
【2020 年度秋学期 講義要項】

≪行政法≫

講師 日程 教室 受講料

川野 智弘

（弁護士）

木曜日：18:30～20:30

10/1～11/12 全 7 回

（予備日 11/19）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

¥16,800 

（学割：¥8,400） 

各回講義予定 テキスト・参考図書

10/1：行政法の基本構造、法律による行政の原理

10/8：法源、基本原理、民事法との関係

10/15：行政作用各論（１）

10/22：行政作用各論（２）

10/29：行政救済法概説、義務履行確保、行政手続

11/5：行政事件訴訟

11/12：国家賠償、損失補償

【講義概要】

本講座では、行政法の初学者を主たる対象として、ニュース報道や過去の重要な裁判

例などを題材に、できるだけ具体的な事例に則しながら講義を進め、行政法の基本的

概念、基本的な考え方に関する理解を深めることを目指します。司法試験や予備試験、

公務員試験等の受験をお考えの方だけでなく、行政法という学問領域への漠然とした

興味、関心等をお持ちの方々を含め、行政法の学習を必要とする方みなさんにとって

それぞれに役立つ基礎力をぜひ一緒に鍛えていきましょう。

<テキスト>

なし

<参考図書>

行政法 第 6 版（弘

文堂）

ISBN：

978-4-335-35797-8

3,300 円+税



≪会社法≫

講師 日程 教室 受講料

佐藤 亮

（弁護士）

水曜日 18:30～20:30

11/11～1/6 全 7 回

（予備日：1/13）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

¥16,800 

（学割：¥8,400） 

各回講義予定 テキスト・参考図書

作成中です。もうしばらくお待ちください。 作成中



≪民事訴訟法≫

講師 日程 教室 受講料

粟野公一郎

（弁護士）

月曜日：18:30～21:40

11/2～12/7 全 5 回

（休講 11/23、予備：12/14）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

¥18,000 

（学割：¥9,000） 

各回講義予定 テキスト・参考図書

11/2：民事訴訟法の基本構造、訴えの提起

11/9：民事訴訟の審理１

11/16：民事訴訟の審理２

（11/23：休講）

11/30：訴訟の終了

12/7：上訴、多数当事者訴訟

【講義概要】

民事訴訟法は学修者にとって特にイメージのわきにくい科目です。その分、具

体的な場面を想定しながら勉強することで理解は深まります。本講義は、受講

生がイメージを持ちやすいように配慮し、実際の民事裁判ではどうなっている

のかを紹介するほか、短答式・論述式の具体的な問題などを提示し、検討過程

や解答アプローチを示しながら進行する予定です。講義を通じて、受講生が民

事訴訟法を「身につける」ことを目指します。

なお、受講生の理解度などを踏まえ、「上訴、多数当事者訴訟」を扱わないで

別の項目を取り扱うこととする可能性があります。

講義の際は、六法持参のこと。

<テキスト> なし

<参考図書>

民事裁判入門 第３

版補訂版（有斐閣）

ISBN：4641136238

2,310 円



≪刑事訴訟法≫

講師 日程 教室 受講料

松坂 拓也

（弁護士）

水曜日：18:30～21:40

9/30～10/28 全 5 回

（予備日：11/4）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

¥18,000 

（学割：¥9,000） 

各回講義予定 テキスト・参考図書

9/30：イントロダクション、捜査法１

10/7：捜査法 2

10/14：公判手続・訴因、証拠法 1（関連性）

10/21：証拠法 2（伝聞）

10/28：証拠法 3（自白、違法収集証拠排除法則）、上訴等

11/4：予備日

【講義概要】

本講座では、刑事訴訟法の全体像を概観します。

刑事訴訟法には、初学者でも、テレビなどを通じイメージを持ちやすい分野で

ある一方、学習していくとだんだんと特殊な考え方を用いる必要がありイメー

ジがしにくい分野でもあります。そのため、学習が進むにつれて苦手意識を持

つかもしれません。

本講義では、全体の網羅性も意識しますが、重要な部分についてイメージを持

