4回 坂本義和『権力政治を超える道』（岩波現代文庫, 2015年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第1回 イントロダクション：世界の変化のとらえ方

シラバスを熟読し、検討すべき問題を整理しておく。 ５０分

第2回 坂本義和『相対化の時代』（岩波新書, 1997年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第7回 坂本義和『権力政治を超える道』（岩波現代文庫, 2015年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第8回 坂本義和『平和研究の未来責任』（岩波書店, 2015年） の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第5回 坂本義和『権力政治を超える道』（岩波現代文庫, 2015年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第6回 坂本義和『権力政治を超える道』（岩波現代文庫, 2015年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第9回 坂本義和『平和研究の未来責任』（岩波書店, 2015年） の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

- 57 -



第16回 ヴォルフガンク・シュトリーク『資本主義はどう終わるのか』（河出書房新社, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第17回 ヴォルフガンク・シュトリーク『資本主義はどう終わるのか』（河出書房新社, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第20回 デイヴィッド・ハーヴェイ『資本主義の終焉』（作品社, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第21回 デイヴィッド・ハーヴェイ『資本主義の終焉』（作品社, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第18回 ヴォルフガンク・シュトリーク『資本主義はどう終わるのか』（河出書房新社, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第19回 ヴォルフガンク・シュトリーク『資本主義はどう終わるのか』（河出書房新社, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第22回 デイヴィッド・ハーヴェイ『資本主義の終焉』（作品社, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第23回 デイヴィッド・ハーヴェイ『資本主義の終焉』（作品社, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第11回 水野和夫『閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済』（集英社新書, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第12回 水野和夫『閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済』（集英社新書, 2017年）の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第10回 坂本義和『平和研究の未来責任』（岩波書店, 2015年） の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第15回 サスキア・サッセン『グローバル・資本主義と＜放逐＞の論理：不可視化されゆく人々と空間』（明石書店, 2017年）の内容を
検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第13回 サスキア・サッセン『グローバル・資本主義と＜放逐＞の論理：不可視化されゆく人々と空間』（明石書店, 2017年）の内容を
検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第14回 サスキア・サッセン『グローバル・資本主義と＜放逐＞の論理：不可視化されゆく人々と空間』（明石書店, 2017年）の内容を
検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊
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第24回 Mark Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century.  Cambridge 
University Press, 2002.　の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第25回 Mark Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century.  Cambridge 
University Press, 2002.　の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

基本的に演習の形式によるが、演習の中に、科目担当者による講義部分を組み込んだ形で展開する。
＊授業のテキストを通読して内容を理解し、レポートを作成することが必要である。それに要する時間が各自で異なる。

第26回 Mark Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century.  Cambridge 
University Press, 2002.　の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第27回 Mark Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century.  Cambridge 
University Press, 2002.　の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第30回 全体のまとめ：１年間の講義を通じて学んだ内容を討論を通じて整理する。

これまでに読んだテキストの内容を回顧し、その主たる論点に関する自らの見解を整理した上でレポー
トにまとめて提出する。

＊

授業の方法

第28回 Mark Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century.  Cambridge 
University Press, 2002.　の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

第29回 Mark Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century.  Cambridge 
University Press, 2002.　の内容を検討する。

指定されたテキストを熟読し、その主たる論点に関する著者の見解を整理した上で、自分の見解をレ
ポートにまとめて提出する。

＊

テキスト
坂本義和『相対化の時代』岩波書店, 1997年.
坂本義和『権力政治を超える道』岩波書店, 2015年.
坂本義和『平和研究の未来責任』岩波書店, 2015年.
日本平和学会編『平和研究15の論点』法律文化社, 2017年刊行予定.
サスキア・サッセン『グローバル・資本主義と＜放逐＞の論理：不可視化されゆく人々と空間』（明石書店, 2017年）
ヴォルフガンク・シュトリーク『資本主義はどう終わるのか』（河出書房新社, 2017年）
デイヴィッド・ハーヴェイ『資本主義の終焉』（作品社, 2017年）
Robert O'Brien and Mark Williams, Global Political Economy: Evolution and Dynamics. Palgrave Macmillan, 2013.
Mark Blyth, Great Transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth Century.  Cambridge University 
Press, 2002.

参考書
坂本義和『坂本義和著作集』１～６　岩波書店
その他、その都度指示する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
毎回提出するレポート、日常の発言、最終レポートによって評価する。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
国際政治学全般に関する総合的な知識。

『成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11 条の2）に準拠する。
到達目標に示した内容が基準となる。
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

イントロダクション

この授業に対する関心を整理しておく。 30

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

ベトナム史の基礎を把握する（２）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。 90

ベトナム史の基礎を把握する（３）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。 90

中国近現代史を理解する（１）

90

ベトナム史の基礎を把握する（１）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。 90

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。 90

第9回 現代の米越関係（３）

第7回

第8回

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。

中国近現代史を理解する（２）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。 90

現代の米越関係（１）

90

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。 90

現代の米越関係（２）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。

テーマ・概要
東アジア・東南アジアの現代政治および政治史。この地域は、世界的に「雪解け」が進んだとされる時期にベトナム戦争を戦い、世界的に
「新冷戦」が進んだとされる時期に米中の緊張が緩和してベトナムが孤立し、「冷戦後」の現在になって、米中の緊張が再び高まり、アメ
リカとベトナムの関係が好転するなど、独特の動態を持って動いている。その動態を、近世以前の歴史から、現在起こりつつある社会の動
きなどまで視野に収めながら、理解することを目指す。

政治学科のＤＰ６　最先端の研究成果を含めた専門学界の現状を俯瞰したうえで、社会と専門学界で有用で、適切な課題を設定する能力を
身につける。
政治学科のＤＰ７　先行研究（など）の理解を踏まえて、信頼性が高い研究を遂行する能力および適切な方法で発表する力を身につける。

具体的には、東アジア・東南アジアの現代政治および域内・域外の国際関係をより深く理解し、それに対する考えかたを身につける。

到達目標

授業の計画と準備学修

国際政治特殊研究II

光田　剛

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330023

2018年度 後期
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90

第11回

第12回

第13回

「南ベトナム」から見たベトナム戦争史（１）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。

「南ベトナム」から見たベトナム戦争史（２）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。

「南ベトナム」から見たベトナム戦争史（３）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。

90

第10回

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
基本的にテキストの指定箇所を各参加者が読んで来て報告・討論を行います。

