
4/12 I5-2021-法学 第1回
1 憲法は一度も改定が行われていないこと

2
弓削の教育方針
インターネット官報によって公布されている

3

今まで法についてなど全く興味がなく、調べようとも思っていなかったが、
今回の授業で、社会で生きていくためには最低限知識を入れておかないと生
きていけないということがわかった。これから少しずつではあるが知識をつ
けれるように努力をしていきたい。

4
社会規範はいろいろな種類があることが分かった。枝分かれしていて複雑に
感じた。特に、憲法はすぐに変えることができないことを思い出すことがで
きた。これから1年間、法についてしっかりと学んでいきたい。

5
日本国憲法が第百三条までしかないことに驚いた。もっと多いものだと思っ
ていた。

6
後期の授業のゲスト講師の方で捕鯨船の方と猪捕獲隊の方から色々お話を聞
きたいなと思いとても興味を持ちました

7 ノートをとったり予習とかした方がいいですか

8
e-GOVを使用すればいつでも法令を検索することができることです。これま
で、法について詳しく学んだことはなかったので、この機会にしっかり学習
して身につけたいです。

9

憲法は変えにくいものになっていて、今まで一回も変わっていないことが印
象に残りました。
e-GOVというサイトがあることを初めて知りました。
官報というのがあって、それがインターネットで見れることも初めて知りま
した。

10
憲法の情報などを知ることができた。法には階層があることを初めて知っ
た。普段は身近に感じない憲法や法律だが、この授業を通して日常生活で役
に立つ知識として学びたいと思った。

11
憲法についてあまり詳しく学んだことがなかったため、よくわかった。ま
た、いろいろなゲストの方に講義してもらえるのが印象に残り、とても楽し
みです！

12
憲法の重要性や、それを元に細かい法律や条例などが定められていることが
わかった。社会的規範の体系が印象に残った。
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13
e-GOVという法令を確認することができるサイトがあるということを初めて
知った。法体系の関係性を見て、憲法が一番上にあってそこから色んな条例
などが決まっていることが知れた。

14 憲法の種類が8000もあるということに驚いた

15
憲法は今まで変えられたことがないことは衝撃だった。
ネットでも憲法を確認できることは知らなかった。
難しそうだと思ってたけど、意外と楽しかった。

16 法に関すること

17
法令を見れるサイトがあること
条文の読み方
社会の社会の規範

18
e-GOVというサイトを知れたこと。一般法と特別法というものがあるという
こと。特定の人のために、特別法があるのは面白いと感じた。

19
社会に出るうえで大切な知識が学べました。
これから、しっかりと学び、憲法について視野を広げていきたいです

20
中学校で法律を学んだのにあまり覚えていないことに驚いた。
条例が地方自治体によって制定されるものだと知らなかった。
条文にも書き方のルールがあることが印象的だった。

21 憲法がまだ一度も変わっていないことに驚いた。

22 条文記載のルールや法令の基礎について知れて良かった.

23

日本国憲法に記載されている沢山の条例を改訂したり増やしたりするには、
色々な過程を通る必要があるということがとても印象に残りました。日本国
憲法を眺めていると、第百三条もあるので全てを見て記憶することは大変で
あり、何がどんな時に適応するかを考えることも大変だと思いました。

24
印象に残ったことは、憲法や条約などの階層関係についてです。憲法が一番
上ということは知っていましたが。他のことはうっすらとしか知らなかった
ため、勉強になりました。

25
弁理士という職業があること。自分たちが住んでいる国でも、憲法や法律は
ほとんど分からないことがわかった。

26 法体系の図が印象に残った。
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27

今まで全く気にしたことがなかった憲法や法律が、知らないところで自分達
を守っていたことが印象に残った。成人したり働き始めると、より法につい
て知っていないといけないので、しっかり知識として身につけたいと思っ
た。

28 法体系について知ることができた。憲法と法律の違いを知ることができた。

29
法の階層関係が法律より条約のほうが高いことにびっくりしました。私の法
の知識はかなり曖昧なことを認識しました。また法令を簡単に確認できるサ
イトがあることにびっくりしました。

