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第１ 法科大学院の基本情報 

 

 １．大学（院）名 福岡大学大学院 

 ２．法務博士が授与される大学院課程の名称 法曹実務研究科法務専攻 

 ３．開設年月 平成 16年 4 月 

 ４．当該大学院課程の教学責任者 

氏名 石松 勉 

所属・職名 法曹実務研究科 

 教授（法科大学院長） 

連絡先 092-871-6631(内線 4848） 

 ５．認証評価対応教員・スタッフ 

 ① 氏名 村上 英明 

  所属・職名 法曹実務研究科 

   教授 

  役割 自己点検・評価委員会 

   委員長 

  連絡先 092-871-6631(内線 4850） 

 ② 氏名 保利 卓哉 

  所属・職名 法科大学院事務室 

   室長 

  役割 自己点検・評価の事務 

   責任者 

  連絡先 092-871-6631(内線 4810） 

 ③ 氏名 堂籠 亮 

  所属・職名 法科大学院事務室 

  役割 自己点検・評価の事務 

   スタッフ 

  連絡先 092-871-6631(内線 4811） 

 ④ 氏名 常安 尚子 

  所属・職名 法科大学院事務室 

  役割 自己点検・評価の事務 

   スタッフ 

  連絡先 092-871-6631(内線 4811） 

 

houka＠adm.fukuoka-u.ac.jp 

〒814-0180 福岡市城南区七隈八丁目 19番 1号 
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第２ 自己点検・評価報告書作成のプロセス 

 

本法科大学院では、法令に基づいて必要とされる第三者評価機関による認証

評価（学校教育法 109 条 3項、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関

する法律 5条 3項）は、今回が第三回目にあたる。 

 第二回目の認証評価の際は、貴財団と契約書を締結したうえで受審したが、

今回は前回締結した「認証評価委託契約書」第 14条第 2項に基づき、貴財団に

よる評価を受審することを確認した。 

平成 28年 4月 2 日の教授会において、平成 27年度の「自己点検・評価報告

書」が承認され、貴財団に提出する本報告書の作成については、平成 28 年 7

月 13日の教授会において、作成担当割を決定の上、平成 27年度の報告書をベ

ースに、報告書原案（作成締切は平成 28年 9月末）の作成に取りかかった。提

出された報告書原案については、平成 28年 11月 9日以降の自己点検・評価委

員会において、前回評価における指摘事項を中心に点検作業に入り、必要に応

じて教授会（11 月 16 日の教授会において、貴財団より提供された資料を基に

報告書の作成に係る注意事項、特に「客観的指標」に係る点検・評価について

説明を行った）や執筆担当者に加筆修正の要請を行った（修正締切は平成 29

年 2 月末）。この報告書原案は、第 9 分野と併せて取り纏められ、平成 29 年 4

月 3日の教授会において本報告書原案として承認され、以後、平成 29年度前期

の点検・評価を加筆することが各執筆担当者に依頼され（締切は平成 29 年 6

月末）、併せて内容のチェックを自己点検・評価委員会で行うことが承認されて、

本報告書の作成作業を本格化させた。同委員会においては、特に、本認証評価

の対象期間が平成 28 年度後期および 29年度前期であることから、これに関す

る部分を中心に、大幅な加筆修正を行うとともに、根拠資料の追加・調整等を

行った。こうして取り纏められた本報告書原案は、平成 29年 7月末に全教員に

配付されて意見を求められた後、平成 29年 8月 4日の自己点検・評価委員会に

おいて最終確認を行い、平成 29年 8月 22日開催の教授会において、貴財団に

提出する「自己点検・評価報告書」としての承認を受けた。 
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第３ 自己点検・評価の内容と結果 

 

第１分野 運営と自己改革 

 

１－１ 法曹像の周知 

 

１ 現状 

（１）養成しようとする法曹像 

本法科大学院は、地域にある小規模の法科大学院であるという特長を踏

まえ、法曹養成の目標を次のように設定している。 

第 1は、社会正義を実現する本来あるべき法曹の養成である（「人権を擁

護する身近な弁護士、世の中の公正を追求する裁判官、社会正義の実現を

目指す検察官など幅広い人材を養成」）。これは、倫理観、正義感、人権感

覚に裏付けられた深い洞察力と的確な判断力、新たな問題にも適用できる

体系的な法知識と鋭い分析力、多様な問題に対応できる柔軟な解決能力を

備えた人材であるジェネラリストたる実務法曹としての基本的要素を備え

た人材を養成するという目標である。 

第 2 は、社会の発展に貢献する法曹の養成である（「企業、自治体、NPO

など、様々な領域の社会活動を支える法曹の養成を目指す」）。これは、上

記ジェネラリストとしての資質、能力の他に地域における社会経済や法的

問題の実態を把握し、地域社会の健全な自発的発展に資する批判能力と行

動力を備えた人材として地域に根ざした法的助言者としての実務法曹を養

成するという目標である。 

第 3は、あらゆる方面に対応、極めて高度な法律問題にも対応できる法

曹の養成である（「地域に根ざし、地域に通じ、幅広く人々の暮らしを支え

る法曹の育成」）。これは、社会において不断に生じる新たな法的問題への

対応の必要性、多彩で高度な専門的知識を駆使して裁判上および裁判外で

法曹として活躍するための能力の育成を目的とするものであり、また、法

曹となった後のリカレント教育の要請にも応えることを目的として、地域

社会において活動する実務法曹に対し、多様、最新かつ高度な専門知識を

提供するという目標である。 

 

（２）法曹像の周知 

  ア 教員への周知、理解 

本法科大学院は専任教員数 12 名（2017 年 3 月現在）の小規模な法科

大学院であり、専任教員は、運営委員会、ＦＤ委員会、カリキュラム検

討委員会等、教育研究・運営に関わる何らかの委員会に所属している。

これらの委員会では常に「養成しようとする法曹像」を念頭において具
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体的な議論がなされており、これを通じて専任教員間では「養成しよう

とする法曹像」の周知が行われている。また、入学者選抜（書類選考、

面接）には専任教員全員がかかわっているが、入学者の選抜においても

「養成しようとする法曹像」が重要な基準となることから、選抜過程で

の審議、議論を通じても「養成しようとする法曹像」の周知が行われて

いる。 

 

  イ 学生への周知、理解 

学生に対しては、学修ガイド1、法科大学院パンフレット2において、

あるいは募集活動の段階で、十分な説明が行われている。 

また、入学後も、入学式、学位記授与式その他の行事における訓話、

あるいは履修指導を通して、「養成しようとする法曹像」について十分な

周知が図られている。 

本法科大学院では、教員と学生の間の距離が近く、相互に信頼関係が

成り立っている。献身的で熱意に溢れた教員から多くを学び、自らもま

た人間性豊かな法曹として、人のために役立とうとしている学生の高い

志を感じることも少なくない。 

 

  ウ 社会への周知 

入学希望者を含む社会に対しては、法科大学院のパンフレットおよび

本法科大学院のウェブ・サイトに「養成しようとする法曹像」の内容を

掲載し、さらに新聞等の媒体を通じて周知を図っている。また、2016年

度には、本法科大学院単独の説明会を本学、北九州、長崎、大分、熊本、

鹿児島、宮崎、松山、高松、下関、松江で開催し、本法科大学院の「養

成しようとする法曹像」について説明を行い、2017年度には、本学、北

九州、熊本、鹿児島、宮崎で同様の説明を行った。さらに、民間機関が

主催する法科大学院説明会（福岡など）に参加し、周知に努めている。 

 

（３）特に力を入れている取り組み 

法曹像の周知については上記の取り組みで十分と考えている。 

    

（４）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

本法科大学院で「養成しようとする法曹像」は、司法制度改革の趣旨を踏

                                            
1
 添付資料 A3「法科大学院学修ガイド 2017」3～4頁参照 

2
 添付資料 A2「2017福岡大学法科大学院（パンフレット）」3頁参照 
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まえた本法科大学院の開設時の理念に基づくものであり、しかも、教育活動

の実態を踏まえた実現可能なものであり、適切なものであると考える。 

また、「養成しようとする法曹像」は、教員、学生、社会のそれぞれに対し、

それぞれに適した多様な方法で周知を図っており、現時点においては十分で

あると考える。 

 

３ 自己評定 

  Ｂ 

【理由】「養成しようとする法曹像」およびその周知とも良好である。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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１－２ 特徴の追求 

 

１ 現状 

（１）本法科大学院の特徴 

本法科大学院は、社会正義を実現する法曹、社会の発展に貢献する法曹、

あらゆる方面に対応できる専門的な問題に対応することのできる能力を有

する法曹の養成を目指している。このような、本法科大学院で養成しよう

とする法曹は、司法制度改革の趣旨を踏まえた本法科大学院の開設時の理

念、そしてその後の教育活動の実践を踏まえたものである。 

このような法曹であるためには、その前提として、実務法曹として十分

な基礎的能力を備えたものでなければならないことから、本法科大学院に

おいては、まず、実務法曹としての理論的および実務的基礎能力を養うこ

とを重視し、その上で、多様な専門分野に対応する能力の養成を図るとい

う教育方法をとっている。その際、少人数教育の特徴を生かし、個別的で

きめ細かい教育支援により一層適合するよう教育指導体制を機能的に再構

成し、法科大学院入学前から法曹に至るまでのステージ毎に法学未修者教

育を中心とした一貫した教育支援に取り組んでいる3。 

 

（２）特徴を追求・徹底するための取り組み 

ア 実務法曹としての基礎的能力を養成することを重視したカリキュラム 

実務法曹としての能力をさらに開花させるためには、確実な基礎が必要

であるとの観点から基礎能力の修得を確実なものにすることが重視されて

おり、法律基本科目と法律実務基礎科目を重視した、基礎から実践への段

階的修得に配慮したカリキュラムを編成している4。 

 

イ 研究者教員および法曹三者を揃えた実務家教員による実践的教育 

本法科大学院は、経験豊富な研究者教員をはじめ、元裁判官、元検察官

を含む弁護士および会社法務のベテラン等多彩な実務家教員を擁しており、

確実な理論の上に実務の架橋を意識した実践的教育を重視している。 

 

ウ 学生の習熟度に応じたきめ細かい学修支援 

多様な能力、他学部出身等の様々なキャリアを有する学生のニーズに応

えるため、専任教員により課外で教科指導という枠を設け、学生の習熟度

に応じた学修支援を行っているほか、アカデミック・アドバイザー（若手

弁護士）による学修支援も行っている。 

                                            
3
 添付資料 A32 法学未修者教育イメージ図（「平成 28年度 法科大学院公的支援見直し強化・加算 

プログラム」報告書添付書類） 
4
 添付資料 A3「法科大学院学修ガイド 2017」27頁以下参照 
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エ 福岡リーガルクリニックセンター 

弁護士法人福岡リーガルクリニックセンター（本法科大学院の実務家教

員、本法科大学院出身の弁護士から構成）は、いわば大学病院としての機

能を果たすべく福岡大学内に設置された弁護士法人である。この弁護士法

人は、実践面で本法科大学院の特徴を追求することを設立目的としており、

とくに、地域に根ざし、地域に通じ、幅広く人々の暮らしを支える実践的

活動とかかる法曹の育成の場を提供している。具体的には、ⅰ）地域での

リーガルサービスの提供、例えば、福岡大学の地域ネット推進センターと

連携して、福岡市城南区・南区内にある8つの公民館において出張無料法

律相談会（各公民館で年間6～7回程度、合計で200～250件前後の相談件数）

や講演会を実施、開催したり5、学生部などと連携して、学生向け法律講

習会を開催したり、ⅱ）法科大学院学生のエクスターンシップ、無料法律

相談への立ち会い等のリーガルクリニックの実施を行うほか、ⅲ）大学の

教員との連携等、大学のリソースを活用した先端的リーガルサービスの研

究並びに提供、また、将来的には、法曹を対象としたリカレント教育を実

施することも視野に入れて幅広く活動している。 

 

オ 福岡大学におけるインハウスローヤーの採用 

薬学部出身者であり薬剤師の経験が豊富な本法科大学院出身の弁護士

が福岡大学医学部・大学病院において医療問題を専門に取り扱うインハウ

スローヤーとして採用された。同弁護士は、医療安全、医療訴訟分野にお

ける先端的リーガルサービスの研究並びに提供を行っている。なお、2016

年 12 月より、前記の弁護士法人福岡リーガルクリニックセンターに所属

している。 

 

カ 弁護士間支援システムの構築 

本法科大学院出身弁護士の活動支援を目的として、実務において直面す

る様々な困難な具体的問題の相談等のための恒常的なシステムとして、本

法科大学院出身弁護士で弁護士間支援システム（メーリングリスト）を設

置している。本法科大学院出身弁護士のほとんどがこのシステムに加入し

ている。これは、本法科大学院が小規模法科大学院であって修了生の連携

の強さと互いの信頼関係を示すものといえよう。 

 

  キ 「ロイヤーズクラブ」の設置 

さらに、「ロイヤーズクラブ」という法律研究会を立ち上げ、修了生た

ちが弁護士として直面する具体的な法律問題を毎回取り上げて報告・検討

を行い、在学生を交えて質疑応答を重ねながら情報の共有化を図り、切磋

                                            
5
 添付資料 A33  自治協議会 無料法律相談会 件数集計 
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琢磨し合っている6。さらに、本研究会を本法科大学院出身の弁護士のた

めの継続研修（リカレント教育）の場として活用できるように、その位置

づけや運営方法等についても検討に入っている。 

 

ク チューター制度の導入 

   アカデミック・アドバイザーによる学修支援制度とは別に、個々の学生

の習熟度に応じたきめ細かい学修支援をさらに徹底して行うために、また、

悩み相談や勉強方法、スケジュール管理等、法科大学院での生活全般にわ

たるアドバイスも受けられるように、2015年度から新たにチューター制度

を導入した。これにより、それまで教員やアカデミック・アドバイザーが

個別に対応していた学修支援・生活支援を一層組織的に行い、学生に活用

しやすい体制となった7。 

 

（３）取り組みの効果の検証 

取り組みの効果の検証は、ＦＤ委員会、拡大ＦＤ委員会、教授会後の

ＦＤ活動に関するフリートーキング会、教授会で行っている。 

 

（４）特に力を入れている取り組み 

先端的なリーガルサービスの研究、リカレント教育の実施のため弁護士

法人福岡リーガルクリニックセンターをはじめとした本法科大学院出身の

法曹実務家との連携を強化している。具体的な研究会の開催にまでは至っ

ていないが、連携に向けた協議を重ねている。 

    

（５）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

本法科大学院が養成しようとする法曹および教育研究活動の特徴は明確で

あると考える。また、特徴の追求については、なお発展途上にあるものの着

実に成果を上げてきている。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】特徴の明確性、取組みの適切性いずれも良好である。 

 

                                            
6
 添付資料 A34 「第 9回福岡大學ロイヤーズクラブ研究会のご案内」（平成 29年 4月 6日開催） 

7
 添付資料 A35 「チューター制度について」（学生向け案内掲示）、 

「チューター実施日程」（2016、2017年度） 
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４ 改善計画 

特になし。 
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１－３ 自己改革 

 

１ 現状 

（１）組織・体制の整備 

本法科大学院の自己改革を目的とした組織としては、①本法科大学院に

おける自己点検・評価の実施および認証評価への対応並びにその結果の公

表に必要な事項の処理を行う「自己点検・評価委員会」8（委員長：村上英

明、委員：井上、小川、古賀、平江、山下）、②カリキュラム見直し等のた

め教授会の承認を経て設置された「カリキュラム検討委員会」（委員長：小

川富之、委員：雨宮、平江、佐野、山下）、③教育内容・方法について検討

する「ＦＤ委員会」（委員長：佐野誠、委員：小川、井上、北野、木村、山

口、山下）がある。 

そして、特記すべきは、本法科大学院では、ＦＤ委員会やカリキュラム

検討委員会、あるいは教授会構成員が個人的に提起した自己改革に関する

問題を教授会の場で実質的な議論を行い、自己改革につなげていくという

意味で、教授会自体が、そうした自己改革を行うための柔軟性を持った組

織となっていることである。小規模法科大学院のアドヴァンテージの１つ

と考える。 

    

（２）組織・体制の活動状況 

自己点検・評価委員会は、2015年度に大学が大学基準協会に認証評価を

申請するに当たって自己点検・評価報告書を作成し提出した。そして今回、

2017年度の日弁連法務研究財団の認証評価に向けてこの自己点検・評価報

告書を作成しようとするものである。 

カリキュラム検討委員会は、2014年度から実施された新カリキュラムを

検証するため、数次にわたって開催された。 

ＦＤ委員会も、年間 10回前後開催され、着実な活動を重ねており、とく

に法科大学院における組織的教育の推進に関しては、大きな役割を果たし

てきたといえる。 

これらの委員会の活動は、その都度、教授会に報告されるが、それに基

づいてさらに教授会においても活発な議論がなされている。教授会の構成

員が 12名と少ないため、多くの情報を共有して全員参加で十分な議論を行

うことが可能になっている。 

自己点検・評価委員会、カリキュラム検討委員会、ＦＤ委員会の活動状

況については議事録を作成している。なお、ＦＤ委員会は開催の都度直近

の教授会で検討内容を報告するとともに、毎年活動報告書を作成し、教授

会に提出している。 

                                            
8
 添付資料 A5-6「福岡大学法科大学院における自己点検・評価及び認証評価に関する規程」 
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（３）組織・体制の機能状況 

ア 問題の把握、検討、具体的取り組み状況 

教育体制については、ＦＤ委員会、教授会でしばしば検討を行っており、

また、授業評価アンケート、ＦＤ委員による個別の学生からの意見・希望

聴取も毎年実施している。2014年度に開催した「授業懇談会」を、2015年

度からは担任制を活用した個別面談方式に変更して実施し、多くの学生か

ら様々な意見を聞くことができた。面談担当者はこれに基づいて報告書を

作成、提出し教員全員に配付して情報の共有化を図っている。ＦＤ委員会

においては、授業評価アンケートや意見聴取の中でとくに問題となる検討

課題をテーマとして取り上げ検討を行った上、教授会で報告がなされてい

る。そしてテーマによっては教授会においても検討を重ね、施策を具体化

して実施することも行っている。例えば、学生の授業準備や予習・復習の

内容・方法について不十分な学生に対し担任の他、各科目担当者が適切な

アドバイスを行うことなどが確認、実施された。なお、2016年度より、学

生ひとり一人の学修状況や学修姿勢、理解度等に関する情報を各教員が担

当科目毎に入力を行いその情報を集約することにより教員間で共有化を図

り、学生指導をより的確かつ迅速に行えるように「学生カード」制度9を導

入し活用を開始している。 

入学者選抜における競争倍率の確保および定員充足率の確保のうち、後

者については、下記の表の通り、ここ数年実現できていないため、毎年、

運営委員会および教授会において繰り返しその対策について検討を重ね、

その実施も試みてきた。すなわち、学生募集活動に関して、入学者 20名以

上を確保するという最終目標達成のために、中期計画としてまず 40名以上

の受験者を確保するための方策を策定し、実施することとした。九州圏内

の大学で開催している本法科大学院入試説明会については会場の精査、実

施方法・内容の点検を行い（2016年度には、島根大学、愛媛大学、松山大

学、鹿児島大学、志學館大学、熊本大学、大分大学、北九州市立大学、九

州国際大学で開催し、また 2017年度は、熊本大学、鹿児島大学、志學館大

学、北九州市立大学、九州国際大学、宮崎産業経営大学等で開催し、又は

その予定）、学内における情報宣伝活動についても入試説明会の回数を増や

すだけでなく、法学部生向け、他学部生向け、社会人向け、夜間コース向

けなど、バリエーションを増やすなどして工夫を凝らした。そしてその際

の配付資料についても、修了生の司法試験合格状況や進路動向等を分析し

たものを作成し、案内パンフレットや募集要項とともにわかりやすく説明

した。とりわけ、学内では、法学部の協力を得て、前期開講の演習科目（2

年生～4年生対象のもので、延べ 74のゼミ）において本法科大学院の全教

員が出向き、法曹の魅力、法科大学院制度、法科大学院教育、統一適性試

                                            
9
 添付資料 A36「「学生カード」注意事項および入力・閲覧手順」 
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験・予備試験・司法試験等について学部生に直接説明を行い、あわせて本

法科大学院の「体験入学制度」10や本学名誉教授の寄付による髙田法曹育成

基金奨学金制度についても詳しい説明を行って、法曹や法科大学院に対す

る興味を喚起している。さらに、法学部との間で年に 2、3回協議会を開催

し、情報共有や情報交換を重ね、施策の策定の際には意見を反映させたり

している。その他、毎年 1 月から 3 月にかけて、司法試験受験予定者に対

するサポートの一環として教員やアカデミック・アドバイザー、チュータ

ーが学生の勉強会や自主ゼミを支援しあるいは起案指導等を行い、司法試

験結果の向上に取り組み、その結果、歩留率の向上に一定の成果を上げつ

つある。その結果、2017年の入学者選考においては学内進学者につき例年

にない増加が見られた。さらに、後期においても法学部の演習科目（3 年

生対象）の中で次年度の入学者選考を意識して全国統一適性試験の案内を

させてもらい、学内向けの情報宣伝活動に一層力を入れている11。 

公開された情報に対する評価や改善提案および社会の法曹に対する要請

の変化に関しては、その都度、毎週開催される運営委員会で速やかに情報

の共有化を図るとともに、教員全員にも周知し、教授会において議論を行

っている。 

なお、2014年度、2015年度の入学者選考においては競争倍率が 2倍を下

回っているが、これは、本法科大学院において入学者選考を A 日程・Ｓ日

程・Ｂ日程と順次 3 回実施していく中でそれぞれに複数の受験者がおり、

しかも奇数の受験者数であったことから、競争倍率 2 倍を意識しつつも各

入学者選考において優秀な成績の学生を合格と判定したために、結果とし

て競争倍率 2倍を若干下回ったものである。 

  

・過去５年間の入学競争倍率 

 受験者数（人） 合格者数（人） 競争倍率（倍） 

2013年度 45 22 2.05 

2014年度 29 15 1.93 

2015年度 23 12 1.92 

2016年度 20 10 2.00 

2017年度 30 14 2.14 

 

 

 

 

                                            
10
 添付資料 A37「体験入学募集案内資料」 

11 添付資料 A38「平成 29年度法学部演習科目調査（演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 他」 
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・過去５年間の入学定員充足率 

 入学定員（A） 入学者数（B） 
定員充足率 

（B／A×100） 

2013年度 30人 7人 23.3％ 

2014年度 20人 8人 40.0％ 

2015年度 20人 7人 35.0％ 

2016年度 20人 5人 25.0％ 

2017年度 20人 9人 45.0％ 

平 均 22人 7.2人 32.7％ 

 

イ 修了者の進路に関する問題の把握，検討，具体的取り組み状況 

 受験者数 

短答式試験の

合格に必要な

成績を得た者

の人数 

最終合格者数 合格率 

全国平均の

司法試験 

合格率 

2013年度 32人 18人 3人 9.4％ 25.8％ 

2014年度 39人 20人 2人 5.1％ 21.2％ 

2015年度 48人 27人 7人 14.6％ 21.6％ 

2016年度 45人 27人 6人 13.3％ 20.7％ 

2017年度 30人 18人 － － － 

 

修了者の進路については、不定期ではあるが（ただし年に 2 回以上の割

で）教授会の他、司法試験合格者で作る弁護士間の支援組織（同窓会のよ

うなもの）、場合によっては修了生個人に個別の問い合わせを行うなど、各

種連絡網を駆使して情報を収集し、動向の把握に努めている一方、進路支

援委員会を設置し、様々な進路支援を行うために各方面から情報を収集す

るとともに、学生に対する情報提供のために本法科大学院ホームページ上

にプラットホームを作成することに着手した。 

このような方法による情報の収集・蓄積・更新等によって教員には修了

生の進路についての共有化が図られている。司法試験合格者についてはほ

ぼ全員、不合格者については、十分とまでは言えないが、一定程度、公務

員や民間企業等へ就職した修了生の把握はできている12。なお、司法試験最

終合格者数・合格率を踏まえて毎年 1 月の教授会でそれを高めるための支

援方法・内容について意見を出してもらい、法科大学院が一体となって実

施している13。 

 

                                            
12
 添付資料 A39「修了生一覧（平成 29年 4月 1日現在）」 

13
 添付資料 A40「司法試験受験予定者向けの講義等一覧」 
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（４）特に力を入れている取り組み 

在学生、修了生等との意見交換に取り組んでいる。 

    

（５）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

自己点検・評価委員会、カリキュラム検討委員会、ＦＤ委員会は十分整備

され、概ねその機能を果たしていると評価できる。 

このような各委員会と教授会との情報の共有により教授会の構成員全員が、

自己改革に向けて、高い問題意識を有しているということができる。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】自己改革を目的とした組織・体制の整備・機能いずれも良好である。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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１－４ 法科大学院の自主性・独立性 

 

１ 現状 

（１）教授会の権限 

学則上、教授会において審議することができる事項は以下の通りである。

ただし、下記（2）で示すように学長や理事会等の決定を必要とするもので

あるが、実際は、教授会の審議結果・意向が尊重されている。 

① 学生の入学に関する事項 

② 課程の修了及び学位の授与に関する事項 

③ 教育課程の編成に関する事項 

④ 教育研究に係る教員組織に関する事項 

⑤ 教育職員の教育研究業績の審査に関する事項 

⑥ 教育研究に係るキャンパス整備に関する事項 

⑦ 自己点検・評価及び認証評価に関する事項 

⑧ 学生の厚生補導に関する事項 

⑨ 関係する学内規則の改廃に関する事項 

⑩ 学長又は法科大学院長が必要と認めた事項 

    