成績評価の方法
各回のゼミの参加状況をもとに平常点で採点します。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくにありませんし、「予備」・「先修」でもないのですが、できれば、中国語とベトナム語は初歩程度は身につけたいと思います（でき
なければ授業に参加できないということはまったくありませんが）。

テキスト
Tran Nhung Tuyet, Viet Nam Borderless Histories, Univ. of Wisconsin Press
Odd Arne Westad, Restless Empire, Basic Books
K. W. Taylor, Voices from The Socond Republic of South Vietnam 1967-1975, Cornell Univ. Southeast Asia
Catherine Earl,  Vietnam's New Middle Classes, Nordic Inst of Asian studies

参考書

90

ベトナム社会の変容（１）

とくにありません。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

90

90

第15回

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。 90

ベトナム社会の変容（２）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。

ベトナム社会の変容（３）

テキストの指定箇所をよく読み、提起したい問題を考えておく。

第14回
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単位数

開講時期

政治学専攻のＤＰ６　最先端の研究成果を含めた専門学界の現状を俯瞰したうえで、社会と専門学界で有用で、適切な課題を設定する能力
を身につける。
政治学専攻のＤＰ７　先行研究（など）の理解を踏まえて、信頼性が高い研究を遂行する能力および適切な方法で発表する力を身につけ
る。

そのために、西アジアの国際政治について、先学の研究成果を学びつつ、自分の研究方法を考えて行くプロセスとして、この授業を開きま
す。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
今年度は、西アジア現代政治（一部、歴史的要素も含む）について集中的に学ぶ。前半は、イスラームについて、初歩から、現在、問題に
なっているできごと、世界各地におけるイスラームのヴァリエーション、世界各地の政治とイスラームの関係などを学ぶ。後半は、そのな
かでも焦点の一つである現代トルコ政治について、イスラームと世俗政治、ＡＫＰ体制の特質、トルコにおけるイスラーム運動などについ
て、英語文献も駆使しつつ学ぶ。

到達目標

科目名 国際政治基本研究II

教員名 光田　剛

科目ナンバー 2060330024 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 イスラームの現代への展開
テキスト：飯塚正人『現代イスラーム思想の源流』山川出版社

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第4回 いわゆる「原理主義」の論理
テキスト：横田貴之『原理主義の潮流』山川出版社

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第1回 イントロダクション

大学院入学までに身につけたことを整理しておいてください。 30

第2回 イスラームの基礎
テキスト：佐藤次高『イスラーム　知の営み』 山川出版社

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第7回 イスラーム原点回帰運動の継承者
テキスト：森伸生『サウディアラビア』山川出版社

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第8回 「アラブの春」を現時点から振り返る
テキスト：松本弘『アラブ諸国の民主化』山川出版社

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第5回 イスラーム世界の「少数派」としてのキリスト教徒
テキスト：菅瀬晶子『新月の夜も十字架は輝く』

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第6回 南アジアとイスラーム
テキスト：山根聡『４億の少数派』山川出版社

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第9回 トルコの重要性
テキスト：内藤正典『トルコ　中東情勢のカギを握る国』集英社

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90
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第16回 トルコの民主主義とイスラーム（１）
16回以降の使用テキストは「テキスト」欄を参照してください。

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第17回 トルコの民主主義とイスラーム（２）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第20回 トルコの民主主義とイスラーム（５）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第21回 トルコの民主主義とイスラーム（６）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第18回 トルコの民主主義とイスラーム（３）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第19回 トルコの民主主義とイスラーム（４）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第22回 トルコの民主主義とイスラーム（７）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第23回 トルコの民主主義とイスラーム（８）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第11回 イランとペルシャ湾岸世界
テキスト：高橋和夫『中東から世界が崩れる』ＮＨＫ出版新書

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第12回 「イスラーム圏」の歴史（アラブ）
テキスト：池内恵『サイクス・ピコ協定　百年の呪縛』新潮選書

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第10回 トルコと国内少数者
テキスト：小島剛一『トルコのもう一つの顔』中公新書

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第15回 日本との歴史比較
テキスト：新井政美『憲法誕生　明治日本とオスマン帝国　二つの近代』河出書房新社

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第13回 「イスラーム圏」の歴史（トルコ）
テキスト：林佳世子『オスマン帝国500年の平和』講談社学術文庫

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第14回 「イスラーム圏」の社会
テキスト：桜井啓子『イスラーム圏で働く』岩波新書

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90
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第24回 トルコの民主主義とイスラーム（９）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第25回 トルコの民主主義とイスラーム（10）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

文献講読と討論。

第26回 トルコの民主主義とイスラーム（11）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第27回 トルコの民主主義とイスラーム（12）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第30回 トルコの民主主義とイスラーム（15）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

授業の方法

第28回 トルコの民主主義とイスラーム（13）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第29回 トルコの民主主義とイスラーム（14）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

テキスト
佐藤次高『イスラーム　知の営み』 山川出版社
飯塚正人『現代イスラーム思想の源流』山川出版社
横田貴之『原理主義の潮流』山川出版社
菅瀬晶子『新月の夜も十字架は輝く』
山根聡『４億の少数派』山川出版社
森伸生『サウディアラビア』山川出版社
松本弘『アラブ諸国の民主化』山川出版社
内藤正典『トルコ　中東情勢のカギを握る国』
小島剛一『トルコのもう一つの顔』中公新書
高橋和夫『中東から世界が崩れる』ＮＨＫ出版新書
池内恵『サイクス・ピコ協定　百年の呪縛』新潮選書
林佳世子『オスマン帝国500年の平和』講談社学術文庫
桜井啓子『イスラーム圏で働く』岩波新書
新井政美『憲法誕生　明治日本とオスマン帝国　二つの近代』河出書房新社
Bayram Aliyev, Turkish Democracy Between Political Islam and Kemalism, Lambert Academic Publishing -(16)(17)(18)
Caroline Tee, The Gulen Movement in Turkey, I.B.Tauris -(19)(20)(21)(22)
Umit Cizre, Secular and Islamic Politics in Turkey, Routledge -(23)(24)(25)(26)
Marlies Casier & Joost Jongerden eds., Nationalism and Politics in Turkey, Routledge -(27)(28)(29)(30)

参考書
その都度指示します。まずしっかりとテキストを読み込んでください。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトを参照してください。

成績評価の方法
平常点で評価する。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
学部で学ぶ程度の政治学の基礎は身につけておいてください。政治学原論、現代政治理論、現代日本政治、現代ヨーロッパ政治、現代アメ
リカ政治、現代中国政治、日本政治史・外交史、西洋政治史、東洋政治史などの基礎知識は必須です。トルコ語とアラビア語は初歩だけで
も身につけていたほうが望ましくはありますが……。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

