
4.1.4 教育内容・方法

4.1.4.1 カリキュラムの編成

＜2003年度に設定した目標＞

1 .  専門基礎科目、共通専門科目ならびにコース専門科目の一層の充実をはかること

2. 選択専門科目の一層の多様化と充実をはかること

3. コース特別演習のクラス数の増加と内容の多様化をはかること

4. ネイティブの英語契約教員の活用など、語学教育、とりわけ英語教育の充実をはか

ること

5. 選択必修外国語の語種を増やしていくこと。また中国語および朝鮮語の開講クラス

数を増やしていくこと

6. 英語・フランス語中期留学、国連ボランティア科目、外国語インテンシブ・プログ

ラムなど、新カリキュラムの趣旨を活かして、積極的な学修に取り組む学生を増加

させること

7. インターンシップを伴うライフデザイン科目（全学科目）の受講を積極的に促すと

ともに、法学部のコース制の趣旨に沿ったインターンシップ受け入れ先の開拓と確

保に取り組んでいくこと

8. 新カリキュラムの趣旨を活かして複数分野専攻制度やジョイント･ディグリー制度

に意欲的に挑戦する学生を増加させること

【評価項目 6-1-1】 教育課程
（必須要素）カリキュラムの編成方針と教育理念・目的との関係
（必須要素）カリキュラムの体系性と教育理念・目的との関係
（必須要素）カリキュラムにおける基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ
（必須要素）基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況
（選択要素）グローバル化時代に対応させた教育、倫理性を培う教育、コミュニケーション能力等の

スキルを涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育の教養教育上
の位置づけ

（選択要素）起業家的能力を涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育の教育
課程上の位置づけ

（選択要素）学生の心身の健康の保持・増進のための教育的配慮の状況

（現状の説明）

1 .  カリキュラムの編成方針

法学部は、「ソーシャル・アプローチ」の理念に基づいて研究と教育を行い、優れた

研究成果をあげるとともに、有為な人材を輩出することを通じて、スクールモットーで

ある“Mastery for  Serv ice（奉仕のための練達）”を実践することを目的とする。そ

して、①科学的な思考方法の習得、②広範な知識と社会的視野の獲得、③正しい価値観

と豊かな人間性の形成、④人権感覚の陶冶、⑤国際的地球的な視野の確保という教育目

標の下に、(1 )  学生の多様な進路希望の実現に資する、高い社会的評価の得られる力の

習得、(2 )  少人数教育による学生間・教員学生間での刺激に満ちた人格形成という実施

目標を置く。これらの教育目標・実施目標を達成するために、抜本的なカリキュラム改
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革に取り組み、2003年度入学生より新カリキュラムを実施した。