てるように具体的な事例を想定した内容を取り扱う予定です。学習が進むにつ

れ苦手意識を持ってしまう部分について、わかりやすく解説し今後の学習に有

用な講義にするつもりです。

受講前に、映画「それでもボクはやってない」を見ておくことは有用ですので、

お時間があれば見ていただきたいと思います。

また、本講義は参考図書の刑事訴訟法第 2 版（LEGAL QUEST）に準拠して進める

ことが多いです。本講義は主にレジュメを用いて進めるため必携ではないです

が、学習を発展させたい方には有用です。

<テキスト>

なし

<参考図書>

刑事訴訟法第 2 版

（LEGAL QUEST）

宇藤崇、松田岳士、

堀江慎司

（有斐閣）



≪刑法アドバンスコース≫

講師 日程 教室 受講料

小池哲朗

（弁護士）

月曜日：18:30～21:40

10/5、10/12、10/19

全 3 回 （予備日：10/26）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

¥10,800 

（学割：¥5,400） 

各回講義予定 テキスト・参考図書

10/5 総合演習 1

10/12 総合演習 2

10/19 総合演習 3

10/26 (休講があった場合の予備日)

＜目標＞

本講義では，春学期実施の「刑法」基礎講座で学習した，刑法の基本的知識や

学説，基本判例の理解を前提に，その知識を個別の事例等の検討を通して，具

体的な場面で活用することができるようにすることを目標とします。

＜講義の進め方＞

講義形式を基礎としつつも，総合演習として，司法試験等の具体的な事例を題

材に，習得した知識の事案への当てはめ方や，事案に即した検討の仕方ついて

も解説していきます。また，講義の過程で，実際に答案を作成してもらうこと

を検討しており，知識や思考のアウトプットの習熟に加え，法律起案に求めら

れる論理的一貫性や法的三段論法等の習熟を図ることを目指します。

＜予習＞

本講義は，アドバンスコースとして，総合演習的な講義を予定していますので，

各単元について改めて基礎に立ちかえったうえで，より深度の深い学習をして

臨まれることを推奨します。

＜テキスト＞

特になし。普段使用

している基本書で結

構です。

＜参考図書＞

・刑法判例百選Ⅰ総

論第７版（有斐閣）

・刑法判例百選Ⅱ各

論第７版（有斐閣）



≪民法アドバンスコース≫

講師 日程 教室 受講料

坂本 千花

（弁護士）

火曜日：18:30～21:40

11/10、11/17、11/24

全 3 回 （予備日：12/1）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

¥10,800 

（学割：¥5,400） 

各回講義予定 テキスト・参考図書

11/9：物権法総論

物権変動(不動産物権変動・動産物権変動)

所有権

11/16：担保物権法総論，留置権，先取特権，質権

抵当権，非典型担保(譲渡担保，所有権留保)

債権総論の全体像，債権の意義，

債権の効力（履行請求，債務不履行責任①）

11/30：債権の保全的効力（債権者代位権，詐害行為取消権）

契約総論（契約の効力・解除）

債権各論（売買・贈与・ 賃貸借など）

【講義概要】

本講座で取り扱う内容は，民法の財産法全般です。

財産法に関する基本的な知識を確認した上で，実際に起こりうる法律問題を自

ら分析して，論理的に解答を導き出せるようにするための素養を身につけるこ

とを目標にしています。たくさんのケースを取り扱いながら，重要な項目に時

間をかけ，受講生の学修をサポートしたいと思います。

財産法は難解に思われがちですが，民事訴訟法への理解にもつながる重要な分

野です。

重要なポイントについて，具体的なケース（判例や事例問題）を用いて講義し

ます。

また,可能な範囲で,司法試験に向けた勉強に関する話題も取り入れたいと思い

ます。

講義の予習は特に求めませんが，講義中に事案を分析して，受講生に発言を求

めることがあります。

<テキスト>

指定なし

<参考図書>

①リーガルベイシス

「民法入門」（第３

版）道垣内弘人（日

本経済新聞出版社）

②詳解・改正民法

潮見・千葉・片山・

山野目編（商事法務）

③民法判例百選Ⅰ

総則・物権

第８版（有斐閣）

④民法判例百選Ⅱ

債権

第８版（有斐閣）