政治学専攻のＤＰ６　最先端の研究成果を含めた専門学界の現状を俯瞰したうえで、社会と専門学界で有用で、適切な課題を設定する能力
を身につける。
政治学専攻のＤＰ７　先行研究（など）の理解を踏まえて、信頼性が高い研究を遂行する能力および適切な方法で発表する力を身につけ
る。

日本政治から見た東アジア政治について、研究書のみではなくより一時文献に近い文献を駆使しつつ読むことで、「後の時代から整理され
まとめられた政治・外交の動き」ではなく、その時代に何があったのか、どんな可能性があったのか、どういう選択肢のなかで選択が行わ
れたのかなど、さまざまなことを考えて「政治史」を学びます。それによって政治史を把握する方法を豊かにすることができます。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
日本から見た東アジア政治。日本語の研究書や、日本とアジア諸国（あるいはアジア地域）の関係について論じられたもの（日本語以外の
文献も含む）、一次史料に近い文献などを駆使して、アジア政治のさまざまな側面を発見していきます。前半は英文の研究書を中心に講読
し、後半はより一次史料に近い文献を読む予定です。

到達目標

科目名 国際政治基本研究III

教員名 光田　剛

科目ナンバー 2060330026 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 現在の日中関係を中心に(2)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第4回 現在の日中関係を中心に(3)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第1回 イントロダクション

大学院入学までに身につけたことを整理しておいてください。 30

第2回 現在の日中関係を中心に(1)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第7回 現在の日中関係を中心に(6)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第8回 現在の日中関係を中心に(7)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第5回 現在の日中関係を中心に(4)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第6回 現在の日中関係を中心に(5)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第9回 現在の日中関係を中心に(8)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90
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第16回 鳩山内閣

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第17回 石橋内閣

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第20回 池田内閣（１）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第21回 池田内閣（２）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第18回 岸内閣（１）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第19回 岸内閣（２）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第22回 佐藤内閣（１）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第23回 佐藤内閣（２）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第11回 現在の日中関係を中心に(10)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第12回 日中関係の歴史的展開(1)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第10回 現在の日中関係を中心に(9)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第15回 日中関係の歴史的展開(4)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第13回 日中関係の歴史的展開(2)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第14回 日中関係の歴史的展開(3)

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90
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第24回 田中(角栄)内閣（１）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第25回 田中内閣（２）

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

文献講読と討論。

第26回 三木内閣

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第27回 福田(赳夫)内閣

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第30回 中曽根内閣へ

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

授業の方法

第28回 大平内閣

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

第29回 鈴木(善幸)内閣

テキストを熟読し、各自、論点・問題点を考え、討論に向けた準備を万全に行うこと。 90

テキスト
Niklas Swanstrom (EDT)/ Ryosei Kokubun（国分良成） (EDT) : Sino-Japanese Relations : Rivals or Partners in Regional 
Cooperation?
Michael Yahuda : Sino-Japanese Relations after the Cold War : Two Tigers Sharing a Mountain
Thomas Fingar (EDT) : Uneasy Partnerships : Chinas Engagement with Japan, the Koreas, and Russia in the Era of Reform
June Teufel Dreyer : Middle Kingdom and Empire of the Rising Sun : Sino-Japanese Relations, Past and Present
ほか

参考書
必要ならばその都度指示します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトを参照してください。

成績評価の方法
平常点で評価する。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
学部で学ぶ程度の政治学の基礎は身につけておいてください。政治学原論、現代政治理論、現代日本政治、現代ヨーロッパ政治、現代アメ
リカ政治、現代中国政治、日本政治史・外交史、西洋政治史、東洋政治史などの基礎知識は必須です。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

基礎的な知識の確認と方法論の検討

アメリカ政治についての概説書に目を通してくること。 120分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

Woodrow Wilson the First World War and the League Fight

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 2を読んでまとめてくること。 300分

The International History of the Twenties

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 3を読んでまとめてくること。 300分

US Entry into World War II

300分

Approaching the Studies of American Foreign Relations

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 1を読んでまとめてくること。 300分

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 8を読んでまとめてくること。 300分

第9回 Dwight D Eisenhower Nikita Khrushchev and Nuclear Arms Control

第7回

第8回

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 4を読んでまとめてくること。

Defeating the Axis Planning the Peace The Second World War

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 5を読んでまとめてくること。 300分

The Origins of the Cold War

300分

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 6を読んでまとめてくること。 300分

The Korean War Revolutionary China and Containment in Asia

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 7を読んでまとめてくること。

テーマ・概要
アメリカ政治外交史の基本について学ぶ。英語で書かれた重要論文を読むことで、基本的な知識を身につけるとともに、検討するべき重要
論点などを整理する。2018年度は、外交史の基本文献を読む。

アメリカ政治外交史に関する文献を読み、ポイントをつかみ、論点を指摘し、口頭で、また文章で表現する（DP1、DP2、DP3）。一連の作
業を通して、アメリカ政治について自ら考え、説明できるようになることが目標である（DP5）。あわせて、英語文献を困難なく読み解く
ことができるようになることも、目標とする。

到達目標

授業の計画と準備学修

アメリカ政治外交史特殊研究

西山　隆行

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330027

2018年度 前期
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300分

第11回

第12回

第13回

Culture and US Third World Relations During the Cold War

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 9を読んでまとめてくること。

Cuba and the Missile Crisis

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 10を読んでまとめてくること。

The Vietnam War

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 11を読んでまとめてくること。

300分

第10回

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
履修者全員がテキストの該当部分を熟読したうえで、その内容を文章にまとめてくる。その内容を踏まえて全体で討論する。

成績評価の方法
テキストの読解、内容要約、討論への貢献等に応じて、評価する。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
アメリカ政治外交史に関する基本的な知識を身につけておくこと。

テキスト
Dennis Merrill, & Thomas G. Paterson, eds., Major Problems in American Foreign Policy, vol. 2 since 1914, [seventh edition] 
(Wadsworth, 2009).

