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労働契約、就業規則、非典型的労働関係、労働協約、不当労働行為などの中からテーマを選び、その具体的内容や
レベルなどについては、受講生と相談のうえで決定したい。

研究にとって必須の文献と受講生の研究テーマを中心にして、労働法の基礎から応用までを修得させる。

労働法学に関する文献の講読、および各自の研究テーマに関する報告と研究成果の発表をもって評価に代える。

受講生の研究テーマに沿った文献講読と討論および研究指
導。

労働法に関する文献の講読、および各自の研究テーマに関する報告を行う。

個別的労働法および集団的労働法の実際を学ぶ。具体的には1労働者・使用者の概念、2労働者の派遣・パートタイ
ム労働、3外国人労働者、4労働契約、5配転・出向・転籍、6賃金・退職金、7労働時間・休憩・休日・年次有給休
暇、8女性労働者の保護、9安全衛生・災害補償、10就業規則、11職場規律と使用者の懲戒権、12解雇・定年・退
職、13労働組合、14団体交渉、15労働協約、16争議行為、17組合活動、18不当労働行為などの中から適宜選択す
る。

労働法特論Ⅰ 1 前期 2

労働法特論Ⅰにおいて受講生の選定したテーマをさらに深く研究する。その具体的内容やレベルなどについては、
受講生と相談のうえで決定したい。

労働法特論Ⅱ 1 後期

労働法特論Ⅰにおいて受講生の取り上げた研究テーマに関連する諸問題を中心に授業を展開する。

各自の研究テーマに関する文献の講読と討論および研究の報告を行う。

2

受講生の取り上げた研究テーマを中心にして、さらに労働法の基礎から応用までを修得させる。

受講生の研究テーマに沿った文献などを用いる。

各自の研究テーマに関する報告と研究成果の発表をもって評価に代える。
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国際法特論I 1 前期 2

積極的な授業参加（７０％）およびテストに代わる質疑応答の内容（３０％）で評価する。

松井芳郎その他著『国際法』有斐閣、約2000円、その他随時
指示する。

国際判例などの輪読･講義を通じて、国際法の基本的知識の習得を目指す。質疑応答を通じて理解度の確認を行う。
院生の関心および理解度に沿って講義内容を随時対応させる。

（１）初回は、前期の授業内容についての概略および授業の進め方などを話し合う。（２）～（１４）に関して
は、前半で国際法とは何か？、国際社会の成立と国際法、国際法と国内法の相違など国際法の本質にかかわる基本
的な問題を考えることにする。後半には、より具体的な国際法の規則、国際連合の構造、国際人権法などを中心に
国際法の基本的な内容の理解を深めたい。（１５）最終回には、まとめと理解度のチェックをする予定である。

現代の国際社会の構造は複雑かつ多様化してきており、そこに適用されるさまざまなルールもその変化に応じて改
変が必要とされている。現代国際社会で生じている具体的な問題を素材として、国際法に関する基本的な諸問題に
ついて考える。まず国際法の基本的な知識を習得することを目的とする。とりわけ特論Iでは、平常な国際関係に適
用される国際法の諸規則を主として検討する

まず国際法の基本的な知識を習得し、その知識を基礎に現実に生じるさまざまな国際問題に対処する能力を深める
ことができるようになること。

国際法特論Ⅱ 1 後期 2

積極的な授業参加（７０％）およびテストに代わる質疑応答の内容（３０％）で評価する。

松井芳郎その他著『国際法』有斐閣、約2000円、その他随時
指示する。

国際判例などの輪読･講義を通じて、国際法の基本的知識の習得を目指す。質疑応答を通じて理解度の確認を行う。
院生の関心および理解度に沿って講義内容を随時対応させる。

（１）初回は、今期の授業内容についての概略および授業の進め方などを話し合う。（２）～（１４）に関して
は、前半で国際紛争とは何か？　国際的紛争の解決手段、国際裁判を通じた国際紛争の平和的解決手段など国際紛
争解決手段にかかわる国際法の基本的な問題を考えることにする。後半には、国際紛争に関連した国連による強制
的措置の問題や武力紛争状況に適用される国際人道法の分野について講義する。（１５）最終回には、まとめと理
解度のチェックをする予定である。

