
法学 

責任者・コーディネーター  人間科学科法学分野 廣瀬 清英 講師 

担当講座・学科 (分野 ) 人間科学科法学分野  

担 当 教 員 廣瀬 清英 講師  

対 象 学 年 1  

区分・時間数 講義 21 時間  期 間 後期  

単 位 数 1 単位 

・学習方針（講義概要等） 

 法律に関する事項はテレビなどのメディアで日々取り上げられていますが、それらの多くは表面的

なものだけであるだけでなく、正確に伝えられていないことも多い。そのため、多くの人が法律を意

識することなく日々の生活を過ごしているのではないでしょうか。 

 しかし、我々の社会は法律の枠組みの中にあり（現在わが国では約 1,800 の法律が施行されてい

る）、この社会で生活していく以上、私たちの人生において法律はさまざまな場面で関わっており、

法律を知らないからといって、法律と関わらないでいることはできず、法律を知らない人にも否応な

く平等に法律は適用されます。 

 本講義では教養として、そして社会を生活していく上で必要な法律に関する基礎知識について体系

的な講義を行い、それらを表現する力を身につけることを目標とします。 

・一般目標（GIO） 

 本講義では、教養として必要な法律に関する基礎知識について講義を行ないます。 

 講義内容としては、現行法についてだけでなく、学問としての法学、法の発展などを説明し、でき

るだけ日常生活の具体的な問題を提示し、それらを結び付けて考察できる法的思考方法を身につけ、

文章で表現することを目標とします。 

・到達目標（SBO） 

1.法とはいかにあるべきか、また法に対して人間はいかにあるべきかという、法と人間・法と社会と

の根本的関係を説明できる。 

2.法の体系といわゆる法的思考について考察し、基本的な法的思考法を身につける。 

3.社会と人間（憲法を中心とする公法）の関係を説明できる。 

4.社会のなかの人間（民法を中心とする私法）を説明できる。 

5.社会のなかの法の役割（労働法などの社会法）を説明できる。 

 

 

 

 



・講義日程（クラス 1）                       （矢）東 204 2-C 講義室 

ｸﾗｽ 月日 曜日 時限 講座(学科) 担当教員 講義内容 

C1  9/11 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
法律とは何か(1) 

社会と法の関係 

C1  9/18 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
法律とは何か(2) 

法の分類 

C1  9/25 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
憲法とは何か(1) 

基本原理と人権 

C1  10/2 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
憲法とは何か(2) 

統治（三権分立） 

C1  10/23 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
民法とは何か(1) 

財産法（物権と債権） 

C1  10/30 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
民法とは何か(2) 

家族法（親族と相続） 

C1  11/6 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
商法とは何か 

会社法／有価証券法 

C1  11/13 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
刑法とは何か(1) 

罪刑法定主義 

C1  11/18 火  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
刑法とは何か(2) 

法益と罪 

C1  11/20 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
裁判とは何か(1) 

訴訟の種類と三審制 

C1  11/25 火  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
裁判とは何か(2) 

裁判員制度 

C1  11/27 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
社会法とは何か(1) 

労働法 

C1  12/2 火  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
社会法とは何か(2) 

社会保障法 

C1  12/4 木  4  法学分野  廣瀬 清英 講師  
社会法とは何か(3) 

経済法 

 

 

 



・講義日程（クラス 2）                       （矢）東 204 2-C 講義室 

ｸﾗｽ 月日 曜日 時限 講座(学科) 担当教員 講義内容 

C2  9/9 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
法律とは何か(1) 

社会と法の関係 

C2  9/16 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
法律とは何か(2) 

法の分類 

C2  9/30 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
憲法とは何か(1) 

基本原理と人権 

C2  10/21 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
憲法とは何か(2) 

統治（三権分立） 

C2  10/28 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
民法とは何か(1) 

財産法（物権と債権） 

C2  11/4 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
民法とは何か(2) 

家族法（親族と相続） 

C2  11/11 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
商法とは何か 

会社法／有価証券法 

C2  11/13 木  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
刑法とは何か(1) 

罪刑法定主義 

C2  11/18 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
刑法とは何か(2) 

法益と罪 

C2  11/20 木  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
裁判とは何か(1) 

訴訟の種類と三審制 

C2  11/25 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
裁判とは何か(2) 

裁判員制度 

C2  11/27 木  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
社会法とは何か(1) 

労働法 

C2  12/2 火  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
社会法とは何か(2) 

社会保障法 

C2  12/4 木  3  法学分野  廣瀬 清英 講師  
社会法とは何か(3) 

経済法 

・教科書・参考書等（教：教科書   参：参考書   推：推薦図書） 

 
書籍名 著者名 発行所 発行年 

教  ポケット六法 平成 26 年版  井上正仁、他 有斐閣 2013 



 
書籍名 著者名 発行所 発行年 

参  日本一やさしい法律の教科書  品川皓亮 日本実業出版社 2011 

 

・成績評価方法 

1.評価は原則として本試験を８割、その他の課題等を２割とする。 

2.但し、出席状況に応じて成績を加減補正する。  

・特記事項・その他 

1.学生を 2 グループに分け、クラス 1（C1）は木曜日 4 時限目、クラス 2（C2）は火曜日 3 時限目に 

講義を行う。 

2.クラス 1（C1）は 11 月 18 日以降の木曜日の 4 時限目、クラス 2（C2）は 11 月 13 日以降の火曜 

日 3 時限目にも講義を行う。  

・授業に使用する機器・器具と使用目的 

使用区分 機器・器具の名称 台数 使用目的 

講義  ノートパソコン（Mac Book Air MC969J/A） 1  講義資料作成、プレゼン、他  

講義  ノートパソコン（Apple MA895J/A） 1  講義資料作成、プレゼン、他  