（２）理事会等との関係 

本学においては、学則変更等の重要事項については理事会が最終的決定

権を有するが、その他の事項については学長が最高意思決定機関としての

役割を果たしている。企画運営会議は大学協議会で審議する案件を協議す

る機関であり、大学協議会は原則として企画運営会議が提出した案件につ

いて審議することとされている。 

法科大学院教授会の審議結果は、企画運営会議を経て、大学協議会へ上

程され、大学協議会の審議を経て学長（学則変更等については理事会の決

定）によって最終的に確定することになる。なお、法科大学院教授会の審

議結果はこれまでのところすべて尊重されており、法科大学院の意思決定

の独立性は実質的に保障されているといってよい。 

法科大学院と他の学部との相違点として、教員人事の件の他に、学生部

委員会、教務委員会、図書委員会等各学部から委員が選出される大学の委

員会へ委員を出していないことが挙げられる。これは、法科大学院が学部

から独立していること（例えば、図書委員会は全学部の図書予算作成の権

限を有するが、法科大学院は独自の図書予算作成権をもっているので図書

委員会には参加していない。）の他に、学部に比べて専任教員の数が少なく

委員を出す余裕が実質的にないことによる。 
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（３）他学部との関係 

法科大学院は他の学部、大学院から独立しており、他の学部、大学院と

の関係で教授会の審議結果や意向が実現できなかった例はない。 

 

（４）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（５）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

本学の教員は、大学院担当教員であっても、いずれかの学部教授会に所属

しているため、本学の意思決定など大学運営に関わる組織および手続は、い

ずれも学部教授会を中心として構成されている。しかし、専門職大学院設置

基準第 5条第 3項は、法科大学院の教員につき学部および大学院の教員数に

算入できないことを原則としているため、本法科大学院の教員は、いずれの

学部にも所属することなく、法科大学院教授会のみの構成員となっている。 

このように本法科大学院は、大学運営上、本学において特異な存在であり、

既存の組織および手続きによっては対応が困難な場合が多いことから、規定

上も事実上も、その意思決定についての自主性・独立性が尊重されているも

のということができる。しかし、その一方において、法科大学院の教員が大

学運営に参画する機会はきわめて限られていることも事実である。 

 

３ 自己評定 

合 

【理由】法科大学院の自主性・独立性は十分に確保されている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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１－５ 情報公開 

 

１ 現状 

（１）公開されている情報の内容 

開示している教育活動等に関する情報は、①養成しようとする法曹像、

②入学者選抜に関する事項として、入学者選抜方針、選抜基準、選抜手続、

志願者数、志願倍率、受験者数、合格者数、入学者数、配点基準、適性試

験の最低点、合格者の適性試験の平均点など、③教育内容等に関する事項

として、カリキュラム、シラバス、達成目標、進級・修了要件など、④教

員に関する事項として、教員の体制、担当教員の教育研究業績など、⑤成

績評価・修了者の進路等に関する事項として、成績評価基準、修了認定基

準、修了者数、修了率、司法試験合格状況、修了者の進路など、⑥学生の

学修環境に関する事項として、施設、設備環境、在籍者数、収容定員、奨

学金制度など、⑦自己改革の取組に関する事項として、授業評価アンケー

ト、教員の自己評価書など、である。 

    

（２）公開の方法 

教育活動等に関する情報のうち①～⑥は、主として、毎年度発行する法

科大学院のパンフレット14、学修ガイド15、ウェブ・サイトで公開している。

⑦については、学生の自習室において 1か月間学生の閲覧に供している。 

    

（３）公開情報についての質問や提案への対応 

公開された情報その他の質問については、法科大学院事務室で受け付け、

運営委員、事務局が、適宜、メール、電話、口頭で回答している。 

学生からの質問や意見・要望は自習室に設置している「目安箱」で受け

付けている。「目安箱」への投書（自習室に設置する図書の購入要望が過半

数を占める。）に対しては運営委員が随時回答（掲示板に掲示）を行ってい

る。なお、「目安箱」への投書は、すべて、運営委員会および教授会で回覧

され、重要な提案については、運営委員会および教授会で検討され教育活

動の改善に活かされている。 

    

（４）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（５）その他 

特になし。 

                                            
14
 添付資料 A2「2017福岡大学法科大学院（パンフレット）」 

15
 添付資料 A3「法科大学院学修ガイド 2017」 
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２ 点検・評価 

開示している情報の範囲・内容、開示方法、学内外からの質問や提案等に

対する対応は概ね適切であると考える。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】情報公開は良好に実施されている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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１－６ 学生への約束の履行 

 

１ 現状 

（１）学生に約束した教育活動等の重要事項 

本法科大学院が学生に約束した重要事項として次のようなものがある。 

① 法的な思考力と論理力の修得をはかる「法律基本科目」と法曹実務の基

礎を養う「法律実務科目」を中心に、多様な「展開・先端科目」から編成

されるカリキュラムと教員の手当 

② 正規のカリキュラムのほかの学修支援体制の整備 

③ 法曹三者による実践的教育 

④ 学修環境の整備（専用棟の設置、自習室・ロッカー等の整備、ネットワ

ークの利用等） 

⑤ 奨学金等の整備 

⑥ 修了後の継続的支援 

    

（２）約束の履行状況 

①については、約束通りのカリキュラムになっており、また科目担当教員

についても手当てされている。また、これまでの教育活動の自己点検・

評価を踏まえて、カリキュラムの見直しをしている。 

②については、専任教員による教科指導、並びに、アカデミック・アドバ

イザーやチューターによる学修支援を行っている。 

③については、元裁判官、弁護士を専任教員として擁し、さらに平成 27年

度には元検察官の弁護士をスタッフとして迎え、「民事実務基礎論」、「民

事実務演習」、「刑事実務演習」等で実務に即した実践的な教育を実施し

ている。 

④については、専用棟である法科大学院棟を設けており、法科大学院棟に

は学生定員（60 名）を上回る座席数（164 席）を確保した自習室を設け

ており、学生全員が各自のロッカーを利用できるよう整備している。ま

た、ネットワークの利用環境も整っている。 

⑤については、希望する学生全員が奨学金を受給できるように、日本学生

支援機構の奨学金（1種、2種）の他に本学独自の奨学金を設けている。 

 さらに、2015 年度から、髙田法曹育成基金の新設により優秀な入学者に

対して月額 12 万円が給費される奨学金制度も完備された。 

⑥については、希望する学生全員を最大５年間「法務研修生」16として受け

入れている。「法務研修生」は、ほぼ在学生と同様の施設利用が可能で、

授業への出席も認めている。なお「法務研修生」の研修指導料は、半期

                                            
16
 添付資料 A5-12「福岡大学法科大学院法務研修生規程」、 

添付資料 A41「2017(平成 29)年度法科大学院法務研修生出願要項(4月から 6カ月)」  
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1万 5千円で、修了生の負担を考えて廉価に設定している。 

（３）履行に問題のある事項についての手当 

現時点では約束事項の履行に問題はないものと考えている。 

    

（４）特に力を入れている取り組み 

例えば、修了生および在学生に対するＦＤ委員長による個別のヒアリン

グ、目安箱の設置、担任による個別面談などにより、学生とのコミュニケ

ーションに力を入れている。 

    

（５）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

学生に約束した重要事項については実施されている。司法試験の選択科目

については、従来開講されているものが少なかったため、検討の結果、現在

では新カリキュラムにおいて受講可能な科目を増やし、改善した。 

 

３ 自己評定 

合 

【理由】学生に約束した重要事項についてはよく実行されている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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第２分野 入学者選抜 

 

２－１ 入学者選抜〈入学者選抜等の規定・公開・実施〉 

 

１ 現状 

（１）学生受入方針17 

本法科大学院は「法曹として地域社会の法的問題を適切に処理すること

ができる能力の修得を目指す意欲と熱意を有することをもって、その入学

者の選考基準」としている。このため、「入学者の選考においては、法律的

な専門知識の多寡ではなく、論理的かつ合理的な『思考力・分析力・判断

力・表現力』という実務法曹としての基礎的能力及び資質を適正かつ公平

に評価」することとしている。 

なお、2016年度、アドミッション・ポリシーの見直しが実施され、従来

の選考基準を維持しつつ、より具体化・詳細化する集約的な表現として、

法学未修者コース・法学既修者コースのいずれにも共通するアドミッショ

ン・ポリシーとして「法曹として社会の法的問題を適切に処理することの

できる能力の修得を目指す意欲と熱意を有し、かつ、これまでに、あらゆ

る機会を活用して、論理的かつ合理的な『思考力・分析力・判断力・表現

力』を身に付けるための適切な努力を続けてきたと認められ、かつ、これ

からは、本法科大学院における教育効果を最大限に活用して、裁判官、検

察官又は弁護士になろうとする者に必要な学識及びその応用能力を身に付

ける努力を継続し続けられると期待される者を、提出書類や試験答案等を

多角的に評価し積極的に受け入れる。」とのそれを設定したほか、法学既修

者コースにおいては、本法科大学院の 1年次法律基本科目について、その

学修を終えた者と同等程度以上の学識を有していることを求めることも明

示した。本アドミッション・ポリシーは、本法科大学院ホームページの「入

試情報→選考について→アドミッション・ポリシー」18にて公開されてい

る外、学生募集要項の平成 30年度版からも明示されている。 

2011年度入学者選考まで、法学未修者及び法学既修者の募集人員（人数

枠）は定めず、入学試験（小論文及び面接）を受験した者の中で 2年次編

入を希望する者について、法律専門試験（論述式試験）を実施してきたが、

2012 年度入学者選考より、未修者コース 25 人程度、既修者コース 5 人程

度、2014年度入学者選考より、全体の募集人員が 30人から 20 人に変更さ

れたことに伴い、未修者コース 15人程度、既修者コース 5人程度と定め、

未修者専願・既修者専願・併願による入学者選考方法を実施している。な

お、2011年入学者選考では、学生の法科大学院進学への受験機会を与える

                                            
17
 添付資料 A7「平成 30年度学生募集要項」1～2頁参照 

18
 添付資料 A42「福岡大学法科大学院アドミッション・ポリシー（ウェブ・サイト抜粋）」 
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とともに質の確保を図る目的から、当初予定していた 1回の入学者選考に

加え、試行的に追加の学生募集を実施した。これは 2012年度からの入学者

選考においてＡ日程・Ｂ日程の 2回の入学者選考方法として正式に採用さ

れ、2013年度入学者選考以降も継続して実施中である。 

また、多角的な視点から多様な人材を選考し、異なった専門知識や社会

経験などを有する人に広く門戸を開くため、公平性への配慮を図りながら、

社会人や法学部以外の出身者について、一定の範囲で優先的な選考を実施

する「社会人・法学部以外の出身者などの特別選考」制度を設けている。

入学定員の 3割程度の募集人員として実施してきている（但し、2010年度

から 2013年度入学者選考までは、その割合を 4割程度（社会人 3 割、法学

系以外の出身者 1割）に変更して実施した）。 

さらに、入学時において就業している、又は入学後に就業する等の理由

により、標準修業年限（3 年間で課程修了；未修者コース）を超えた履修

計画を有する者について、長期在学履修（5 年間で課程修了；未修者コー

ス）を認める制度も設けている。 

そして、この長期在学履修制度を利用して、夜間及び土曜日に開設され

る科目（これまで昼間開講されている科目につきリピートで開講する場合

と昼間・夜間共通で開講する場合との２種類を想定）を履修することによ

り（定期試験は共通実施の一本化を想定）、法科大学院の修了が可能な夜間

コースを、2016 年度から設置することが可能となった。その導入が正式に

決定したのが、2015年実施の法科大学院全国統一適性試験の実施より後で

あったため、夜間コースを目指すと思われる層に適性試験受験の必要を告

知する機会が全く無かったためもあり、2016年度入学者選考において、夜

間コースを希望する出願者はいなかったので、2016年度においては、夜間

コース固有の必要に応じた科目開設はされなかった。翌 2017年度入学者選

考においては、Ａ日程では、夜間コース出願者が１名あり、合格もしたた

め、この者が、2017年度入学者となった暁には本法科大学院かつ九州内で

も初めての夜間コース学修法科大学院生が誕生し社会人から法律家への門

戸が大きく開かれることに貢献できることが期待されたが、最終的に入学

者とはならなかったため、こうした期待は、次年度に持ち越されることと

なった。 

なお、2013年度入学者選考から、面接試験を中心とするＳ日程も導入し

実施してきている。 

    

（２）選抜基準と選抜手続19 

本法科大学院では、2011年度入学者選考までは、法学未修者及び法学既

修者の募集人員（人数枠）は定めず、入学試験（小論文及び面接）を受験

                                            
19
 添付資料 A7「平成 30年度学生募集要項」5～8頁参照 
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した者の中で 2 年次編入を希望する者について、法律専門試験（論述式試

験）を実施してきたが、2012年度入学者選考より、未修者コース、既修者

コースに分けて、未修者・既修者各専願及び併願方式による選考方法を採

用した。以下は、この方式を基本的に引き継いでいる 2017年度入学者選考

における実施方法の概要であるが、2018年度入学者選考においても特段の

変更予定はない。なお、以下における内部的な統一的採点基準は、すべて、

採点日当日、採点室内のみにて閲覧可能な状態で各採点者に提供され、各

採点者は同基準に基づいて厳格に採点する手続としている。 

ア 未修者コース 

（ア）Ａ日程・Ｂ日程 

2017 年度入学者選考の未修者コースについて、未修専願者の場合に

は、本法科大学院独自の小論文試験を受験するタイプ、適性試験第 4

部を選択するタイプ、そして、小論文試験と適性試験第 4 部の成績の

高い方を選択するタイプ、の 3つの選考方法による実施をした。 

①適性試験の成績：30％ 

②小論文試験または適性試験第 4部の成績：40％ 

③自己評価書に基づく出願者の適性及び能力の評価：20％ 

④その他資料に基づく出願者の学業成績 

及びその他の活動実績の評価：10％ 

 

①～④の評価の各々の基準及び手続は、以下に述べる通りであるが、

2013年度入学者選考より、①の適性試験の成績について 20％から 30％

に変更した上、要項の記載を「適性試験の最低基準点については、適

性試験総受験者の下位から 15％を基本とします。なお、最低基準点（本

法科大学院ホームページで公表）を下回る者については、原則として

不合格とします。」と改め、②の小論文試験又は適性試験第 4部の成績

についても 30％から 40％にウェイトを変更した。また、③の自己評価

書に基づく出願者の適性及び能力の評価も、面接に代わる実質的評価

項目に格上げした。なお、④のその他資料に基づく出願者の学業成績

及びその他の活動実績については、多角的な視点から多様な人材を選

考し異なった専門知識や社会経験などを有する人に対して広く門戸を

開くという本法科大学院の理念の下、それまで同様のウェイトにて評

価を継続している。 

 

①適性試験 

法科大学院全国統一適性試験の成績（第 1部～第 3 部）を提出す

ることで出願資格を満たすこととしている。 

②小論文試験または適性試験第 4部 
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本法科大学院で独自に出題する問題または適性試験第4部におい

て、特に読解力及び表現力など法科大学院における教育の前提とな

る基礎能力及び知識を的確に評価し、しかもいずれかを選択したか

によって有利・不利とならないよう人数や必要に応じて等化を図る

こととしている。 

採点基準については、内部的な統一ルールとして、「（小論文試験）

設問の配点ごとに、一定の評価段階を基本として、出題者が評価基

準を設定する。（適性第 4 部）適性試験管理委員会の「採点基準」

を参考として、一定の評価段階をあてはめて評価する。」とした上

で、採点者の主観度合を可及的に極少化するため、一定の評価段階

として、Ｓ（きわめて優れている）からＦ（入学を認めることに問

題がある）までの計８段階（Ｓ、Ａ、Ｂ+、Ｂ、Ｂ-、Ｃ、Ｄ、Ｆ）

に対応する特定の配点（35 点以上 40 点以下、30 点、25 点、20 点

など）を付する基準を設けている。 

③自己評価書 

受験者の志望理由や適性等を、これまで実施してきた面接試験に

代えて、より一層把握し判断できるよう、自己評価書の内容につい

ては、「自己の性格、能力、経験など（社会的経験、ボランティア

活動はもちろん、大学等での経験、例えば、ゼミやクラブでの活動

や、どのような科目を履修したかなども含みます。）から自らを分

析・評価し、法科大学院における教育を受けること及び実務法曹と

なることが自らにとってどのような意義をもつのかを中心に、2000

字～3000 字（字数厳守）で記入してください。」と指示している。 

採点基準につき、採点者の主観度合を可及的に極少化するため、

「評価のポイントは、文章力・表現力、記載内容であり、法曹への

意欲、学修計画等について論理的で説得力のある記載がなされてい

るか等について行うものとする。自己評価書の指定字数（2,000～

3,000 字）制限を明白に違反する場合、F（0 点）とする。」といっ

た内部的統一ルールや、「レベルとして、きわめて優れている・優

れている・平均的レベルをやや上回る・平均的レベルである・平均

的レベルをやや下回る・やや劣る・自己評価書に値しない」に分け

た上で、配点目安を示す内部的な統一基準を設けている。 

④その他資料に基づく出願者の学業成績及びその他の活動実績 

次の基準に従い点数化することとしている。 

ａ 評価は加算点方式によることとし、2009 年度入学者選考まで加

算点を 2点、3点、又は 4点以上としていたものを、2010年度

入学者選考以降、１～10点とした。 

(a) ベースは、0点 
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(b) 二つ以上の加算事項がある場合は、それらの加算点の総和

を評価点とし最大 10点 

ｂ 評価の対象となる活動実績や学業成績は次に掲げるものとする。 

(a) 資格：税理士、不動産鑑定士、公認会計士、司法書士、1

級建築士、弁理士、応用情報技術者、証券アナリスト、ファ

イナンシャルプランナー（CFP）、医師、歯科医師、獣医師、

薬剤師、看護師、保健師、臨床検査技師など 

(b) 勤務経験：公務員、民間企業（NGO等の社会経験を含む） 

(c) 社会活動：大学卒業後に行った社会（国際社会を含む）活

動 

(d) 外国語の能力：英語については TOEFL70 点以上(iBT)、

TOEIC700 点以上、その他の外国語について

優れた能力を有する者 

(e) 学部成績：優（又はこれと同等の評価）の割合が総取得単

位数の概ね 90％以上の者 

(f) 外国における法曹資格を有する者、Ph.D を有する者など、

評価に相当する能力又は活動実績を有すると認められる者 

「その他資料に基づく出願者の学業成績及びその他の活動実績」に

ついては、その数値化の基準を定めた③と同様なる内部的な統一基

準に基づいて評価が行われている。上記のａ及びｂ自体については、

募集要項にて開示しているが、それぞれの活動実績や学業成績につ

いての内部的な具体的加算点までは開示していない。 

（イ）Ｓ日程 

さらに 2013 年度入学者選考より、未修専願者に限り面接のみによる

実施方法をも導入した。これは、法律的な専門知識の多寡ではなく、

論理的かつ合理的な「思考力・分析力・判断力・表現力」という実務

法曹としての基礎的能力及び資質を適正かつ公平に評価する方法の 1

つとして充分に有効な選考方法であると考えられることによるもので

あった。その後、2015 年度入学者選考からは、面接に加え、適性試験

第 4 部による評価も加え、読解力及び表現力についての評価精度を、

より高めるための変更も実施した。評価割合等は以下の通りである。 

①適性試験の成績：30％ 

（募集要項において「適性試験の最低基準点については、適性試験総

受験者の下位から 15％を基本とします。なお、最低基準点（本法

科大学院ホームページで公表）を下回る者については、原則として

不合格とします。」と明示している。） 

②面接試験の成績：40％ 

採点基準については、内部的な統一的なものとして、「評価のポイ
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ント」を「①質問に対する受け答えが、論理的で説得力があるかど

うか、②態度・性格に問題はないかどうか、を中心として評価する。」

とした上、「S（特に入学させたい）、Ａ（入学させたい）、Ｂ（入学

可）、Ｆ（入学を認めることに問題がある）」といった区分別に配点

を示すなどの内部的な統一ルールを設けている。 

③自己評価書に基づく出願者の適性及び能力の評価（面接の評価に含

むものとしている） 

④読解力及び表現力などを測る試験の成績（適性試験第 4 部）：20％ 

  採点基準は、Ａ・Ｂ日程と同様である。 

⑤その他資料に基づく出願者の学業成績 

及びその他の活動実績の評価：10％ 

      採点基準は、Ａ・Ｂ日程と同様である。 

イ 既修者コース（Ａ日程、Ｂ日程） 

    後述２－２の通り 

 

（３）学生受入方針、選抜基準及び選抜手続の公開 

本法科大学院の学生受入方針（アドミッション・ポリシー）については、

学生募集要項及びウェブ・サイト20において、選抜基準及び選抜手続につ

いては学生募集要項において公開しているほか、大学内外の進学説明会・

相談会において周知徹底を図っている。 

2018年度（平成 30年度）入学の学生募集要項は、2017年 7 月 31日（月）

の出願期間開始の約 1か月半前ないし約１か月前の同年 6月下旬頃（説明

会）ないし 7月上旬頃（事務室来室での手交またはネット請求による送付）

から配付を開始し、事務室で配付したほか、各地で実施している進学説明

会・相談会においても配付し、さらにウェブ・サイトからオンラインによ

り送付の請求をすることもできるようにした。 

2012年度については、進学説明会・相談会を、学内においては、近時の

状況の厳しさから、7 回に増加して実施した。そのうち 1 回が、本学オー

プンキャンパスにあわせて施設見学も実施したのは昨年度同様であった。

学外においては、熊本、長崎、北九州、大分、福岡市内、東京の 6か所に

おいて、7回実施した（福岡市内で 2回実施）。 

2013年度については、近時の法科大学院を取り巻く状況の更なる厳しさ

もあり、学内において、実に 10回もの説明会を開催した。学外においては、

長崎、福岡市内、愛媛、熊本、北九州、大分、鹿児島、宮崎の 8か所にお

いて、9回実施した（福岡市内で 2回実施）。 

2014年度においては、より厳しい環境に鑑みて、学内において、13回の

説明会を実施した。新たな試みとして、LCC 所属の当法科大学院出身の弁

                                            
20
 添付資料 A42「福岡大学法科大学院アドミッション・ポリシー（ウェブ・サイト抜粋）」 
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護士の協力も得て、法曹に関する講演会と合体させる形での説明会を実施

したほか、年明けに実施された学内における法学部のゼミ募集等の履修ガ

イダンスに参加し、法科大学院進学のための適性試験の受験の必要性や、

実施予定の法科大学院説明会の告知をした。なお、3 月 4 日、学内におい

て、適性試験受験を促すことを主体とした説明会を初めて開催した。これ

も含め、学内の説明会は計 14回となった。学外においては、宮崎、北九州、

大分、福岡市内、鹿児島、熊本、下関の 7か所において、8回実施した（福

岡市内で 2回実施）。 

2015年度も、更なる環境激化を受け、告知の機会を満遍なく提供する目

的から同一内容の説明会を学内で月から金曜日に実施する試みを励行した。

これにより学内の説明会は計 16回となった。学外においては、北九州、大

分、福岡市内、鹿児島、熊本の 5 か所において、5 回実施した。学外の実

施において、回数が減少したのは、費用上限に対する配慮が途中で働いた

ことや、先方の事情（所属学生の希望進路等とのミスマッチ）への配慮も

不可欠であったこと、費用対効果への配慮（適性告知時期における先方学

生の不在）などから実施を見送った回もあったためである。 

2016 年度は21、いっそう深刻なる環境悪化を受けて、学外の説明会を強

化するため、従来から実施していた大学での実施に加え、初めての大学で

の説明会開催を励行した（新たな大学として、九州国際大学、鹿児島大学、

松山大学、島根大学の４校）。学内説明会を（オープンキャンパスでの個別

説明も含め）15 回、学外説明会を 10 回実施した。今年度の合計回数で、

昨年度実施回数と比べ、学内がマイナスとなったのは、月から金曜日に実

施する方式であると、かえって 1回ごとの訴求力が下がると判断され、あ

る程度の集約的な実施が効果的と思われることにより、方針を変更したた

めである。それに対し、学外の実施は、プラス 5回となり、倍増回実施し

た。さらに、学内からの進学者確保策として、新たに、法学部の演習のコ

マ等に、本法科大学院教員全員が手分けして参加し、法科大学院の存在意

義等について告知する活動を実施することとなり、前期は、演習科目に 54

回、講義科目に 3回の参加を励行した。 

2017 年度22は、入学者 9 名という、あと 1 名の入学者増が渇望される中

で募集活動をスタートさせた。入学者 10名以上を死守する方針を現実化す

るためのアクションプランとして、中間目標と方策を具体化し、運営委員

会を経て教授会にて提案し了承され、全教職員が一丸となって活動してい

く意識が共有されるに至っている。また、これまで以上に費用対効果を考

慮するスタンスから、学外よりも学内からの入学者増大を図ることを重視

                                            
21
 添付資料 A43「平成 28年度学生募集活動スケジュール」 

22
 添付資料 A44「平成 29年度学生募集活動スケジュール」、 

添付資料 A45「平成 29年度学生募集活動及び平成 30年度入学者選考について」 
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する方向の方針も共有されるに至り、学外での活動は、原則として、九州