新カリキュラムでは、個々の学生が将来の進路や学修目標についてより明確な意識を

もちつつ、それに合わせた専門科目の学修を体系的・有機的・効果的に行えるようにす

るために、コース制を導入した。コース制は、①司法、②ビジネス法務、③公共政策、

④国際関係、⑤政治システムの5つのコースからなり、「学生の多様な進路希望の実現に

資する、高い社会的評価の得られる力の習得」という実施目標に相応しい教育効果をあ

げることが期待される。また、「少人数教育による学生間・教員学生間での刺激に満ち

た人格形成」をさらに促進するために、従来から設置されてきた法学・政治学基礎演習

（１年次）、人文演習（2年次）、法学・政治学研究演習Ⅰ（3年次）ならびに法学・政治

学研究演習Ⅱ（4年次）に加えて、法学教養演習（2年次）とコース特別演習（3・4年次）

を新設して少人数教育の充実をはかった。

2. カリキュラムの体系

法学部のカリキュラムは、基礎科目群と専門科目群に大別される。卒業単位は124単

位であり、基礎科目群（教職関連科目・他学部開設科目を含む）40単位、専門科目群74

単位、科目群を問わない選択科目10単位をもって構成される。上記の教育目標・実施目

標を実現するために、基礎科目群では、キリスト教科目を必修科目とするほか、言語科

目と教養科目の2区分を設けて、教養科目にはスポーツ科学・健康科学科目、情報科学

科目、学際・連携科目ならびに教養教育科目を配置している。また、専門科目群では、

コース制を導入するとともに、コース科目の履修を準備するための専門基礎科目と、コ

ースに共通して必要な専門知識を習得するための共通専門科目を配置している。共通専

門科目では法学・政治学基礎演習が必修科目となっている。さらに、専門科目群では、

1つの専門分野についてレベルを上げながら繰り返し学習できるスパイラル方式を採用

している。

＜カリキュラムの体系＞

3. 基礎教育・倫理性を培う教育の位置づけ

法学部では、基礎科目群および専門科目群のうちの専門基礎科目と専門共通科目を基

礎教育として位置づけ、前者については1・2年次を、後者については1年次を履修基準

年度としている。とりわけ、1年次のキリスト教科目（4単位）および法学・政治学基礎

演習（4単位）を必修科目として、基礎教育および倫理教育の中核に据えている。

科目群� 科目� 卒業必要単位数 �
�

基礎科目群�
�

教職関連科目�
他学部開設科目�

�

専門科目群�
�
�

任意の科目�

キリスト教科目�
言語科目�
教養科目�

�
�

専門基礎科目�
共通専門科目�

コース専門科目�
選択専門科目�

�
�

40�
�
�
�

74�
�
�

10

�
�
�
�

124
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4 .  実施・運営体制

基礎教育・教養教育の実施・運営は、学部のカリキュラム委員会が所管する。学部長

の発議を受けて、同委員会が先議し、その審議結果が教授会において審議・承認された

のちに実施される。新カリキュラムも、基礎教育・教養教育にかかる部分はこのプロセ

スを経て実施された。なお、専門教育のカリキュラムは、5つの研究室会議が先議し、

カリキュラム委員会と教授会を経て実施される。基礎教育のうち、専門科目群の専門基

礎教育および専門共通科目はこのプロセスを経て実施される。新カリキュラムの実施・

運営は現在のところ順調であるが、必要に応じて上記のプロセスによって見直しが行わ

れることになる。

5. グローバル化時代に対応させた教育等

法学部では、グローバル化時代に対応させた教育を行うために、英語8単位を必修科

目とするとともに、フランス語・ドイツ語・中国語・朝鮮語のうち1言語8単位を選択必

須科目としている。また、言語能力の一層の向上を望む学生のために、英語・フランス

語中期留学や外国語インテンシブ・プログラムなどの科目を用意している。さらに、全

学科目であるインドネシア交流セミナー・オックスフォード大学ジョイントセミナー・

国連セミナー・カナダ研究入門・国際研究・国連ボランティア科目などを基礎科目群の

教養科目に配置している。次に、倫理性を培う教育として、キリスト教学を必修科目と

している。また、コミュニケーション能力等のスキルを涵養するための教育として、上

記言語科目や情報科学科目を置くほか、法学・政治学基礎演習において学生の討論やデ

ィベートを促し、コミュニケーション能力の向上をはかっている。最後に、教養科目と

して、学生の心身の健康を保持・増進するための教育的配慮として、教養科目にスポー

ツ科学・健康科学科目を配置しており、卒業単位への算入を認めている。

（点検・評価の結果）

新カリキュラムの策定にあたって十分な議論を尽くしており、教育理念や目標との関係

は適切であると評価される。また、基礎教育・倫理性を培う教育やグローバル化時代に対

応させた教育等についても、それらを実現するための科目配置がなされている。現在、

2003年度に導入した新カリキュラムが進行中であり、コース制については本年度初めて

コース選択が行われた。学年進行中のため、新カリキュラムの完成年度（2006年度）以

降、その成果を検証して、必要な修正を施すことが課題である。

（改善の具体的方策）

新カリキュラムの完成年度以降、その成果を検証して、必要な修正を施す。

【評価項目 6-1-2】 履修科目の区分
（必須要素）専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的との関係
（必須要素）一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊か

な人間性を涵養」するための配慮の適切性
（必須要素）外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮
（必須要素）カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性
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（現状の説明）

