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設置設置設置設置のののの趣旨等趣旨等趣旨等趣旨等をををを記載記載記載記載したしたしたした書類書類書類書類    

    

アアアア    設置設置設置設置のののの趣旨及趣旨及趣旨及趣旨及びびびび必要性必要性必要性必要性    

 

教育研究上教育研究上教育研究上教育研究上のののの理念理念理念理念、、、、目的目的目的目的 

   本学が法学部に新たに設置しようとする「法ビジネス学科」は、①今日のわが国におけ

る経済社会や地域社会の構造的な変化に伴う、法律学上の実践的な諸問題群について、

動態的に理解し、研究考察する。②その研究成果を踏まえ、経済社会や地域社会から要

請される基礎的かつ実践的な法律知識と、法学的素養とを身に付けた人材を育成、教育

する。③こうした実践的な法学教育を効果的に行うため、教育内容や理念、教授方法な

どについて研究を蓄積し、法教育学とも呼べるような新たな研究分野を開拓する――こ

とを主たる目的としている。 

   わが国では周知の通り、1997年3月に政府の規制緩和推進計画が見直され、翌98年に規

制緩和推進3か年計画が閣議決定されたあたりから、事前規制型社会から事後チェック型

の社会への転換が打ち出されるようになった。事後チェック型社会では、経済活動や社

会活動が公正に行われるように、また、規制の緩和によって国民が被害を受けないよう

に、明確なルールの設定とその遵守が求められる。これを受け、ルールの遵守状況の監

視と被害救済を担う司法機能の重要性が再三にわたり指摘され、政府の司法制度改革審

議会は2001年6月、裁判官や検察官など法曹人口の拡大などを盛り込んだ意見書を首相に

提出した。近年は、検察や証券取引等監視委員会などによる大型経済事件の摘発が続き、

市場の公正を重視する事後チェック型社会の到来を一層印象付けている。 

   ただ、「見えざる手」のアダム・スミスが一方で公正な競争（フェア・プレイ）や社会

的信用などを重視した史実を引くまでもなく、全てを事後チェックと救済によるのでは、

莫大な取引コストや社会的、司法的コストがかかり、社会は明らかに成り立ち得ないだ

ろう。事後チェック型社会は、明確なルールや法の確立だけでなく、同時に、市場の公

正を担保するコンプライアンス意識の定着や、社会規範を支える自律的コミュニティの

存在が前提となっている。司法改革審議会が最終意見書のなかで、国民に対して国家へ

の過度の依存体質からの脱却を求め、司法参加などを通して公共意識の醸成と公共的事

柄に対する能動的姿勢を強めるよう促したのも、当然といえる。 

現在、本学が法学部に設置している法律学科は、開設時の設置申請書にも明記されて

いるように、「（現代は）法律を特定のものと考えず常識と考えるものであり、専門家

のみを必要とする社会を意味しているものではない」との認識の下、当初から「21世紀

にふさわしい時代感覚とリーガルマインドをもった高度なゼネラリスト」の育成を目的

としてきた。現代社会の構造的な変化を把握し、動態的で実践的な法問題群について研

究する重要性は、今後ますます高まるだろう。こうした研究成果を受け、法学知識や法

的思考能力、公共空間への能動的姿勢などを身に付けた人材を育成、教育する必要性も

また、事後チェック型の新たな社会においては、減じることはない。 

実は、本学の法律学科は、今述べたように元々「高度なゼネラリスト」の育成を目的

としてきたが、一方で、法律職や研究者を目指したより専門的な法学教育を期待して入
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学してくる学生も少なくなかった。もちろん法律学科では、これらのニーズに対応した

講義や指導も実施しており、実際、これまでロースクールや大学院に計5人が進学したほ

か、2006年度には本学部3年生が在学中に行政書士試験に合格した。しかし、専門的な法

学教育を望む学生へのカリキュラムと、ビジネス社会で求められる実践的な知識を学び

たい学生へのカリキュラムとは、本来的にはなかなか両立しにくく、受講する学生側が

混乱する危険性があった。 

そこで本学では、主に企業への就職を希望する学生に向けた学科を新設し、企業法務

に関する知識や、ゼネラリストとしてのコンプライアンス感覚の会得などを教育目的と

してはっきり打ち出すことで、学生が自らの将来のキャリアデザインに応じて、法律学

科と新学科とを選択できるようにするべきと考えるに至った。新たな「法ビジネス学

科」の設置により、学生に対しては、より一層きめ細かい教育指導が可能となる。 

本学法学部はこれまでも、例えば、本学部所属の教員が、住民コミュニティ形成のた

めにマンション管理組合が費用を支出することの必要性と法令規定との関係について学

会報告したり、代理懐胎での法的親子関係の問題を洗い直す論説や裁判員制度に係る学

生アンケート調査の結果が、本学部の紀要で発表されたりするなど、今日的な法律問題

を意識した研究が展開されてきた。新学科の設立で、こうした研究の蓄積もさらに進む

ことが期待できる。 

新学科設立にあわせて、本学では研究体制の全学的な見直しも図り、人間関係学部人

間文化学科より社会学専攻の教員２名と、教育学専攻の教員２名の計４名を法学部に移

籍させることとした。特に法学部には現在、教育学専攻の専任講師が既に1名所属してい

るが、教育学の教授2人が新たに加わることで、例えば抽象的な法律知識を初学者に教授

するための効果的な教育プログラムの開発や、コンプライアンス意識を育むための企業

内教育の研究、コミュニティや社会規範を支える地域教育についての研究など、法教育

学的な研究も展開できるようになる。 

本学部は近年、鹿児島地裁所長や地検検事正、弁護士らによる法実務家講演会を随時

企画し、全学的にも「キャリア概論」科目などを開設して、学生の法律やビジネス社会

に対する関心が深まるよう促してきた。2006年11月には、法学部と鹿児島地裁、地検、

県弁護士会との共催により、裁判員制度による模擬裁判を実施し、地域社会にも公開し

た。今後、法学部に教育学の教授が所属することで、こうした一連の法学教育への取り

組みについても、専門的な見地から効果の検証と改善が可能となるだろう。 

 