現代の国際社会の構造は複雑かつ多様化してきており、そこに適用されるさまざまなルールもその変化に応じて改
変が必要とされている。現代国際社会で生じている具体的な問題を素材として、国際法に関する基本的な諸問題に
ついて考える。まず国際法の基本的な知識を習得することを目的とする。とりわけ特論IIでは、国際紛争状況に適
用される国際法の諸規則を主として検討する。

まず国際法の基本的な知識を習得し、その知識を基礎に現実に生じるさまざまな国際問題に対処する能力を深める
ことができるようになること。
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国際私法特論Ⅱ 1 後期 2

検討課題についての理解を確認するために課題レポートの提出を求めるので、その評価（７０％）と、その他のレ
ポート及び討論内容の評価（３０％）を総合する。

授業中に適宜指示する。なお、必要な資料はプリントして配
付する。

提示する課題について討論形式で検討する。なお、適宜、レポートも課す。

第１回：授業内容の概略、進め方等の説明をし、受講生の希望を聞いて具体的方針を決定する。
第２回～第６回：国際婚姻法についての課題の討論。
第７回～第１０回：国際親子法についての課題の討論。
第１１回～第１４回：国際相続法についての課題の討論。
第１５回：総括。

わが国際私法の構造を前提として、具体的な牴触規定について理解を深める。特に、その連結政策の基本的な規定
がある国際家族法の分野を中心に、その構造と問題点を論究する。

わが国際私法が採用する連結政策についての理解を確実なものとする。
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ニクラス・ルーマンの初期著作｛訳者：沢谷　豊/関口光春/長谷川　幸一）『公式組織の機能とその派生的問題
｛上｝・｛下｝』を精読する。ルーマンのシステム論は包括的でラディカルな社会科学の基礎論というべきもので
ある。従って、法律学、政治学を問わず注目される。上記の著書は組織論についてのものだが、難解なルーマン理
論のエキスとも言うべきものが簡明な形で散りばめられていると言っていいであろう。ルーマン理論の入門書とし
ては最適であろう。

ルーマンのシステム論の基本的枠組みを理解する。

平常点による。

ニクラス・ルーマン著｛訳者：沢谷　豊/関口光春/長谷川
幸一）『公式組織の機能とその派生的問題｛上｝・｛下｝』
新泉社,1992年。

毎回報告者を決め、彼の報告を中心に授業を進めていく。

『公式組織の機能とその派生的問題・上巻』を読む。授業の進行は学生の理解度に応じて適宜調整する。

政治学特論Ⅰ 1 前期 2

ニクラス・ルーマン著｛訳者：沢谷　豊/関口光春/長谷川
幸一）『公式組織の機能とその派生的問題｛上｝・｛下｝』
新泉社,1992年。

毎回報告者を決め、彼の報告を中心に授業を進めていく。

『公式組織の機能とその派生的問題・下巻』を読む。進行具合は学生の理解度に応じて適宜調整していく。なお、
上記の文献が読了されれば、関心に応じて（政治学、憲法、法社会学等）、別の文献を読む予定である。

ルーマンのシステム論の基本的枠組みを理解する。

平常点による。

政治学特論Ⅱ 1

ニクラス・ルーマンの初期著作｛訳者：沢谷　豊/関口光春/長谷川　幸一）『公式組織の機能とその派生的問題
｛上｝・｛下｝』を精読する。ルーマンのシステム論は,専門化が加速度的に進む社会科学の世界で、包括性とでラ
ディカル性を備えた数少ない基礎理論の１つである。従って、法律学、政治学を問わず注目される。上記の著書は
組織論についてのものだが、難解なルーマン理論のエキスとも言うべきものが簡明な形で散りばめられていると
言っていいであろう。ルーマン理論の入門書としては最適であろう。

後期 2
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　この授業では、公共政策の実施と評価における行政の役割の実際を理解することを目的とする。それにあたって
は、理論を理解するために実例を参照するのではなく、実例を理解するために時に理論の力を借りるスタンスをと
る。
　実例としては食品安全政策をとりあげる。近年、ＢＳＥ（狂牛病）に代表されるような食品の安全を問う事件が
起き、2003年には食品安全基本法が制定された。ところが、そのＢＳＥに対する政府の対応にも強い批判があり、
また、食品の安全を脅かす企業の不祥事も後を絶たない。
　立法がなされても問題の解決がこのように進まないケースについて、行政がどのように対応しているのか調べ、
政策実施の難しさを理解するとともに、その難しさを超える方法を探ることを目指す。