内一本に絞ることとした。学内からの入学者増大策の具体化としては、昨

年度に続き、本年度も、法学部の協力を得て、演習科目に参加をし23、全

74コマの、ほぼすべてのコマにおいて、本法科大学院の長期体験入学制度

や授業体験制度の告知を中心に、法科大学院制度自体や本法科大学院プロ

パーの特徴などの情宣活動を励行した。かかる演習科目参加による情宣活

動に関しては、今後、法学部教員の感想も踏まえた上で、より効果的な手

法となるための教員間での検討も予定している。なお、学内での説明会開

催については、昨年度の方針である集約的実施を継続している。説明会（相

談会も含む）の実施回数は、前期までの合計で、学内 8回・学外 4回とな

っている。 

    

（４）選抜の実施 

   直近 5年度分における選抜の実施状況は、年度単位で数値的に整理すれ

ば、次に掲げる表の通りである。2014 年度及び 2015 年度に、倍率が 2 倍

を下回っているが（※）、この件に関しては、（５）で述べる。 

   

 受験者数（人） 合格者数（人） 競争倍率（倍） 

2013年度 45 22 2.05 

2014年度 29 15 1.93※ 

2015年度 23 12 1.92※ 

2016年度 20 10 2.00 

2017年度 30 14 2.14 

 

2017年度入学者選考でも、学生募集要項に定められた選抜基準及び選抜

手続に従って、公平かつ公正に実施された。なお、入学者選抜の公正さ・

公平さに疑問を提起される事態は皆無であった。 

自己評価書、小論文及び面接による評価は、具体的には、各々次のよう

に行われた。 

①自己評価書の評価24 

評価点の配点は、S日程を除き、20点である。入学者選考における自

己評価書の評価の際に、(ⅰ)文章力・表現力及び(ⅱ)記載内容（法曹へ

の意欲、学修計画等について論理的で説得力のある記載がなされている

か等）について、7 段階で評価する。「優れている（Ａ）」から「やや劣

                                            
23
 添付資料 A38「平成 29年度法学部演習科目調査（演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 他」 

24
 添付資料 A46「2017（平成 29）年度法科大学院入学者選考評価基準 A・B日程共通－適性 

（第 1部～第 3部）・自己評価書・その他－」 
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る（Ｃ）」までの 5つの段階の評価から外れる「きわめて優れている（Ｓ）」

段階の評価及び「自己評価書に値しない（Ｆ）」評価については、評価担

当者全員で再度協議するものとしている。この評価項目は、未修者コー

ス、既修者コースを通じて共通のものである。 

②その他資料に基づく出願者の学業成績及びその他の活動実績の評価25 

評価は最大 10点までの加算点方式によることとし、一定の資格に基づ

く活動実績を有する者、外国語（英語）の能力に優れた者、学部成績が

優れた者などについて、評価基準に規定された資格の種類、成績の程度

に対応する基準（加算点）に基づいて評価している。基準の適用は、相

応程度に標準化していることから、評価は基本的に分担分の担当者が 1

人で行い、評価が困難な場合に、入学調整担当運営委員ないし特定の専

任教員との協議により決定するものとしている。この評価項目について

も、未修者コース、既修者コースにおいて異なるところはない。 

③小論文試験26 

これは、未修者専願の受験者のうち、小論文試験選択型ないし小論文

試験・適性試験第 4 部選択型の者に対して実施され、小論文の採点及び

評価は、基本とする 8 段階の評価段階を基本として出題者が設定した評

価基準に基づいて評価するものとしている。 

④面接27 

Ｓ日程（未修者コースのみ）における面接は、教員 2 名による受験者

ごとの面接により実施した。①法曹を目指す意欲等に関する事項と、②

時事問題等に関する事項について質問し、(ⅰ)質問に対する受け答えが

論理的で説得力があるかどうか、(ⅱ)態度・性格に問題はないかどうか、

を中心として評価するものとし、①については、自己評価書の評価も加

えた評価とし、「とくに入学させたい（Ｓ＝30点）」から「入学を認める

ことに問題がある(Ｆ＝0点)」までの 4段階で評価し、「入学を認めるこ

とに問題がある(Ｆ＝0点)」と評価された者については、その理由を「備

考」に記入するものとしている。 

面接時間は 1人 20分とした。 

面接の冒頭に、「面接は、質問事項に的確かつ論理的に答えることがで

きているかどうかをみるのであって、思想や信条などについてみる訳で

はない」旨を受験者に説明するとともに、面接担当者に対しては、宗教、

                                            
25
 添付資料 A46「2017（平成 29）年度法科大学院入学者選考評価基準 A・B日程共通－適性 

（第 1部～第 3部）・自己評価書・その他－」 
26
 添付資料 A47「2017（平成 29）年度法科大学院入学者選考未修者コース評価基準 A・B日程 

－小論文又は適性試験第 4部・総合－」 
27
 添付資料 A48「2017（平成 29）年度法科大学院入学者選考評価基準 Ｓ日程 

－適性試験（第 1部～第 3部）・自己評価書・その他－」、 

添付資料 A10「2017（平成 29）年度法科大学院入学者選考－Ｓ日程－実施要領」 
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思想、信条、尊敬する人、講読新聞、戸籍、本籍、家族構成、セクハラ

（既婚、未婚等）、その他プライバシーに関わることを面接の質問禁止事

項としている。 

 

（５）特に力を入れている取り組み 

 各教員が選抜判定を実施する際の基準・手順等については、毎年度、

改善を図り続けており具体的なイメージがより湧きやすくなるような改

変等を心掛けることにより、単に、数値の合計に頼ることなく、受験者

数の減少とも相俟って、より個々の受験者を実質的に審査し、本法科大

学院に受け入れるに適するか否かをきめ細かく判断するように努めてい

る。この結果、2014 年度及び 2015 年度の選考の際、最後の 1 名を合格

とするか不合格とするかに際し、機械的かつ形式的に競争率 2倍以上を

遵守することよりも、個々の受験者の力量をきめ細かく判定することに

よる適正な合否判定の方を優先させた結果、2 倍未満となったものであ

る。 

 

（６）その他 

特になし。 

 

２ 点検・評価 

学生受入方針、選抜基準及び選抜手続は、学生募集要項において明確に規

定され、適切な時期・方法により公開されているものと考える。この点は 2017

年度入学者選考においても徹底している。 

なお、過去における小論文の問題については、著作権との関係で、ウェブ・

サイトでは開示していないが、著者の同意が得られたものについては、希望

者に対し、特定・個別的に配付あるいは郵送することとしている。 

 

３ 自己評定 

  Ｂ 

【理由】学生受入方針、選抜基準、選抜手続及び入学者選抜の実施は、公正・

公平、適切かつ明確であって、いずれも良好である。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 
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２－２ 既修者認定〈既修者選抜基準等の規定・公開・実施〉 

 

１ 現状 

（１）既修者選抜、既修単位認定の基準及び手続 

法律専門試験（法学既修者認定試験）は、「法科大学院における教育の基

盤となる法の理論の側面についての理解度が高く、実務法曹教育を展開す

るのに十分な理論的基礎が確立しているか否かについて評価することを目

的とし、その理論的基礎が確立しているものと認定された分野ごとに一定

の授業科目を履修し、単位を修得したものとみなす制度」と位置づけてい

る。 

2011年度入学者選考まで、法学未修者及び法学既修者の募集人員（人数

枠）は定めず、入学試験（小論文及び面接）を受験した者の中で 2年次編

入を希望する者について、法律専門試験（論述式試験）を実施してきたが、

2012 年度入学者選考より、未修者コース 25 人程度、既修者コース 5 人程

度、2014年度入学者選考より、全体の募集人員が 30人から 20 人に変更さ

れたことに伴い、未修者コース 15人程度、既修者コース 5人程度と定め、

未修者・既修者各専願及び併願による入学者選考方法を実施しているが、

これは、全体の募集人員の内部に一応の目安となる内訳を示すものにとど

まり、法学未修者とは全く独立別個に法学既修者の定員を厳格に設けて入

学者選抜を実施するというものではない。 

2012年度入学者選考では、入学試験（小論文及び面接）を受験した者の

中で 2 年次編入を希望する者について、法律専門試験（論述式試験）を実

施するというそれまでの方法を改め、未修者コースと既修者コースに入学

者選考方法を分けて実施した。さらに 2013年度入学者選考以降、選考方法

のメニューを増やし、未修者コースに大幅な変更を行った結果、既修者コ

ースの選考方法も、専願の場合は従来のままであるが、併願の場合には、

未修者コースの合否判断に必要な小論文試験は自動的に適性試験第 4 部の

選択となり同試験の答案提出を要する、という方法に変更した。2017年度

入学者選考における既修者コースの選考基準は、以下の通りであり、カリ

キュラム変更による法律専門試験の科目の変更は生じているが、枠相互の

ウェイト割合は、従来から一貫している。 

 

①適性試験の成績：10％ 

法科大学院適性試験（第 1 部から第 3 部）の成績（「適性試験の最

低基準点については、適性試験総受験者の下位から 15％を基本としま

す。なお、最低基準点（本法科大学院ホームページで公表）を下回る

者については、原則として不合格とします。」） 

②法律専門試験の成績（5科目について論述式試験を実施）：60％ 
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憲法 50 点、民法 100点、刑法 50点、民事訴訟法 50点、行政法 50

点：合計 300点 

なお、民法又は民法を除く 2 科目につき 20％点に満たない場合に

は、合計点による順位に関係なく、不合格とする。 

③自己評価書に基づく出願者の適性及び能力の評価：20％ 

④その他資料に基づく出願者の学業成績及びその他の活動実績の評価：

10％ 

 

以上のように、既修者コースでは、出願者から提出された書類（未修者

コースの場合と同じ）に加え、法科大学院における教育の基盤となる法の

理論的側面についての理解度が高く、実務法曹を養成する教育を受けるの

に充分な理論的基盤が確立しており、2 年次の授業についていくことので

きる能力を有するかどうかを審査するために、憲法、民法、刑法、民事訴

訟法、行政法の 5 科目について法律専門試験（論述式試験）を実施するこ

ととし、合格者は、1 年次開講の「みなし履修認定科目」のうち、22 単位

以上 28 単位以下を修得した者とみなされ、2 年次に編入し、2 年間で本法

科大学院を修了することができるようにしている。 

2012年度入学者選考より採用した未修者・既修者各専願及び併願方式に

よる選考方法において、2012年度入学者選考法学既修者認定の評価項目・

評価割合は、①法科大学院適性試験の成績が 10％、②法律専門試験の成績

が 60％、③面接に基づく評価が 20％、④自己評価書に基づく出願者の適性

及び能力の評価は独自の評価項目とはせず③にあわせて評価、そして、⑤

その他資料に基づく出願者の学業成績及びその他の活動実績の評価が10％

であったが、2013年度入学者選考からは、Ｓ日程以外では面接を実施せず、

Ｓ日程では既修者コースを実施しないため、同年度以降の入学者選考法学

既修者認定の評価項目・評価割合は、①法科大学院適性試験の成績が10％、

②法律専門試験の成績が 60％、③自己評価書に基づく出願者の適性及び能

力の評価が 20％、そして、④その他資料に基づく出願者の学業成績及びそ

の他の活動実績の評価が 10％となり、それらの総合点の上位者から総合的

な観点より合否判定を行っている28。 

①の適性試験については、下位 15％程度の点数以下の者については、原

則不合格とする、とし、法曹教育に著しく耐えられないと思しき者の入学

は許可しないこととし、②の法律専門試験について、憲法 50 点、刑法 50

点、行政法 50 点、民法 100点、民事訴訟法 50点の、合計 300 点とし、た

だ、民法又は民法を除く 2科目につき 20％点に満たない場合には、合計点

による順位に関係なく、不合格とすることとしている。③の自己評価書に

基づく出願者の適性及び能力については、配点は 20点であり、入学者選考

                                            
28
 添付資料 A7「2018（平成 30）年度学生募集要項」5頁参照 
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における自己評価書の評価の際に、(ⅰ)文章力・表現力及び(ⅱ)記載内容

（法曹への意欲、学修計画等について論理的で説得力のある記載がなされ

ているか等）について、7 段階で評価する。「優れている（Ａ）」から「や

や劣る（Ｃ）」までの5つの段階の評価から外れる「きわめて優れている（Ｓ）」

段階の評価及び「自己評価書に値しない（Ｆ）」評価については、評価担当

者全員で再度協議するものとしている。この評価項目は、未修者コース、

既修者コースを通じて共通のものである。最後の④その他資料に基づく出

願者の学業成績及びその他の活動実績については、未修者コースの場合に

おける評価基準と同じように加点方式で算定することになっている。以上

は、募集要項等でも公表している内容である。 

法律専門試験の評価基準については、「出願者から提出された書類（未修

者コースと同様）に加え、法科大学院における教育の基盤となる理論的側

面についての理解度が高く、実務法曹を養成する教育を受けるのに十分な

理論的基礎が確立しており、2 年次の授業についていくことのできる能力

を有するか否かを審査するために、憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び行

政法の 5分野について法律専門試験（論述式試験）を実施します。」と公表

し、法律専門試験の配点等について「憲法 50点、民法 100点、刑法 50点、

民事訴訟法 50 点、行政法 50点の合計 300点 なお、民法又は民法を除く

2分野につき、20％点に満たない場合には、合計点による順位に関係なく、

不合格とします。」と公表している。これまで、以上のような一般的合否判

定基準によって厳格な合否判定がなされていることから、全分野を通じた

形式的・画一的な採点・評価基準は定められてはいないが、各分野の問題

別には、出題者による採点基準が作成されている。 

こうして既修者コースにおいて合格と判定された場合には、法律専門試

験により履修したものとみなされる授業科目及び単位数は、以下の表に示

した通りであり、認定分野ごとに対応する授業科目の単位を包括的に修得

したものとして取り扱われる。そして、履修したものとみなされる単位数

が 22単位以上である者は、既修者合格を条件として 2年次に編入され、2

年間で本法科大学院を修了することができる。 

なお、2012年度入学者選考より、Ａ日程において未修者として合格し入

学手続をした者が、Ｂ日程において法律専門試験を受験し合格した場合に

は、既修者としての入学を許可するコース変更制度を導入したが、2013年

度入学者選考以降においてはＡ日程のほかにさらにＳ日程で未修者として

合格し入学を予定している者についても同様の制度が活用できるようにな

っている。 
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（２）基準・手続の公開 

2009年度入学者選考以降、法律専門試験（法学既修者認定試験）の制度

の趣旨、選抜手続、既修単位の認定手続については学生募集要項29及びウ

ェブ・サイト30において引き続き開示しているほか、大学内外の説明会に

おいて周知徹底を図っている。なお、出題趣旨までは、現状において公開

はしていないものの、2018年度に法科大学院全国統一適性試験の受験が任

意化されることに伴い既修者コースの合否判定における適性程度の判断に

ついて法律専門試験の比重が高まることが予想されるため、2017 年度司法

試験合格発表後から 2018年度初めに 2019年度学生募集要項を決定する時

期までの間において、その程度や方法等に対して慎重に検討を加え、前向

きの方向で内容を具体化させる予定である。 

    

（３）既修者選抜の実施 

法律専門試験は、募集要項で公表している選抜手続に基づいて実施され、

みなし履修授業科目の認定を行っている。 

本法科大学院では、法学未修者と法学既修者の合計で 20人を定員とし、

うち 15人程度を未修者、5人程度を既修者として募集するものである。 

過去５年における既修者の受験者数・合格者数・競争倍率は以下の表の

通りであり、競争倍率の面について見ると、質を確保するための競争性は

十分に維持されているものと思料される。 

 

 

 

                                            
29
 添付資料 A7「2018（平成 30）年度学生募集要項」5頁から 6頁参照 

30
 添付資料 A49「入試情報・選考基準（ウェブ・サイト抜粋）」 

認定分野 授業科目名 単位数 

憲  法 
統治機構論 2 

4 
基本的人権論 2 

民  法 

民法Ⅰ(総則) 2 

14 

民法Ⅱ(物権法) 2 
民法Ⅲ(担保物権法) 2 
民法Ⅳ(債権総論) 2 
民法Ⅴ(契約法) 2 
民法Ⅵ(不法行為法) 2 
民法Ⅶ(家族法) 2 

刑  法 
刑事法Ⅰ 2 

6 刑事法Ⅱ 2 
刑事法Ⅲ 2 

民事訴訟法 民事訴訟法Ⅰ 2 2 
行 政 法 行政過程論 2 2 

合 計 28 
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 受験者数（人） 合格者数（人） 競争倍率（倍） 

2013年度 14 4 3.50 

2014年度 5 2 2.50 

2015年度 5 2 2.50 

2016年度 7 1 7.00 

2017年度 3 0 － 

 

 入学者数 うち法学既修者数 

2013年度 
学生数 7 人 2 人 

学生数に対する割合 100% 29% 

2014年度 
学生数 8 人 0 人 

学生数に対する割合 100% 0% 

2015年度 
学生数 7 人 2 人 

学生数に対する割合 100% 29% 

2016年度 
学生数 5 人 0 人 

学生数に対する割合 100% 0% 

2017年度 
学生数 9 人 0 人 

学生数に対する割合 100% 0% 

    また、過去 5年間の既修者の入学者数は上述の表の通りである。 

    なお、既修者選抜・既修単位認定の公正さ・公平さに疑問を提起される

事態は皆無である。 

 

（４）特に力を入れている取り組み 

既修者コース受験者が、具体的に学修の目安を把握するための支援と

して、募集要項に示された実質的な合格基準（2 年次からの講義に十分

ついていけるかどうか）やみなし履修認定科目、みなし履修認定科目の

授業内容がシラバスとしてホームページ上にアップされていることなど

を、進学説明会や進学相談会の都度、具体的に説明するようにしている。 

    

（５）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

法律専門試験の選抜基準及び選抜手続は、試験制度の趣旨に沿って規定さ

れ公開されているものと考える。学生募集要項に記載された内容だけでは、

全科目を通じた普遍的な具体的に詳細なる選抜基準・手続を示しているとま
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では言いにくい面もあり必ずしも客観的かつ統一的な出題方法や採点・認定

基準が具体化されているとまでは言い切れない。しかし、各科目特有の特性

が有る以上、客観的かつ統一的な基準によって出題の方法やその採点・認定

の基準を画一的に拘束することには限界があるほか、それが各認定科目に対

応する 1年次授業科目を履修したとみなす、という前提及び 2年次の授業に

ついていくことのできる能力を審査する、との具体的な趣旨は、募集要項上、

はっきり明示されているうえ、当該授業科目のシラバスもウェブ・サイトで

公開されているので、当該シラバスも併せて参照することにより、学生募集

要項に記載された内容と相俟って、その趣旨及び選抜基準の方向性を充分に

読み取ることはできるようになっている。また、こうした点の概要は、説明

会においても、本法科大学院における既修者認定のレベルイメージとして具

体的に説明しているところでもある。 

既修者の認定に際しては、数値化された総合点をもとに、既修者コースで

の合否判定を行い、5 つの認定分野ごとに当該科目に対応する授業科目を履

修したものとみなすことができるか否かについて法律専門試験の出題者全員

による協議によって原案を作成し、それを教授会の審議を経て最終的に認定

判断する、という手続をとっている。 

2008年度入学者学生募集要項において、「1年次開講の『みなし履修認定科

目』の単位を取得したとみなすに足りるか否かを判定する観点から出題し、

合否を判定します。」との記述を追加し、また「みなし履修認定科目」の内容

（出題範囲）については、ウェブ・サイトから当該授業科目のシラバスを参

照することができるとの記述を追加した。しかし、法律専門試験の出題・採

点を担当した教員から、合否判定におけるさらに明確な基準の設定が必要で

あるとの意見が出されたことから、教授会での議論により、「2年次からの講

義に十分ついていけるかどうかという観点から合否を判定する」との実質的

な判断がより明確にできる基準を設定することに決定した。この決定は 2007

年 7月の教授会において行われたことから、当該基準を 2008年度入学者学生

募集要項に反映するには間に合わなかったが、2009年度入学者学生募集要項

から掲載し、現在に至っている。 

以上のように、選抜基準・手続の開示については、学生募集要項、ウェブ・

サイト、説明会・相談会等において適切に行われてきたものと考える。 

 

３ 自己評定 

  Ｂ 

【理由】法学既修者の認定における基準及び手続は適切であり、選抜・認定

は適切に実施されている。 
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４ 改善計画 

特になし。 
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２－３ 多様性〈入学者の多様性の確保〉 

 

１ 現状 

（１）法学部以外の学部出身者の定義 

大学において、法学系以外の分野を履修する学部、学科又は専攻を卒業

した者又は卒業見込みの者（法学部以外の学部であっても法学を専攻する

学科の出身者であれば該当しない。法学部であっても法学以外を専攻する

学科の出身者であれば該当する。）。 

    

（２）実務等の経験のある者の定義 

2017年度入学者選考の場合、2017年 3月 31日までに満 25 歳に達し、3

年以上の社会経験を有する者。 

    

（３）入学者全体に対する「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験の

ある者」の割合 

法学部以外の出身者及び社会人の募集人員については、多様性確保の見

地から、入学定員（20 人）の 3 割程度（但し、2010 年度入学者選考から

2013年度入学者選考までは 4割程度）を予定していることを明示している
31。これらの志願者に対しては、特別選考を実施している。 

アドミッション・ポリシーにおいて「本法科大学院では、多角的な視点

から多様な人材を選考し、異なった専門知識や社会経験などを有する人に

広く門戸を開くため、公平性への配慮を図りながら、一定の範囲で優先的

な選考を実施」することを公表し、本法科大学院の多様性確保に関する積

極的な基本姿勢及び特別選考の実施もあることを明示している。 

その特別選考の方法は、①合格者全体に占める社会人及び法学系以外の

学部の出身者の割合が 30％に満たない場合には、その割合が 30％に達する

よう一定の範囲で調整を図ることとし、②社会人については、社会経験の

類型（就労者、アルバイト、パートタイム、主婦、ボランティア、社会活

動など）及び期間に応じ、法学系以外の出身者については、法学以外の分

野の学部、学科、選考での履修内容に応じ、その専門性、社会性、発展性、

多様性などを総合的に考慮して判断するとして、特別選考の手続を明確に

している。 

以上のアドミッション・ポリシー及び特別選考の方法は、募集要項32及

びウェブ・サイト33において公表されているところである。 

なお、多様性確保の余り、競争性や質の維持が疎かとならないようにす

                                            
31
 添付資料 A7「2018（平成 30）年度学生募集要項」1頁、6頁参照 

32
 添付資料 A7「2018（平成 30）年度学生募集要項」2頁、6頁参照 

33
 添付資料 A49「入試情報・選考基準（ウェブ・サイト抜粋）」 
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るため、及び、判定者の恣意に流れないようにするため、内部的に、画一

的な、特別選考合格基準を定めている。 

 

 
入学者数 実務等経験者 

他学部出身者 

(実務等経験者を除く) 

実務等経験者又

は他学部出身者 

入学者数 

2013年度 
7 名 0 名 0 名 0 名 

合計に対する 

割合 
100.0% 0％ 0％ 0％ 

入学者数 

2014年度 
8 名 0 名 0 名 0 名 

合計に対する 

割合 
100.0% 0% 0% 0% 

入学者数 

2015年度 
7 名 4 名 0 名 4 名 

合計に対する 

割合 
100.0% 57.1% 0% 57.1% 

入学者数 

2016年度 
5 名 3 名 0 名 3 名 

合計に対する 

割合 
100.0% 60.0% 0% 60.0% 

入学者数 

2017年度 
9 名 1 名 1 名 2 名 

合計に対する 

割合 
100.0% 11.1% 11.1% 22.2% 

5 年間の 

入学者数 
36 名 8 名 1 名 9 名 

5 年間の合計 

に対する割合 
100.0% 22.2％ 2.8％ 25.0％ 

   最近 5年間における「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験の

ある者」（以下「社会人等」という。）の割合は上の表にある通りであり、5

年間に 0％である年度が 2回あったため、直近 2年間では 60.0％・22.2％

（平均 35.7％）であったものの、5 年間を平均すると、3 割を切る数値と

なっている。5 年平均で３割以上とするためには、2018年度に入学者が仮

に 10名あるとすると、その 3割の 3名が社会人等である必要がある。この

目標のための努力が、上述の特別選考制度の設置と、募集要項やウェブ・

サイト、説明会を通じての、そのアナウンスということになるほか、最近
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では、九州で初めて導入した夜間コースの設置ということになる。 

 

（４）多様性を確保する取り組み 

2008年度入学者選考より、法情報調査の基礎などの基礎的な能力の醸成

にかかる教育として、新入学生ガイダンス時に「リーガルリサーチ・イン

トロダクション」で導入教育を開始し、また 2009年度入学者から、1年次

前期に「判例講読」という科目を配置して早い段階から本格的な法的思考

の訓練ができるようにカリキュラム上の工夫を施し、とくに特別選考によ

って入学してきた学生に対する教育支援体制を強化し、法科大学院進学時

の不安解消に努めるほか、2010年度入学者から、これに加え、1年次後期

に「法律基本演習」という科目を配置して前期に引き続き、きめ細かな指

導を徹底することにより、多様な人材の確保に取り組んでいる。こうした

点を、ガイドブック34・進学説明会・進学相談会・ウェブ・サイト35にてア

ナウンスすることにより、社会人等が安心して入学できるように努めてい

る。 

（５）特に力を入れている取り組み 

2016年度から、長期在学履修制度を利用して、夜間及び土曜日に開設さ

れる科目（これまで昼間開講されている科目につきリピートで開講する場

合と昼間・夜間共通で開講する場合との 2 種類を予定）のみの履修で本法

科大学院修了に必要な単位取得が可能な夜間コースを設け、有職社会人が、

その職を辞すことなく、法科大学院を修了できる制度を導入した。 

（６）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

2014年度入学者選考では、社会人・法学部以外の出身者の合格者は、合格

者数 15 人中 2 人（13.3％）であり 30％に満たなかったが、合格の余地ある

者がいなかったため（Ａ日程では、不合格者中 3名が社会人等であったが、

そのうち 2名は、合格者最低得点からマイナス 20％以上とされている特別選

考合格基準を超えていなかった（さらに、このうち 1名は、適性下位 15％以

下でもあった）ほか、3名中のその余の 1名はマイナス 20％点を超え適性も

下位 15％より良好な成績ではあったものの、自己評価書が零点であった。B

日程では、もともと社会人等受験者が無く、Ｓ日程では、不合格者の中に社

会人等１名あるも、適性下位 15％以下であった。）、特別選考は実施しなかっ

た。 

2015年度入学者選考では、社会人・法学部以外の出身者の合格者は、合格

                                            
34
 添付資料 A2「純粋未修者への教育体制を強化（ガイドブック 05頁（抜粋）） 

35
 添付資料 A31「福岡大学法科大学院の「共通的到達目標」およびカリキュラム編成の基本方針」 
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者 12人中 6人（50.0％）であり、特別選考方法①の段階で、30％以上であっ