どのようなどのようなどのようなどのような人材人材人材人材をををを養成養成養成養成するのかするのかするのかするのか 

   本学法学部が第1回卒業生を送り出したのは2003年3月であるが、この間、わが国の経済

はなかなか低迷を抜けきれず、大学生の就職状況は全国的に厳しい状態に置かれてきた。

もちろん、鹿児島県をはじめとする南九州の地方経済も、困難な状況が続いている。し

かし、本学法学部卒業生の就職については、県内唯一の法学部ということもあってか、

地方の私立文系大学としては例外的に、きわめて良好な状況が続いている。法学部の就

職率（就職希望者に占める就職決定者の割合）は、第１回卒業生から2007年3月卒業の昨

年度まで、毎年度90％台を割ったことがなく、特に2005年度卒業生は就職率98.1％を記録

した。就職分野も銀行や信用金庫などの金融関係から、公務員、地元大手デパートなど
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の流通、サービス業まで、ほぼ全領域にわたっており、法学部に対する地域からの期待

の大きさ、評価の高さを裏付けている。 

   こうした地域社会の期待に応えて、さらに実践的な法律知識を取得した人材を送り出そ

うと、本学法学部は2006年度から、民法担当の教員が中心となって、国家試験受験対策

の補習講座をスタートさせた。昨年度の行政書士試験は、鹿児島県では762名が受験し合

格者はわずか20名だったが、先に挙げたようにそのうちの1人が、この補習講座のみを受

講して受験した法学部在学生であった。不動産業や金融機関などで必要とされる宅地建

物取引主任者試験についても、補習講座を受講した他学部の学生も含め、講座スタート

から数か月で既に5人が合格している。 

   新設される「法ビジネス学科」は、実践的な法学知識と素養を身に付けた人材を育成す

ることを教育の目的としており、カリキュラムでは、民法など既存の法律科目のほか、

商道徳等を理論的に学ぶ「ビジネス倫理」をはじめ、契約管理や担保管理等を学ぶ「企

業取引法務」、雇用や税務、会計等について学ぶ「企業組織法務」などの科目が用意さ

れる。こうした正規の講義に加え、上記の補習講座を法学部全体で引き続き実施するこ

とで、学生たちに宅建などビジネス実務に有用な法律資格の取得を積極的に促していく。 

学生たちには、企業法務に係る講義や資格試験に向けた学習を通して、多様な法律知

識やリーガルマインドと呼ばれる思考方法が、次第に身に付いていくであろう。置かれ

た状況の実態に即しつつも合理的に判断できる実践的な法学思考や、法令だけでなく社

会規範や倫理にも目を配るコンプライアンス意識を会得した人材は、事後チェック型社

会で活動する企業にとって有益であることはもちろん、コミュニティ形成や公共空間へ

の参加意識が課題となる地域社会にとっても必要とされると考えている。 

 

イイイイ    学部学部学部学部、、、、学科等学科等学科等学科等のののの特色特色特色特色 

 

中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」（2005年1月）は、「高等教育の多

様な機能と個性・特色の明確化」を提言しており、大学については具体的に、①世界的

研究・教育拠点、②高度専門職業人養成、③幅広い職業人養成、④総合的教養教育、⑤

特定の専門的分野の教育・研究、⑥地域の生涯学習機会の拠点、⑦社会貢献機能――な

どを挙げ、機能の選択による経営戦略の明確化を求めている。 

本学は、臨床心理士などを育成する心理系の大学院（心理臨床学研究科）や、生涯学

習センターなどを擁しており、全学的には、②の高度専門職業人養成の機能や、⑥の生

涯学習機会の地域拠点の機能なども果たしている。しかし、「法ビジネス学科」に限っ

ていえば、上記のうち、③幅広い職業人養成、⑤特定の専門的分野の教育・研究、⑦社

会貢献機能――が主たる機能となるだろう。 

  

幅広幅広幅広幅広いいいい職業人養成職業人養成職業人養成職業人養成  

既に言及してきたように、新しい「法ビジネス学科」は、経済界や地域社会から要請

される基礎的かつ実践的な法学知識と素養とを身に付けた人材を育成することを教育の

目標としている。このため、民法など既存の法律科目はもちろん、ビジネス倫理や企業

取引法務など各種のカリキュラムが用意されている。また、民間企業で必要とされる宅
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建など法律資格の取得を支援するため、既に取り組んでいる補習講座を引き続き法学部