30

- 慣習法というものが存在していること
  → 慣習は明文化されていないものが多く、法律的には扱いにくいまたは扱
えないものだと認識していたため
  → 慣習法の一例や、慣習法が原因でトラブルになった事例などがあれば知
りたいです

31
法令検索できるサイト(e-GOV)があると知れた。
法は多岐にわたって細分化されている。

32

階層関係の高いのは憲法の次に法律であると思っていたが法律よりも条約の
方が高いことがわかった。
日本にはたくさんの法令が存在するのだとわかった。
私たちは憲法に守られているのだと学んだ。

33
憲法や法律の順位、法体系について知ることができた。一般法と特別法の存
在を知った。

34
法律案提出から公布までの期間が長いように感じたが、それだけ国が慎重に
行っているんだと思った。
また、官報で公布されるが、国民に浸透するまで大変だと思った。

35
e-GOVという法令を検索するためのサイトが存在することや、私法には一般
法(民法)と特別法(商法など)があることが印象に残りました。

36 法令のデータベース検索ができることを初めて知った。

37 法の階層関係や法の種類

38
憲法や条約という言葉やイメージは知っていたが階層関係は明確には分かっ
ていなかったので印象に残った。

39
法律や憲法の優先順位は知っていたが条約については知らなかったので、知
ることができてよかった。
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40 e-govに大量の法令が載っていること

41 法に関する基本的なことの知識を学んだ
(順不同)
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1 初めて法律について習うので楽しみです。

2
いろいろな教官が教えてくれる内容に気になる内容が多かった。
話を聞くのが楽しみ。
一年間よろしくお願いします。

3 憲法や法律の多さ

4 法の階層関係の正しい並びを知ることができました

5
日本国憲法の条例の数が思っていた以上に少なかったこと
（二百以上はあると思っていた）
政令と省令の違いについて学べた

6
自分は公民系の科目が苦手なんですけど今日の授業はとてもわかりやすかっ
たので一年できるかなと思いました

7
６法と言われる所以。
法律系は苦手と感じた。

8 檻のライオンという本が面白そうだった。

9 憲法などを調べられるサイトがあることを初めて知った。

10 憲法、法律などの法層関係などについてもっと知りたいと思った。

11 法令を検索出来るサイトがあることを初めて知った。

12
特別法というものがある事を初めて知った。
これらの法に詳しい弁護士は凄いと思った。

13
e-GOVというサイトがあると初めて知りました。今後気になる憲法や条約が
あったときに活用させて貰おうと思いました。

14 法令検索の方法がわかった
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15
法の優先順位や仕組みについて大まかに捉えることができました。今後の授
業でさらに詳しく理解を深めていきたいと思います。

16 六法と言われている法律を知ることができました。

17 最後のヤギが可愛かった。これから色々な方が来られるのが楽しみである。

18
e-govというツールを初めて知った
憲法がいままで一度も改正されてないというのは果たして健全なのか少し疑
問に思った

19
法令について検索できるサイトについて知る事ができたので分からないこと
が出てきたらその都度調べようと思います。

20 法の階層関係についてよく知らなかったので勉強になりました。

21
憲法や条約や法律など今まで触れてなくて違いがわからなかったのですが、
法の階層関係を見てよくわかりました。

22 法令の調べ方

23
今までは、憲法に関してあまり関心を持っていませんでした。なのでこの授
業でしっかり学びたいです。

24 パワーポイントが丁寧でとても見やすかった

25 法にも」いろいろ種類があることが分かった

26
条約が法律よりも強い効力を持ってることが驚きました。
法律と同じくらいのものだと思っていました。

27 法令の検索方法がわかった

28 憲法検索

29
30
31
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1 前の方で授業を聞いてたのですが声が聞こえません