たため、特別選考を実施するに及ばなかった。その後の実際の入学者段階に

おいても、別表にある通り、合格段階を上回る 57.1％となっており、多様性

確保において、良好な結果となった。 

2016年度入学者選考でも、社会人・法学部以外の出身者の合格者は、合格

者 10人中 7人（70.0％）であり、特別選考方法①の段階で、30％以上であっ

たため、特別選考を実施するに及ばなかった。その後の実際の入学者段階に

おいても、別表にある通り、合格段階は下回ったものの、60.0％となってお

り、多様性確保において、前年度よりも、さらに良好な結果となった。 

長期的な大よその傾向としては、社会人・法学部以外の出身者は、入学者

の約 70％を占めていた法科大学院発足時の 2004年度以降、減少傾向にあり、

特別選考を実施しなければならない事態が生じた場合でも、社会人・法学部

以外の出身者による受験は減る一方であっただけに、特別選考の具体的な実

施方法についてさらなる検討・整備が必要となってきたものと考えられるも

のの、他方では、2015 年度のように、突如、多様性が良好となることもあり、

年度ごとの受験者・合格者構成による具体的な変動自体は全く予測の限りで

はないこともあり、毎年度の状況を睨みながら、その都度、臨機応変に対応

するほかない、との状況もあるように見受けられる。 

2013年度入学者選考において、入学者の多様性を確保する 1 つの方策とし

て、面接を中心とする選考方法（Ｓ日程）を通常の入学者選考とは別に実施

する手法も導入し、以降も継続し現在に至っているところ、今後も、長期履

修制度の活用といった本法科大学院の有する諸制度を、最大限度まで有効に

フル活用し、入学者の多様性の確保を励行していくこととする。 

なお、夜間コースの設置決定は、2016年度入学者募集活動期間中のことで

あったため、既に適性試験の実施が終了した後であったこともあり、2016年

度入学のための受験者はゼロであったが、2017年度入学のための受験におい

ては、履修申出のみがあった１名のほかに、１名の出願者・合格者が輩出さ

れ当該合格者の入学が期待される状況であったが、この期待は次年度に持ち

越されることになった点に関しては、冒頭２―1 の１（１）の終わりの方で

述べた通りである。夜間コースの設置に関しては、ウェブ・サイト36にて周

知を図っている。次年度ではないものの、2019年度以降の入学可能性ある者

から、夜間コースへの進学希望の旨の照会が来ている。その後、2018年度入

学を希望する者からの受験申出が 1件ある。 

 

 

 

 

                                            
36
 添付資料 A50「九州初の「夜間コース」を開設しました！」（ウェブ・サイトのトップページバナー） 
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３ 自己評定 

  Ｂ 

【理由】「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のある者」の割合

が、直近入学者では、６割に達しており，良好な結果を出した。 

 

４ 改善計画 

  学内外において、我が国における法科大学院制度の意義・人材多様性確保

の重要性等についての広報を強化するほか、新たに導入した夜間コースについ

て、より積極的な PR に努めつつ、開院以来、本法科大学院は、多様な入学者に

対する効果的な教育を施す体制の整備・改善に努め、相応の実績も出している

点などのアピールを、更に強化していく必要がある。 
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第３分野 教育体制 

 

３－１ 教員体制・教員組織（１）〈専任教員の必要数及び適格性〉 

 

１ 現状 

（１）専任教員の数と教員適格 

・学生収容定員数は 60人であり、専任教員総数は 12人である。 

・専任教員 1人あたりの学生数は 5人であり、法令上必要とされる要件（学

生 15人に専任教員 1人以上の割合）を満たしている。 

・専任教員と担当科目一覧表（別紙 教員一覧参照） 

・教員調書（別紙教員個人調書参照） 

・専任教員の適格性の検証方法 

ア 採用時における適格性の判定 

専任教員の採用手続は、「福岡大学法科大学院教育職員資格審査基

準」37および「法科大学院専任教育職員の採用手続きについて」38に基

づいて、次のとおり進められる。 

①教授会は、候補者から提出された履歴書、教育業績書、職務実績書

および研究業績書を閲覧し、適格性の審査手続きを開始することに

つき可と決した場合において、主査 1人および副査 1人の審査委員

を選出し、審査対象とする業績を特定する。 

②2週間以上の期間をおいて再度開催された教授会において、各審査

委員に審査の結果についての報告を求めたうえ、投票により適格性

の判定および採用の可否を決定する。 

③法科大学院教授会が採用につき可と決した人事案は、企画運営会議、

大学協議会の議に付され、理事会において最終決定がなされる。 

イ 採用後における適格性の確保 

採用後における専任教員の適格性を検証する手続きはとくに定めら

れていないが、ＦＤ委員会を中心として、授業評価アンケートや自

己評価書などに基づいて各教員の教育内容および教育方法の検証が

行われている。 

 

 

 

 

 

 

                                            
37
 添付資料 A5-14「福岡大学法科大学院教育職員資格審査基準」 

38
 添付資料 A51「法科大学院専任教育職員の採用手続きについて」 
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（２）法律基本科目毎の適格性のある専任教員の人数（2017年度） 

  憲  法 行政法 民  法 商  法 民事訴訟法 刑  法 刑事訴訟法 

必要教員数 1名 1名 1名 1名 1名 1名 1名 

実員数 1名 1名 2名 2名 1名 1名 1名 

 

 適格性を有するとした教員の氏名は、次の通りである。 

  憲法（村上英明）、行政法（山下義昭）、民法（石松勉、小川富之）、 

商法（佐野誠、井上能孝）、民事訴訟法（雨宮啓）、刑法（北野通世）、 

刑事訴訟法（平江徳子） 

 

（３）実務家教員の数及び割合 

本法科大学院において必要とされる「5 年以上の実務経験」を有する専

任教員は 3人であり、2017年度において、本法科大学院は、「5年以上の実

務経験」を有する専任教員を 5 人（教授 4 人、1 人は准教授）配置してい

る。その実務経験の内訳は、3 人が弁護士、1 人が裁判官、1 人が検察官、

1人が企業法務である。 

該当する実務家教員についての詳細は、別紙教員個人調書に記載してい

るが、十分な実務経験を有することの根拠として、以下の点があげられる。 

弁護士の雨宮啓教授は、1998 年に弁護士登録をし、以後 19 年間弁護士

としての実務経験を有していること。 

弁護士の古賀美穂教授は、2000 年に弁護士登録をし、以後 17 年間弁護

士としての実務経験を有していること。 

弁護士の木村道也准教授は、2008年に弁護士登録をし、以後 9年間弁護

士としての実務経験を有していること。 

元・裁判官・弁護士の山口幸雄教授は、1978年より 2012年まで 34年間

裁判官として奉職し、定年退職後も弁護士として活動していること。 

元検察官・弁護士の平江徳子教授は、1996年より 2011年まで 15年間検

察官として奉職し、以後 6 年間は弁護士としても実務経験を有しているこ

と。 

 

（４）教授の数及び割合 

本法科大学院における教授の資格要件は、福岡大学法科大学院教育職員

資格審査基準により、次のいずれかに該当し、かつ、法科大学院における教

育を担当するのにふさわしい能力を有すると認められる者とされている（同

基準 2条）。 

①博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を

有し、かつ、教育又は研究上の業績を有する者 
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②教育上又は研究上の業績が前号に掲げる者に準ずると認められる者 

③大学において教授の経歴（外国におけるこれに相当する教育職員とし

ての経歴を含む。）を有する者 

④大学において准教授としての経歴を 5年以上有し、教育上又は研究上

の業績を有する者 

⑤専門職学位を有し、かつ、当該学位の分野に関する業務上の実績を有

する者 

⑥専攻分野について、高度の技術及び技能を有する者 

⑦①～⑥のほか、専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

 

なお、みなし専任教員である実務家特任教員については、これらの資格

要件に加え、「専攻分野におけるおおむね 5年以上の経験を有し、かつ高度の

実務の能力を有すると認められる者」であることが要件とされている（同基

準第 4条）。 

 2017年度 

専任教員 

専任教員総数 うち実務家教員（実員） 

教授 その他 計 教授 その他 計 

専任教員数 10 2 12 4 1 5 

計に対する割合 83.3% 16.7% 100.0% 80.0% 20.0% 100.0% 

評価実施年度の 5月 1日現在の数を記載のこと。 

    

（５）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（６）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

本法科大学院には 12 人の専任教員がおり、必要最低教員数を確保してい

る。また、専任教員 1 人あたりの学生数は 5 人であり、評価基準（学生 15

人に専任教員 1人以上の割合）を満たしている。 

現在在籍する専任教員は、上記の審査手続を経て、それぞれの教育経験・

研究業績・実務上の実績に照らし、法科大学院の教員として求められる高度

な教育能力を十分に有すると評価されたものである。専任教員12人のうち、

10人は本法科大学院または他の法科大学院等において通算して5年以上の教

育経験を有するものである。 

それ以外の教員のうち 1 人は、2012 年 10 月に本法科大学院専任教員とな

った者であり、前職は福岡地方裁判所所長で、専門的著作を有するとともに、
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理論と実務を架橋する教育を行うに必要な実務の教育能力を有する者である。

現在、民事訴訟法を担当しているが、2018年 3月に退職予定であるため、同

年 4月に後任の実務家教員を採用予定である（2017年 8月現在）。 

もう 1人は、2016年 4月に本法科大学院専任教員となった者であるが、2011

年 12 月より本法科大学院出身の弁護士として弁護士法人福岡リーガルクリ

ニックセンター所属の弁護士として活動するとともに、公式非公式両面にわ

たり熱心に本学学生の指導に携わるなど、現職に就任する前から、必要な実

務教育の能力を発揮してきた者である。 

本法科大学院において、法律基本科目を担当する専任教員は、教員個人調

書の記載から明らかなように、いずれも科目適合性を有している。刑事訴訟

法および民事訴訟法につき実務家教員が法律基本科目を担当していることに

ついても、その実務上の実績および研究業績に照らし適合性にまったく問題

はないものと評価することができる。 

本法科大学院において必要とされる「5 年以上の実務経験」を有する専任

教員は 3 人であるところ、2017 年度において、「5 年以上の実務経験」を有

する専任教員が 5人配置されている。また、教員個人調書の記載から明らか

なように、その適格性も問題がなく、基準を十二分にみたしており、実務教

育を効果的に行える体制になっていると考える。 

本法科大学院においては、12 人の専任教員のうち 10 人が教授、2 人が准

教授であり、高度の教育能力と旺盛な教育意欲を有するものによって占めら

れている。 

 

３ 自己評定 

適合 

【理由】専任教員全員が教育に必要な能力を有している。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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３－２ 教員体制・教員組織（２）〈教員の確保・維持・向上〉 

 

１ 現状 

（１） 専任教員確保のための工夫 

  ア 学部との連携体制の維持、県弁護士会の支援体制、裁判所との協力関

係、個々の教員の人的ネットワークの活用など。 

イ 特に本学では、OB・OGの若手弁護士をアカデミック・アドバイザーや

チューターとして積極的に採用し、後進の育成のための助力をあおぐと

ともに、2016 年には、専任教員として採用した。 

 

（２）継続的な教員確保に向けた取り組みや工夫 

  ア 研究者養成については、法学研究科と連携して行うべきものと考えて

おり、法学研究科と連携を継続しているところである。 

また、本法科大学院において外国法の研究あるいは研究論文の作成を

行うことは2009年度以降、展開・先端科目のもとでは可能となっている。 

 

イ （１）に記載の通り、OB・OGの若手弁護士をアカデミック・アドバイ

ザーやチューターとして積極的に採用し、後進の育成のための助力をあ

おぐとともに、優秀で熱心な弁護士に関しては、専任教員として採用し

ている。 

 

（３） 教育に必要な能力の水準の確保・維持・向上 

ア 本法科大学院では、教員の採用および昇進は、前述した手続ならびに

資格要件（第 3分野 3-1、1（1）参照）に基づいて行われるが、その際、

法科大学院の教育に必要な教育能力を有することが、重要な評価基準と

なっている。 

 

イ ＦＤ委員会を中心として、授業評価アンケート、教員相互による授業

参観ならびに自己評価書などに基づいて各教員の教育能力の維持・向上

を図っている。 

 

ウ こうした具体的な仕組み以外に、本法科大学院で教育に必要な教育能

力を維持・向上する上で重要な役割を果たしているのは、本法科大学院

の教育組織としての緊密な一体性であると考える。専任教員相互が、教

授会あるいは各種会議の場を通じて、学生に関して、あるいは教育の実

践・あり方に関して、公式にあるいは非公式に不断に情報交換・意見交

換を行っており、多くの情報が共有されている。こうした本法科大学院

における緊密な目的意識・情報の共有体制、そして、教員相互間ならび
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に教員学生間の信頼関係は、法科大学院に求められる教育を実践し、教

員の向上心を涵養していく上で重要なインフラとなっている。 

 

    エ 法科大学院内で領域別研究チームを結成し、2015年度より 3年間、福

岡大学内の競争的資金を得て、「近時の重要判例に関する包括的研究」

と題する共通テーマでの研究を行っている。研究資金は、主に研究会等

への参加旅費、備品購入等の形で、新法や法改正、最新判例等に関する

調査や研究に利用されている。研究成果としては、紀要論文や判例評釈、

および学術書、教科書の出版原稿、授業用教材資料の改訂など、様々な

形式で公表・利用されている。 

 

  オ 2016 年 3 月 7 日には「アジアにおける同性婚に対する法的対応 －家

族・婚姻の視点から」と題する、2017年 2月 5日には「アジアにおける

法曹養成制度の比較研究」と題する、国際シンポジウムを開催した。こ

れのシンポジウムを通じて、本学教員も多様な価値観に基づく現代的な

議論を知る一助となった。 

    

（４）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（５）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

法科大学院の教育に必要な能力を有する専任教員を確保する体制ならびに

必要な能力を評価するための体制は、その体制は今後も機能すると見込まれ

るので、これらの体制について、とくに見直すべきところはないと考える。 

 

３ 自己評定 

  Ｂ 

【理由】教員の教育に必要な能力の維持・向上のための体制は整備され、有

効に機能しているといえる。また、教員の確保に向けては、研究者

養成の観点では課題を残しているとはいえ、実務家教員の確保の点

では、一定の特色ある工夫が機能しているといえる。 

 

４ 改善計画 

特になし 
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３－３ 教員体制・教員組織（３）〈専任教員の構成〉 

 

１ 現状 

（１）専任教員の配置バランス（2017年度） 

  

クラス数 
専任教員数 

（延べ人数） 

クラス毎の履修登録者数平均 

専任（）は

みなし専任 
専任以外 専任 専任以外 

法律基本科目 
40 

（0） 
0 47名 5.8名 0.0名 

法律実務基礎科目 
12 

（3） 
2 18名 4.1名 4.0名 

基礎法学・隣接科目 
2 

（0） 
2 2名 5.5名 1.5名 

展開・先端科目 
9 

（0） 
2 9名 3.2名 1.5名 

 

（２）教育体制の充実 

本法科大学院の規模を考慮すると、教育体制の充実度を各科目、あるい

は、各系統に計ることには無理がある。そこで、専任教員全体を教員団と

してとらえ、その充実度について記述することにしたい。この点は、本法

科大学院におけるＦＤ活動が、教授会構成員全体を対象に行われているこ

とと相関している（4－1、1（1）参照）。 

教育体制の充実度を計る指標は多様といえる。 

第1は、教員相互間の関係の緊密度である。教員相互間における目的意

識・情報の共有、意思疎通と信頼関係、協議の頻度と協調、それらの緊密

度を指標とするならば、本法科大学院の教育体制の充実度は高い水準にあ

るといえる。 

第2は、教員と学生間に信頼関係が確立されていることが、充実した教

育体制の前提条件であると考える。本法科大学院では、教員が一人ひとり

の学生をしっかり認識し掌握して教育を行っている。 

こうした信頼関係の強さは、授業アンケートの結果、あるいは目安箱の

投書内容にも反映されており、本法科大学院では、充実した教育体制を支

える前提条件はみたされているといえる。 

    

（３）特に力を入れている取り組み 

   教授会の場を通じて、つねに全教員による情報交換・意見交換を行うよ

うにしている。 
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（４）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

本法科大学院では、専任教員の全員によって教授会が構成されているが、

専任教員の少なさが、教授会の場を通じて、目的意識・情報を共有し、教員

相互が意思疎通をした上で協調して、教育実践を行うことを可能にしている。

また、学生に関する情報を十分共有して、個々の学生の状態に対応した指導

ができる体制にあり、本法科大学院の教員団の教育体制は充実していると考

える。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】教員の科目別構成は充実している。教育体制も小規模校の特性を活

かして充実していると考える。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 
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３－４ 教員体制・教員組織（４）〈教員の年齢構成〉 

 

１ 現状（2017年度） 

（１）教員の年齢構成 

  39歳以下 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計 

専任教員 

研究者教員 
0名 0名 2名 4名 0名 6名 

0.0% 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 100.0% 

実務家教員 
0名 3名 1名 2名 0名 6名 

0% 50.0% 16.7% 33.3% 0% 100.0% 

合計 
0名 3名 3名 6名 0名 12名 

0% 25.0% 25.0% 50.0% 0% 100.0% 

    年齢は、評価実施年度の 5月 1日時点での年齢に基づくこと。 

    

（２）教員の年齢構成についての取り組み 

特になし。 

    

（３）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

上記の一覧表が示すように、60歳以上の教員は半数を超えておらず、年齢

層のバランス上、問題はない。 

 

３ 自己評定 

  Ｂ 

【理由】60歳以上の教員が半数を超えていない。 

 

４ 改善計画 

特になし 
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３－５ 教員体制・教員組織（５）〈教員のジェンダーバランス〉 

 

１ 現状 

（１）教員のジェンダーバランス（2017年度） 

教員区分 専任教員 兼担・非常勤教員 
計 

性別 研究者教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

男性 

6名 4名 5名 3名 18名 

33.3% 22.2% 27.8% 16.7% 100.0% 

女性 

0名 2名 0名 2名 4名 

0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

全体における 

女性の割合 
16.7% 20.0% 18.2%  

    評価実施年度の 5月 1日現在の数を記載のこと。 

 

（２）特に力を入れている取り組み 

   特になし。 

    

（３）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

本法科大学院において、専任教員の女性比率は 16.7％であり、また、兼担・

非常勤講師を含めた教員全体に占める割合は 18.2％であり、ジェンダーバラ

ンスに配慮しているといえる。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】専任教員中の女性比率が 10％以上 30％未満である。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 
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３－６ 教員支援体制（１）〈担当授業時間数〉 

 

１ 現状 

（１）過去３年間の各年度の教員の担当コマ数 

（算出基礎となる担当コマ数一覧表39） 

【2015年度】 

教員区分 専任教員 みなし専任教員 兼担教員 

備考 授業 

時間数 

研究者教員 実務家教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最高 5.00 6.53 6.13 6.00 5.13 4.52 0.00 0.53  0.00 0.00 
1コマ 

90分 
最低 3.00  3.00 4.00  4.00  2.00 3.00 0.00 0.53  0.00 0.00 

平均 4.34  4.95 5.03  4.70  3.57 3.76 0.00  0.53  0.00  0.00 

 

【2016年度】 

教員区分 専任教員 みなし専任教員 兼担教員 

備考 授業 

時間数 

研究者教員 実務家教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最高 5.53 6.53 6.26 6.00 5.13 4.86 0.00 0.53 0.00 0.00 
1コマ 

90分 
最低 3.00  3.00 4.00  4.00  4.00 3.00 0.00 0.53 0.00 0.00 

平均 4.68 4.73 5.07  4.73  4.57 3.93 0.00  0.53  0.00  0.00 

 

【2017年度】 

教員区分 専任教員 みなし専任教員 兼担教員 

備考 授業 

時間数 

研究者教員 実務家教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最高 5.53 6.53  6.26  7.00 5.13 5.00  0.00  0.53  0.00 0.00 
1コマ 

90分 
最低 3.00  3.00  4.00  4.00  0.00 3.53 0.00  0.53 0.00 0.00 

平均 4.51 4.79 5.07 5.15 2.57  4.27  0.00 0.53  0.00  0.00 

 

 

（２）他大学・他学部の授業数も含めた専任教員の担当コマ数（算出基礎とな

る担当コマ数一覧表40） 

 

 

 

                                            
39
 添付資料 A52「教員別担当コマ数一覧表（2015・2016・2017年度）」 

40
 添付資料 A52「教員別担当コマ数一覧表（2015・2016・2017年度）」 
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【2015年度】 

教員区分 専任教員 
みなし専任教員 

備考  
研究者教員 実務家教員 

授業 

時間数 
前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最高 7.00  7.33  6.13  6.00  5.13  4.52  
1コマ 

90分 
最低 3.00 4.33  4.00  4.39  4.00  3.00  

平均 4.84 5.79  5.28  4.95  4.57  3.76  

 

【2016年度】 

教員区分 専任教員 
みなし専任教員 

備考  
研究者教員 実務家教員 

授業 

時間数 
前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最高 6.00  6.53 6.26  6.00 5.13  4.86 
1コマ 

90分 
最低 3.00 5.00  4.00  4.40  4.00  3.00  

平均 4.84  5.40 5.32 4.98  4.57  3.93  

 

【2017年度】 

教員区分 専任教員 
みなし専任教員 

備考  
研究者教員 実務家教員 

授業 

時間数 
前期 後期 前期 後期 前期 後期 

最高 7.00  6.53  6.26  7.00  5.13  5.00 
1コマ 

90分 
最低 3.00  4.33 4.00  4.40 0  3.53 

平均 4.84  5.45  5.32  5.40 2.57 4.27 

 

（３）授業以外の取り組みに要する負担 

  運営委員は週 1 回（1 時間半）の会議があり、また専任教員は各種委員会

に所属しているが、開催頻度はそれほど多くない41ことから、会議の出席や

学内の授業以外の業務について特段の負担はない。 

 

（４）オフィスアワー等の使用 

  週に一度のオフィスアワーが設けられている42が、学生はその時間か否か

                                            
41
 添付資料 A53「法科大学院各種委員等一覧」 

42
 添付資料 A54「平成 29年度 前期オフィスアワー／後期オフィスアワー」 



 55 

に関係なく研究室に訪問し、質問等を行っている。 

 

（５）特に力を入れている取り組み 

   特になし。 

    

（６）その他 

   特になし。 

    

２ 点検・評価 

（１）基準授業時間数 

福岡大学就業規則第 16条第 2項は、本学教員の講義および演習科目にか

かる 1週間の基準授業時間数につき 10時間と定めている。そして、本学に

おける 1授業時間は 90分であり、これをもって 1コマ（120 分相当）とし

て計算し、週 5 コマ（1コマ×30回＝通年 4単位）が基準授業時間数とさ

れている。これによれば、本法科大学院における授業科目は、すべて 1コ

マ×15回＝半期 2単位であることから、本法科大学院の専任教員（実務家

特任教員を除く）については、前期および後期のそれぞれにおいて週 5コ

マを担当する。 

しかし、この本学の就業規則の基準は学部教育を前提とするものである

ため、授業の内容および準備並びに授業外の学生指導等において負担が過

重となる法科大学院の専任教員（実務家特任教員を除く）については、週

3 コマの授業と週 2 コマの学生指導を担当すれば就業規則の基準を満たす

とみなされている。 

なお、実務家特任教員については、福岡大学法科大学院実務家特任教育

職員規程第 6条により、週 6時間を基準授業時間数とするものと定められ

ており、週 3コマを負担すべきことになる。 

 

（２）授業時間の配当 

本法科大学院における授業負担については、本法科大学院にのみ所属す

る専任教員（実務家特任教員を除く）については週 3コマの授業と週 2コ

マの学生指導を、法学部と兼務する専任教員については週 1コマの授業と

週 1コマの学生指導を、それぞれ担当することを原則とする。 

また、法科大学院にのみ所属する専任教員の担当する週 2コマの学生指

導のうち 1コマ相当分について、法学部と兼務する専任教員の担当する週

1コマの学生指導については、「教科指導」として時間割に明示し、単位認

定を伴わない授業として開講している。 

その結果、法科大学院にのみ所属する専任教員は、「教科指導」1コマと   

「学生指導」1 コマを負担するものとされ、法学部と兼務する専任教員は、
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「教科指導」1 コマを負担している。 

なお、「教科指導」は、希望する学生に対して行っており、参加が義務付

けられているものではない。基本的事項が理解できない者を対象とするも

のから、実務的事項にまで踏み込んで検討するものなど、その内容・程度・

運用の仕方は、多様である。この「教科指導」は、専任教員ごとに示され

た時間割に従って、定期的に行われている。 

これに対して、「学生指導」は、「オフィスアワー」等を含めた学生に対

する対応一般を指しており、専任教員毎に掲示される「オフィスアワー」

の時間帯に研究室を訪問する学生に対応するものである。 

 

