
【2020 年度春学期 講義要項】

≪民法Ⅰ（総則）≫

講師 日程 教室 受講料

竹ノ谷 健人

（弁護士）

水曜日：18:30～21:40

4/22～5/27、5/29（金） 全 6 回

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

21,600 円

（学割：10,800 円）

各回講義予定 テキスト・参考図書

法律を初めて学ぶ方が受講されることを想定して、全 6 回で民法総則の基礎を学

んでいきます。もちろん、民法総則を復習したいという方の受講も歓迎します（法

科大学院卒業生の方や、法科大学院 2 年生以上の方が受講されると、物足りない

と思われる方が多いかもしれません）。

講義は、民法総則の条文を一つ一つ確認していき、事例問題を参照しながら進め

ていきます。また、民法改正前の条文がどのようなものであったかも確認し、改

正後の条文についても取り扱っていきます。

4/15 民法の全体像

民法の基本原則

権利の主体としての人

物

4/22 法律行為総論

意思表示総論

意思と表示の不一致１（心裡留保、虚偽表示）

4/29 意思と表示の不一致１（心裡留保、虚偽表示）（続き）

意思と表示の不一致２（錯誤）

瑕疵ある意思表示（詐欺・強迫）

（5/6 休講）

5/13 瑕疵ある意思表示（詐欺・強迫）（続き）

代理

5/20 代理（続き）

無効及び取消

条件及び期限

期間

5/27 時効

<テキスト>

特に指定しません。

<参考図書>

①民法（全）（第 2 版）

潮見佳男（有斐閣）

4,600 円（税別）

②民法総則（伊藤塾呉明

植基礎本シリーズ 4）（第

2 版）

呉明植（弘文堂）

3,000 円（税別）

③民法判例百選Ⅰ総

則・物権

第 8 版（有斐閣）

2,200 円（税別）



≪民法Ⅱ（債権各論）≫

講師 日程 教室 受講料

阿部 尚

（弁護士）

月曜日：18:30～21:40

4/20～6/1 全 6 回

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

21,600 円

（学割：10,800 円）

各回講義予定 テキスト・参考図書

4/13 契約法総論、売買(1)

4/20 売買(2)、贈与

4/27 消費貸借、使用貸借、賃貸借(1)

5/11 賃貸借(2)

5/18 請負、雇用、委任、寄託、組合、和解

5/25 事務管理、不当利得、不法行為

※上記は目安であり、講義の進行や受講者の理解の状況を見て変更す

る可能性があります。

※講義では簡単なレジュメを配布予定ですが、講義の進度によっては

回をまたぐ可能性がありますので、毎回の講義には、前回のものを含

め配布されたレジュメ及び資料を全て持参すること、欠席した場合に

は原則として講義前に法務研究科事務所にて受け取ることをお願いし

ております。

※法務研究科事務所は 17 時で閉室となるため、予めメール等でお知ら

せください。メールにてデータをお送りします。

<テキスト> なし

<参考図書>

①潮見佳男『基本講義 債権各論〈1〉

契約法・事務管理・不当利得 (ラ

イブラリ法学基本講義)(第 3 版)』

(新世社、2017)

②潮見佳男『基本講義 債権各論〈2〉

不法行為法 (ライブラリ法学基本

講義) (第 3 版)』(新世社、2017)

③第一東京弁護士会 司法制度調査

委員会編『新旧対照表でわかる 改

正債権法の逐条解説（三版）』（新

日本法規 2018）



≪民法Ⅲ（物権）≫

講師 日程 教室 受講料

永井 靖人

（弁護士）

木曜日：18:30～21:40

6/4～7/9 全 6 回

(予備日：7/16）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

21,600 円

（学割：10,800 円）

各回講義予定 テキスト・参考図書

6/4：物権法総論、物権変動その 1(不動産物権変動)

6/11：物権変動その 2(不動産物権変動の動き、動産物権変動)

6/18：各種の物権

6/25：担保物権法総論、留置権、先取特権、質権

7/2：抵当権その 1

7/9：抵当権その 2、非典型担保(譲渡担保、所有権留保)