2
憲法の重要性
e-GOV

3 声が聞こえにくかった．

4 憲法は一番力が強くて、硬性憲法であるということが印象に残りました。

5 特にありません

6 特にないです

7 憲法について少し理解できた

8 憲法は硬性憲法であり、事実一度も改正されていない点に驚いた

9 法の勉強は初めてで難しかったです。

10 法律の数がたくさんある事に驚いたんだ

11 国には沢山の法があって成り立ってるんだと実感した

12
条約が思っていたより権限が弱かったことに
驚いた

13 法の階層関係についてよく分かった

14
法の階層関係について、いままで条例や法律などを同じようなものだと思っ
ていたが階級があることが分かったのが印象に残った。
また、法の階層について理解できた。

15 憲法　条約　法令の階層関係がよくわかったこと

16
法律がほとんど頭に入っていないのでこの授業は特に集中して受講したいと
思います。

17
憲法が強い力を持っていることがわかった。
六法と呼ばれる中でもさらに細分化されていると分かった。

18
日本の憲法が容易に変えられないということを知り、最近の政治で憲法改正
をしようとしていることは、非常に歴史的な出来事になるのではないかと
思った。

19 とくになし

20 難しそうです

21
憲法、条約、法律を作る際の手続きや話し合いは一緒ですか？
印象に残ったことは法律などがない場合安定的な社会生活を行うことは困難
である。
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22
憲法や法律に対しなんとくなくのイメージはあったがあらためて定義を確認
し、今後のことを考え深い理解が必要だと感じた。

23 憲法はとても強いことがわかった

24
憲法や法の階層の関係を私が勘違いしている事に気づき、官報などで日々法
が更新されていることが知れることが印象に残りました。

25 ライオンの憲法の本

26 憲法は難しい、これからの授業で学ぶ事ができたら幸いです。

27
e-GOVの使い方についてヘルプの欄などの細かいところにも注意して閲覧し
なければならない事が分かった。

28
憲法がなぜ強い力を持っているのか理解できた
憲法、条約、法律、政令、省令、条例の内容が確認できた

29
憲法が国で一番強い規範であり、硬性憲法で総議員の２／３以上の賛成など
を経なければならないことが分かった。官報があることを知り見てみたいと
思った。

30 必要無いのでは？と思う法律など、個人的にありますでしょうか？

31 憲法が私達の生活を支えてくれていることが分かった。

32
e-Govと言うサイトを使ってさまざまな憲法や条例などをみて、色々な決ま
り事が複雑に絡まって自分たちの自由が守られていることが分かりました。

33 難しそうです

34
e-Govというものを初めて知った。条約と法律の強制力を逆に覚えていたの
で改めて見るいい機会になった。

35 憲法、条約、法律、政令、省令、条例の構成だと分かった

36
法の階層関係について、憲法は国の最高法規でありその下に条約や法律、政
令がある事が印象に残った

37

テレビやメディアで憲法改正が騒がれていたりしていて、どうゆう意味かよ
くわかりませんでしたが、「硬性憲法」という特性を知ることができたので
よく分からない法のことについて知れそうなので憲法〜条例までの関係性が
心に強く残った。

38
改めて方の難しさ、そして国になくてはならない物だと思いました。
これから１年間よろしく御願いします。

39 特にないです
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40
法学はこれから生きていく中で大切な学問だという事が分かった。
日本国憲法は中学校でも習った内容だったので親しみ易かった。

41
今までに法令について学ぶ機会はなく、初めて触れてみて生きる上でとても
大切なものだと感じました。
憲法は変えにくくとても強いものだと印象にのこりました。

42 なし

43 必要ないと思う法律などありますか

44
法の階層関係で、憲法が最高に位置していることは分かっていたが、条約、
法律、政令、省令、条約の関係を今回知ることが出来た。

45 ライオンの憲法の本

46 特になし

47
今までに法について学ぶ機会がなく憲法、法律、条例の明確な違いがよく分
かっていませんでした。法についての知識を深めたいと思いました。

48
法令の数が多かったことや頻繁に法令が更新されていることに驚きました。
また、憲法が改正されたことはないと知り、憲法九条の改正が検討されてい
ることを自分でも調べてみようと思いました。
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