
募集科目  募集科目一覧 参照 

報   酬 
 Ⅰ種採用＝１授業あたり 2,000円（新規採用者は事前研修あり） 

 Ⅱ種採用＝１授業あたり 1,350円 

申込方法 

 「申込書」および「履歴書」（所定様式）の２点を法学部事務室に提出してください。 
 それぞれの書類は以下の方法で受け取ってください。 
 ①法学部事務室で配付    
 ②本学ホームページ → 「法学部」 → 「ニュース」からダウンロード  
 ※申し込みができるのは、法学部生（休学中は不可）のみです。 

申込期間  １２月２１日（月） ～ １月２８日（木）１６時５０分  厳守  

選考方法  申込書類を基に選考を行います。 

採用発表  ２月１７日（水）  掲示及び採用者にメール（＠kwansei)で通知します。 

法学部 2016年度 ラーニング・アシスタント （L.A.） 募集 

ラーニング・アシスタント（L.A.）は、単なるアルバイトではなく、教育活動の一環として位置づけており、
自身の成長に繋がります。関心のある方は、積極的に申し込んでください。 
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NO 科目名 担当者 時間割 採用人数 採用種別 給与（最大） 業務内容、募集要件など 

１ 
スタートアップ演習 
（１～28クラス） 

― 
〈春〉  
月１ 他 １６名 Ⅰ種 ￥60,000 

（前半）後半に向けた研修、大教室での授業サポート 
（後半）演習授業のサポート、授業時間外学習の支援 
その他履修指導、スピーチ・コンテストの運営など 
※採用決定後にシフト調整、週２回程度勤務あり 

２ 

国際法政実践演習 
企業法務実践演習 

（１クラス） 

〈代表〉  
木村 

〈春〉 
水４ １名 Ⅰ種 ￥28,000 

（この授業は実務家３名がオムニバスで担当します） 
① 教員の教室への案内 
② レジュメ、出欠票、授業アンケートなどの配付・回収 
③ 受講生、教員からの問い合わせへの対応と報告 

３ 
民法発展演習  

(１クラス) 
渡邊 

〈春〉 
未定 １名 Ⅰ種 ￥28,000 

① 事例問題、判例の検討方法についての助言・補助 
② ゼミ報告に必要な資料収集、作業への助言、進捗報告 
③ 配付資料の印刷補助 
※募集要件 司法特修コースに所属する３年生以上 

４ 
法学研究演習Ⅰ 

（15クラス） 
渡邊 

〈通年〉 
水２ １名 Ⅰ種 ￥56,000 

① 事例問題、判例の検討方法についての助言・補助 
② ゼミ報告に必要な資料収集、作業への助言、進捗報告 
③ 配付資料の印刷補助 
※募集要件 ４年生で３年次に民法・財産法のゼミⅠを履修 
※民法・財産法の講義を受講していることが望ましい 

５ 地域政策入門Ａ 
〈代表〉 
山下 

〈春〉 
金１ １名 Ⅱ種 ¥18,900 

（この授業は５名の教員がオムニバスで担当します） 
授業資料の印刷、配布、振り返りシートの回収と整理 
担当教員の指示に基づく授業サポート 
※募集要件 同科目を履修済の学生 

６ 文化社会論 関谷 
〈春〉 
木２ １名 Ⅱ種 ￥18,900 

レジュメ配付、出席確認、機器の設置、態度の悪い学生への
注意など 

７ ことばと文化A ﾍｱﾏﾝｾﾝ 
〈春〉 
木２ １名 Ⅰ種 ￥28,000 

グループワークのファシリテータなど 
※募集要件 ことばに関心があり、英語に自信がある学生 

募集科目一覧①（２０１６春学期・通年科目） 
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NO 科目名 担当者 時間割 採用人数 採用種別 給与（最大） 業務内容、募集要件など 

８ 言語政策論 ｵｽﾄﾊｲﾀﾞ 
〈春〉 
金３ ２名 Ⅱ種 ￥18,900 資料配付、出欠管理など 

９ 民事訴訟法 吉田元子 
〈春〉 
火４ 
水３ 

１名 Ⅱ種 ￥37,800 講義でのレジュメ配布および受講生への質問に対する対応 

１０ 会社法Ｂ 石田 
〈春〉 
木２ １名 Ⅱ種 ￥18,900 

① レジュメの配付、回収 
② 授業機器の設置、プロジェクターへの接続など 

１１ 西洋政治史 武藤 
〈春〉 
火５ １名 Ⅱ種 ￥18,900 レジュメの配付など 

１２ 政治哲学 岡本 
〈春〉 
未定 ２名 Ⅰ種 ¥28,000 

① コメントシートの整理、講義ニュースの発行 
② 論点の整理や討議の支援 

１３ メディアと政治 
〈代表〉 
山田真 

〈春〉 
金５ ２名 Ⅱ種 ￥18,900 

（この講義はオムニバスで非常勤講師が担当します） 
資料及びリアクションペーパーの配付、授業後の集計、受講態
度のチェックなど 

１４ 
朝日新聞社寄付講座 
法学政治学特講A 

(ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑの現場から) 

〈代表〉 
岡本 

〈春〉 
未定 ２名 Ⅰ種 ¥28,000 

（この授業は朝日新聞社の記者がオムニバスで担当します） 
① コメントシートの整理、講義ニュースの発行 
② 論点の整理や討議の支援 

募集科目一覧②（２０１６春学期・通年科目） 
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NO 科目名 担当者 時間割 採用人数 採用種別 給与（計） 業務内容、募集要件など 

１５ コース導入演習 瀧 
〈秋〉 
月１ ２名 Ⅰ種 ￥28,000 

① 受講者の報告、質疑応答に対するコメント 
② 受講者の事前・事後の質問への対応 
※司法特修コース３年生が望ましい 

１６ 民事訴訟法概論 内山 
〈秋〉 
木５ １名 Ⅱ種 ￥18,900 

講義でのレジュメ配布および受講生への質問に対する対応 
※募集要件 ３年生以上 

１７ 英米法Ａ 木村 
〈秋〉 
水２ １名 Ⅱ種 ￥18,900 

① レジュメ配付、発言者に対する出欠票の配付と管理 
② 授業中の質疑応答に対して、マイクを発言者に渡す 
③ プロジェクター等のセッティング 

１８ 
債権総論 
（１クラス） 

渡邊 
〈秋〉 
火４ 
金２ 

１名 Ⅰ種 ￥56,000 

① レジュメ、小テストの印刷と配付、誤字脱字のチェック 
② 小テストの改修と保管、受講生からの質問への助言 
③ パワーポイントの作成補助 
※募集要件 ３年生以上で同科目を過去に受講していること 

募集科目一覧③（２０１６秋学期） 

掲載情報：12月 22日 現在（Ver.１） 
※ 秋学期の募集科目は、今後追加が発生します。 
※ 授業時間割は現時点の予定です。今後変更する

場合があります。 
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