参考書

300分

Richard M Nixon Henry A Kissinger Grand Strategy and Détente

西山隆行『アメリカ政治を読み解く（仮題）』（東京大学出版会、2018年）

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

300分

300分

第15回

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 12を読んでまとめてくること。 300分

The Cold War Ends and the Post-Cold War Era Begins

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 13を読んでまとめてくること。

George W Bush 911 and the Middle East

Major Problems in American Foreign Policy, chap. 14を読んでまとめてくること。

第14回
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単位数

開講時期

アメリカ外交史の中にヴェトナム戦争を的確に位置づけ、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする（DP1、DP3）。日本語、英語の
文献を読んで、その内容を的確に理解し、その重要性を口頭で、また文章で表現できるようにする（DP5、DP7）。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
ヴェトナム戦争の研究。アメリカ外交史についての概説書、体系書を数冊読んだのち、ヴェトナム戦争について英語で書かれた研究所、研
究論文、一次資料を読んでいく。

到達目標

科目名 アメリカ政治外交史基本研究

教員名 西山　隆行

科目ナンバー 2060330028 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 アメリカ政治外交史基本文献購読

佐々木卓也『冷戦―アメリカの民主主義的生活様式を守る戦い』（有斐閣、2011年）の予習 300分

第4回 アメリカ政治外交史基本文献購読

松岡完『超大国アメリカ100年史―戦乱・危機・協調・混沌の国際関係史』（明石書店、2016年）の予
習

300分

第1回 ガイダンス

自らの関心事を体系的に説明できるよう、準備してくること。 60分

第2回 アメリカ政治外交史基本文献購読

西崎文子『アメリカ外交とは何か―歴史の中の自画像』（岩波新書、2004年）の予習 300分

第7回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 3の予習 300分

第8回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 4の予習 300分

第5回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 1の予習 300分

第6回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 2の予習 300分

第9回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 5の予習 300分

第10回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 6の予習 300分
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第16回 Vietnam and America: An Introduction

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 1 300分

第17回 French Colonial Rule and the Development of Vietnamese Nationalism

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 2 300分

第20回 John F. Kennedy and Vietnam: Incremental Escalation

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 5 300分

第21回 Lyndon B. Johnson's Decisions for War

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 6 300分

第18回 The Roots of American Commitment

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 3 300分

第19回 Dwight D. Eisenhower, Ngo Dinh Diem, and the Deepening U.S. Commitment

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 4 300分

第24回 The Enemy: North Vietnam and the National Liberation Front

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 9 300分

第22回 U.S. Military Strategy

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 7 300分

第23回 Americans in Combat

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 8 300分

第11回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読•

Appy, American Reckoning, chap. 7の予習 300分

第12回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 8の予習 300分

第15回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読•

Appy, American Reckoning, chap. 11の予習 300分

第13回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 9の予習 300分

第14回 ヴェトナム戦争に関する研究書の購読

Appy, American Reckoning, chap. 10の予習 300分
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第25回 The Tet Offensive

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 10 300分

演習形式で行う。参加者がテキストを読み、その重要事項を文章にまとめてくる。その内容を簡単に報告してもらった後、全体で討論す
る。

第26回 Richard M. Nixon's Strategy for Withdrawal

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 11 300分

第27回 The Antiwar Movement and Public Opinion

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 12 300分

第30回 Legacies and Memories of a War

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 15 300分

授業の方法

第28回 The Paris Peace Accords of 1973 and the Fall of South Vietnam

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 13 300分

第29回 International Dimensions of War

McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War, chap. 14 300分

テキスト
西崎文子『アメリカ外交とは何か―歴史の中の自画像』（岩波新書、2004年）
佐々木卓也『冷戦―アメリカの民主主義的生活様式を守る戦い』（有斐閣、2011年）
松岡完『超大国アメリカ100年史―戦乱・危機・協調・混沌の国際関係史』（明石書店、2016年）
Christian G. Appy, American Reckoning: The Vietnam War and Our National Identity, (New York: Penguin Books, 2015)
Robert J. McMahon ed., Major Problems in the History of the Vietnam War: Documents and Essays, [fourth edition] (Wadsworth, 
2007).

参考書
テキストの脚注で掲げられている書籍や論考を参照していただきたい。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
テキストの読解、提出物、授業内での討論の内容に応じて、総合評価する。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

オリエンテーション

半年間に読みたい分野や本をピックアップしてくる。 １０分程度

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

政官関係の現在を知る

清水真人『財務省と政治』４章〜終章を読み、レジュメを作る ５〜６時間

官邸における政官の攻防

大田弘子『改革逆走』１章〜２章を読み、レジュメを作る。 ５〜６時間

官邸における政官の攻防

５〜６時間

政官関係の現在を知る

清水真人『財務省と政治』１章〜３章を読み、レジュメを作る。 ５〜６時間

新藤宗幸『福祉行政と官僚制』３章〜５章を読み、レジュメを作る。 ５〜６時間

改革のダイナミズムを考える

牧原出『権力移行』１章〜３章を読み、レジュメを作る。 ５〜６時間

第9回

第10回

福祉分野における政官関係

第7回

第8回

大田弘子『改革逆走』３章〜４章を読み、レジュメを作る。

政官関係を理論的に捉える

村松岐夫『政官スクラム型リーダーシップの崩壊』１章〜４章を読み、レジュメを作る。 ５〜６時間

政官関係を理論的に捉える

５〜６時間

村松岐夫『政官スクラム型リーダーシップの崩壊』５章〜９章を読み、レジュメを作る。 ５〜６時間

福祉分野における政官関係

新藤宗幸『福祉行政と官僚制』１章〜２章を読み、レジュメをまとめる。

テーマ・概要
日本の政官関係に関する本を読み、政治と行政の緊密な関係を歴史的に理解する。

日本の政官関係について理論と現実を理解するとともに、オリジナルな視点から分析し（有用な研究課題の設定DP6）、自らの考えをまと
めてプレゼンテーションできるようになること（研究能力および基礎的発信力DP7）。

到達目標

授業の計画と準備学修

行政学特殊研究Ｉ

西村　美香

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330029

2018年度 前期
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５〜６時間

第11回

第12回

第13回

改革のダイナミズムを考える

牧原出『権力移行』４章〜６章を読み、レジュメを作る。

官僚制について考える

真渕勝『官僚』１章〜３章を読み、レジュメを作る。

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
計画に定めたスケジュールで文献を読み、内容をまとめてくる。ゼミではその内容について討論しあう。最終的には各人の修士論文にどの
ように活かすかを検討して締めくくる。

成績評価の方法
宿題への取組み、討論内容などを合わせて総合的に評価する。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
現代日本の行政、行政学、地方自治論、行政法