全体で実施する。 

本学法学部は、南九州地域では数少ない法律学を学べる学部であり、普通科高校だけ

でなく実業系の高校からも多数の生徒が進学している。基礎学力に不安のある学生もス

ムーズに専門科目に進んでいけるように、本学では主に1、2年次に履修する全学共通教

育科目に「学問へのステップ」科目や「大学英語へのステップ」科目などを設けている。

こうしたリテラシー教育は、今後も強化していく方針である。 

 

  特定特定特定特定のののの専門的分野専門的分野専門的分野専門的分野のののの教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究 

  「法ビジネス学科」は、変化に直面しているわが国の経済社会や地域社会の今日的な法問

題群について研究や、効果的な法学教育を実現するための教授方法の開発、これまで本

学が実施してきたキャリア教育や地域連携方法の検証などを主たる研究テーマとしてい

る。また、この研究成果をもとに、上記のようなビジネス社会の需要にあった実践的な

法学教育を展開する。特に法学教育やキャリア教育をめぐっては、近年、学会などでも

話題とされることが多い。本学の教育学専攻の教員を法学部に集めることで、法学教育

に係る研究蓄積が進めば、法学教育論と呼べるような新たな学問領域の構築も視野に入

ってくるだろう。 

 

  社会貢献機能社会貢献機能社会貢献機能社会貢献機能 

   事後チェック型社会が成り立つには、コンプライアンス意識が定着し、社会規範を支え

るような、自律的コミュニティの存在が前提となっている。先述のように、一連の司法

制度改革にも、国民に対して公共意識の醸成と公共的事柄に対する能動的姿勢を求める

意図が背景にある。本学法学部は、これまでも地域教育の一環として、裁判員制度の理

解を深めるための模擬裁判を公開し、また聴講制度や共修講座制度などによって講義を

開放することで、コミュニティ形成や公共意識の醸成に資する法学的素養や思考方法の

啓発に努めてきた。 

   鹿児島県は残念ながら、未だ法律が身近な社会とは言い難く、特に本学が立地する霧島

市に近い大隈半島地区は、日本司法支援センター（法テラス）が「司法過疎地域」に指

定し、全国でも数か所しかない地域事務所（鹿屋事務所）を設置するほどである。法律

基盤の整備と意識の向上は、鹿児島県全体の課題といってよい。 

   先の中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」は、「地域間格差の拡大によ

って教育条件の低下や学習機会に関する格差の増大等を招くことがないような方策を講

ずることは重要な課題である」とした上で、「地方の高等教育機関は地域社会の知識・

文化の中核として、また、次代に向けた地域活性化の拠点としての役割をも担っている

ことに留意する必要がある」と言明している。 

鹿児島県を拠点とする本学法学部が、法律学科を中心として法科大学院進学や司法書

士、裁判所事務官を目指す学生を育成し、他方で「法ビジネス学科」でリーガルマイン

ドを会得した人材を民間企業や地域社会に送り出し、さらに学部全体で地域の法学教育

を進めていくことは、まさに中教審答申の趣旨に合致したものであり、隣接する宮崎県

も含めた南九州全体への大きな地域貢献となるであろう。 
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ウウウウ    学科学科学科学科のののの名称名称名称名称及及及及びびびび学位学位学位学位のののの名称名称名称名称    

 

（学科の名称） 「法ビジネス学科」  

（英   文） department of applied legal studies 

（学位の名称）  学 士（法学）  

 

当学科は、主に企業で活躍する人材を育成することを目標としている。したがって、

ビジネスパーソンを目指す者を受け入れるという点を明確にするため、学科名に「ビジ

ネス」を含めることとした。さらに本学科の教育課程は、「ビジネスキャリア制度」に

おける企業法務分野に準拠し、学生に企業法務の基礎を修得させることを狙いとしてい

るので、「法ビジネス学科」という名称が学科の内実を最も適切に表現していると判断

した。 

また、本学科の教育課程における専門の授業科目は、基礎的な法学と企業法務を中心

に、社会学関係にまで及んでいるが、根幹をなすものは法学であり、法学部に設置する

学科として、学位に付記する専攻分野は「法学」とした。 

 

エエエエ    教育課程教育課程教育課程教育課程のののの編成編成編成編成のののの考考考考ええええ方及方及方及方及びびびび特色特色特色特色 
 

（新学科設置の趣旨と教育課程） 

   当法学部は、設置当初から“21世紀は法の時代”という認識に基づき、「21世紀にふさ

わしい時代感覚とリーガルマインドを持った高度なゼネラリスト」の育成を主目的に掲

げてきた。折から、国際的には1999年のケルンサミットあたりを契機として、21世紀は

いわゆる「知識基盤社会」の時代であるという認識が有力になりつつあり、その観点は

我が国における高等教育改革の前提となる基本認識としても踏襲されている。そこで当

法学部は、主として法に関する深く豊かな知識を研究教授することにより、知識基盤社

会に対応できる人材の育成を行ってきたところである。 

   法ビジネス学科の新設にあたっても、この学部全体としての基本方針に変更はないので、

教育課程も従来の法律学科と重複する部分がある。ただし先に述べた通り、法律学科に

加えて法ビジネス学科を新設する趣旨は、主に企業への就職を希望する学生を対象とし

て、企業法務に関する知識及びゼネラリストとしてのコンプライアンス感覚を会得させ

ることであり、また新学科においては、事後チェック型社会で活動する企業にとって必

要とされる人材の育成に加えて、コミュニティ形成や公共空間への参加意識が課題とな

る地域社会において必要とされる人材の育成も視野に入れている。 

   そこで、そのような人材に求められる知見として次の二点が考えられる。第一に、法の

発生基盤でありかつ企業活動の舞台である現代社会の特質に関する理解である。特に、

地域コミュニティの解体・消失という事態がもたらす影響を踏まえ、人と人との関係を

再構築する際のキーワードとして「共生」に着目することが有益であろう。第二に、法、

企業活動、地域マネジメント等の担い手である個々人の人間形成及び自己教育に関する

理解である。久しく、物質的豊かさに比して心の豊かさが乏しいという指摘はなされて
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きたが、心の豊かさの追求にあたり、生涯にわたる人間開発（生涯学習）という考え方