（３）授業負担の現状 

ア 時間割上の負担 

上記の表が示すように、法科大学院の時間割における授業担当コマの

平均値は、前述した福岡大学就業規則および法科大学院教授会で定めら

れたルール、すなわち、専任教員である研究者教員・実務家教員につい

ては、前期・後期各 4 コマ、通年 8 コマを、みなし専任教員である実務

家特任教員については、通年 6 コマ相当分、という基準におおむね合致

したコマ数となっている。 

また、法科大学院の授業のみでなく、他大学・他学部（法学部・法学

研究科）の授業をも担当する専任教員のコマ数は、第 3 分野 3－6（2）

の表が示すように、過大な負担と はなっていない。 

 

イ 時間割以外の負担 

時間割上の負担は、上記の通りであるが、それ以外にも以下の様な、

指導を行っている。 

具体的には、本法科大学院における専門職学位を得た者で、さらに学

識および能力の研鑽を行うことを目的として本法科大学院の施設等を利

用することを出願した者については、本法科大学院の学生の教育研究に

支障のない範囲において、法務研修生として許可しており（法科大学院

学則第 61条第 1項）、これらの学生に対しても希望者については、グル

ープ形式や個別の指導を行っている。 

ただし、指導の内容は、通常の授業や演習等とほぼ共通するものであ

るため、過大な負担とはなっていない。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】授業時間数は、十分な準備等を十分にすることができる程度といえ

る。 
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４ 改善計画 

特になし。 
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３－７ 教員支援体制（２）〈研究支援体制〉 

 

１ 現状 

（１）経済的支援体制 

ア 法科大学院全体に対して 

法科大学院での共通目的の教育研究経費として2017年度は約300万円

が予算化されている。法科大学院全体に関する経費としては、主として

消耗品費等であるが、その他、講演費、旅費、維持修繕費などがある。 

また、この経費の一部は、下記イ（ウ）の個人研究費とされている。 

 

イ 教員に対して 

（ア）学会出張旅費 

専任教員については、東京までの旅費を打切支給とする年 2 回の

学会出張又は東京以遠の旅費を全額支給とする年 1 回の学会出張の

いずれかが認められている。また、実務家特任教員については、距

離を問わず、年 1回の学会出張が認められている。 

（イ）個人研究図書費 

専任教員の場合は、年間24万円であり、実務家特任教員の場合は、

年間 12万円である。 

（ウ）個人研究費43 

法科大学院教育研究経費のうち、各教員がもっぱら独自の研究教

育のために執行できる部分として個人研究費が認められている。専

任教員については一人 12万円（実務家特任教員は 5万円）が配分さ

れるが、用途は、専門雑誌、教科書等（原則として、シラバスで授

業に使用する教材として記載されているものに限定）の教材・ソフ

トウエア・文具類、研究教育目的の出張旅費、パソコンの周辺機器、

著書･論文発送費に限定されている。 

（エ）個人コピー費 

専任教員 1 人あたり年間 2,400 枚分のコピー費が予算化されてお

り、教育および研究のために使用することができる。 

（オ）その他 

「法科大学院判例等研究」として、法科大学院の専任教員全員か

らなる領域別研究チームに対し平成 27年度より 3年間、教員 1人に

対し年間 9万円程度の研究費が与えられている。 

    

（２）施設・設備面での体制 

ア 個人研究室 

                                            
43
 添付資料 A55「福岡大学法科大学院教育研究経費のうち各教員専用分の執行に関するガイドライン」 
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専任教員につき、法科大学院棟内に、25.20～27.79㎡の個人研究室が

貸与されている。 

 

イ 図書関連 

本学中央図書館（総蔵書数約 180 万冊）の利用が可能である。1 教員

あたりの貸出し冊数上限は当初 300 冊である。300 冊を超えて貸出を受

ける必要がある場合は、中央図書館長の許可を得ることを条件に、個別

に上限数が引き上げられることがある（その引き上げ冊数枠について、

予め上限が設けられているわけではない）。 

また、本法科大学院自習室（総蔵書数約 2万冊）の利用が可能である。 

 

ウ データベース関連 

中央図書館が提供するものと本法科大学院独自で提供するものを、本

学の内外のパソコンから利用できる。 

    

（３）人的支援体制 

特になし。 

    

（４）在外研究制度 

ア 在外研究員制度 

（ア）研究期間を 6 か月以上 1 年以内とする長期在外研究につき約 300

万円が給付される。 

（イ）研究期間を 1か月以上 3か月以内とする短期在外研究につき約 130

万円が給付される。 

 

イ 国内研修員制度 

研修期間を 6か月以内とする国内研修につき約 50 万円が給付される。 

 

ウ 利用状況 

長期在外研究員、短期在外研究員および国内研修員のいずれについて

も、年 1 人を教授会から本学に推薦することができるが、本法科大学院

においては、専任教員数が必要最小限であるため、長期間にわたって授

業を離れることは困難である。そのため、開設以来、長期在外研究の制

度を利用した教員はいない。しかし、短期在外研究の制度については、

2011 年度および 2012 年度に、各 1 人が利用したが、担当授業の開講に

支障をきたさない措置を取ったため、教育上の問題は生じていない。 

 

（５）紀要の発行 
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本法科大学院独自で紀要は発行していない。しかし、大学全体としては

紀要の発行体制は整備されているといえる。すなわち、大学の研究推進部

において「法学論叢」が発行されており、本法科大学院教員は、論稿をそ

れに掲載することが可能である。 

    

（６）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（７）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

上述のごとく、教員の研究活動に対する支援の制度や環境への配慮には相

応のものがあるといえる。もっとも、実際に当該制度を利用しようとする場

合には、教育活動に対する影響が無視できないため、結局は、当該制度の利

用を断念せざるを得ない場合がある。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】研究支援体制については、基本的に法科大学院で必要とされる水準

には達していると考える。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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第４分野 教育内容・教育方法の改善に向けた組織的取り組み 

 

４－１ ＦＤ活動 

 

１ 現状 

（１）組織体制の整備 

本法科大学院では、学内規程に基づき、教授会の下にＦＤ委員会を設置

している（法科大学院学則第 16条、法科大学院ＦＤ委員会規程）。本委員

会の構成メンバーは、法科大学院専任教育職員（学則第 5条第 1項第 1号）、

実務家特任教育職員（同条第 1項第 2号）および法科大学院長指名の教育

職員からなる（ＦＤ委員会規程第 2条）。 

2017 年度のＦＤ委員会構成メンバーは、佐野誠教授（委員長）、井上能

孝准教授、小川富之教授、北野通世教授、木村道也准教授、山口幸雄教授、

山下義昭教授の 7名であり、メンバー構成の適切さを担保する目的に基づ

くＦＤ委員会規程第 2条のルールを満たしている。 

なお、本法科大学院は専任教員が 12名の小規模校であるので、科目毎、

系毎、実務家教員と研究者教員の共同するＦＤ等の組織は設置していない。 

    

（２）ＦＤ活動の内容 

ア ＦＤ委員会 

教育内容・教育方法を改善するための取り組みとしてＦＤ委員会を下記

の通り開催し、各種検討を行っている。 

 

ＦＤ委員会開催数 

2015年度 2016年度 2017 年度 

8回 7回 3回（※） 

（※）平成 29 年 8月末現在 

 

ＦＤ委員会における検討内容は、必要に応じて、教授会に上程し、教授

会構成員に、ＦＤ活動についての情報提供を継続するとともに、意見の聴

取も実施し、情報や発想等の共有化に資するべく努めている。教授会から

のフィードバックとして、ＦＤ委員会では教授会上程事項・報告事項の結

果確認や教授会での反応の確認等を励行し、ＦＤ委員会活動が、教授会活

動と有機的に連携できる工夫を施している。 

各年度のＦＤ活動の状況については、毎年、ＦＤ委員会より法科大学院

長あての活動報告書44が作成され、記録として残されている。 

 

                                            
44
 添付資料 A13-3「2016(H28)年度ＦＤ委員会活動報告書」 
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各年度におけるＦＤ委員会の検討事項45については、添付活動報告書を

参照されたい。主な検討事項としては、①授業参観について、②学生によ

る授業評価アンケートについて、③修了生に対するアンケートについて、

④在学生に対する個別ヒアリングについて、⑤学生の自己認識アンケート

について、⑥自己評価書について、などの項目である。 

 

イ 授業参観 

本法科大学院では、毎年教員間の授業参観を実施している46。参観者の

数は以下のとおりである。 

 

授業参観者延べ人数（専任教員のみ） 

2015年度 2016年度 2017 年度 

15名 12名 11 名 

 

参観した教員には、授業方法に対する取り組み・工夫について参考にな

ったことを回答するアンケートが実施され、その結果を、授業担当教員に

フィードバックしている。なお、2011年度からは、さらに、このアンケー

ト結果を教授会で他の教員にも配付している47。 

 

ウ 授業評価アンケート 

学生による「授業に関するアンケート」48は（４－２）で詳述するが、

前期・後期各 1 回各期につき前半で実施する科目と後半で実施する科目に

二分して実施され、実施結果49はデジタルデータ化されて各教員に渡され、

これをもとに、各教員が自己評価書50を作成し、これを教授会で配付して

いる。 

また、2015年度からは、授業評価アンケートを補足する意味で、在学生

に対する個別ヒアリングを実施している。 

さらに、司法試験に合格した修了生によるアンケートも、各年度 1 回実

施している。 

 

エ 自己認識アンケート 

                                            
45
 添付資料 A6-4「ＦＤ関係委員会の議事録等【2016年度前期】」、A6-5「ＦＤ関係委員会の議事録等 

【2016年度後期】」、A6-6「ＦＤ関係委員会の議事録等【2017年度前期】」、 
46
 添付資料 A56「平成 29年度授業参観実施要領他関係資料」 

47
 添付資料 A57「平成 29年度授業参観実施結果／平成 29年度授業参観アンケート」 

48
 添付資料 A58「平成 29年度授業に関するアンケート実施要領他関係資料」 

49
 添付資料 A14「2017年度前期授業に関するアンケート結果」 

50
 添付資料 A15「2017(H29)年度前期自己評価書」 
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各年度 1 回、全在学生に対して自己認識アンケートを実施している51。

これは、法科大学院への入学目的（現在でも変更ないか）を再確認した上

で、どのような学修方法をとっているのか、自己の現在の実力をどのよう

に評価しているのかなどを聞くものである。この結果は各教員に配付され、

学生に対する指導の基礎資料として利用されている52。 

 

オ 外部研修等への参加 

法科大学院協会・文部科学省・法務省主催のシンポジウムや日弁連主催

のシンポジウム・研修会・集会など53、外部研修等への参加人数は以下のと

おりである。 

 

2015年度 2016年度 2017 年度 

1件 1件 0件（※） 

（※）平成 29 年 8月末現在 

 

（３）ＦＤ活動の成果及び成果に結びつかせるための方策・工夫 

各回のＦＤ委員会の審議内容は直後の教授会で報告され、それをもとに

議論を行うことにより、問題意識が全教員間で共有されるようにしている。 

授業参観のアンケート、学生による授業アンケート、学生からの個別ヒ

アリング結果、修了生による授業アンケート、自己認識アンケート等の結

果は、各教員の授業内容、方法の改善に資するべく、教授会において全教

員に配付されている。 

 

（４）教員の参加度合い 

本法科大学院は専任教員数が 12人という小所帯であり、そのうち 7人が

ＦＤ委員となっている。ＦＤ委員となっていない専任教員も、ＦＤ委員会

から教授会に上程・報告される事項についての意見交換などによってＦＤ

活動に関与している。 

また、上記のように「授業に関するアンケート」や「授業参観のアンケ

ート」等は各教員にフィードバックされ、その成果を各自の授業で実施す

る施策が行われている。 

    

（５）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

 

                                            
51
 添付資料 A59「平成 28年度学生の自己認識アンケート」 

52
 添付資料 A60「平成 28年度学生の自己認識アンケート結果一覧表」 

53
 添付資料 A61「『債権法改正法案と要件事実・講演会』のお知らせ（ご依頼）」 
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（６）その他 

特になし。 

 

２ 点検・評価 

法科大学院発足から 10年余が経過し、ＦＤ活動全般については紆余曲折を

経ながらも次第に改善される方向を辿ってきたと評価される。特に、ＦＤ委

員会が企画・実施する個々の施策については、従来の踏襲に留まらず、その

内容や実施方法について毎年検証し少しずつ改善されていると考える。 

本法科大学院のＦＤ活動の中心はＦＤ委員会であるが、教員数が少ないこ

とにより、少なくとも専任教員間ではＦＤ活動への関与について全教員の認

識が深められていると思われる。一方、非専任教員については伝達方法の問

題もあり、必ずしもＦＤ活動が徹底されているとは言い難い。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】なお改善の余地はあるものの、恒常的に活動しているＦＤ委員会を

通じて、絶えずＦＤ関連の諸問題の把握・分析・解決策検討および

必要に応じた教授会への上程や同会での議論がなされており、ＦＤ

活動は、質的・量的に見て充実していると認められる。なお、非専

任教員を含む法科大学院全体へのＦＤ活動の広がりという意味では、

まだ課題が残る。 

 

４ 改善計画 

教育内容・教育方法の改善に向けた取り組みは、これまでの継続的な活動

の蓄積により相応に充実してきているといえよう。一方で、非専任教員への

ＦＤ活動の拡大はこれからの課題である。 

 



 65 

４－２ 学生評価 

 

１ 現状 

（１）学生による授業等の評価の把握 

本法科大学院では、学生による授業等の評価の把握の手段として、授業

評価アンケートを「授業に関するアンケート」として実施しているほか、

学生が、法科大学院教育に対していかなる認識を有し、いかなる勉学態度

等で臨んでいるか等を調査する「自己認識アンケート」、修了生によるアン

ケート、在学生に対する個別ヒアリング等を実施している。 

 

ア 授業に関するアンケート 

「授業に関するアンケート」54は、前期・後期各 1 回各期につき前半で

実施する科目と後半で実施する科目に二分して、専任・兼任のすべての教

員の科目に実施されている。 

アンケートの実施方法は次のとおりである。アンケート実施日には、当

該授業の担当教員は授業開始時刻の 10分後に入室することとし、助手が、

授業直前にアンケート用紙を教室に運び、授業開始後 10分間でアンケート

に回答して回収箱にいれること、その時間内に書き終わらなかった場合に

は、翌日助手室に提出できることをアナウンスし、授業開始時刻の 10分後

に助手が回収箱を回収して、その後担当教員が入室するという流れになっ

ている。 

アンケートの内容は、質問項目を 5段階で評価するスケール式のものと

授業の良い点と改善点を聞く自由記述式のものからなっている。 

スケール式アンケートの項目は、毎年少しずつ改善されてきており、2016

年度の項目は以下のとおりである。 

 

アンケート項目 

1 授業はシラバスあるいは講義の方針に即して行われているか。 

2 教員は授業で教科書や配布プリント・講義レジュメ等を効果的に使

用しているか。 

3 教員の予習の指示は適切か。 

4 教員は効果的に学生の参加（発言等）を促しているか。 

5 教員の説明はわかりやすいか。 

6 教員は質問や相談に応じてくれるか。 

7 この授業は法的思考力の向上に役立つ授業になっていると思うか。 

8 この授業 1回あたりにどれくらいの予習時間をあてているか。 

                                            
54
 添付資料 A14「2017年度前期授業に関するアンケート結果」 
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9 その予習時間内に授業で理解すべき内容を十分に予習できていると

思うか。 

10 教員の提供する教材を予習・復習に利用しているか。 

11 この授業の内容を十分に理解できていると思うか。 

12 この授業に満足しているか。 

13 この授業を主にどのように活用しようと考えているか。 

14 この授業を本法科大学院の理念*の実現のために役立てようと思う

か。 

* ①社会正義を実現する、②社会の発展に貢献する、③あらゆる方面に

対応できる法曹を育成 

 

自由記述アンケートは、2009年度までは授業の改善点のみを聞くもので

あったが、2010 年度からは、授業の良い点と改善点の双方を聞くものにな

っている。 

記名については、2008年度まではスケール式アンケートのみ無記名式で

自由記述アンケートは記名式であったが、2009年度から、自由記述アンケ

ートも含めて、すべて無記名式となっている。 

回収率は以下のとおりである。 

 

 2015年度 2016年度 2017年度 

前期 89.0％ 91.4％ 100.0％ 

後期 85.7％ 93.9％ － 

 

イ 自己認識アンケート 

自己認識アンケート55は、2007 年度から実施されているものである。

目的は、学生の学力等の深刻な多様化に伴う対応を強化するために、法

科大学院教育に対して学生が如何なる認識を有しつつ如何なる勉学態度

等で臨んでいるのか等に関して、授業に関するアンケートではフォロー

しきれない点を中心に、学生把握を一層確実かつ多面的にして効果的な

教育にリンクせしめることにある。 

本アンケートは、年 1回 9月中旬に実施されている。質問項目は、入

学目的や日常の勉学態度、司法試験合格への意欲や自信、成績評価の感

想や法科大学院に求めるもの等 8項目の質問に選択肢で回答するもので

ある。なお、回収率は以下のとおりである。 

 

 

                                            
55
 添付資料 A59「平成 29年度学生の自己認識アンケート」 
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2014年度 2015年度 2016 年度 

92.3％ 87.5% 100％ 

 

ウ 修了生に対するアンケート 

本法科大学院では、従来、当年度に司法試験に合格した修了生に対す

る個別ヒアリングを実施していたが、2015年度からは書面によるアンケ

ートを実施している56。これは、法科大学院の授業の位置づけ、勉強方

法、法解釈適用能力に授業は役立っているか、改善が必要な科目、その

他の希望・要望を聞くものである。なお、回収率は以下のとおりである。 

 

2014年度 2015年度 2016 年度 

100％ 85.7％ 100％ 

 

エ 在学生に対する個別ヒアリング 

2013年度までは、在学生についても各学年 1名に対し、上記の個別ヒ

アリングを行っていたが、2014年度は、複数の在学生と複数の教員との

間で授業懇談会を実施した。しかし、これについては懇談会に参加しな

い学生がいること、公開の場では正直な意見が出にくいことが反省点と

して指摘された。 

そこで、2015 年度からは 1年次生と 2年次生全員を対象とした担任に

よる個別ヒアリングを実施している57。これにより、個々の授業に対す

る率直な意見を聴取することができた。なお、対象学生数に対する実施

率は以下のとおりである。 

 

2015年度 2016年度 

93.3％ 100％ 

 

オ 目安箱 

法科大学院棟 3階自習室に「目安箱」が設置されている。この「目安

箱」は、対象事項を限定していないため、設備の問題や、他学生に対す

る不満等の投書もあるが、授業やカリキュラム等ＦＤに関する投書があ

ったときは、ＦＤ委員会が検討して、対応している。 

 

（２）評価結果の活用 

ア 授業に関するアンケート 

「授業に関するアンケート」は、一定期間助手室に備え置かれて、速

                                            
56
 添付資料 A62「修了生に対するアンケートの実施について」 

57
 添付資料 A63「在学生に対する個別ヒアリングの実施について」 
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やかに各担当教員の閲覧に供され、その後、集計し、デジタルデータ化

され58、当該データは各担当教員に渡され、また、全ＦＤ委員にも渡さ

れ、ＦＤ委員会での検討資料とされている。 

専任教員は、アンケート自体又は集計結果をもとに、自己評価書59を

作成し、ＦＤ委員会に提出することが義務付けられており、全員が提出

している。 

自己評価書は、事務室に備え置かれて、他の教員が随時閲覧すること

ができ、また、一定期間、自習室に置かれて、学生も閲覧できる状態に

なっている。 

 

イ 自己認識アンケート 

自己認識アンケート60の結果は、ＦＤ活動の資料とするほか、学生に

対する個別指導の資料にするため、部外秘扱いとして教授会にて配付し

ている。 

 

ウ 修了生に対するアンケート61、在学生に対する個別ヒアリング62 

アンケートやヒアリングの結果は、ＦＤ活動の資料として、ＦＤ委員

会で検討するとともに、各教員に参考資料として配付している。 

 

（３）アンケート調査以外の方法 

上記の通り、当該授業の履修生によるアンケート以外にも、修了生に

よるアンケートや在学生に対する個別ヒアリングを実施しており、これ

によって学生による授業等の評価を把握するようにしている。 

 

（４）特に力を入れている取り組み 

上記以外には、本法科大学院において特に力を入れている取り組みは特

にない。 

 

（５）その他 

特になし。 

 

２ 点検・評価 

「授業に関するアンケート」は、内容、実施方法ともに適正であり、

                                            
58
 添付資料 A14「2017年度前期授業に関するアンケート結果」 

59
 添付資料 A15「2017(H29)年度前期自己評価書」 

60
 添付資料 A60「平成 29年度学生の自己認識アンケート結果一覧表」 

61
 添付資料 A64「修了生アンケート結果」 

62
 添付資料 A65「2016年度在学生に対する個別ヒアリング結果」 
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さらに、「自己認識アンケート」、「修了生に対するアンケート」、「在学

生に対する個別ヒアリング」、「目安箱」等により、授業に限らない多方

面での学生の実情・要望を汲み上げる施策を実施しており、これらの取

り組みはいずれも評価できる。 

また、これら各種アンケート結果は、ＦＤ委員会において検討され、

特に教員間で認識を共有する必要があると考えられる事項については、

教授会で報告の上、その改善等に向けて意見交換を行っている点も評価

できる。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

【理由】「学生による評価」に対する取り組みが真摯になされ、かつ充実し

ており、また、自己認識アンケートや修了生に対するアンケート、

在学生に対する個別ヒアリング、目安箱といった授業以外の学生生

活等に関する学生の意識・意向の調査も実施されており、非常に充

実している。 

 

４ 改善計画 

上記のとおり、現在までの取り組みは評価されると考えられるが、個別の

施策についてはさらなる改善を検討する予定である。 

なお、在学生に対する個別ヒアリングについては2015年度に新方式を開始

したばかりであるが、現在までのところ、所期の効果を上げていると評価し

ており、今後もその実施方法について改善すべき点がないかどうか検討を継

続する。 
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第５分野 カリキュラム 

 

５－１ 科目構成（１）<科目設定・バランス> 

 

１ 現状 

（１）開設科目63 

現在のカリキュラムでは、以下の表のように、法律基本科目＝42 科目、

法律実務基礎科目＝13科目、基礎法学・隣接科目＝8科目、展開・先端科

目＝32科目が開設されている。 

なお、2013年度入学者適用のカリキュラムでは、法律基本科目＝36科目、

法律実務基礎科目＝11科目、基礎法学・隣接科目＝8科目、展開・先端科

目＝26科目が開設されている。 

   

   【現在のカリキュラム】 

  
開設 

科目数 
単位数 

うち必修 

科目数 

うち必修 

単位数 

法律基本科目群 42 84 28 56 

法律実務基礎科目群 13 24 5 9 

基礎法学・隣接科目群 8 16 0 0 

展開・先端科目群 32 70 0 0 

 

（２）履修ルール64 

ア 現在のカリキュラムが適用される 2014年度以降入学者については、修

了必要単位数を 98単位以上とし、各科目群の必要単位数および各年次で

履修できる科目群別の単位数を次のとおりとしている。なお、法律実務

基礎科目のみで10単位以上となるようにカリキュラム改正を行うことに

より履修ルールを改善している。 

 

（ア）各科目群の必修単位数  

＜必修科目＞65単位 

法律基本科目    56単位 

法律実務基礎科目   9単位 

＜選択科目＞33単位以上 

ただし、法律実務基礎科目（2単位以上を含む）、基礎法学・隣接科

目（4単位以上含む）、展開・先端科目から 24単位以上が必要 

 

                                            
63
 添付資料 A3「法科大学院学修ガイド 2017」51頁 

64
 添付資料 A3「法科大学院学修ガイド 2017」32～33頁 
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（イ）各年次で履修できる科目群別の単位数 

1 年次  法律基本科目 28 単位（必修）、法律基本科目、法律実務基

礎科目、基礎法学・隣接科目 8単位（選択）。さらに、法律

基本科目の選択科目 4単位を履修することができる。 

2年次  法律基本科目 22単位（必修）、法律実務基礎科目 7単位（必

修）、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科

目、展開・先端科目 7単位（選択） 

3年次  法律基本科目 6単位（必修）、法律実務基礎科目 2単位（必

修）、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科

目、展開・先端科目 36単位（選択） 

 

イ 2013 年度入学者については、修了必要単位数を 93 単位以上とし、各

科目群の必要単位数を次のとおりとしている。 

 

（ア）各科目群の必修単位数  

＜必修科目＞60単位 

法律基本科目    52単位 

法律実務基礎科目   8単位 

＜選択科目＞33単位以上 

ただし、法律実務基礎科目（2 単位以上を含む）、基礎法学・隣接科

目（4単位以上含む）、展開・先端科目から 25単位以上が必要 

 

（イ）各年次で履修できる科目群別の単位数 

1 年次  法律基本科目 30 単位（必修）、法律基本科目、法律実務基

礎科目、基礎法学・隣接科目 6単位（選択）。さらに、法律

基本科目の選択科目 2単位を履修することができる。 

2年次  法律基本科目 16単位（必修）、法律実務基礎科目 6単位（必

修）、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科

目、展開・先端科目 14単位（選択） 

3年次  法律基本科目 6単位（必修）、法律実務基礎科目 2単位（必

修）、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科

目、展開・先端科目 28単位（選択） 

 