テキスト
清水真人『財務省と政治』中公新書
大田弘子『改革逆走』日本経済新聞出版社
村松岐夫『政官スクラム型リーダーシップの崩壊』東洋経済新報社
新藤宗幸『福祉行政と官僚制』岩波書店
牧原出『権力移行』NHKブックス
真渕勝『官僚』東京大学出版会
今村都南雄『官庁セクショナリズム』東京大学出版会
参考書

５〜６時間

官僚制について考える

授業中に適宜紹介

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

５〜６時間

５〜６時間

第15回

真渕勝『官僚』４章〜７章を読み、レジュメを作る。 ５〜６時間

行政のセクショナリズムを考える

今村都南雄『官庁セクショナリズム』序章〜１章を読み、レジュメを作る。

行政のセクショナリズムを考える

今村都南雄『官庁セクショナリズム』２章〜終章を読み、レジュメを作る。

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

授業内容の紹介

特に必要なし。 10分

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

テキストの輪読を行う。

5時間

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第9回

第10回

テキストの輪読を行う。

第7回

第8回

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

テキストの輪読を行う。

5時間

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。

テーマ・概要
議院内閣制と政策決定論の展開について概観する。

DP6、DP7に基づき、議院内閣制と政策決定論の展開を習得する。
到達目標

授業の計画と準備学修

政治過程論特殊研究

高安　健将

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330039

2018年度 前期
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5時間

第11回

第12回

第13回

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
テキストの輪読を行う。学生は、テキストを読み、レジュメを作成して授業にのぞんでもらいたい。

成績評価の方法
テキストの理解度、授業への貢献度に応じて行う。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
政治過程論
福祉政治論
行政学

テキスト
学生と相談しながら決定する。

参考書

5時間

テキストの輪読を行う。

授業の際に学生と相談しながら決定する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

１時間

5時間

第15回

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

テキストの輪読を行う。

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。

授業総括

授業の総括を行う。

第14回
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単位数

開講時期

DP6、DP7に基づき、現代日本の政治過程を、比較政治学的観点から理解することとする。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
現代日本の政治過程を、比較政治学的観点から検討することを目的とする。

到達目標

科目名 政治過程論基本研究

教員名 高安　健将

科目ナンバー 2060330040 4

第16回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 政治不信とデモクラシーに関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第4回 政治不信とデモクラシーに関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第1回 授業紹介

特に必要なし。 10分

第2回 政治不信とデモクラシーに関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第7回 政党に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第8回 政党に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第5回 政治不信とデモクラシーに関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第6回 政党に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第11回 政党に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第12回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第9回 政党に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第10回 政党に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第15回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第13回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第14回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間
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第17回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第20回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第21回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第18回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第19回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第24回 政策決定に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第25回 政策決定に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第22回 政官関係に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第23回 政策決定に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

テキストの輪読を行う。学生は、テキストを読み、レジュメを作成して授業にのぞんでもらいたい。

第26回 政策決定に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第27回 政策決定に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第30回 質疑応答

取り扱ったテキストを振り返っておく。 1時間

授業の方法

第28回 政策決定に関するテキストを輪読

テキストの熟読、レジュメの作成を行う。 5時間

第29回 授業全体の総括

取り扱ったテキストを振り返っておく。 5時間

テキスト
授業の際に学生と相談しながら決定する。

参考書
授業の際に学生と相談しながら決定する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
テキストの理解度、授業への貢献度に応じて行う。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
受講生が各自の研究テーマを紹介する。
文献についての概要を説明する。

シラバスを読み、この演習で何を学ぼうとしているのかをまとめておくこと。 ６０-120

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

社会的包摂をめぐる政治対抗ーアメリカ、イギリス、スウェーデン
テキスト：宮本太郎『社会的包摂の政治学』第1章他

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読んで討論の準備をする。

６０-120

社会的包摂の方法・場・組織／福祉ガヴァナンス（統治と参加）
テキスト：宮本太郎『社会的包摂の政治学』第2、８章

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読んで討論の準備をする。

６０-120

ベーシックインカム資本主義の三つの世界
テキスト：宮本太郎『社会的包摂の政治学』第３章他

６０-120

テキスト：宮本太郎『社会的包摂の政治学―自立と承認をめぐる政治対抗』序章

その他のテキストを授業内で指定します。

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読んで討論の準備をする。

６０-120

第7回

第8回

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読んで討論の準備をする。

日本型レジームの位置と課題／日本の労働変容と包摂の政治
テキスト：宮本太郎『社会的包摂の政治学』第４、５章

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読んで討論の準備をする。

６０-120

新しい右翼と排除の政治
テキスト：宮本太郎『社会的包摂の政治学』第6章他

６０-120

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読んで討論の準備をする。

６０-120

自立と承認をめぐる政治
テキスト：宮本太郎『社会的包摂の政治学』終章他

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読んで討論の準備をする。

テーマ・概要
テーマ：労働と社会的包摂の比較政治学
概要：本演習では、近年の労働や家族のあり方の大きな変化を受けて福祉政治の焦点に浮上した社会的包摂を取り上げます。
社会的包摂の目的は、人々の社会参加と経済的自立を実現することです。しかし、何をもって「参加」あるいは「自立」とするのか、どの
ような政策や手段を通じてその目標を達成しようとするのかは国や地域によって多様です。あえて言えば、その多様さは、人生における選
択肢の幅の違い（ライフ・チャンスの違い）にさえ繋がります。演習の前半では、労働と社会的包摂を比較検討する理論的枠組みと各国の
事例を、後半に、福祉レジーム＊（＝「世界」）ごとの状況と政策体系の特徴を比較します。
＊国家、市場、家族、共同体といった福祉を提供する主要な単位の組み合わせによって現出する諸制度の総体。

有用な研究課題の設定（DP6）、研究能力及び基礎的発信力（DP7）
a)　現代の職業生活、個人／家族生活をめぐるリスクの構造を理解できるようになる。その上で、リスクへの対応の仕方の共通点や違いを
社会的包摂という政策概念を用いて理解することができるようになる（DP7）。
b)　文献を正確に読み、要約し、分かり易く発表することを通じて、知識や思考を他者と共有できるようになる。(DP7)
c)　問題点に気付き、それを探究するためのリサーチ力を身につけ、論文としてまとめることが出来るようになる（DP6）。
d) 文献購読、ゼミ生との討論を通じて未知の知見や自分とは異なる意見を受け止め、それらと対話することが出来るようになる（DP7）。