は今後益々重要となるであろう。 

   既設の法律学科の教育課程では、伝統的な法学部の教育課程の体系を踏襲するという基

本方針があるので、これらの領域は必ずしも充分に配慮されていない。そこで新設する

法ビジネス学科の教育課程は、上記の趣旨及び現状認識に基づき、次のように科目区分

を設定して編成することにした。 

 

【ゼネラリストとしての基盤構築】 

 →全学の共通教育科目（基礎科目・教養科目・キャリア形成科目・外国語科目・外国

人留学生特別科目） 

【リーガルマインド・コンプライアンス】 

   →専門科目「入門科目及び演習」 

【企業法務に関する知識】 

   →専門科目「ビジネス法務」 

【現代社会の特質及び人間形成】 

   →専門科目「現代社会とビジネス」 

 

オオオオ    教員組織教員組織教員組織教員組織のののの編成編成編成編成のののの考考考考ええええ方及方及方及方及びびびび特色特色特色特色 
 

 専任の教員組織としては、既設の法律学科の教員の一部と、本学人間関係学部の専任

教員の一部によって構成する。大学設置基準所定の基準は充足している。中核となるビ

ジネス法務の分野については、企業法務に関する実用的知識を教授することが目的であ

るから、専任教員のみならず実務家の兼任教員を積極的に活用する。机上の知識や受験

のための知識を超えて、「生きた法」の姿を垣間見ることができるであろう。 

   なお既設の法律学科の専門科目においても、実務的な内容が含まれる科目は、適任と認

められる当該分野の実務経験者に依頼しており、実務家による授業についての実績を蓄

積している。また、現代社会とビジネスにおける「共生」「生涯開発」に関する科目に

ついては、主に人間関係学部から移籍予定の専任教員が担当することによって、狭義の

法律学専攻者ではカバーできなかった領域を扱うことができるようになり、より広い視

野を備えた人材の育成が期待される。 

    法ビジネス学科専任教授として予定している者１名は、学年進行中に所定の定年に達す

るが、規定上、特任教授として職務を継続することが可能である。 

 

カカカカ    教育方法教育方法教育方法教育方法、、、、履修指導方法及履修指導方法及履修指導方法及履修指導方法及びびびび卒業要件卒業要件卒業要件卒業要件 
 

   以下、科目区分の設定及びその理由、各科目区分の構成とその理由、趣旨等を実現する

ための科目の対応関係、必修科目・選択科目・自由科目の構成とその理由、履修順序の

考え方、教育方法・履修指導方法・卒業要件等について概説する。 

 

（１）共通教育科目 
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  全学にわたって開講し、ゼネラリストとしての資質の基盤を構築する。大学教育に必要

なスタディ・スキルズ、リテラシー、インターネット利用の基本に関する「基礎科目」

は、少人数の演習形式で行う。1年次の必修とし、大学における学習活動にスムースに取

り組めるよう配慮する。1･2年次にわたって、外国語科目と学際的な内容の教養科目を主

体的に選択して履修することにより、幅広く豊かな教養を涵養するとともに、高等教育

における学習モードに習熟する。また、1年次から段階的にキャリアデザインを支援する

科目を用意し、大学での履修の意義付け及び動機付けを図る。本学園の伝統である「よ

き人間づくり」のために、卒業要件単位124の4分の1程度（124単位のうち32単位）を共

通教育科目の充実にあて、ゼネラリスト養成に即した専門教育に偏らないバランスのと

れた教育を行う。 

 