1 .  専門科目群

専門科目群は、「学生の多様な進路希望の実現に資する、高い社会的評価の得られる

力の習得」という実施目標に相応しい教育効果をあげることが期待される。

新カリキュラムでは、専門科目群は、専門基礎科目・共通専門科目・コース専門科目

の全体を通じて、基礎的なものから専門性の高いものへ、総論的なものから各論的なも

のへ１つの分野の科目を繰り返し学ぶことができるスパイラル方式によって編成されて

いる。このスパイラル方式をより有効なものとするために、従来の4単位通年制を原則

としたカリキュラムから、2単位を原則としたセメスター制による編成へとカリキュラ

ムを抜本的に改めた。

2. 基礎科目群

基礎科目群では、必修・選択必修科目であるキリスト教科目と言語科目を除いて、履

修選択の自由度を大きくし、全学科目や他学部専門科目を最大30単位まで卒業単位に組

み込むことができるにした。それによって、本学のカリキュラムの特徴である複数分野

専攻制度（MDS）やジョイント・ディグリー制度に挑戦する学生や、さらには国連ボラ

ンティア科目、英語・フランス語中期留学、外国語インテンシブ・プログラム、インタ

ーンシップをともなうライフデザイン科目など多様な開講形態をもった全学科目の履修

に取り組む学生など、積極的な学修意欲をもった学生をエンカレジしていくことを目指

している。

基礎科目群の特徴は、専門科目の効率的・体系的な学修と合わせて、総合的な視野か

ら物事を見ることができる能力、自主的・総合的・批判的に物事を思考し、的確に判断

できる能力等を育成するとともに、豊かな人間性を涵養し高い倫理観をもった人材を育

成することに配慮したものであり、法学部の教育目標に相応しい教育効果をあげること

を目指したものとなっている。

3. 外国語科目

法学部の言語科目は、英語8単位を必修科目とし、フランス語・ドイツ語・中国語・

朝鮮語のうち1言語8単位を選択必修科目とする。また、言語能力の一層の向上を望む意

欲的な学生のために、英語・フランス語中期留学や外国語インテンシブ・プログラムな

どの科目を用意している。そのほか、選択科目として、ロシア語・イタリア語・スペイ

ン語・ポルトガル語・アラビア語・インドネシア語などの科目を置き、学生の学習意欲

に応える体制をとっている。このような科目構成は、法学部の教育目標、とりわけ「国

際的地球的な視野の確保」に資するものであり、さらには実施目標である「国際感覚を

生かせる職業分野への進出」を支援するものである。

4. 必修・選択の量的配分

法学部の卒業単位は124単位であり、基礎科目群（教職関連科目・他学部開設科目を

含む）40単位、専門科目群74単位、科目群を問わない選択科目10単位をもって構成され

る。基礎科目群の内訳は、必修科目12単位・選択必修科目8単位・選択科目20単位であ

り、専門科目群の内訳は、必修科目4単位・選択必修科目58単位・選択科目12単位である。

基礎科目群の選択科目の単位数が多い（科目群を問わない選択科目10単位を加えると、
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最大で30単位取得することができる）のは、専門科目の効率的・体系的な学修と合わせ

て、総合的な視野から物事を見ることができる能力、自主的・総合的・批判的に物事を

思考し、的確に判断できる能力等を育成するとともに、豊かな人間性を涵養し高い倫理

観をもった人材を育成することに配慮したものである。

また、専門科目群の選択必修科目の単位数が多いのは、コース制の導入によって、

個々の学生が将来の進路や学修目標についてより明確な意識をもちつつ、それに合わせ

た専門科目の学修を体系的・有機的・効果的に行えるようにするためである。また同時

に、スパイラル制を採用したことと、基礎法科目を共通専門科目としたことから、選択

必修科目の割合が高くなっている。

＜必修・選択の配分＞

（点検・評価の結果）

新カリキュラムの策定にあたって十分な議論を尽くしており、履修科目の区分や編成等

についても、法学部の教育理念や目標との関係は適切であると評価される。学年進行中の

ため、新カリキュラムの完成年度（2006年度）以降、その成果を検証して、必要な修正

を施すことが課題である。

（改善の具体的方策）

新カリキュラムの完成年度以降、その成果を検証して、必要な修正を施す。

【評価項目 6-1-3】 授業形態と単位の関係
（必須要素）各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算