到達目標

授業の計画と準備学修

比較福祉政治論特殊研究

今井　貴子

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330041

2018年度 後期
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６０-120

第11回

第12回

第13回

報告者は論文の問い、構成、概要、参考文献リストをまとめる。 ６０-120

修士論文構想の発表

報告者は論文の問い、構成、概要、参考文献リストをまとめる。

修士論文で主に参照する文献の概要を紹介し、論文における位置づけを解説する。

報告者は論文で用いる主要参考文献の概要を紹介し、論文における位置づけを解説する準備をする。

修士論文で主に参照する文献の概要を紹介し、論文における位置づけを解説する。

報告者は論文で用いる主要参考文献の概要を紹介し、論文における位置づけを解説する準備をする。

６０-120

第9回

第10回

修士論文構想の発表

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
・報告者はテキストの要点を整理したレジュメとコメント（問題提起）を発表します（報告者は、解説が必要と思われる語句や人物などを
調べ、レジュメの末尾に用語解説として出典とともに載せること。
・司会者兼討論者は、報告時間と討論時間に注意して進行係を務めるとともに、とくに関心を寄せた論点を呈示して活発な討論を促すよう
にします。
・ディスカッションの回では、各自がテキストの内容にそってゼミで議論したいトピックを取り上げた新聞・雑誌記事を集めます。それま
で読んだテキストの概要と関心を抱いた点をコメントシートに書き出します。

成績評価の方法
出席、コメント・シートの提出、報告、討論、進行、演習への寄与度などから総合的に評価します。
無断欠席はいっさい認めません。報告・討論・司会の役割を無断で放棄した場合は当該学期の成績を２段階引き下げます。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.

必要な予備知識／先修科目／関連科目
とくになし。学部の福祉政治論、および比較福祉政治論基本研究を履修していることが望ましい。

テキスト
宮本太郎『社会的包摂の政治学―自立と承認をめぐる政治対抗』ミネルヴァ書房、2013年。

参考書

６０-120

修士論文で主に参照する文献の概要を紹介し、論文における位置づけを解説する。

・新川敏光・大西裕・大矢根聡・田村哲樹『政治学』有斐閣、2017年。
・田中拓道『福祉政治史ー格差に抗するデモクラシー』勁草書房、2017年。
・苅部直・宇野重規・中本義彦編『政治学をつかむ』有斐閣、2011。
・久米郁男ほか『政治学』有斐閣。猪口孝ほか編『政治学事典』弘文堂。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

６０-120

６０-120

第15回

報告者は論文で用いる主要参考文献の概要を紹介し、論文における位置づけを解説する準備をする。 ６０-120

修士論文の序章と結論を発表する

報告者は論文の序章で示す問題の所在、問い、仮説（等）、および結論を解説する準備をする。

修士論文の序章と結論を発表する

報告者は論文の序章で示す問題の所在、問い、仮説（等）、および結論を解説する準備をする。

第14回
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単位数

開講時期

有用な研究課題の設定（DP6）、研究能力及び基礎的発信力（DP7）
・比較福祉政治に関する政治史、比較政治学の知見をもとに現在の政治情勢について分析、発信することができるようになる（DP7）
・自身の問題意識を先行研究や事例に照らして反芻することで、有用な研究課題を設定することができるようになる（DP6）。

授業の計画と準備学修

配当年次 2018年度 前期～後期

テーマ・概要
テーマ：　比較福祉政治論の基本的な理論と方法を学ぶ
概要：本ゼミナールではまず福祉政治論を学ぶ上で不可欠な、歴史的な視点、政治学の基本的な素養、政治分析の方法論、比較福祉政治の
理論枠組みの習得を目指す。その上で、福祉資本主義レジーム研究の画期となったエスピンーアンデルセンの「三つの世界」を精読するこ
とで、比較福祉政治経済を学ぶ基礎的な理論枠組と方法を学ぶ。その素地に立って、現代の社会問題を考察するための手掛かりを、政策面
（アトキンソン『21世紀の不平等』）、国際比較（ガザ『国際比較でみる日本の福祉国家』）からのアプローチを学ぶ。

到達目標

科目名 比較福祉政治論基本研究

教員名 今井　貴子

科目ナンバー 2060330042 4

回数 授業の計画・内容

準備学修(予習･復習等) 準備学修の目安(分)

第3回 田中拓道『福祉政治史』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第4回 田中拓道『福祉政治史』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第1回 イントロダクション

文献の解説
レジュメの作成方法
参考文献の探し方、参照の仕方

シラバスを読み、テキストを準備する。 60

第2回 田中拓道『福祉政治史』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第7回 新川敏光他著『政治学』5、6、７章

第６回までの文献とレジュメを再読し、概要を解説出来るようにする。疑問的があれば書き出す。 90

第8回 久米郁男『原因を推論する—政治分析方法論のすすめ』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第5回 新川敏光他著『政治学』１、２章

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第6回 新川敏光他著『政治学』3、4章

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第9回 久米郁男『原因を推論する—政治分析方法論のすすめ』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90
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第16回 エスピン-アンデルセン, イエスタ『福祉資本主義の三つの世界ー比較福祉国家の理論と動態』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第17回 エスピン-アンデルセン, イエスタ『福祉資本主義の三つの世界ー比較福祉国家の理論と動態』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第20回 アンソニー・B. アトキンソン（山形浩生・森本正史訳）『２１世紀の不平等』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第21回 アンソニー・B. アトキンソン（山形浩生・森本正史訳）『２１世紀の不平等』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第18回 エスピン-アンデルセン, イエスタ『福祉資本主義の三つの世界ー比較福祉国家の理論と動態』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第19回 第18回までのテキストの内容を確認し、討論する。

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第24回 第23回までのテキストの内容を確認し、討論する。

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第22回 アンソニー・B. アトキンソン（山形浩生・森本正史訳）『２１世紀の不平等』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第23回 アンソニー・B. アトキンソン（山形浩生・森本正史訳）『２１世紀の不平等』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第11回 鏡目・近藤『比較福祉国家』第２章他

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第12回 鏡目・近藤『比較福祉国家』第８、９章他

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第10回 鏡目・近藤『比較福祉国家』序章、第１章

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第15回 エスピン-アンデルセン, イエスタ『福祉資本主義の三つの世界ー比較福祉国家の理論と動態』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第13回 鏡目・近藤『比較福祉国家』第11, 12章他

第12回までの文献とレジュメを再読し、概要を解説出来るようにする。疑問的があれば書き出す。 90

第14回 鏡目・近藤『比較福祉国家』第13, 14章他

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90
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第25回 グレゴリー・J・ガザ（堀江孝司訳）『国際比較でみる日本の福祉国家ー収斂や分岐か』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