（２）入門科目及び演習 

 入門科目を通じて現代日本の法分野全体を一通り通観し、演習科目においてそれらの

知識の応用・実践を試みることにより、リーガルマインド及びコンプライアンス感覚を

会得する。共通教育科目と同じく、卒業単位の4分の1程度（124単位のうち34単位）を入

門科目及び演習にあて、すべて必修とすることにより、リーガルマインド及びコンプラ

イアンス感覚が確実に身に付くよう指導する。 

（ア）入門科目 

 ①1年次前期において、総論的科目として「法学入門」を開講し、初めて法学を学ぶ学

生に対して、法律学の基礎知識及び現代日本の法制度の概要をわかりやすく講義し、

法律学のイメージをつかませ動機づけとする。 

 ②1年次後期から2年次前期にかけて、基幹科目である六法（憲法・民法・刑法・商法

・民事訴訟法・刑事訴訟法）プラス行政法のあらましを講義する（公法入門、民事法

入門Ⅰ・Ⅱ、刑事法入門、裁判法入門）。これらの科目は、「法学入門」の内容を分

野別により詳しく扱うものであり、法律学科の専門科目を履修するための予備的科目

という位置づけとなる。同時に企業法務の基礎を理解するためのイントロダクション

という性格を併せ持っている。 

  ③法学士の学位を取得する者として最低限必要な知識を確実に修得させるために、「法学

特殊講義」を履修させ、客観的な実力を判定する。 

（イ）演習科目 

  ①「リーガルリサーチ」では、共通教育科目・基礎科目の「インターネット演習」を基礎

として、法律情報収集の方法を修得させる。コンピュータやデータベースを利用して、

法律情報の収集・処理等に関する実践的な基礎教育を行う。 

 ②本大学には、「教員と学生の距離が近い」という特色があるが、それを制度的に支える

ために少人数制の演習科目を全学年に配置する（基礎講読、法ビジネス基礎演習、専

門演習Ⅰ・Ⅱ）。1年次の「基礎講読」では、共通基礎科目の「学問へのステップⅠ・

Ⅱ」における学習も踏まえながら、文献講読の基本を学ぶ。2年次の「法ビジネス基礎

演習」では、法とビジネスをめぐる基本的な主題について包括的に指導する。また専

門科目の履修に関するナビゲート（オリエンテーション）的な役割も果たすように配

慮する。3年次の「専門演習Ⅰ」では、問題意識の向上を図ると共に調査研究の初歩に
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ついて学び、大学生活において各自が取り組むべき研究テーマを設定する。4年次の

「専門演習Ⅱ」では、各自のテーマに関して研究報告や討論を行い、自己の意見を的

確に発表できるよう指導する（プレゼンテーションとディスカッション）。担当教員

によっては、論文指導を行うこともある。 

 

（３）ビジネス法務 

 企業法務に関する基礎知識を修得する。内容は、「ビジネスキャリア制度」（厚生

労働省及び中央職業能力開発協会）におけるビジネスキャリア検定試験の「試験基準

及びガイドライン・企業法務３級」（平成18年11月）に依拠して設定した。したがっ

て、現時点において企業法務の基礎的学習内容に求められる客観的基準は充足してい

ると判断できる。13科目26単位のうち、企業活動の大前提となる「ビジネス倫理」と

「企業法務総論」（合計4単位）は必修とする。必修を2科目4単位に限定する理由は、

次の通りである。確かに法ビジネス学科では企業への就職を希望する学生を対象とし

ているが、企業に就職する者のすべてが（狭い意味での）法務の担当を希望するわけ

ではない。ビジネスの現場では、法務担当であろうとなかろうと、基本的な法的素養

を備えて、法律専門家と意思疎通ができるような人材が必要ではないかと考えられる。

したがって、企業法務の実務的内容に関する科目を履修するかどうかは学生の自主的

選択に任せる方が望ましいと判断した。もとより、このビジネス法務の区分の科目は、

ビジネスキャリア検定試験に対応しているので、 試験の受験を希望する者は、実質

的に必修という形になる。 

 内容的には、①企業組織に関する事項（雇用を含む）、②契約に関する事項、③債権

の管理に関する事項、④企業取引の規制に関する事項 ⑤紛争処理に関する事項、に

大別される。いずれも、1年次における入門科目（特に民事法入門Ⅰ・Ⅱ）を導入とし

て、実務的な内容の講義を行うので、ビジネス法務の科目は２年次から履修すること

になる。 

    また、学問的な背景や裏付けとしては法律学科の専門科目が関連しているので、法学

の理論に関心の深い学生は法律学科の専門科目を履修することもできる。逆に法律学

科の学生が実務的な知識等を学びたい場合は、法ビジネス学科の科目を履修してもよ

い。ビジネス法務の各科目と法律学科の専門科目の主な対応は次の通りである。 

 

【法ビジネス学科専門科目・ビジネス法務】 【法律学科専門科目】 

企業組織法務Ⅰ・Ⅱ（企業組織） 商法Ⅱ（会社法） 

企業組織法務Ⅲ（雇用管理） 社会法Ⅰ・Ⅱ（労働法） 

企業取引法務Ⅰ（契約管理①） 民法Ⅲ（債権総論）、民法Ⅳ（債権各論） 

企業取引法務Ⅱ（契約管理②） 
民法Ⅲ（債権総論）、民法Ⅳ（債権各論）、

不動産取引法Ⅰ・Ⅱ 

企業取引法務Ⅲ（債権管理①） 
民法Ⅱ（物権）、民法Ⅲ（債権総論）、 
民法Ⅳ（債権各論）、登記法Ⅰ・Ⅱ 
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企業取引法務Ⅳ（債権管理②） 
民法Ⅲ（債権総論）、 
商法Ⅲ（手形小切手法）、民事訴訟法 

企業取引法務Ⅴ（取引規制） 経済法、消費者法、知的財産法 

企業取引法務Ⅵ（紛争処理①） 民法Ⅲ（債権総論）、民事訴訟法 

企業取引法務Ⅶ（紛争処理②） 民事訴訟法、民事執行法 

企業会計法務 税法、会計学 

 