　法律が実施される過程について、少なくとも制度的な手続の流れを知る。そして、手続どおりに実施しても、期
待された効果をあげられない原因の所在を探す力を身につけられるようにしたい。

　全回の出席は必須。資料の収集・整理への貢献度と、分析における発言によって評価する。

　公共政策論の基本についてはレジュメ等を用いる。
　特定の立法については教員・受講者自身が資料を収集す
る。

　大学院生としての基礎的な研究能力を身につけてもらうことを念頭に置き、担当教員とともに、政策実施に関す
る一次資料や報道情報などを収集し、整理するところから授業を始める。素材が加工されあとは理解するだけとい
う学部の授業のようには展開をしないので、自分の立場を十分に自覚して授業参加すること。

第１回　民主主義国家の公共政策実施における行政の本来の役割について考える。
第２回　法律制定後から実施までの手続的な流れを知る。
第３回　行政が政策を実施するうえで用いる手段の多様さを把握する。
第４回～第６回　食品安全政策に関して、政府関係の１次資料の収集・整理を行う。
第７回～第９回　食品安全政策に関して、報道情報の収集・整理を行う。
第10回～第12回　整理した情報から政策実施の問題点を整理する。
第13回～第15回　整理した情報に基づき、政策実施で生じた問題の原因の所在を分析する。

行政学特論Ⅱ 1 後期 2
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「国際関係論」という学問について、その専門的な知識や思考方法を習得することを目的とする。そのためには、
大学院レベルでは原書講読を避けて通ることはできない。本講では、国際関係に関する専門書籍（原書）や専門雑
誌の英語論文、あるいは英字紙の記事を読み込んでいくことで、その目的を目指していきたいと考えている。

国際関係に関する論文や記事の内容を的確に把握できる能力と知識を身につけ、「国際関係論」という学問に対す
る理解力をより一層高める。

毎回の特論への参加状況および期末（理解力）試験の結果による。

上記のように、初回に最終決定するが、専門書籍（英文）の
一部やアメリカの外交雑誌などから、教材候補を挙げる予定
である。

初回に輪読していく英文テキスト（英語論文）を、参加者全員で決定する。そして、それに基づいて、履修者全員
で毎回テキストを輪読し、その意味内容を検討し合う。また、必要に応じて、文書の指し示す事柄（具体的事例や
関連する事例など）についての説明を行っていく。なお、授業の性質上、英和辞書は持参したほうがよい。

　第１回　　　　　　　　　ガイダンス（講義の趣旨説明および教材の最終決定）
  第２回～第１３回　　　　教材を使った特論講義（輪読と解説）
  第１４回              　特論講義の総まとめ
  第１５回   　           理解力試験

国際関係特論Ⅰ 1 前期 2
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授業中に指示する。

レポート、プレゼンテーションおよび平常点を総合的に評価する。

受講生が報告を行い、それについて討論する形式を講義の基本とする。

1回目は講義に関する指針とテーマの設定、2回目以降は受講生による報告と討論、最終講義に際しては国際的な視
点からスポーツ政策・法制に関する総括を行う。

現代社会においてスポーツ活動は社会に深く浸透したため、社会政策の一環としてスポーツ振興政策を構築する必
要性が生じた。そのため本講義においては、スポーツ振興政策を検討していく上で必要となる基本的な視点、例え
ば地域の活性化、少子・高齢化、健康社会および国際交流等とスポーツとの関係について考察する。そのことを通
じて、スポーツ振興に関する基本的な知見の獲得を図ることが本講義の目的である。 またその際、法律学、政治
学、社会学、教育学などの分野からスポーツに対する学際的な研究が必要となるが、ここでは特に法制の国際比較
という視点から検討を加える。

国際的な視点から、スポーツ振興に関する基本的な知見を獲得すること。

社会政策特論Ⅱ 1 後期 2
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