ゼミナール形式。履修者は課題テキストを予習し、毎回の授業の前にコメントシートを提出します。毎回の授業では、報告者がレジュメに
沿って報告します。報告を受けて事前に提出されたコメントを中心とした討論形式で行われます。

第26回 グレゴリー・J・ガザ（堀江孝司訳）『国際比較でみる日本の福祉国家ー収斂や分岐か』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第27回 グレゴリー・J・ガザ（堀江孝司訳）『国際比較でみる日本の福祉国家ー収斂や分岐か』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第30回 論文題目の発表

執筆予定の論文の題目、要約、研究の方法、参考文献リストをまとめる。 90

授業の方法

第28回 グレゴリー・J・ガザ（堀江孝司訳）『国際比較でみる日本の福祉国家ー収斂や分岐か』

報告者はレジュメを準備する
報告者以外の受講生は、テキストを読み、コメント・シートを作成する

90

第29回 小括
第28回までに精読した文献の概要を整理した上で、その文献に内在的な討論をする。

第13回以降28回までの文献とレジュメを再読し、概要を解説出来るようにする。疑問的があれば書き出
す。

90

テキスト
新川敏光・大西裕・大矢根聡・田村哲樹『政治学』有斐閣、2017年。
田中拓道『福祉政治史ー格差に抗するデモクラシー』勁草書房、2017年。
久米郁男『原因を推論する—政治分析方法論のすすめ』有斐閣、2013年。
鏡目真人・近藤正基『比較福祉国家ー理論・計量・各国事例』ミネルヴァ書房、2014年。
エスピン-アンデルセン, イエスタ（岡沢憲芙・宮本太郎訳）『福祉資本主義の三つの世界ー比較福祉国家の理論と動態』ミネルヴァ書
房、2001年。
アンソニー・B.・アトキンソン（山形浩生・森本正史訳）『２１世紀の不平等』東洋経済新報社、2015年。
グレゴリー・J・ガザ（堀江孝司訳）『国際比較でみる日本の福祉国家ー収斂や分岐か』ミネルヴァ書房、2014年。

参考書
網谷龍介ほか編著『ヨーロッパのデモクラシー』（改訂第２版）ナカニシヤ書店、2014年。
新川敏光編著『福祉レジーム』福祉＋α、ミネルヴァ書房、2015年
久米郁男ほか『政治学〈補訂版〉』有斐閣、2011年。
新川敏光ほか『比較政治経済学』有斐閣アルマ、2004年。

そのほか、演習内で随時紹介します。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)
ポータルサイトで周知する。

成績評価の方法
課題への取り組み（レジュメ、コメントシートの提出状況など）５０％、授業への取り組み（出席、討論への参加など）50%から総合的に
評価します。

成績評価の基準

必要な予備知識／先修科目／関連科目
学部の福祉政治論、政治過程論、国際政治史を履修していることが望ましい。

成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス：講義の進め方、課題の提示、財政学の概説

問題意識の醸成 60

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

財政学の展開と諸潮流

課題をまとめる 240

予算①

テキスト該当箇所及び参考文献の精読 120

予算②

240

財政学とは：財政学の対象、財政学の起源

テキスト該当箇所及び参考文献の精読 120

課題をまとめる 240

歳出①

テキスト該当箇所及び参考文献の精読 120

第9回

第10回

公債②

第7回

第8回

課題をまとめる

租税①

テキスト該当箇所及び参考文献の精読 120

租税②

120

課題をまとめる 240

公債①

テキスト該当箇所及び参考文献の精読

テーマ・概要
　財政学の理論的フレームワークを分析し、日本の実態を検証する。理論的フレームワークについては、ひとつの立場（たとえば現在アメ
リカで主流と呼ばれる新古典派）に拘らず、歴史的な経緯や学説の相違などにも注目する。日本の実態を検証するに当たり、最新のデータ
や制度を踏まえるとともに、他の主要先進国との国際比較を行う。

ＤＰ６（有用な研究課題の設定）及びＤＰ７（研究能力及び基礎的発信力）を実現するため、以下の２点を到達目標とする。
　①財政学について理論的に理解できるようになること
　②日本をはじめとした主要先進国の財政の実態を検証・分析し、把握することができるようにな
　　ること

到達目標

授業の計画と準備学修

財政学特殊研究

浅羽　隆史

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22060330043

2018年度 後期
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240

第11回

第12回

第13回

歳出②

課題をまとめる

政府間関係①

テキスト該当箇所及び参考文献の精読

学内専用ホームページで周知する。

授業の方法
　財政学について理論的理解を深めることと日本や主要先進国の財政実態の検証のため、教員からの講義と受講者による課題報告を行う。
　多くの回で、テーマに関する課題を与える。課題の内容は、文献の読解、統計資料を用いた解説や分析、仮説の提示と検証などである。　
財政学について理論的理解を深めることと日本や主要先進国の財政実態の検証のため、教員からの講義と受講者による課題報告を行う。
　多くの回で、テーマに関する課題を与える。課題の内容は、文献の読解、統計資料を用いた解説や分析、仮説の提示と検証などである。

成績評価の方法
課題を含む平常点　割合100％
　講義内容を理解：1/6(すべての講義で評価)
　課題を全般的に実施：1/6(課題のある講義で評価)
　先人の見解を十分踏まえた課題の報告：1/6(課題のある講義で評価)
　独自の視点を含めた課題の報告：1/6(課題のある講義で評価)
　説得力のある独自の見解をもった課題の報告：1/6(課題のある講義で評価)
　特筆すべき点がある：1/6(すべての講義で評価)
　※注意点　課題未提出の場合はF
　　　　　　出席（やむを得ない場合を除く）は単位付与の最低条件であり、それで成績が決まる
　　　　　　訳ではない

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.　
以下の点に着目し、その達成度により評価する。
講義内容を理解できているか、課題を全般的に実施しているか、先人の見解を十分踏まえた課題の報告をできているか、独自の視点を含め
た課題の報告になっているか、説得力のある独自の見解をもった課題の報告ができているか、特筆すべき点があるか

必要な予備知識／先修科目／関連科目
学部において財政学を履修していると理解が進み易い

テキスト
神野直彦(2007)『財政学　改訂版』有斐閣

参考書

120

政府間関係②

第１回の授業において紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

240

120

第15回

課題をまとめる 240

財政投融資

テキスト該当箇所及び参考文献の精読

独立行政法人

課題をまとめる

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
科目の趣旨を説明する。また、授業の進め方と狙いについて､解説する。