方法の妥当性
（必須要素）教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授

業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性

【評価項目 6-1-4】 単位互換／単位認定等
（必須要素）国内外の大学等との単位互換方法の適切性
（必須要素）入学前の既修得単位の単位認定方法の適切性
（必須要素）卒業所要総単位中、自大学・学部・学科等による認定単位数の割合
（選択要素）海外の大学との交流協定の締結状況とそのカリキュラム上の位置づけ

【評価項目 6-1-5】 開設授業科目における専・兼比率等
（必須要素）全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合
（必須要素）兼任教員等のカリキュラムへの関与の状況

科目群� 科目� 必修� 選択必修� 選択� 合計�
�

基礎科目群�
�

教職関連科目�
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�
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�
�
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合計�

キリスト教科目�
言語科目�
教養科目�

�
�
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【評価項目 6-1-6】 カリキュラムと国家試験
（選択要素）国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、受験率・合格者

数・合格率

【評価項目 6-1-7】 インターンシップ、ボランティア
（選択要素）インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適

切性
（選択要素）ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実施

の適切性

【評価項目 6-1-8】 生涯学習への対応
（必須要素）生涯学習への対応とそのための措置の適切性、妥当性

【評価項目 6-1-9】 正課外教育（エクステンション等）
（選択要素）正課外教育の充実度

（現状の説明）

1 .  授業形態と単位の関係

法学部の各授業科目の単位数は、大学設置基準および本学学則に基づいて、原則とし

て次の基準によって計算される。

① 講義科目および演習科目については、15時間の授業をもって1単位とする。

② 語学教育科目、実験科目、実習科目および実技科目については、30時間の授業を

もって1単位とする。

各分野の科目の量的配分については【評価項目 6-1-1】の記述を参照。

2. 単位互換・単位認定等

学生が国内外の大学等で取得した単位は、基礎科目群の「学際・連携科目」に配置さ

れる外国大学科目・洋上大学科目・西宮市大学共通単位講座として、法学部の単位に認

定される。次に、編入学生について、60単位を限度として、入学前の既修得単位を法学

部の単位として認定している。単位の認定は、本人と面接のうえ、本人の希望する科目

を認定するという手続きによる。また、編入学生以外の者については、編入学生に準じ

て単位認定を行う。単位認定の上限である60単位は、法学部の卒業単位124単位の50％

弱に相当する。海外の大学との交流協定は大学として締結しており、法学部の学生が交

換留学生として協定大学で取得した単位を、当該科目の内容や時間数等を勘案して、法

学部の単位として認定している。

3. 専・兼比率等　

2004年度に法学部が開講した全授業科目のうち、専任教員が担当した授業科目の割合

は次表のとおりである。開講科目数317、専任担当率44％であった。2005年度は、開講

科目数364、専任担当率50%であった。また、兼任教員等のカリキュラムへの関与は、

言語科目のうちフランス語の専任教員と兼任教員が年１回会合をもっているほかは、組

織的にはほとんど行われていない。
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4 .  国家試験

法学部の学生には、司法試験や司法書士試験などの国家試験を受験する者がいる。本

学出身の司法試験第二次試験合格者数は、2002年度12名、2003年度12名、2004年度16

名であった。

5. インターンシップ等　

インターンシップの重要性を認識し、科目設置に向けた議論が続けられているが、受

け入れ先の確保や単位認定の方法など課題が山積している。他方、全学科目としてイン

ターンシップ科目を開設する動きがあり、学部としてはその進捗状況を注視しつつ、さ

らに検討を進めている。なお、現在は、ボランティア活動の単位認定は行っていない。

6. 生涯学習

法学部の生涯学習への対応は、聴講生の受入れや、本学出身者を含めた税理士を対象

とする新月プログラム（税理士の全国組織である「TKC全国会」の研究プログラム

「TKC・関西学院大学　新月プログラム」）への講師派遣などがある。聴講生制度は、広

く社会人に門戸を開放しており、本学卒業後のリカレント教育としても機能している。