（４）現代社会とビジネス（27科目54単位、すべて選択） 

（ア）現代社会の特質 

 法ビジネス学科で養成しようとする人材に求められる知見として、現代社会の特質

に対する理解があげられる。なぜなら、法の発生基盤及び企業活動の舞台は、いずれ

も人間の社会生活それ自体だからである。この観点に対応しようとする科目は、さら

に次のグループに分けることができる。 

①ビジネスに関係する社会科学系科目（経済学、経営学、財政学、会計学、金融論Ⅰ

・Ⅱ） 

②企業活動に影響を与える国家または地方公共団体の政策に関する科目（社会政策、

経済政策、教育政策、地域政策） 

③社会の実態を統計的に分析するための社会調査に関する科目（社会調査法Ⅰ・Ⅱ、

社会統計調査、社会調査実習、教育教育） 

④人間の社会生活及び企業活動の主体相互が複雑に絡み合っている現代社会を、「共

生」という視点から分析する科目群（共生社会形成論Ⅰ～Ⅵ） 

（イ）現代社会における人間形成 

   法や企業の担い手は人間それ自身であり、コンプライアンスも最終的には個々人の人間

形成を抜きにしては充分に機能しない。そして自己教育・自己啓発は生涯にわたって持

続すべき取り組みである。life-longという視野から人間形成の在り方について考えること

はキャリアデザインとも関連し、重要な意義があるので、生涯開発論Ⅰ～Ⅵとして整理

し設定した。 

   なお現代社会とビジネスの区分に配当する科目は、ある程度の一般教養的素養を有して

いると理解が深まるので、履修基準年次は２年次または３年次以上とする。ただし、

「生涯開発論Ⅰ」は早期からキャリアデザインに取り組むことが望ましいので、１年次

の開講とした。 

 

 

教養教育の実施方針、教育課程編成上の具体的工夫 

 教養教育については、主に全学にわたる共通教育の課程で実施する。共通教育は、「基礎

科目」「教養科目」「キャリア形成科目」「外国語科目」「外国人留学生特別科目」で構成

される。 

（１）基礎科目 
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 1年次において、大学教育に必要な基本的なスタディ・スキルズ（学習技法）と基礎的リ

テラシー（言語運用能力）及びインターネットの基本的利用方法を修得する。 

 

（２）教養科目 

 教養教育は旧来の人文、社会、自然という区分ではなく、いわば学際的教養教育という視

点を考慮して再編した次の4領域（1群～4群）から構成する。また、科目の名称選定にあた

っては、学問的内容に沿いながらも、次のような配慮を行った。 

（ア）学生がイメージし易いようにできるだけ具体的な名称とする 

（イ）学生の興味を引きつける名称とする 

（ウ）近年発展しつつある学際的な新しい学問名を必要に応じて使用する 

 

 ①「思想と文化の諸相」（1群） 

  人間文化を長いタイム・スパンで眺めるため、この分野には、その基盤的知識となる哲

学、思想、歴史、言語、文学、芸術等の人文科学系の科目が含まれている。 

  ②「人間と社会の諸相」（2群） 

   近・現代社会とそこに生きる人間に関する知識を与えるものである。その一つは、現代

世界において新しい勢力として現れつつあるアジアに関する科目群であり、もう一つ

は、現代の社会、文化環境の変化に伴って現れてきた女性、高齢者、障害者、開発な

どに関する科目群である。この分野には、法学、経済学、政治学、社会学、教育学等

に属する社会科学系の科目が含まれている。 

  ③「生命と環境の諸相」（3群） 

   生命と環境に関する知識を与えようとする分野である。この分野には従来の学問区分で

は数学、統計学、生物学、心理学、地理学等の自然科学系の科目が含まれており、また

「生と死」という今日的授業科目を開設して、文化人類学的、社会福祉学的、かつ医学

的アプローチによるいわば一種の総合講義的教育を行うことも特色の一つである。なお、

生命と関連して従来の体育理論、体育実技もこの分野に入る。 

  ④「情報環境の諸相」（4群） 

   独立した分野として、いわゆる情報革命に対応できるようにコンピュータに関する知識

とその使用法を学ぶ。基礎科目としての「インターネット演習」のいわば応用編とし

て、「インターネット応用演習」を開設している。 

 

（３）キャリア形成科目 

  キャリア形成科目は、キャリアデザインを考える際に必要となる様々な情報を提供すると

ともに、大学の教育課程における学修と将来のキャリアデザインの関連についても理解させ

る。 

 

（４）外国語科目 

 語学教育については、現在の国際語としての英語のほかに、ドイツ語、フランス語、中国

語、韓国語を開設している。また英語には、入門的なクラスとして「大学英語へのステップ

Ⅰ・Ⅱ」を設定するなど、学習者のレベルに応じて複数のクラスを用意する。標準的な履修
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モデルでは、学生は2年間にわたり週１コマ語学の学習を続け合計8単位以上を修得すること

になる。 

 

（５）外国人留学生特別科目 

  外国人留学生を対象とし、日本語能力の向上、日本事情についての理解の深化を目的とす

る科目区分である。この科目の単位は一部他の共通教育科目の単位に振り替えることができ

る。 

 

（６）共通科目の履修要件 

  「基礎科目」は大学教育全体に必要な内容なので3科目6単位すべてを必修とする。「教養

科目」と「キャリア形成科目」は、学生の興味関心に基づいて合計18単位以上を自由に選択

することとするが、履修領域の偏りを防ぐため、教養科目の各群とキャリア形成科目からそ

れぞれ最低2単位以上を修得しなければならない。外国語は、8単位以上を修得する。 

 

 

履修モデル 
 
●法ビジネス学科の標準的な履修モデル（数字は卒業要件単位数） 
 
 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 

 