（３）学生の履修状況 

所定の単位を修得し、修了が認定された学生（修了必要単位数 98単位以

上）の各科目群の履修単位数（平均値）は、次の表のとおりである。 
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  未修者コース 既修者コース 

法律基本科目群 69.5 66  

法律実務基礎科目群 15 15  

基礎法学・隣接科目群 4 4  

展開・先端科目群 17.5 14  

４科目群の合計 106 99  

   

（４）科目内容の適切性 

2012年度の認証評価の指摘を踏まえ、法学未修者教育の更なる充実の

ため、2014年度から以下のとおり科目の再編成を実施した。まず、法律

基本科目について、1年次に、必修科目の民法を 2科目 4単位追加して 7

科目 14単位（民法Ⅰ～Ⅶ）とした。また、新たに選択科目 2科目（「裁

判制度概論」「刑事訴訟法入門」）を開設した。2年次必修科目には、「刑

事手続論Ⅰ・Ⅱ」および「民事訴訟法Ⅱ」を 1年次から移行させ、また、

3 年次選択科目に「刑事法演習Ⅱ」を 2 年次から移行させるとともに、

新たに選択科目（「憲法訴訟論」「民法演習Ⅳ」）を開設した。次に、法律

実務基礎科目について、2年次には、「刑事実務基礎論」を必修科目とす

るとともに「刑事実務演習」の単位数を 2 単位から 1 単位に変更し、3

年次には、「家事事件処理手続論」を 1年次から移行させ、「リーガル・

クリニック」を新設した。また、基礎法学・隣接科目について、「法と行

政」「外国文献講読」を新設するとともに、閉講が続いていた「法と経済

学」「法と政治学」を廃止し、あわせて各科目の開講年次を変更した。さ

らに、展開・先端科目については、履修選択の機会を広げるため、科目

の設置趣旨に即したものとして、新たに「刑事弁護論」、「都市法」、「銀

行取引と法」、「消費者法」を開設し、あわせて一部の科目について科目

名を変更した（「自治体法務論」、「展開・先端系演習Ⅰ～Ⅲ」）。 

これらの改善措置により、「基礎法学・隣接科目」の開設科目が大幅に

充実し、「展開・先端科目」についても増設された。 

 

（５）特に力を入れている取り組み 

「エクスターンシップ」や「リーガル・クリニック」の科目を設けるな

ど理論と実務の架橋に力を入れている。 

    

（６）その他 

平成 28年度より長期在学履修者を対象とする夜間コース65を設けること

としている。その概要は以下のとおりである。 

                                            
65
 添付資料 A50「九州初の「夜間コース」を開設しました！」（ウェブ・サイトのトップページバナー）」 
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・平成 28 年度より長期履修（5年）の夜間コースを設置している。 

・夜間コースは月～金曜日の 6限と土曜日に配置される授業のみを履

修することによって所定の 98単位以上を修得することができる（課

程を修了することができる）。 

・夜間コースの学生も希望すれば 1～5限の授業を履修することができ

る。また、夜間コース以外の学生も希望すれば 6限または土曜日の

授業を履修することができる。 

・『総合演習Ⅰ～Ⅲ』を除く必修科目については、原則として一般コー

スとは別に、夜間コース用にリピート科目として所定の年度に開講

する。 

・選択科目はリピート開講せず、数年ごとに 6限又は土曜日の開講と

する。（一般コース、夜間コースの学生が共に履修する科目として開

講） 

・『民事実務基礎論』、『民事実務演習』、『刑事実務基礎論』、『刑事実務

演習』は 6限又は土曜開講とする。 

・『総合演習Ⅰ～Ⅲ』は 6限開講とする。 

 

２ 点検・評価 

授業科目は、法律基本科目群、法律実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目

群、展開・先端科目群のすべてにわたって授業科目を開設しており、2014年

度以降入学者適用の現在のカリキュラムにおいては、必要修得単位数 98単位

について、必修科目を法律基本科目 56単位および法律実務基礎科目 9単位と

し、残りの選択科目 33単位については、法律実務基礎科目（2単位以上を含

むこと）、基礎法学・隣接科目（4 単位以上を含むこと）、展開・先端科目か

ら 24単位以上の修得を必要としていることから、法律基本科目に過度に偏っ

た設定とはなっておらず、全体として 4科目群においてバランスのとれた科

目が設定され、さらに各科目群の学年配当と履修上限単位の設定により、学

生の適切な履修が確保されている。 

なお、司法試験の選択科目（8 科目）について、租税法、経済法、倒産法

（Ⅰ、Ⅱ）、労働法および国際私法の 5科目が開講されている。しかし、学生

数が減少する状況下で履修希望者が少人数になることもあり、未開講の科目

も出ている。 

以上により、評価基準として設定されている、「法律実務基礎科目のみで

10単位以上」、「基礎法学・隣接科目のみで 4単位以上」および「法律実務基

礎科目及び展開・先端科目の合計で 33単位以上」の要件はすべて満たしてい

る。 
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３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】本法科大学院では、法律基本科目群、法律実務基礎科目群、基礎法

学・隣接科目群および展開・先端科目群のすべてにわたる授業科目

がバランスよく開設されており、また、学生の履修についても、全

体として4科目群すべてにおいてバランスのとれた適切な履修が確

保されていると考えられる。 

 

４ 改善計画 

 特になし。 



 75 

５－２ 科目構成（２）<科目の体系性> 

 

１ 現状 

（１）科目開設の体系性 

ア 体系性に関する考え方、工夫66 

カリキュラムは、基本的には、まず、1 年次では主として実体法の基

礎知識を修得し、2 年次では訴訟法の基礎知識と実体法・訴訟法を通し

た応用能力を養成し、さらに 3年次では法的思考力を総合的に養成する

という段階的な構成をとっており、各科目は、法曹実務家として求めら

れる能力を効果的かつ効率的に修得することができるよう有機的に結び

ついている。 

具体的には、2014年度以降入学者適用のカリキュラムでは、1年次に

おいて、法律基本科目として、憲法、民法、刑法を中心としつつ、後期

には 2年次にまたがる科目として、行政法と民事訴訟法を必修科目とし

て配置している。ここでは、これらの科目の基礎的知識を単に知識とし

て覚えるのではなく、現実の事案を解決する道具として応用することが

できるようになることを目指している。 

2 年次においては、法律基本科目として民事訴訟法、刑事訴訟法を配

置するとともに、具体的事案を適切に解決する能力を養成すべく、法律

基本科目として、必修科目の民法演習のほか、憲法、行政法、刑法、商

法および民事訴訟法の演習を選択科目として配置している。また、基本

的な法律科目の中でも発展的意味合いの強い科目である商法もこの年次

に配置している。実務系科目については、必修科目として法曹倫理を配

置するとともに、理論と実務を架橋する科目として民事実務基礎論およ

び刑事実務基礎論・刑事実務演習を必修科目として配置している。この

うち刑事実務演習においては、豊かな経験を持つ実務家教員の指導の下

で模擬裁判を行う。また、現代的問題を解決するために必要な専門的知

識や能力を修得すべく、多様な展開・先端科目を配置し、また、特定の

テーマについて深く掘り下げることにより法的思考力の向上を図る科目

として、特別演習を配置している。 

3 年次では、実務法曹に求められる法的思考能力を総合的に修得し、

かつその習熟度を評価するために、3 年間の総まとめとして、総合演習

Ⅰ（民事法）、総合演習Ⅱ（公法）、総合演習Ⅲ（刑事法）を必修科目と

して配置している。また、必修科目として配置している民事実務演習に

おいては、豊かな経験を持つ実務家教員の指導の下により生の民事事件

に近い教材を用いて模擬裁判を行っている。さらに、より実践的専門的

                                            
66
 添付資料 A3「法科大学院学修ガイド 2017」3～4頁、 

添付資料 A31「福岡大学法科大学院の「共通的到達目標」およびカリキュラム編成の基本方針」 
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能力を養成するために、法曹実務や自治体法務などの現場を経験する「エ

クスターンシップ」や「リーガル・クリニック」（選択科目）を配置して

いる。 

なお、前回指摘された憲法科目の体系性に関しては、1 年次での 2 科

目の必修科目および 2年次での演習科目に、さらに 3年次で法律基本科

目として「憲法訴訟論」を追加することにより、科目群の関連の適切性

は確保され、憲法を学ぶ機会の連続性が確立され、また、教科指導につ

いては、それが授業や補習ではなく、授業のフォローアップを中心とし

た任意参加の指導であることについての共通認識を図り、担当者の科目

特性を生かした指導内容を明示して、受講生に受講機会を適切に提供す

るよう改善された。 

 

イ 関連科目の調整等 

授業科目および担当者等の決定に際して、各系列（民事系、刑事系、

公法系）において、授業科目の効果的かつ効率的な履修が可能となるよ

うに、調整会議を行っている67。その結果は教授会で報告され、各系列

の開講科目について、どのような調整が行われたかについての情報を共

有している。時間割編成に際しては、受講生の予習・復習の時間確保を

図るため、法律基本科目を連続して受講する必要性の生じないよう、ま

た、選択科目の受講に関しても、受講対象学年等に配慮をして、科目配

置を行っている。 

 

（２）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（３）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

本法科大学院のカリキュラム編成は、学生が基礎から応用へと段階的に学

修ができるように工夫されており、法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎

法学・隣接科目、展開・先端科目が体系的かつ適切に開設されていると考え

る。また時間割編成においても、学生の負担を考え、必修科目の重複をでき

るだけ避け、また学生が希望する選択科目を履修しやすくするなどの工夫を

している。なお、認証評価で指摘されたカリキュラムの問題については、上

述のとおり改善が図られたと考えている。 

 

                                            
67
 添付資料 A18「時間割表【2016(H28)年度後期・2017(H29)年度前期・後期】」 
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３ 自己評定 

  Ｂ 

【理由】本法科大学院のカリキュラム編成は、授業科目については、体系的

かつ適切に開設されており、また時間割編成においても、学生の自

学自習を十分可能とする配慮がなされていると考えられる。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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５－３ 科目構成（３）<法曹倫理の開設> 

 

１ 現状 

（１）法曹倫理を教育内容とする科目の設置状況 

「法曹倫理」は、法律実務基礎科目として位置づけられ、必修科目（2

単位）として、開設されている。旧カリキュラムでは、1 年次に配当され

ていたが、認証評価の指摘を受け、現在の新カリキュラムでは、2 年次後

期配当の科目として設定し、評価方法も定期試験を採り入れている。 

弁護士倫理を中心とするが、裁判官倫理、検察官倫理についてもその特

質を理解させる必要性から、各々の実務家（弁護士、元裁判官および元検

察官）が一部の授業を担当している。 

    

（２）特に力を入れている取り組み 

具体的な事案において倫理規範に基づいた適切な判断ができることとい

う到達目標を達成するために、授業においては、主として、具体的設例を

挙げてプロブレム・メソッドでディスカッション等を通じて学生自身が法

曹倫理について考えてもらうようにしている。 

    

（３）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

  法曹倫理の開設状況、科目内容について、特に問題はなく、配当学年・学

期、評価方法が改善された。 

 

３ 自己評定 

適合 

【理由】法曹倫理が必修科目として開設されており、その授業内容も適切で

あると考えられる。 

 

４ 改善計画 

特になし 
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５－４ 履修（１）<履修選択指導等> 

 

１ 現状 

（１）履修選択指導についての考え方 

本法科大学院における教育の特徴は、知識の詰め込みではなく、知識を

用いて最善の解決方法を考える力を修得することを重視するところであり、

このような力を基本から応用へと段階的に修得することができるようにカ

リキュラムを編成していることから、履修指導に当たっては、まずはこの

ような教育方針を学生に十分理解してもらうよう説明している。さらに、

実務法曹に求められる基礎的能力を養成するためには、「理論と実務の架橋」

を理念とした教育を体系的かつ有機的に展開することが必要であることか

ら、いわゆる臨床科目の重要性を強調するとともに、選択科目、とりわけ

エクスターンシップ、についても学生が積極的に受講するように指導して

いる。 

    

（２）学生に対する指導や働きかけ等の工夫 

ア オリエンテーション、ガイダンス等 

入学予定者に対しては、入学前に行われる 3月中旬のプレセミナーに

おいて、シラバス、カリキュラム等を掲載した法科大学院学修ガイドを

配付（欠席者には送付）し、本法科大学院のカリキュラムの概要を説明

し、学生がそれぞれどのような科目を選択し、どのように履修していく

べきかを示し、シラバスを熟読の上、科目を選択するよう指導している。

また、入学式後の新入生オリエンテーションの際に、新入生全員に対し

て、科目登録ガイダンスを実施し、本法科大学院カリキュラムの基本的

構造を説明し、さらに、法科大学院運営委員（教務担当）が、学生個々

人の履修届をチェックし、科目選択に問題があると思われる学生につい

ては面談し、カリキュラムの組み立て、科目内容について説明するなど

の履修選択指導を行っている68。 

在学生に対しては、シラバスの掲載された学修ガイドを 3月上旬に配

付し、3 月下旬に履修登録説明会を実施し、各科目担当者からの申し出

に基づき、科目間の関連、当該科目の履修のために前提となる知識・能

力等、履修上の注意事項について説明している。 

1年次生については、1年間の必修が 14科目（28単位）あるため、そ

の他の科目の選択は限られているが、選択科目の中で、「判例講読」、「法

律基本演習」、「刑事訴訟法入門」、「裁判制度概論」は法学未修者にとっ

て有意義な科目であることから、できるだけ履修するように指導してい

る。 

                                            
68
 添付資料 A17「履修科目選択のオリエンテーション資料」 
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これらのことから、受講生が希望する履修選択の機会が十分確保され

ることとなった。 

イ 個別の学生に対する履修選択指導 

定期試験の成績発表後、すべての教員が研究室に待機し、科目ごとの

試験結果、今後の履修科目や学修方法等に関する相談に応じ、その際、

履修選択指導も行っている。この履修選択指導以外にも、担任の教員お

よび教務担当の運営委員が、学生からの個別の相談に応じて指導を行っ

ている。 

 

ウ 情報提供 

毎年 5～6 月にかけて、福岡県弁護士会の主催により、本法科大学院修

了の弁護士の講演会を実施しており、法曹の実際の仕事を踏まえて法科

大学院での勉強方法等に関する情報提供をしてもらっている69。また、9

～10月にかけて、司法試験合格者について、在学生の希望により報告会

を実施して身近な上級生から合格へ至る体験談を話してもらっている。 

 

エ その他 

特になし。 

 

（３）結果とその検証 

ア 学生の履修科目選択の状況 

学生の履修科目の選択については、おおむね適切に行っていると考え

られる。なかでも 1年次の「判例講読」は選択科目でありながら、判例

を論理的に正確に読む力を養成するという法学未修者には極めて有意義

な科目としてできるだけ履修するよう指導している結果、これまでのと

ころすべての学生が履修している。他方、3 年次配当の臨床系の選択科

目（特にエクスターンシップ）については、一時期、選択する学生が激

減した状況がみられたが、現在は、多くの 3年生が履修している。 

 

イ 検証等 

学生の履修科目選択の状況については、各学期の開始時に教授会に報

告して情報を共有している。 

 

（４）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

 

                                            
69
 添付資料 A66「福岡県弁護士会出前講座（若手弁護士講演会）関係資料」 
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（５）その他 

2015年度から、若手弁護士をチューターとして採用し、学生からの科目履

修についての相談も受けてもらっている。 

    

２ 点検・評価 

本法科大学院では、入学予定者、新入生および在学生に対して、オリエン

テーションや説明会において、カリキュラムの基本的考え方、科目間の関連、

当該科目を履修するに必要な事項、その他履修上の注意事項について説明し

ており、また、担任教員や教務担当の運営委員による個別的な履修選択指導

も実施されており、履修科目の選択に必要な情報が適切に学生に提供される

体制が整備されていると考えられる。また、履修指導を受けて、学生の実際

の履修選択もおおむね適切に行われていると考えている。 

 

３ 自己評定 

  Ｂ 

【理由】本法科大学院の履修指導においては、オリエンテーションや説明会

だけでなく、担任教員や教務調整教員による個別的な指導を含めて、

履修科目の選択に必要な情報が適切に学生に提供されるように実施

されていると考えられる。 

 

４ 改善計画 

  現時点でカリキュラムそのものの改善が必要とは考えていない。 
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５－５ 履修（２）<履修登録の上限> 

 

１ 現状 

（１）各学年の履修科目登録の上限単位数 

1年間における履修登録することができる単位数の上限は36単位である。

ただし、下記のとおり、法律基本科目の選択科目を履修登録する場合には

登録上限の増加がある。また、法学既修者の第 2年次においては、学則別

表第 2 に掲げる科目のうち、未認定科目の 6 単位を履修する場合には 42

単位まで登録することができる。 

ア 2014年度以降入学者適用のカリキュラムにおける各年次での履修登録上

限の内訳は次のとおりである。 

1 年次では、法律基本科目 28 単位が必修であり、法律実務基礎科目、

基礎法学・隣接科目から 4 単位選択することになっているが、法律基本

科目の選択科目を履修登録する場合には40単位まで登録することができ

る。 

2年次では、法律基本科目 22単位、法律実務基礎科目 7 単位が必修で

あり、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開先端科目から最大

7単位まで選択することができる。 

3 年次では、修了要件単位数との関係で、1・2 年次において、上限単

位まで修得した学生でも、23単位以上修得することが必要となるが、法

律基本科目 6 単位、法律実務基礎科目 2 単位が必修であるため、基礎法

学・隣接科目、展開・先端科目から 15単位以上を履修する必要がある。 

 

イ 2013年度以前入学者適用のカリキュラムにおける各年次での履修登録上

限の内訳は次のとおりである。 

1年次では、法律基本科目 30単位、法律実務基礎科目 2 単位が必修で

あり、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目から 4 単位選択するよう

になっているが、法律基本科目の選択科目を履修登録する場合は 38単位

まで登録することができる。  

2年次では、法律基本科目 16単位、法律実務基礎科目 4 単位が必修で

あり、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開先端科目から 16

単位選択することができる。 

3 年次では、修了要件単位数との関係で、1・2 年次において、上限単

位まで修得した学生でも、19単位修得することが必要となるが、法律基

本科目 6 単位、法律実務基礎科目 2 単位が必修であるため、基礎法学・

隣接科目群、展開・先端科目から 11単位以上を履修する必要がある。 

    

（２）法学未修者教育の充実の見地からの履修単位数増加の有無 
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第 1年次においては、2014年入学生から、法律基本科目の選択科目 4単

位を履修登録する場合には40単位を上限として登録することができること

とした。その対象となる科目として、従来の「法律基本演習」に加えて、

2014年度から「裁判制度概論」および「刑事訴訟法入門」を開設している。

「裁判制度概論」は、裁判制度の基本的知識を修得し法曹の意義と役割を

具体的に理解させるとともに実務法曹を目指すモチベーションをさらに高

めることを目標とする点において、また、「刑事訴訟法入門」は、刑事訴訟

法の 2年次からの本格的な授業の導入科目である点において、いずれも法

学未修者教育の充実の観点から適切な授業科目であると考える。 

    

（３）法学既修者についての履修単位数増加の有無 

   法学既修者についての履修単位数の増加はない。なお、法学既修者の第

2年次においては、未認定科目の 6単位を履修登録する場合には 42単位ま

で登録することができる。 

 

（４）その他年間 36 単位数（修了年度の年次は 44単位）を超える履修の有無 

   第 3年次においては、44単位を上限として登録することができる。 

 

（５）無単位科目等 

学修支援のため、専任教員が授業時間以外に別途時間帯を設けて、授業

のフォローアップを中心とした、学生の任意参加の「教科指導」を行って

いる。 

「教科指導」の実施状況および指導内容については、「教科指導一覧」70

参照のこと。 

 

（６）補習 

学生が任意に参加する自主ゼミに教員が学生の要望により参加すること

はあるが、教員が学生に参加を義務付けて指導するような補習は実施さ

れていない。 

    

（７）特に力を入れている取り組み 

各科目の到達目標を明確にするとともに、当該目標達成のため授業と教

科指導等を体系化・プログラム化する取り組みを行っている。 

    

（８）その他 

特になし。    

２ 点検・評価 

                                            
70
 添付資料 A67「2017（平成 29）年度教科指導体制一覧」 
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履修登録単位数の上限は、すべての学年において原則 36単位（第 1年次お

よび第 2年次の法学既修者に関する例外は上述のとおり）であり、これは評

価基準に定める限度の範囲内であり、問題はない。 

 

３ 自己評定 

  適合 

【理由】履修単位数の上限は、評価基準に定める限度の範囲内であり、適切

であると考えられる。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 

 

 



 85 

第６分野 授業 

 

６－１－１ 授業（１）＜授業計画・準備＞ 

１ 現状 

（１）授業計画・準備 

各授業科目の授業計画および準備については、シラバス（「法科大学院学

修ガイド」所収）に適切かつ詳細に記述されている。シラバスは、各授業

科目の概要、到達目標、成績評価基準および方法、テキストおよび参考文

献、履修上の留意点、準備学習等（事前・事後学習）、授業計画（15 回）

の記載欄が設けられ、学生が各授業の到達目標および全体構造を理解し、

予習すべき事項がわかるようになっている。また、多くの科目については、

遅くとも授業の 1週間前に配付するレジュメや講義資料などにおいて、直

近の授業に関して予習すべきテキストの該当箇所や判例等について具体的

な指示をしており、学生が十分な予習のもとに授業に臨むことができるよ

うな体制をとっている。 

すべての授業科目について、必ず 15回の授業を設定することを求めてい

る。したがって、定期試験は、授業とは別の期間に設定して実施している。

シラバスは、毎年、在学生に対しては 3月上旬に学生に配付し、また新入

生に対しては 3 月上旬および中旬に行われるプレセミナーの際に配付し、

それと併せていずれの学生に対しても履修指導を行い、講義開始前に授業

の準備ができるようにしている。 

    

（２）教材・参考図書 

授業科目の教材については、すべてシラバスの各授業科目の「テキスト

および参考文献」の項目として記述されている。 

    

（３）教育支援システム 

本法科大学院は、コンピュータネットワークを利用する「法科大学院教

育支援システム」により授業のレジュメや資料等を配付することができる

システムを構築している。 

    

（４）予習指示等 

ほとんどの科目のレジュメや講義資料は、ペーパーベースで配付（助手

室の前のテーブルに学年ごとに配置）されており、多くの授業科目につい

ては、授業 1週間前に入手できるようになっている。また、科目の中には、

数回分あるいは 15回分がまとめて配付されているものもある。 

 

（５）到達目標との関係 
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   シラバス（「法科大学院学修ガイド」所収）で、「授業科目の概要」「到達

目標」「成績評価基準および方法」「テキストおよび参考文献」「履修上の留

意点、準備学習等（事前・事後学習）」「授業計画および内容」を明記し、

履修者が授業について十分理解して予習および復習ができるようにしてい

る。 

 

（６）特に力を入れている取り組み 

   授業計画の策定、事業の準備の徹底については、シラバス作成について

の適切かつ詳細な説明を行い、必要に応じて適宜それぞれの教員の担当科

目の特性等を踏まえて意見交換を行い、より良い計画を立て、より効果的

な準備を行うように努めている。 

 

（７）その他 

特になし 

 

２ 点検・評価 

各授業科目のシラバスは、学生が授業準備のために有効な事項が記載され

ており、学生の授業準備に十分資するものとなっている。授業計画および授

業方法等も、ほぼシラバスに記載された通りに実施されていると考えられる。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】授業は法科大学院の学生が修得すべき内容を踏まえて適切に計画さ

れ、その計画に基づいて適切に準備が行われている。 

 

４ 改善計画 

現状で、授業の計画は学生が修得すべき内容を踏まえた適切なものであり、

その準備も十分に行われているが、未修者の比率が高くなってきていること

から、初めて法律を学ぶ者に対してより効果的な計画で、より好ましい準備

ができるよう、受講生の意見も踏まえて教員の共通認識を高めるよう努めた

い。すべての授業科目において、授業方法としては、基本的に、双方向・多

方向的授業を実施するという方向性を共通認識とする。 
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６－１－２ 授業（２）＜授業の実施＞ 

 

１ 現状 

（１）授業の実施 

ア 科目毎の教育内容の適切性 

   法律基本科目（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴

訟法）の授業の具体的な実施については、基本的に、各担当教員に委ねら

れており、各科目の授業内容は、以下のとおりである。 

 

イ 授業全般の実施状況の適切性 

（ア）教育内容 

授業のカリキュラムとしては、法的思考力の修得をしたうえで、実務

基礎能力の養成を行い、更に実践的教育の展開を図るよう、学修を組み

立てている。それを実現するために、法律基礎科目を担当する研究者教

員と実務の基礎および臨床法学を担当する実務家教員とが連携して、講

義や演習を提供するよう協力体制の構築を目指した取組が進められてい

る。今年度の科目としては、「行政救済論」、「民法演習Ⅰ」、「民法演習Ⅱ」、

「民法演習Ⅲ」でこの試みがなされている。 

 

（イ）授業の仕方 

全ての授業科目で双方向性・多方向性を意識した学修の提供を行って

いる。その際に、受講生の予習状況を確認しながら段階的に質問をする

ことで、当該受講生だけでなく、受講生全体の学修進度を確認しつつ、

必要に応じて質問に対する回答の構成をする上でのヒントとなるような

アドバイスをすることで、自分で考える力の醸成に寄与するような授業

方法が構築されている。 

レジュメを事前に配付することで予習の範囲を十分に把握させ、その

際に必要な教材等を明確に提示することで、受講生の準備を万全たらし

めるよう努めており、法律未修者である受講生でも授業が効果的になる

よう工夫されている。 

各教員の授業を相互に参観し、より良い方法を探るために、意見交換

を行っており、常に授業の仕方の向上に努めている。 

 