(予習)シラバスを読み、授業内容の概要をイメージしておく。
(復習)授業内容のイメージを修正し、自分に必要な予習の計画づくりをする。

30
30

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

科学の客観性はどのように成り立つのか検討する。

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

60

草創期の科学的思考について考える。

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

60

科学的な説明の原型を追究する。

60

経験的な知識について考える。

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

60

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

60

古代の自然研究と現代の自然科学を対比する。

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

60

第9回

第10回

近代科学の歴史的背景について検討する。

第7回

第8回

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

説明原理の役割を検討し直す。

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

60

古代の自然研究がもつ現代的な意義を考える。

60

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

60

近代科学の歴史的背景を探る。

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

テーマ・概要
　科学の考え方は、日常的なものの見方や考え方と、どこでどのように関係し、後者とどのように異なるのか。また、科学の客観性は、ど
のようにして成立するのか。これらの問題を、科学的な考え方が歴史のなかに登場した時代まで遡って検討し、その真相に迫る予定であ
る。また、このことから得られた知見をもとに、現代科学が直面している諸問題を見直すために有効な視点を求める。

科学の歴史から学び、科学的な考え方の本質について検討することで、現代科学が直面している諸問題を発見し(DP2)、自学自習的にそれ
らを検討する(DP1)ことができる。

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊研究 （科学の考え方Ｉ）

瀨戸　一夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22160310095

カリキュラムにより異なります。 2018年度 前期
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60

第11回

第12回

第13回

自然科学の基本前提を見直す。

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

現代科学の問題点を探る。

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　ゼミナール形式とする。各回の前半は、科学の歴史に関する基本的な文献を輪読し、後半は前以て指名された学生が特定のテーマでレ
ポートする。また、レポートされた内容について、全員で議論する予定である。より具体的には、所定の教科書を読んで理解し、指定され
た箇所のレジュメ(スライド)を作成して他の出席者たちに配り、内容を解説し、質問に回答することが、レポーターの役割である。なお、
授業の進捗によって、第２回〜第14回の項目を入れ替える、あるいは変更する場合がある。

成績評価の方法
　受講姿勢、レポート内容、質疑応答の積極性、およびその内容を、同じ割合（各25パーセント）で総合評価する。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.　
特に次のことを重視して評価する。
・自学自習的に科学の諸問題を考える姿勢が獲得されたか。
・科学の諸問題について議論する力量の有無。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
瀬戸一夫著『科学的思考とは何だろうか』(ちくま新書)　７４０円
電子書籍版あり。

参考書

60

現代科学の問題を近代合理主義との関係で考える。

瀬戸一夫著『知識と時間』(勁草書房)　２，６００円
その他、必要に応じて紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60

60

第15回

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

60

科学の方法を再検討する。

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

現代科学が直面している諸問題を歴史的な観点から検討する。

(予習)今学期に学んだことを振り返り、質問したいことや、議論したいテーマを、各自で考えておく。

第14回
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単位数

開講時期

第1回

第3回

授業の計画・内容

準備学修の目安(分)

ガイダンス
科目の趣旨説明

(予習)シラバスを読み、授業内容の概要をイメージしておく。
(復習)授業内容のイメージを修正し、自分に必要な予習の計画づくりをする。

30
30

回数

準備学修(予習･復習等)

第4回

第5回

第6回

第2回

運動の相対性

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

60

仮説演繹法

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

60

天動説の世界観

60

専門的な知識と常識の関係

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

60

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

60

ニュートンの根本的着想

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

60

第9回

第10回

革命の死角

第7回

第8回

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

地動説の実像

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

60

科学と宗教

60

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

60

コペルニクス革命の真相

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

テーマ・概要
　科学的な考え方は、日常的なものの見方や考え方と、どこでどのように関係し、後者とどのように異なるのか。これらの問題を、科学が
革命的な理論転換を遂げた、過去の典型的な事例に沿って検討する。これにより、科学の今後に向けて、どのような見方や考え方が必要な
のかを討議する。

科学の歴史から学び、科学的な考え方の本質について検討するることで、現代科学が直面している諸問題を見直し、科学に関する問題を哲
学的な観点からも捉えられる(DP1&DP2)。

到達目標

授業の計画と準備学修

学際分野特殊研究 （科学の考え方II）

瀨戸　一夫

科目名

教員名

配当年次

科目ナンバー 22160310096

カリキュラムにより異なります。 2018年度 後期
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60

第11回

第12回

第13回

対称性と客観性

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

．コペルニクス革命再考

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

ポータルサイトで周知する。

授業の方法
　ゼミナール形式とする。各回の前半は、科学の歴史に関する基本的な文献を輪読し、後半は前以て指名された学生が特定のテーマでレ
ポートする。また、レポートされた内容について、全員で議論する予定である。より具体的には、所定の教科書を読んで理解し、指定され
た箇所のレジュメを作成して他の出席者たちに配り、内容の解説、質問への回答をすることが、レポーターの役割である。なお、授業の進
捗によって、第２回〜第14回の項目を入れ替える、あるいは変更する場合がある。

成績評価の方法
　受講姿勢、レポート内容、質疑応答の積極性、およびその内容を、同じ割合（各25パーセント）で総合評価する。

成績評価の基準
成蹊大学大学院の成績評価基準（学則第11条の2）に準拠する。/ Grades in the course are based on the criteria of Seikei 
University Regulation No.11-2.　
特に次のことを重視して評価する。
・自学自習的に科学の諸問題を考える姿勢が獲得されたか。
・科学の諸問題について議論する力量の有無。

必要な予備知識／先修科目／関連科目
特になし。

テキスト
瀬戸一夫著『科学的思考とは何だろうか』(ちくま新書) ７４０円
電子書籍版あり。
瀬戸一夫著『コペルニクス的転回の哲学』(勁草書房)この本は購入しなくてよい。

参考書

60

ニュートンの三法則に秘められた意味

必要に応じて、そのつど紹介する。

質問・相談方法等(オフィス・アワー)

60

60

第15回

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

60

科学の排他性

(予習)あらかじめテキストを読んでおく。
必要に応じて、前回の授業内容を､確認しておく。

科学による生活世界の支配

(予習)所定のテキストを読んで、内容を自分なりに理解し、質問事項を考えておく。
必要に応じて、前回までの授業内容を､確認しておく。

第14回
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