共通教育科目 

基礎教育６単位 

外国語科目選択 

４単位 

キャリア形成科目 

２単位 

教養科目選択 

14単位 

 
外国語科目選択 

４単位 

キャリア形成科目 
２単位 

 
 
 
キャリア形成科目 

２単位 

 

小 計 26 ６ ２  

 
入門科目及び 
演習（必修） 

法学入門 
公法入門（憲法・

行政法） 
民事法入門Ⅰ 
民事法入門Ⅱ 
刑事法入門 
基礎講読 

裁判法入門（司法

制度基礎） 
リーガルリサーチ 
法学特殊講義 

法ビジネス基礎演習 

 

 

 

 

 

 

専門演習Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

専門演習Ⅱ 

小 計 14 12 ４ ４ 

 
ビジネス法務 

 ビジネス倫理 
企業法務総論 
企業組織法務Ⅰ 
（企業組織総論） 

企業組織法務Ⅱ 
（企業組織各論） 

企業組織法務Ⅲ 
（雇用法務） 

企業取引法務Ⅰ 
（契約管理①） 

企業取引法務Ⅱ 
（契約管理②） 

企業取引法務Ⅲ 
（債権管理①） 

企業取引法務Ⅳ 
（債権管理②） 

企業取引法務Ⅴ 

企業取引法務Ⅵ 
（紛争処理①） 

企業取引法務Ⅶ 
（紛争処理②） 

企業会計法務 
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（取引規制） 

小 計  10 10 ６ 

現代社会と 
ビジネス 

 

選択６科目 

12単位 

選択６科目 

12単位 

選択３科目 

６単位 

小 計  12 12 ６ 

     

合 計 40 40 28 16 

総     計 124 

 
 

履修科目の登録上限及び他大学における授業科目の履修について 

 過剰な登録により各科目の学習が中途半端になることを防止するという趣旨から、履修科

目の登録上限設定について学則に規定するとともに、具体的には、法学部教授会で各学期毎

に登録できる単位数は原則として20単位を上限とすることを申し合わせている。但し、一部

に登録の合算の対象とならない科目がある。また、特段の事情があるときは指導教員の判断

で上限を超えた履修登録を特例として認めている。 

単位互換制度を利用した他大学における授業科目の履修については、学則に規定してい

る。原則として本学に開設していない科目を履修するように指導すると共に、修得した単位

は「自由選択科目」の枠内で認定している。 

 

キキキキ    入学者選抜入学者選抜入学者選抜入学者選抜のののの概要概要概要概要 
 

   入学者の選抜については、基本的に既設の法律学科と同様の方針・方式で行う。法ビジ

ネス学科の入学定員は90名、収容定員は、完成年度において360名である。選抜方法は、

次の区分とする（括弧内は基準定員）①指定校推薦（20名）②一般推薦（15名）③試験

選抜Ａ日程（11名）④試験選抜Ｂ日程（7名）⑤試験選抜Ｃ日程（4名）⑥大学入試セン

ター試験利用選抜Ａ方式（17名）⑦大学入試センター試験利用選抜Ｂ方式（6名）⑧大学

入試センター試験利用選抜Ｃ方式（10名）。他に、アドミッション・オフィス選抜及び

長期履修学生の特別選抜を実施することもある（特段の定員は設定せず、状況に応じて

若干名を選抜する）。なお平成20年度の募集については、学科新設の届出受理後60日を

経過した時点から募集要項を公表することとする。 

各選抜区分の特徴（アドミッションポリシー）は以下の通りである。 

（１）指定校推薦選抜：本学が指定した高等学校における学業、課外活動、社会活動につい

て学校長から推薦を受けた者を対象にし、推薦書・調査書にあわせて面接を行い意欲

や社会的関心の程度などを考慮して選抜する。 

（２）一般推薦選抜：高等学校における学業、課外活動、社会活動について学校長から推薦

を受けた者を対象にし、推薦書・調査書にあわせて面接を行うとともに小論文を課し、

それらを総合的に評価して選抜する。特に小論文は、志願する学科における学習に対
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応できる柔軟性と発想を有しているかどうかを重視する。 

（３）３教科型選抜（試験選抜Ａ日程・大学入試センター試験利用選抜Ａ方式）：国語、英

語及び選択科目１科目（合計３教科）の試験成績と調査書と総合して評価し、選抜す

る。平均的にバランスの取れた学力を備えた者を選抜するための区分である。 

（４）１教科型選抜（試験選抜Ｂ日程・試験選抜Ｃ日程・大学入試センター試験利用選抜Ｂ

方式・大学入試センター試験利用選抜Ｃ方式）：本学が指定する科目のうち、志願者

が選択した１教科の試験成績と調査書を総合して評価し、選抜する。特定の科目につ

いて優れた能力を持つ者を選抜するための区分である。 

 