（ウ）学生の理解度の確認 

 すべての授業において、適切かつ効果的な双方向性での学修が提供さ

れていることから、それを通じて受講生の理解度の確認ができているが、

各教員がそれぞれ工夫をして、小テストを実施したり中間テストを実施

したりすることで、より正確な理解度の確認が行われている。 
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（エ）授業後のフォロー 

法律基本科目を担当する教員は、講義内容のフォローアップの意味も

含めて、「教科指導」という科目を設定して、時間割に組み込むことで、

必要な授業後のフォローを行っている。これと併せて、「オフィスアワー」

を設け、また、その時間以外でも、学生の要望に応じて、適切な対応が

できている。 

科目担当以外の教員を、チューターとして配置し、学修全般にわたっ

たフォローアップ指導を行っている。また「アカデミック・アドバイザ

ー」を配置し、主要科目を設定して、きめ細やかな指導を行っている。 

 

（オ）出席の確認 

授業の度ごとに、正確な出席確認を行っている71。なお、15 回の授業

のうち 11回以上出席しなかった受講生には、単位の取得が認められてい

ない。 

 

（カ）授業内の特徴的・具体的な工夫 

各法分野の特性を踏まえて、各法分野で教育方法について協議したう

えで、各教員の裁量で、受講生の状況を把握して、適切かつ具体的な工

夫をして、効果的な学修を提供している。 

 

（キ）対象学生にふさわしい授業の工夫 

近年、受講生の数が減少していることを踏まえて、各受講生の特性を、

個別に把握するように努め、それを教員組織で共有し、担当教員による、

受講生の状況に応じて適切かつ効果的な学修を提供している。 

 

（２）到達目標との関係 

各授業科目の到達目標を達成するために担当教員が、それぞれ工夫をし

て、授業をしており、必要に応じて、担当者の裁量で、担当する授業で双

方向性の授業が提供されており、教員との間の質疑応答はもちろんのこと、

受講生相互での問題検討が促されており、双方向、多方向の授業が実施さ

れている。いずれの授業においても、各教員が科目特性を踏まえたうえで、

授業に学生を参加させるような工夫をし、それを改善しながら授業を進め

ている。また、多くの科目において、学生の理解度を確認し、フォローア

ップのために、小テストの実施、レポートの提出および添削、中間試験や

定期試験後の個々の学生に対する答案指導、さらに指導内容や対象学生を

                                            
71
  添付資料 A3「法科大学院学修ガイド 2017」（P36） 

添付資料 A68「講義における欠席および遅刻の取り扱いについて」 
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しぼった教科指導の実施など、各授業科目によってその方法は異なるもの

の、到達目標を達成するための工夫がなされている。 

 

（３）特に力を入れている取り組み 

教員相互での参観を定期的に行い、参観者から当該授業についての建設

的な意見を求め、それを全教員で共有することで、各教員は言うに及ばず、

教員組織全体の授業の質の向上と、学修効果の改善に努めている。また、

学生の学修指導に役立てるため、教授会において折に触れ、学生の学修の

状況について特に法律基本科目を担当している教員から報告してもらい、

学生一人ひとりの学修に関する情報を共有するように心がけている。 

定期試験の成績発表の当日は、すべての教員が研究室に待機し、当該試験

の答案指導や今後の履修方法・学修方法等に関する学生からの相談にも個

別に当たって、細やかなフォローアップを行っている。 

 

（４）その他 

特になし 

 

２ 点検・評価 

各授業科目のシラバスは、学生が授業準備のために有効な事項が記載され

ており、学生の授業準備に十分資するものとなっている。授業計画および授

業方法等も、ほぼシラバスに記載された通りに実施されていると考えられる。 

各授業の内容は、オーソドックスなものではあるが、授業の開始時にその

日の授業の到達目標を明示したり、基本的事項を確認したり、さらには小テ

ストを実施して予習の程度を確認したりするなど、90分間の授業を最大限効

果的かつ効率的なものとする取り組みを行っている科目が多く見られる。 

また、ほとんどの授業で、程度の差こそあれ、双方向・多方向による授業

が実施され、あるいはそのような意識の下での授業に努めている。 

専任教員の教育への熱意は非常に高く、学生に対するフォローなども極め

て細やかかつ十分に行われており、全体として、授業は、質的および量的に

みて充実していると考えられる。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】授業は、ほぼシラバスに記載されたとおりの授業方法・内容で実施

されている。双方向・多方向的授業については、ほぼ実現できてお

り、また、教員の教育に対する熱意は非常に高く、学生に対するフ

ォローも極めて細やかに行われており、全体としてみれば、授業は

質的および量的に充実していると考えられる。 
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４ 改善計画 

それぞれの教員の授業の長所を教員組織全体で共有し、それを各自の講義

の改善に効果的に役立てることができるように、現在のＦＤ活動をさらに効

果的に進められるような取り組みを進めたい。 
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６－２ 理論と実務の架橋（１）〈理論と実務の架橋〉 

 

１ 現状 

本法科大学院では、1 年次を中心に実体法、手続法に関する法律基本科目

を学修し、理論的な法的思考力を養うが、法理論教育自体を教育目標とする

ものではなく、あくまでも実務において通用する法理論を修得させることを

目標としている。法律基本科目は、研究者教員だけでなく、実務家教員も担

当している。各教員が、法理論の適用される具体的な場面を意識した授業を

行っている。また、学修の早い段階である 1年次に、判例の法理論だけでな

く、その法理論が具体的にどのような場面で機能するのかを認識させるため、

事案を丁寧にひもときながら法理論を学ぶ判例講読を、研究者教員・実務家

教員にて実施している。 

2年次後期の「民事実務基礎論」および「刑事実務演習」、3年次前期の「民

事実務演習」（いずれも必修）において、法律実務基礎教育を実施している。 

実務基礎教育においては、理論と実務の架橋を図りつつ、法制度の体系的

な理解を一層深めさせることを目指している。 

法律実務基礎教育において、具体的な問題解決のイメージを理解した上で、

3 年次の「総合演習 I（民事法）」、「総合演習Ⅱ（公法）」、「総合演習Ⅲ（刑

事法）」において、総合的に法理論教育を実施し、3年間の教育は、理論と実

務の両方向からの架橋を意識したカリキュラムとなっている。 

 

（１）「理論と実務の架橋」の意義のとらえ方 

法理論が具体的な問題解決の場面でどのような意義、機能を有している

かを認識させることを目指した授業と考えている。 

実務を担う法曹は、社会に発生する様々な問題を法的に処理することに

なるが、法理論を学修するだけでは、具体的な適用に結びつかない可能性

がある。そのため、法理論が具体的にどのような場面で機能するのかを常

に意識した授業を行うことが理論と実務の架橋であると考える。 

上記認識は、教授会やＦＤフリートーキング会等で検討されることによ

り教員間の共通認識となっている。 

 

（２）授業での展開 

＜法律基本科目＞ 

法律基本科目は、研究者教員だけでなく、実務家教員も担当してい

る。各教員が、法理論の適用される具体的な場面を意識した授業を行

っている。「刑事手続論Ⅰ、Ⅱ」においては 2016 年から元検察官の実

務家教員と元裁判官の非常勤講師が共同で、刑事手続全体を通じた理

論と実務の両面から生じる問題点の講義を行っている。また民事訴訟
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法については、2015 年からは元裁判官の実務家教員と弁護士の実務家

教員が分担し、民事訴訟法の理論のみならず、裁判官の立場からや当

事者代理人の立場から見て民事訴訟法が如何に活用されているかある

いは活用すべきかを説明し、民事訴訟法を実践の法として捉える授業

を行っている。 

＜法律実務基礎科目＞ 

「民事実務基礎論」においては、言い分方式の具体的事案を教材と

して、要件事実の存在意義やその実務での機能等を立証責任と関連付

けて、その基礎的な考え方の理解を確立することを授業の中心として

いる。実体法を実務的に立体化して理解することを可能とするもので

ある。これに加え、具体的事件を題材に、訴えから判決に至る演習を

「プレ模擬裁判」として実施し、次年度の「民事実務演習」との効果

的なブリッジを目指している。 

「民事実務演習」においては、具体的事案を教材として、民事訴訟

手続全体にわたる基本的知識・素養を育成するために、前半に模擬裁

判を実施することによって判決手続の実際を体感・体得させている。

後半は授業において、類型別に要件事実を学修することで、法理論の

基礎を復習している。実務教育から理論教育に戻ることにより、両方

向からの架橋が意識されている。 

「刑事実務演習」（2 単位）においては、2008 年度から 2014 年度ま

では、参考記録に基づいて作成された解説書を教材として、元裁判官、

派遣検察官（2010 年度以前）又は元検察官（2011 年度以降）、弁護士

が、それぞれの立場から捜査段階における刑事手続および刑事第一審

公判手続の内容と理論を講義し、その上で、具体的事案に基づいて作

成した資料を証拠として模擬裁判を実施し、刑事裁判に必要な専門知

識の修得に止まらず、刑事手続を実際に運用することにより、実体法

および手続法を有機的・実務的に学修する機会としてきた。しかし、2

単位の中で､公判手続の実務と理論を修得し、模擬裁判で実践するとい

うのは、時間的に困難であることから、2014 年度にカリキュラムを変

更し、「刑事実務基礎論」（2 単位）を新設するとともに、「刑事実務演

習」を 1 単位として、もっぱら模擬裁判に充てることにした。このカ

リキュラムの変更により、「刑事実務基礎論」において、刑事第一審公

判手続の内容と理論の講義を充実させ、また、模擬裁判においても、

公判前整理手続等の公判準備に時間をかけることができるようになっ

た。また、刑事実務演習（2014 年度からは「刑事実務基礎論」も併せ

て）の準備の一環として、2 年次生を対象に刑事裁判傍聴72を実施して

いる。 

                                            
72
 添付資料 A69「刑事裁判法廷傍聴の報告書」 
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「家事事件処理手続論」においては、実際に発生した家事事例を題

材として、親族・相続の知識が実際にはどのように活用されているの

かを家事事件の処理を通じて理解させるようにしている。なお、前回

の認証評価で指摘された、同科目を 1 年次後期に配置することの妥当

性については、2014 年より 3 年次前期に配置することとしたので、現

在は解消されている。 

「民事紛争処理手続論」においては、具体的事案を教材として、民

事紛争の内容を的確に把握し、紛争の進展状況に即した妥当な解決手

段を選択する理論と技術を身に付けさせることを授業の内容としてい

る。具体的な事案における実体法・訴訟法の機能を意識した内容とな

っている。 

「リーガル・コミュニケーション演習」においては、法律相談、依

頼者からの事情聴取、相手方や裁判所の説得から問題解決等に至る過

程で必要とされるリーガル・コミュニケーションの基礎的な技術を身

に付けさせることを授業の内容としている。法曹が事件を適切に処理

する上では不可欠な能力であり、その能力の修得を目指している。 

「エクスターンシップ」においては、法律事務所に実際に参加させ

ることにより、それぞれの現場についての知識と理解を深め、法的思

考能力の涵養と職業的倫理観を確立することを授業の内容としている。

現場を経験することにより、裁判実務は勿論、それ以外の広く法曹の

関わる業務および自治行政等における法令遵守の必要性を認識させ、

更に、実務においては、基本的・基礎的な法律知識が必要であり、ま

た、重要であることを認識させることを目的としている。 

「リーガル・クリニック」においては、弁護士の補助の下、学生が

主体となって実際の事件を処理することを通じて、法曹としての知識

と理解を深め、法的思考力および職業的倫理観を取得することを授業

の内容としている。実際の法律相談に立ち会うとともに、既済および

未済の事件処理を通じて実務家としての柔軟かつ適切な対応能力を得

ることを目的としている。 

    

（３）理論と実務との架橋を意識した取り組み 

法律基本科目を学修し、理論的な法的思考力を養う1年次の早い段階で、

実務との架橋を意識させるため、判例講読を少人数にて実施している。 

判例講読は 2009年から始まった。当初は、研究者教員と実務家教員が、

後には学生数の減少もあって研究者教員が、1 年次生の複数名を担当し、

公法、民事法等の判例を数件選び、事案の内容、争点、法令の解釈適用等

に関する判断基準（規範）、規範への事実の当てはめ、結論について、じ

っくりと検討させ、受講生同士あるいは担当教員と受講生の対話を通じて、
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判例の構成や内容、その実質的な意味等を具体的に理解させようというも

のであり、法律未修者にとって、初めて触れる法律文書に慣れ親しむため

の貴重な機会になっている。 

各科目において、理論と実務の架橋をどの程度意識して授業を行うかは、

主に担当教員に委ねられているが、教授会・ＦＤフリートーキング会・教

員間相互の授業参観により、できる限り教員間の意識を共通化しようとし

ている。 

    

（４）特に力を入れている取り組み 

2010年 4月に弁護士法人福岡リーガルクリニックセンター73を設立して

弁護士業務を開始したことにより、同事務所の所属弁護士（本法科大学院

のアカデミック・アドバイザーでもある）を担当者として、法律相談を中

心としたリーガル・クリニックの試行を行った上、2016 年度から「リー

ガル・クリニック」を正式な履修科目として設定した。詳細は、6－3 臨

床教育<２>臨床科目の１現状（２）臨床科目の開講状況等の項で述べる。 

    

（５）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

徹底した法理論教育実施時の 1年次に判例講読を行うことで、法理論が具

体的な事案においてどのように機能しているのかのイメージをつかむことが

でき、実務基礎教育の導入後に、法律基本科目である総合演習を行うことで、

実務的思考で法理論を再度総覧するという理論と実務の架橋を意識した授業

が行われている。また、ＦＤの一環である他の教員の授業参観や意見交換会、

教授会において、研究者教員と実務家教員の認識が一致するように努めても

いる。 

法理論教育および実務基礎教育いずれについても、特に理論と実務の架橋

という観点から言えば、研究者教員と実務家教員の合同、共同の授業がより

相応しいといえる。2014年に法律基本科目である「行政救済論」の授業にお

いて、研究者教員が行政救済法の内容を講義し、実務家教員が実務的観点か

ら補完的にコメントするという形の共同授業を実施した。また、2017年度は、

前期の「民法演習Ⅰ」「行政救済論」の各授業において、同様の共同授業を

実施しており、後期の「民法演習Ⅱ」「民法演習Ⅲ」においても実施する予

定である。 

 

 

                                            
73
 添付資料 A70「福岡リーガルクリニック法律事務所ホームページ」 
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３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】全般として、授業参観や意見交換会を積極的に利用し、研究者教員

と実務家教員の認識を一致させながら理論と実務の架橋を意識した

授業がなされている。 

 

４ 改善計画 

法理論教育を担当する研究者教員と実務基礎教育を担当する実務家教員と

の意識の更なる共通化を目指し、カリキュラム・授業内容等の見直しを協議

していく。 
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６－３ 理論と実務の架橋（２）〈臨床科目〉 

 

１ 現状 

（１）臨床科目の目的 

法律実務家には、実際の法的紛争・問題を解決する法臨床の場面におい

て、法律基本科目等で学ぶ基本的な法律知識や法的思考力を使いこなす技

能が必要である。この技能は、単に法律知識の集積や法的思考力の深化を

図るのみでは、修得することはできない。他方、司法試験合格後の司法修

習は、実務的能力を修得するために極めて有益ではあるが、司法修習期間

が１年間と短期に設定されている。そのため、その前段階である法科大学

院教育の場において、臨床場面で必要とされる技能のエッセンスを学ぶこ

とは、司法修習等において、実務的能力を修得する基盤として重要な役割

を果たす。 

また、実際の事件において、法律がどのように使われるのかを、臨床科

目において体験又は疑似体験することは、法理論の適用を具体的にイメー

ジすることにつながり、理論面での学修にも大きな効果をもたらすことが

期待できる。 

以上のとおり、臨床科目は、法律実務家として法理論を実務において使

いこなすための基盤作りを目的とするのみならず、実務を意識しながら法

理論を学ぶことにより理論面の学修効果を上げる目的も有しており、まさ

に理論と実務の架橋のために不可欠な科目であり、重要な役割を果たして

いる。 

    

（２）臨床教育科目の開設状況等 

ア エクスターンシップ 

（ア）内容と位置づけ 

選択科目であり、「福岡大学法科大学院エクスターンシップ運営要領
74」に従って実施している。履修希望者が少人数にとどまる傾向があ

ったため、従前の履修条件を撤廃し、また派遣先として、一般的な法

律事務所だけでなく、行政機関、弁護士法人福岡リーガルクリニック

センター等を選択できるように改善した。 

「エクスターンシップ」の履修者は、2009 年度 3 名、2010 年度 0

名、2011 年度 4 名、2012 年度 5 名、2013 年度 7 名、2014 年度 6 名、

2015 年度 3 名、2016 年は 4 名である。2011 年度は福岡県総務部行政

経営企画課に 2名の履修登録学生を派遣したが、それ以外は、いずれ

も福岡市内の法律事務所に派遣して実施した。履修者は、その全員が

単位を取得した。 

                                            
74
 添付資料 A71「福岡大学法科大学院エクスターンシップ運営要領」 
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内容は、上記運営要領のとおり。 

 

（イ）実施にあたっての適法性の確保状況 

実施に先だって、福岡大学と派遣先との間で、実習生の服務、守秘

義務の外、実習生および福岡大学の損害賠償義務に関し、「エクスタ

ーンシップに関する協定書75」に基づく協定を締結している。 

履修を希望する学生に対しては、事前説明会において協定書を示し

て詳しく内容を説明し、十分な理解を得た上、福岡大学長および派遣

先宛に「誓約書76」の提出をそれぞれ求めている。同時に学生に対し

ては、上記運営要領第 7項の（6）にあるとおり、「エクスターンシッ

プに関する協定書」や「誓約書」に違反した場合は、懲戒処分を行う

ことを教示している。 

（ウ）授業の効果向上に向けた工夫 

「エクスターンシップ」の履修者には、エクスターンシップ期間中

に報告書を作成して提出すること、エクスターンシップ報告会におい

て報告を行うことを課している。これらは、「エクスターンシップ」

で学んだことを再確認するとともに、第三者（派遣先担当者、指導教

員、報告会参加者）に自己の経験を伝達する過程を経て、貴重な振り

返りの機会となっており、学修効果を高めている77（学生作成のエク

スターンシップ報告書は担当教員が保管している）。 

（エ）守秘義務への対策 

守秘義務については、運営要領第 7項（1）ないし（6）およびエク

スターンシップに関する協定書第 5条、第 6条記載のとおりの措置を

講じている。 

（オ）損害賠償保険への加入 

保険については、運営要領第 8項により、福岡大学が財団法人日本

国際教育支援協会の運営する「法科大学院生教育研究賠償責任保険」

に加入している。 

 

イ リーガル・クリニック 

（ア）内容と位置づけ 

臨床教育の一環として、2010年 4月、大学構内に弁護士法人福岡リー

ガルクリニックセンターを設立し、法科大学院教授および弁護士（修了

生）が所属して運営してきたが、2016年度において、弁護士法人福岡リ

ーガルクリニックセンターと提携して、単位取得科目としての「リーガ

                                            
75
 添付資料 A72「エクスターンシップに関する協定書」 

76
 添付資料 A73「誓約書（エクスターンシップ）」 

77
 添付資料 A74「2017（平成 29年）年度エクスターンシップ報告会概要」 
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ル・クリニック」を新設した。同科目においては、弁護士の補助の下、

学生が主体となって実際の事件を実務的に処理することを通じて、法曹

としての知識と理解を深め、法的思考力および職業的倫理観の取得を目

的としている。具体的には、事前準備を経た上で、実際の法律相談に立

ち会い、相談者からの事情聴取を行うことで、リーガルコミュニケーシ

ョン能力を涵養し、既決事件の記録を利用し、相談から事件終了までの

流れの中で、必要な法的調査、検討および法的文書の基礎的な起案能力

を図ったうえで、実際に進行している未済事件を取り扱い、その処理を

通じて実務家としての柔軟かつ適切な対応能力を得ることを指向してい

る。なお、「エクスターンシップ」と同様に、「協定書」の締結および「誓

約書」の提出の措置を講じている78。 

「リーガル・クリニック」の履修者は、2016 年度 2 名、2017 年度 1

名であり、2016 年度の履修者は、全員が単位を取得した。 

（イ）成績評価、単位認定の仕組み 

履修者の作成した事情調査の結果、相談対応および法的文書の作成結 

果並びに指導担当者が作成した評価書などを総合して行うことにして 

いる。 

（ウ）授業方法の効果向上に向けた工夫 

既決事件の記録を利用する場合であっても、単に記録を閲覧させて出

題するのではなく、法律相談のロールプレイ（指導担当者が相談者役と

なり、事情等を履修生が聞き取る）を通じて出題し、必要な情報を聞き

取るリーガルコミュニケーション能力を伸ばす工夫をした。 

また、書面や法律相談の振り返りについても、法律事務所内での方針

打ち合わせのロールプレイ（指導担当者が先輩弁護士役となり議論をす

る）形式で行い、主体的に法的問題を考え、実務家としての柔軟かつ適

切な対応能力をつけることができるように工夫した。 

 

ウ 民事模擬裁判 

（ア）内容と位置づけ 

必修科目である「民事実務演習」の中で実施される。対象学生全員

が履修しており、履修した学生は全員が単位を取得している（2010 年

度 23名、2011年度 12名、2012年度 5名、2013年度 9名、2014年度

9 名、2015 年度 8 名、2016 年度 7 名、2017 年度 5 名。ただし、2017

年度は履修中）。 

2016年度は、履修者が７名であったため、原告代理人 3名、被告代

理人 2名、裁判所 2名に役割を分担させ、原告代理人は訴状と準備書

面、被告代理人は答弁書と準備書面、裁判所は争点整理案と判決書な

                                            
78
 添付資料 A75「『リーガル・クリニック』に関する協定書および誓約書」 
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どを作成させ、役割に応じ、証人尋問・当事者尋問における主尋問・

反対尋問、補充尋問の体験をさせた。また、弁護士法人福岡リーガル

クリニックセンターにおいて打合せを行う等、より実際的な進行をし

た。2017年度は、履修者が 5名と減少したため、原告代理人、被告代

理人、裁判官の各役割を体験させるべく、ローテーションで回し、訴

状と答弁書は各人に作成させ、役割に応じて、準備書面、判決書など

を作成させている。内容については、担当教員（弁護士や元裁判官で

ある専任教員）において協議し、決定している。 

（イ）成績評価、単位認定の仕組み 

前半の模擬裁判の評価と後半の講義演習の評価を合わせて、合否の

認定を行っている。 

（ウ）授業方法の効果向上に向けた工夫 

「民事実務演習」においては、具体的事案を教材として、民事訴訟

手続全体にわたる基本的知識・素養を育成するために、前半に模擬裁

判を実施することによって判決手続の実際を体感・体得させている。

後半は授業において、類型別に要件事実を学修することで、法理論の

基礎を復習している。実務教育から理論教育に戻ることにより、両方

向からの架橋が意識されている。 

 

エ 刑事模擬裁判 

（ア）内容と位置づけ 

「刑事実務演習」として模擬裁判を実施している。対象学生全員が

履修しており、これまで履修した学生は全員が単位を取得している

（2012 年度 6 名、2013 年度 10 名、2014 年度 7 名、2015 年度 8 名、

2016年度 5名）。 

担当教員は、元検察官の教員（2014年までは非常勤講師であった。）、

弁護士の実務家教員、元裁判官の非常勤講師である。 

（イ）成績評価、単位認定の仕組み 

各自の役割に応じた模擬裁判の準備活動状況および模擬裁判当日の

活動状況、議論への参加状況等を総合して合否の認定を行っている。 

（ウ）授業方法の効果向上に向けた工夫 

教員等が法曹三者それぞれの立場から、指導、講評を行っている。

3 者の視点から行うことにより、履修者の理解を高める効果があると

考えている。 

また、2009 年度から、模擬裁判の一環として公判前整理手続を実施

し、内容の充実を図っている。 

   

オ リーガル・コミュニケーション演習 
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（ア）内容と位置づけ 

選択科目である「リーガル・コミュニケーション演習」において、

各種のシミュレーション教育手法を取り入れている。具体的には、対

話のロールプレイ（受け手の表情、相槌やうなずきなどの反応により、

話し手の話しやすさ等に影響が出ることを疑似体験するもの）、刑事

被疑者接見ロールプレイ（被疑者接見の場面において、弁護士の話し

方によって、被疑者の心理状態に影響が生じることを疑似体験するも

の）、模擬交互尋問、法文書起案(簡単な架空事案を前提に通知書や示

談書等を作成することにより、法律基本科目の授業で学んだ基本的な

法知識を、実務ではどのような形で用いるのか疑似体験するもの)等

である。 

（イ）成績評価、単位認定の仕組み 

毎回の授業での発言、起案、授業終了時に作成する振り返りシート

の内容等により成績評価をしている。授業への出席も毎回確認してい

る。 

これまで、出席回数不足以外の理由で、単位取得できなかった履修

者はいないが、安易な単位認定は行っていない。少人数授業のメリッ

トを生かして、授業中に個別に働きかけることにより、単位認定に十

分な学修成果が得られている。 

（ウ）授業方法の効果向上に向けた工夫 

担当教員がかつて民事実務演習の担当者であったことから、民事実

務演習の現担当者から情報提供を受けて、本授業の進行を民事模擬裁

判の進行に関連付け、受講者の参加意欲を高める工夫をしている。例

えば、模擬裁判において交互尋問が実施される少し前のタイミングで、

本授業においても交互尋問を取り上げる等の工夫である。 

また、毎回の授業の最後に振り返りシートを作成させることにより、

受講者本人に授業で得たものをその都度確認させている。さらに、翌

週の授業の冒頭に、担当教員がコメントを付した振り返りシートを返

却することにより、双方向性を高めている。 

加えて、ロールプレイを取り入れる場合、演者以外の受講生には、

単に傍観するのではなく意識的に観察を行い、その後の議論に参加す

るように役割指示をしており、主体的に観察することを通じて全体の

参加意欲を高めるよう工夫している。 

 