聴講生の出願資格は、①高等学校卒業者またはこれと同等の資格がある者でかつ2カ年

以上の社会的経験のある者、または②学士の称号もしくは学士の学位を有する者または

これと同等以上の資格のある者であり、基礎科目群および専門科目群から20単位まで聴

講することができる。聴講の許可は面接による。また、新月プログラムは2004年から開

始されたが、民法・商法の教員が講義を分担した。

7. エクステンション

法学部では、法職をめざす学生に対して、エクステンションとして法職課程講座を開

設しており、法職説明会のほかに、法職基礎講座と司法書士入門講座を開講している。

いずれの講座も１年生から受講することができる。法職説明会は春2回・秋1回開催され

る。説明会では、それぞれの法職において活躍中の本学出身者が講師を務める。仕事の

具体的な内容や使命などについて講演するほか、法職に必要な資格や試験勉強の方法な

ども紹介する。

法職基礎講座は、司法試験や司法書士試験などの区別をすることなく、ひろく法職を

目指す学生の入門講座として開講される。また、公務員試験や各種の資格試験のために

も役立つことを目的とする。講師は本学出身の弁護士と司法書士であり、この講座では

実践的な勉強が可能である。また、司法書士入門講座は、司法書士に関心を持つ学生の

ための講座であり、希望者には司法書士事務所での体験実習が予定される。この講座で

は、民法や商法を実際に運用する場面に重きをおいて、条文の順序にしばられず、司法

科目群� 科目� 開講科目数�専任担当率�
�

基礎科目群�
�
�

専門科目群�
�
�

全体�

キリスト教科目�
言語科目�
教養科目�

専門基礎科目�
共通専門科目�

コース専門科目�
選択専門科目�

3 �
52 �
43 �
9 �

39 �
146 �
25 �

317 

100 %�
18 %�
37 %�
89 %�
94 %�
43 %�
14 %�
44 %
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書士が日常的に処理している仕事の中味を分かり易く講義している。

（点検・評価の結果）

授業形態と単位の関係は、大学設置基準および本学学則に準拠しており、妥当であると

評価される。また、卒業単位に占める各科目の量的配分も、法学部の理念・教育目標・実

施目標にしたがって構成されており、現状においては概ね適切である。ただし、新カリキ

ュラムの完成年度以降、その効果を検証して、必要な修正を施すことが課題となる。単位

互換や単位認定についても、適切に対応している。

開設授業科目における専・兼比率は、言語科目・教養科目・コース専門科目で改善が必

要である。コース専門科目については、法科大学院の設置にともない法学部から移籍した

教員の補充が急務であり、必要な補充がなされれば、専任担当率が向上する。また、新カ

リキュラムの完成年度後の見直しとして、科目の精選と補充を検討する必要がある。

インターンシップについては、2005年度より、全学科目として、「ライフデザインと仕

事」・「キャリアデザインと自分」・「社会の中での自分（インターンシップ講義）」・

「ソーシャルスキルとチームワーク（インターンシップ演習）」・「インターンシップ実

習」・「キャリア＆ライフデザイン」の6科目が開設された。法学部では、これらの科目

を基礎科目群の学際・連携科目に置き、卒業単位に含めることにした。このような措置を

学生に周知し、履修を奨励することが課題である。

最後に、生涯学習について、法学部としてどのような貢献ができるかを検討する必要が

ある。

（改善の具体的方策）

新カリキュラムの完成年度以降、卒業単位に占める各科目の量的配分の適切さを検証し、

必要であれば再検討する。ネイティブの英語契約教員の活用や専門科目担当教員の欠員補

充を急ぎ、専任担当率の向上に努める。また、新カリキュラムの完成年度後の見直しとし

て、科目の精選と補充を検討する。インターンシップ科目について、学生に履修を奨励す

る。生涯学習について、法学部としてどのような貢献ができるかを検討する。

4.1.4.2 教育・研究指導のあり方

【評価項目　6-2-1】 カリキュラムにおける高・大接続
（必須要素）学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

【評価項目　6-2-2】 履修指導
（必須要素）学生に対する履修指導の適切性
（必須要素）オフィスアワーの制度化の状況
（必須要素）留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
（選択要素）学習支援（アカデミック・ガイダンス）を恒常的に行うアドバイザー制度の導入状況
（選択要素）科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

【評価項目　6-2-3】 社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮
（選択要素）社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導の配慮
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