クククク    自己点検自己点検自己点検自己点検・・・・評価評価評価評価 

学校教育法及び大学設置基準等の規定に基づき、学校法人志學館学園として､自己点検

・自己評価に関する規程を定め、理事会の下に学園総括点検・評価委員会を置くととも

に､大学にも自己点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を置き､教育及び研究、

組織及び運営並びに施設及び設備の状況について点検・評価を実施している｡ 

 具体的には、委員会の下に自己点検・評価プロジェクトを置き､各種委員会や事務部課

等の自己点検・評価結果を基に、総括的に点検・評価を実施し報告書にとりまとめ、委

員会を経て学内に周知するとともに学園役員会に報告している。 

評価結果の活用については、同プロジェクトが具体的な改善方策案を策定し､大学改革

推進会議に提案することとしており、同改革推進会議を中心に関連の委員会等で必要な

改善改革に取り組み、教育環境の充実及び教育・研究水準の向上に役立てている。 

平成17年度の評価項目については、認証評価制度の施行に伴い､日本高等教育評価機構

による認証評価を受けることを前提として、同評価機構の定める評価項目に関し実施し

た。今後、この評価結果に基づき、必要な改革等を取り組んだ上､平成20年度に認証評価

を受けることとしている｡ 

なお、これまで実施した自己点検・評価の結果の公表については、平成14年度に実施

したものについて、「志學館大学の現状と課題」として刊行し、他大学等に送付した。

さらに、この点検評価結果について、平成15年度に他大学や地元自治体・高等学校・マ

スコミ界の代表者からなる外部評価委員による評価を受け､その結果を上記と同様に公表

した。なお、今後の自己点検・評価結果については、ホームページ上で公表することと

したい｡ 

 
ケケケケ    情報情報情報情報のののの提供提供提供提供 

志學館大学学則（第２条の２）に、「本学における教育研究活動等の状況について、

刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供

するものとする」旨義務規定を置き、内外に大学の基本的姿勢を示すとともに、その実

践へ向けて努力している。 

主な実施方法として、インターネットを利用して自由に閲覧・検索できるように大学

のホームページの開設、研究紀要及び研究者一覧の定期的発行、報道機関を利用した情

報提供、自己点検・自己評価報告書の刊行、入試募集要項の作成、パンフレットの発行

等である。 
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ホームページでは、本学の概要及び理念・ポリシー、諸行事、受験生を対象にした入

試関係、就職関係、教育研究活動や課外活動状況のトピックス等の情報を提供している。

今後は、自己点検・評価の結果や事業計画・事業報告についても提供する方向で検討し

ている｡ 

パンフレットの発行としては、高大連携に関する出張講義科目一覧、地域開放のため

の共修講座科目一覧、生涯学習センター通信、心理相談センター案内、図書館案内等が

ある｡ 

教育研究活動の成果は、各学部、研究科の紀要及び心理相談センター紀要として刊行

し、関係機関に送付している｡ 

なお、生涯学習センターが主催している大学開放事業としての公開講座及び心理相談

センター主催の臨床現場で働く人を対象とした研修会は、教育研究活動の成果を社会に

還元するものであり､情報提供の一環として更に充実していきたい｡ 

 

ココココ    教員教員教員教員のののの資質資質資質資質のののの維持向上維持向上維持向上維持向上のののの方策方策方策方策 

 

本学科は、授業内容及び授業方法の改善を図るため、以下のような方策を講じること

により、教員の資質の維持向上に努める。 

 

（１）企業法務に関する情報交換の機会設定 

   本学科は、企業における実務的法知識の基礎を修得することを狙いとしているので、

教員も理論的・専門的研究に加えて、その実際的運用に関する問題関心を高めてゆく

必要がある。したがって、企業法務の担当者や法律実務家などと企業法務に関する情

報交換及び研究交流の機会を設定してゆく計画である。主として研究に従事する教員

にとっては、実務家から新たな刺激を受けることにより、研究・教育の一層の活性化

が期待できる。また逆に現場の実務家にとっては、日常業務に関する理論的分析ある

いは比較法的研究の知見を研究者教員から提供されることにより、実務の見直し・改

善の契機になる可能性がある。 

（２）ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の推進 

  ①学生による授業評価及び教員の授業相互参観 

   現在本学では、全学的なＦＤ推進委員会が設置されており、同委員会主導で学生によ

る授業評価を前期・後期各１回実施している。授業評価の結果は、各教員に通知して

各自の授業改善に役立てることとしている。また学内から閲覧できるホームページに

掲載され、学生も授業評価の結果を知ることができる。さらに学生の要望や意見に対

する教員側からの回答も積極的に行うこととしている。なお授業評価については、学

期はじめのオリエンテーションで学生に説明・周知し、真摯な受講態度で授業に臨む

よう注意を喚起している。また、同委員会が中心となり、教員相互の授業公開・授業

参観を実施している。これは、教員の教育技法の見直し・レベルアップに繋がる企画

として位置付けられている。 

  ②ＦＤ研究会・研修会 

   前述の委員会を中心とする全学的なＦＤ研究会を年に数回実施し、原則として全教員
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が参加することにしている。内容としては、ＦＤの意義、授業改善の具体的実践例、

学生の現状認識等の多岐にわたるテーマが取り上げられ、意見交換が行われる。また

法学部では、学生の履修要件に関する教員の理解を高めるため、研修会を実施してい

る。本学科設置に当たっても、教育課程及び卒業要件等、学生指導に必要な事項を周

知徹底するため、全教員の参加による研修会の実施を予定している。 

（３）教員に対する人事考課制度の検討 

   現在本学では、大学の管理運営に対する貢献度を基準にした教員の人事考課を実施し、

その結果を賞与に反映させている。今後、教育研究業績の評価も行う方針が了承され

ている。公平かつ客観性のある評価を実施し、それが人事、給与、研究費配分等に合

理的に反映されるシステムを確立し、教員の研究教育活動の高度化を図るべく研究・

検討中である。 

 