【講義概要】

本講座で取り扱う内容は、物権及び担保物権です。民法（物権法）に関する基

本的な知識を学習し、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。

いずれについても、たくさんのケースを取り扱いながら、重要な部分に時間を

かけつつ、可能な限り全分野を鳥瞰して受講者の勉強をサポートしたいと思い

ます。

<テキスト> なし

<参考図書>

①民法の基礎 2 物

権（有斐閣）

佐久間毅著

2,400 円（税別）

②担保物権法（成文

堂）

松井宏興著

2,500 円（税別）



≪民法Ⅳ（債権総論）≫

講師 日程 教室 受講料

横瀬 大輝

（弁護士）

水曜日：18:30～21:40

6/3～7/15 全 6 回

（休講：7/1 予備：7/22）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

21,600 円

（学割：10,800 円）

各回講義予定 テキスト・参考図書

6/3 ：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）

6/10：債権の効力（債務不履行責任②）

6/17：債権の回収（弁済、相殺など）、債権の消滅（更改、免除、混同など）

6/24：債権の保全的効力（債権者代位権、詐害行為取消権など）

※7/1：休講

7/8 ：債権債務の移転（債権譲渡、債務引受など）

7/15：多数当事者の債権及び債務（連帯債務、保証債務など）

※実際に取り扱う範囲は、講義の進行等に応じて変更する可能性があります。

【講義概要】

本講座では、民法第三編「債権」のうち、第一章「総則」に規定される内容を

取り扱います。民法という法律の中で、法律実務家にとって最も多く触れる機

会が多いのは、実はこの債権総論の分野かと思います。ともすれば難解に思わ

れがちな債権総論の分野ですが、基礎的かつ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

試験等に向けた勉強に関する話題も取り入れたいと思います。

本講座では、2020 年 4 月に施行される改正民法（債権法）を前提とし、折りに

触れて、旧民法にも触れたいと思います。

<テキスト> なし

<参考図書>

・Before／After 民

法改正

ISBN：9784335357091

・民法判例百選Ⅱ 債

権 第 8 版

ISBN：

978-4641115378



≪憲法≫

講師 日程 教室 受講料

永田 洋子

（弁護士）

木曜日：18:30～21:40

4/23～5/28 全 6 回

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

21,600 円

（学割：10,800 円）

各回講義予定 テキスト・参考図書

【講義予定】

4/16 憲法と立憲主義～平和主義（1 章～4 章）

4/23 基本的人権の原理（5 章）、基本的人権の限界（6 章）

4/30 包括的基本権と法の下の平等（7 章）、内心の自由（8 章）

5/7 表現の自由（9 章）、

5/14 経済的自由～社会権（10 章～13 章）

5/21 統治機構（14 章以下）

以上は、あくまで予定です。実際の講義進度により変更があり得ます。

【講義の狙い】

・憲法学の基本的理解

・実際の試験（法科大学院既修者入試・司法試験等）で必要となる重要ポイントの整

理

【講義の内容】

憲法の基礎的な知識を体得することを目指します。講義はなるべくわかりやすく平易

な言葉で皆さんの身近な事柄に結び付けて解説するよう努めます。

また、実際の試験ではどのような知識が必要なのか、どのように知識を活用すべきか

という点にも重点をおいてメリハリをつけて進行していきます。

知識をその場で少しでも定着してもらえるよう、講義の進行度合いに応じて、講義内

で確認問題の検討を行うことも予定しています。

【事前の予習】

テキストを一読しておくと良いですが、必須ではありません。

気軽に講義に出席していただければと思います。

【講師自己紹介】

南山大学法学部卒。早稲田大学法科大学院（既修）修了。 2015 年弁護士登録、AA

業務開始。

自身が家事・育児と両立しながら勉強を行っていたことから、限られた時間の中での

効率の良い勉強法を皆様に伝えたいと思い、2015 年に弁護士登録をすると同時に AA

業務も開始しました。 現在も弁護士実務を行いつつ、受験指導に携わっています。

理解できない箇所は、ぜひお気軽にご質問ください。

<テキスト>

①憲法 第七版（岩波

書 店 ） ISBN ：

9784000613224

3,520 円

<参考図書>

①憲法判例百選1 第

六版（有斐閣）

ISBN ： 4641115176

2,263 円

②憲法判例百選2 第

六版（有斐閣）

ISBN ： 4641115184

2,263 円



≪刑法≫

講師 日程 教室 受講料

小池 哲朗

（弁護士）

月曜日：18:30～21:40

6/8～7/13 全 6 回

（予備日：7/20）

早稲田キャンパス

27 号館（小野梓記念館）

2 階 201 教室

21,600 円

（学割：10,800 円）

各回講義予定 テキスト・参考図書

6/8 法律起案，構成要件，因果関係論，不作為

6/15 違法性，責任

6/22 未遂犯（実行の着手，中止犯等），共犯序論

6/29 共犯論（共同正犯・教唆・幇助），罪数論，刑法各論序論

7/6 生命・身体・自由に対する罪，財産に対する罪

7/13 財産に対する罪，公共の危険に対する罪，取引の安全に対

する罪

7/20 (休講があった場合の予備日)

＜目標＞

本講義では，刑法（総論・各論）における重要な基礎的概念を確

認しながら，学説や基本判例の理解の定着を目的とします。また，

講義を通して，法律起案に求められる論理的一貫性，三段論法等

の法的思考の基礎を構築することを目指します。

＜講義の進め方＞

基礎コースという本講義の性質を踏まえ，各単元の重要な箇所に

ついて判例等を紹介しながら，事案に即した刑法理論の考え方を

解説していきます。また，必要に応じて，実際の司法試験等の問

題に触れ，今後の学習を具体的にイメージできるようにすること

を予定しています。

＜予習＞

各回の最後に，次回予定する講義概要を簡単にアナウンスします

ので，事前にお手持ちの基本書の該当部分を読んでおいていただ

けると，理解がスムーズになると思います。

＜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）