（３）特に力を入れている取り組み 

民事模擬裁判および刑事模擬裁判の双方を必修科目としていることは、

本法科大学院の大きな特徴である。模擬裁判は、訴訟法を立体的に理解

することができ、また、訴訟手続における実体法の用い方を疑似体験で
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きることから、訴訟手続の理解に重要な意義を有している。 

ただし、模擬裁判の受講対象者である 2 年生および 3 年生の人数が大

幅に減少しており、裁判官役、弁護士役、検察官役をグループとして構

成することが困難になっている。 

    2016 年度においては、「リーガル・クリニック」を開講した。法律相

談にも関与させるなどて弁護士の役割についての実践的な理解を深めさ

せる取り組みを行っている。 

 

（４）その他 

   特になし。 

    

２ 点検・評価 

「エクスターンシップ」や「リーガル・クリニック」を履修した学生は、

法曹実務家を目指す動機づけを強くし、実務のイメージをその後の学修に

反映させている。 

民事・刑事の各模擬裁判は対象学生の全員が履修し、履修した学生は学

修のモチベーションを高めただけでなく、法の実際の運用を知ることによ

って、基本的・基礎的な法律知識の重要性を認識し、そのことが学修の仕

方などにも影響を与え、法学教育にとって大きな意義を有している。 

「リーガル・コミュニケーション演習」は、訴訟以外の場面において、

法律基本科目で学んだ知識をどのように用いることができるのか、また、

シミュレーションを通じて法的知識のみでは事案の解決はできないことを

理解させる効果がある。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

【理由】独立の臨床科目として、従前からあった「エクスターンシップ」

に加え、新たに「リーガル・クリニック」を開講したことは、質

的・量的に大きな前進と考える。その他の科目においても、臨床

教育が実務法曹の養成を目指す法科大学院において重要な意義を

もつことを認識したうえで、絶えず改善の工夫がなされているし、

特に、民事および刑事模擬裁判は、必修科目となっていることも

あり、対象者全員が受講しており、高い評価に相当すると考える。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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６－４ 国際性の涵養 

 

１ 現状 

（１）国際性の涵養 

   本法科大学院では、国際社会の進展に対応した法学教育を目指しており、

カリキュラムにおいて、国際性を涵養するための授業科目として、以下のよ

うな国際私法、国際取引法、アジア法制度論および外国文献講読を設置して

いる。 

（ア）国際私法 

国際的な婚姻と離婚、親子関係、相続を巡る法律関係、国際的な契約

関係、不法行為を巡る法律関係、国際裁判管轄、外国裁判の効力等につ

いて、基礎的な知識の修得の機会になっている。 

（イ）国際取引法 

国際私法における基本的な知識を基礎とした上で、契約、不法行為、

知的財産権に関する国際的な規範、さらにはこれらを巡る具体的なケー

スを取り上げて、法律的な問題点を実践的に理解する機会になっている。 

（ウ）アジア法制度論 

本法科大学院は、地域的に、「アジアの玄関口」ともいえる福岡市に所

在していることから、アジア、とりわけ、近時経済的な関係を深めてい

る中国の法事情に関心を持つ学生のために、基本的な知識と情報を与え

る場として解説している。中国における憲法、刑事法、民事法、商事法

等の基本法および司法制度、中国におけるグローバル企業の特徴と国際

ビジネス紛争を巡る諸問題を理解する機会になっている。 

（エ）外国文献講読 

2014年度より、「外国文献講読」（2単位）を配置し、英米法あるいは

大陸法の各国における法事情に関する基本的知識を習得するとともに、

英仏独語を習得する機会になっている。 

 

（２）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

 

（３）その他 

教授会で継続的に国際性の涵養についての基本方針について議論を進めて

いる。 

 

２ 点検・評価 

国際性を涵養するための授業科目（2 年次生および 3 年次生の選択科目）に

ついては、2016年度においては、いずれも受講生がなく不開講にとどまる。こ
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れは主として 2年次生および 3年次生の絶対数の減少によるものである。 

 

３ 自己評定 

Ｃ 

【理由】 

国際性を涵養するために設置されている授業科目については、受講生の激減

がみられ、履修ガイダンス等により、国際性の涵養に関する啓発を図る必要

がある。 

 

４ 改善計画 

 国際的な授業科目の積極的な受講を指導する。 
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第７分野 学習環境及び人的支援体制 

 

７－１ 学生数（１）〈クラス人数〉 

 

１ 現状 

（１）1 つの授業を同時に受講する学生数（人数にカウントされる人、されな

い人の区別も含む）。 

本法科大学院は、2017年度の入学定員が 20名であり、添付資料79に示さ

れるように、1 クラスの受講者が 60人を超えるものは存在しない。最大で

も 30名を超えるクラスはない。 

 

（２）適切な人数となるための努力 

1 クラスの受講者が多すぎることによる問題はない。この意味で、本法

科大学院ではすべてのクラスで「適切な人員」を確保しているといえる。

もっとも、「適切な人員」が何を意味するかについて、それが過剰な人員数

だけでなく、過少な人員であることもまた教育上の問題を生じていること

も事実である。在学生の激減により、選択科目のクラスによっては参加者

が 5 名を切るものがあるが、この場合にはクラス内での様々な意見による

討論や切磋琢磨が必ずしも十分にできない懸念がある。そのため、正規の

受講者以外の聴講者（在学生、法務研修生、体験入学制度80参加学生）の参

加を認めるなどによる参加者の確保なども行われ、クラス内での「適切な

人数」を実現する努力がなされている。また、科目によっては、科目等履

修生として若手の弁護士が参加し、討論に加わり、また、教員も多様な考

え方を呈示して議論を深めさせるなど少人数であることの不利益を補うよ

うな授業の工夫をしている。 

    

（３）特に力を入れている取り組み 

過少な学生数による教育上の困難が著しい科目、特に一定の学生数を必

要とする模擬裁判などについては授業の実施方法を工夫している。 

模擬裁判は、民事および刑事がそれぞれ必修であるが、この基本原則は

維持しつつ、なお一定の受講生を確保し、また少人数であることから生じ

る参加者の加重な負担を軽減する取り組みをしている。刑事模擬裁判では、

刑事訴訟実務についての講義科目との連動性を高めるため、模擬裁判の準

備の時期を踏まえて講義内容の順番を入れ替えるなどし、講義が模擬裁判

の準備に直結するように工夫している。また、教材についても、従来の教

材に比べ、一定のレベルを保ちつつも、事案が比較的単純なものを選ぶな

                                            
79
 添付資料 A19「科目別履修登録者数一覧表【2015(H27)年度・2016(H28)年度・2017(H29)年度】」 

80
 添付資料 A37「体験入学募集案内資料」 
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ど負担軽減を図っている。民事模擬裁判でも、チーム固定方式・全員起案

方式、ローテーション方式など当該学年人数や使用教材の性質などにふさ

わしい方式を、毎年度毎に適用するように工夫している。 

 

（４）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

法律基本科目の 1 クラスの学生数が 10 人を若干下回るが、50 人を超える

ものはない。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】 授業は 10人を若干下回る学生数で実施している。 

 

４ 改善計画 

今後も引き続き、10人を下回る学生数のクラスにおいて、教育効果を上げ

るための授業方法の改善を図る必要がある。 
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７－２ 学生数（２）〈入学者数〉 

 

１ 現状 

（１）過去 5年間における入学定員に対する入学者数の割合 

 入学定員（A） 入学者数（B） 
定員充足率 

（B／A×100） 

2013年度 30人 7人 23.3％ 

2014年度 20人 8人 40.0％ 

2015年度 20人 7人 35.0％ 

2016年度 20人 5人 25.0％ 

2017年度 20人 9人 45.0％ 

平 均 22人 7.2人 32.7％ 

 

（２）入学者が入学定員を大幅に上回らないための努力 

入学定員を大幅に上回る事態は発生していない。 

    

（３）特に力を入れている取り組み 

教育の実効性を高め適正なクラスを実現するためには、その前提として

入学定員を確保すること、そしてそのために必要な受験生の増加をはかる

ことが必要であり、そのための学生募集、入学者選抜制度の改善などを継

続的に行っている。今年度は、特に内部進学者を増加させるために法学部

生に対する情宣活動を行っているほか、より広くの地域から受験者を呼び

込むために、他大学での情宣活動を行っているが、今年度は、これまでの

実績を踏まえて、九州内の大学に限定して情宣活動を行っている。 

    

（４）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

過去 3年の平均入学者数は入学定員の 110％以内である。 

 

３ 自己評定 

合 

【理由】 入学者数は入学定員の 110％以内である。 

 

４ 改善計画 

入学定員を満たすために、今後も、受験生の増加に向けた学生募集、入学

者選抜制度の改善などをさらに強化することが必要である。 
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７－３ 学生数（３）〈在籍者数〉 

 

１ 現状 

（１）収容定員に対する在籍者数の割合 

【評価実施年度の在籍者数の割合】（2017年 5月 1日現在） 

  収容定員(Ａ) 在籍者数(Ｂ) 
定員充足率 

(B/A×100) 

1年次 20人 9人 45.0％ 

2年次 20人 4人 20.0％  

3年次 20人 7人 35.0％  

合 計 60人 20人 33.3％ 

  【過去５年間における全体の在籍者数の割合】 

  収容定員(Ａ) 在籍者数(Ｂ) 
定員充足率 

(B/A×100)  

2013年度 90人 31人 34.4％ 

2014年度 80人 28人 35.0％ 

2015年度 70人 24人 34.3％  

2016年度 60人 17人 28.3％  

2017年度 60人 20人 33.3％  

平 均 72人 24人 33.3％ 

  

（２）在籍者数が収容定員を大幅には上回らないための努力 

在籍者数は収容定員内である。 

    

（３）特に力を入れている取り組み 

入学人員を確保し、より優秀な人材を獲得するために入学者選抜日程の

複数化などを行っている。また、中途退学をなるべく出さないように、学

生に対する学修支援を強化している。 

    

（４）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

在籍学生数が収容定員の 110％以内である。 

 

３ 自己評定 

合 

【理由】 在籍学生数が収容定員の 110％以内である。 
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４ 改善計画 

受験生の増加を実現するための様々な取り組みを模索中である。 

 



 109 

７－４ 施設・設備（１）〈施設・設備の確保・整備〉 

 

１ 現状 

（１）施設・設備の確保・整備状況 

ア 施設設備 

法科大学院専用棟内には、講義や演習科目の実施のために 71人収容可

能な講義室を 4 室と収容人員 20 人の演習室を 8 室備えている。2017 年

度現在、学年定員は 20人であり容量的には現状で十分余裕がある。講義

室は、学生間での議論を交えた多方向での授業がしやすいように扇形に

作られている。現在、2 講義室がマルチメディア対応となっており、パ

ソコン画面やビデオ映像の表示が可能である。加えて、民事実務演習、

刑事実務演習等のために教室兼用の模擬法廷教室がある。 

学生の学修スペースとして 164 席の自習室があり、学生 1 人に対して

1 席は確保されている。各座席には情報コンセントが設置されているの

で、学生はそこで各自のパソコンを利用できる。自習室内には約 2 万冊

収納可能な書架があり、学修に必要な図書等を置いている。自習室に隣

接して印刷室があり、複写機(2 台)とプリンタ(2 台)およびパソコン(6

台)を配備しているので、自習室内配架資料のコピーやオンラインでの情

報検索と印刷などができるようになっている。他に個別指導用の小部屋

が 2 つあり、学生によるグループ・スタディのために提供している。Ｉ

Ｔ利用に関しては、パソコン 18 台を備えたコンピュータラボ室があり、

自習室では WiFi(無線 LAN)環境も整っているので、学生は自由にワープ

ロ、電子メール、ネットワークを通じた情報検索などをすることができ

る。自習室、コンピュータラボ室は自動入退室システムであり、適宜、

利用可能である。また、教材や私物の本などを保管するために、学生 1

人に 1 個（必要に応じて 2 個まで）のロッカーが提供されている他、一

定の書棚スペースや談話スペースを備えた学生用準備室がある。 

 

イ 身体障がい者への配慮 

講義室 4 室には、いずれも車いす用の机が設置されている。法科大学

院棟各階にはそれぞれ障がい者用のトイレが設置され、また、法科大学

院棟のエレベータ 2基のうち、1基には車いす用のボタンがある。また、

法科大学院棟入口へのアプローチには、車いす用のスロープが設置され

ている。 

 

（２）問題点や改善状況 

特に問題とされる点はない。 
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（３）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

 

（４）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

施設・設備は非常に適切に確保、整備されている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

【理由】学修に必要な設備は完備している。 

 

４ 改善計画 

特に改善すべき緊急の問題はない。 
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７－５ 施設・設備（２）〈図書・情報源の整備〉 

 

１ 現状 

（１）図書・情報源の確保 

図書・情報源の所在場所は法科大学院棟と中央図書館の 2 つに分かれて

いる。中央図書館においては、質量とも十分な法律関係の図書、学術雑誌、

法令集、判例集等が所蔵され、かつ、利用可能な状態にある。学生および

教員のアクセスの利便性のために、特に法科大学院で必要性の高いものに

ついては重複資料として法科大学院の自習室にも配架されている。その主

なものを挙げると、まず、法令については「現行法令」をはじめ各種の加

除式法令集が用意されている。裁判例については、印刷体の資料として、

「最高裁判所判例集民事及び刑事」、「判例タイムズ」、「判例時報」を始め

として主要な判例集をとりそろえている。その他、「最高裁判所判例解説」、

「判例百選」などの判例解説資料、「ジュリスト」や「法律時報」などの主

要法律雑誌、個別の法律に関する単行本をとりそろえている。このような

状況であるので、学生の学修及び教員の教育活動のためのニーズはかなり

の程度自習室内でまかなえている。 

印刷体のリソースに加え、電子媒体の資料も図書館又は TKC 及び LIC の

ウェブ・サイトを通じて教員及び法科大学院の学生に提供されている。主

なものとして法令データベースでは「Super 法令 Web」、判例データベース

では LEX－DB及び LLI（Ｖパスを含む）、法律論文関係のデータベースとし

て「法律判例文献情報」、「最高裁判所判例解説」、「判例タイムズ」、「ジュ

リスト」、「労働判例」などがある。中央図書館および本法科大学院が提供

しているオンラインデータベース・サービス、並びにインターネット上の

各種サービスは法科大学院棟のコンピュータラボ室や自習室の各席に装備

されている情報コンセントおよび Wifi（無線 LAN）から利用できる。判例

データベースは学生一人ひとりにパスワードが与えられ、学外からでも自

由にアクセスできる契約をベンダー（TKC 及び LIC）と結んでいる。なお、

同時アクセス数については、TKC は無制限であり、LIC は 10 名であるが、

教員数及び学生数からみて特に問題は生じていない。 

 

（２）問題点と改善状況 

特になし。 

    

（３）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（４）その他 
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特になし。 

    

２ 点検・評価 

情報源やその利用環境は非常によく整備されている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

【理由】図書・情報に関しては、全て法科大学院棟で十分に利用することが

できる体制が整備されている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－６ 教育・学習支援体制 

 

１ 現状 

（１）事務職員体制 

法科大学院の事務を取り扱う法科大学院事務室は法科大学院棟内にあり、

学生のアクセスが容易である。事務室には事務室長及び 4名の事務室員が

在籍して日常的な相談等に応じている。 

    

（２）教育支援体制 

授業準備等、教員の教育活動を補助するために、法科大学院棟の教員研

究室と同じフロアに助手室を設けている。助手室には助手 1名及びアシス

タント 1名が在籍している。助手及びアシスタントが行っている業務は以

下のとおりである（福岡大学法科大学院助手規程第 2条）。 

① 本法科大学院に所属する教育職員（非常勤を含む。）の指導を受けて

行う授業補助業務 

② 本法科大学院における教科の教材作成補助業務 

③ 本法科大学院における研究教育経費及び図書予算の執行関連業務 

④ 法科大学院棟内の情報機器及びシステムの管理業務 

⑤ 法科大学院棟の自習室、教室等の管理業務 

⑥ 本法科大学院が行う定例及び臨時の学事に関する業務 

⑦ 本法科大学院学生からの問合せへの対応業務 

⑧ その他法科大学院長が必要と認める業務 

    

（３）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（４）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

支援の体制は、非常に充実しており、実際にもよく活用されている。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

【理由】事務職員や助手等による学生への教育・学修支援体制はよく機能し

ている。特に学生数が少人数であることもあり、学生個々人に対し

て、きめ細かい支援をしている。 
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４ 改善計画 

特に更なる改善の必要性は認められない。 
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７－７ 学生支援体制（１）〈学生生活支援体制〉 

 

１ 現状 

（１）経済的支援81 

本学独自の奨学金として、入学定員の 30％程度の学生に対して、日本学

生支援機構「第一種奨学金」相当額（年額 105万円）を無利子で貸与して

いる。これにより日本学生支援機構奨学金（第一種、第二種）とあわせて、

希望する学生全員が奨学金を受け取ることができている。 

本法科大学院では、成績優秀者を対象として特待生奨学金及び準特待生

奨学金制度を設けている。給付金額は特待生奨学金が授業料相当額（年額

60 万円）、準特待生奨学金が授業料の半額相当額（年額 30 万円）であり、

返還義務はない。それぞれの人数枠は以下のとおりである（平成 25年以降

入学生）。 

また、2013年度入学生からの授業料の減額に伴い、当該年度の入学生と

それ以前の入学生との経済的差異を縮減するために、2012年度以前入学者

で、特待生、準特待生でない者に対し、法科大学院特別給付奨学金（30万

円）を支給していた。 

さらに、2015 年度より、新たに給費奨学金制度として、「福岡大学髙田

法曹育成基金奨学金」を設立した82。この給費奨学金は、本学法学部卒業

後に本法科大学院に入学した成績優秀者に対して、原則 3 年間、月額 12

万円を給付する制度であり、2015年度入学生 2名、2016年度入学生 1名、

2017年度入学生 2名に授与した。 

 

【採用人数】 

 入学時 入学 2年次 入学 3年次 

特待生奨学金 8名以内 5名以内 5名以内 

準特待生奨学金 5名以内 5名以内 5名以内 

    

（２）障がい者支援 

7-4 で記したように、障がい者に対して配慮した設備を有している。ま

た、過去、入学試験において、障がい者に対して別室受験を認めるなどの

配慮をしたことがある。ただし、障がい者が入学したことはない。 

    

（３）セクシュアル・ハラスメント等人間関係トラブル相談窓口 

本学においては、「学校法人福岡大学ハラスメントの防止等及び排除に関

する規程」が制定・施行されており、これに基づき各種ハラスメント（セ

                                            
81
 添付資料 A2 「2018福岡大学法科大学院（パンフレット）」17頁参照 

82
 添付資料 A76「『福岡大学髙田法曹育成基金奨学金奨学金』（給費奨学金）のご案内」 
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クシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラ

スメント）の防止及び排除に取り組んでいる。本規程に基づき、本施策を

統一的かつ継続的に行う主体として「防止対策委員会」が設置され、同委

員会のもとに「相談員」が置かれている。各種ハラスメントの被害者は、

相談員もしくは防止対策委員会の委員に申し出て相談することができる。 

本法科大学院においては独自のハラスメント対策を講じてはいないが、

全学的な制度についてのパンフレット83を配付し、学修ガイドおよび新入

生のガイダンスにおいて学生への周知を図っている。 

2016年度は、ハラスメント防止対策委員会への相談が 1件あった。 

ハラスメント以外の人間関係トラブル相談については（４）参照。 

    

（４）カウンセリング体制 

本学には、学生が精神面のカウンセリングを受けることのできる専門の

部署としてヒューマンディベロップメントセンター（総合相談室）84があ

る。ここでは、心理療法士の資格を有する相談員が常駐しており、心理的

な悩みをはじめ、修学、対人関係、家族関係など、あらゆる相談に応じて

いる。 

学生に対しては、学修ガイドおよび新入生のガイダンスによって同セン

ターを紹介している他、担任教員が学生から相談を受けた場合には、必要

に応じて同センターを紹介している。 

    

（５）問題点及び改善状況 

現在特に問題とされる事項はない。 

    

（６）特に力を入れている取り組み 

   特になし。 

 

（７）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

経済的支援については、学生数が少数であることもあり、奨学金等の利

用は極めて容易な状態にある。特に、「福岡大学髙田法曹育成基金奨学金」

制度は、学生の経済的負担をかなり軽減して勉強に専念できることから、

本法科大学院での学修の大きなモチベーションとして役立っていると考え

られる。また、学生に対する経済的支援の一層の充実のため、2013年度入

                                            
83
 添付資料 A77「Stop Harassment！（パンフレット）」 

84
 添付資料 A78「ヒューマンディベロップメントセンター学生相談室のご案内」 
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学生より授業料等の減額を行った。さらに、教員と学生の個人的な接触が

容易であるために支援を相談し、奨学金の利用について相談しやすい環境

である。また、精神的カウンセリングを受けられる体制、身体的障害のあ

る者に対する支援体制、およびセクハラ・パワハラなど学生生活における

悩みごとに対応する相談窓口などの体制は十分整備されている。 

このように、経済的支援体制、精神面のカウンセリングを受けることの

できる体制、身体面において障がいのある者を支援する体制、学生生活に

関する相談に応じる体制など、学生に対する支援の仕組みは非常に充実し

ており、また実際にも活用されている。 

 

【2017年度実績】（奨学金受給者は延べ人数） 

 2017年度 

入学生 

2016年度 

入学生 

2015年度 

入学生 

2014年度 

入学生 

2013年度 

入学生 
合 計 

特待生奨学金(給費) 6 1 2 0 0 9 

準特待生奨学金(給費) 2 0 0 0 0 2 

福岡大学奨学金(貸与) 0 0 0 0 0 0 

髙田法曹育成基金 

奨学金（給費） 
2 0 1 0 0 3 

機構第一種奨学金 

(貸与) 
2 3 3 0 0 8 

機構第二種奨学金 

(貸与) 
0 2 1 0 1 4 

合  計 12 6 7 0 1 26 

在籍者数 9 4 5 1 1 20 

 

３ 自己評定 

Ａ 

【理由】支援の仕組みは非常に充実しており、十分に活用されている。 

 

４ 改善計画 

特になし。 
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７－８ 学生支援体制（２）〈学生へのアドバイス〉 

 

１ 現状 

（１）アドバイス体制 

学修方法、進路選択、将来構想等について学生からの相談を受けるため

に、担任制85（教員 1人あたり各学年につき学生 2～3人を受け持つ）を採

用している。この制度では、学生一人ひとりに専任教員がチューターとな

ってきめ細かく対応している。また、専任教員は、オフィスアワーとは別

に、各担当科目について学生の能力をさらにレベルアップさせるために、

毎週 1コマの「教科指導」（学生は、対象学年および指導内容に関する掲示

を見て自由に選択することができる）の時間を設けている。また、若手弁

護士がアカデミック・アドバイザーとして、学生のレベルに対応した法律

基本科目の学修を支援しており86、さらに、2015 年度からは、本法科大学

院出身の若手弁護士による「チューター制」を採用し87、学生の勉強方法

だけでなく、学生生活上の様々な悩みの相談に対応している。 

そのほか、進路支援について、進路支援委員会が修了生の進路に関する

情報収集を行っており、進路支援の情報の提供を行うためのプラットフォ

ームを本法科大学院のホームページ上に作成し、司法試験合格後の就職支

援情報や法曹以外の進路の選択肢に関する情報を提供するとともに、進路

支援委員会および担任教員による相談窓口体制を整えている。また、司法

試験合格者に対する就職活動及びビジネスマナーについての研修会を実施

している。 

    

（２）学生への周知等 

上記のアドバイス体制については、入学者に対するガイダンスや学内掲

示により学生に周知されており、多くの学生によって活用されている。 

    

（３）問題点と改善状況 

特に問題とすべき事項はない。 

    

（４）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

 

                                            
85
 添付資料 A79 「平成 29年度 担任一覧」 

86
 添付資料 A80 「平成 29年度 アカデミック・アドバイザー採用予定一覧」 

87
 添付資料 A35 「チューター制度について」（学生向け案内掲示）、 

「チューター実施日程」（2016、2017年度）」 
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（５）その他 

特になし。 

 

２ 点検・評価 

学生に対するアドバイス体制は、上記のように、担任制、教科指導、ア

カデミック・アドバイザー、チューター制など、多様なかたちで整備され

ており、本法科大学院がその特長として掲げる「徹底した学修支援体制」

が実現され、専任教員および弁護士によるきめ細かな個別指導が行われて

いると考える。 

 

３ 自己評定 

Ａ 

【理由】多様なアドバイス体制を整備し、個々の学生の個性にあわせて細か

くアドバイスを行っている。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 
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第８分野 成績評価・修了認定 

 

８－１ 成績評価〈厳格な成績評価の実施〉 

 

１ 現状 

（１）成績評価基準の設定 

  ア 法科大学院としての成績評価方針 

本法科大学院における授業科目については、演習及び実習をもってす

る授業科目を除き、筆記試験による定期試験を行うものと定めており（法

科大学院学則第 45条第 1項）、各授業科目については、この定期試験の

成績のほか、小テスト、レポート、課題などの要素を加味して、その成

績評価を行うべきものとしている。 

そして、総合的な成績評価及び定期試験についての成績評価の基準に

ついては、学期ごとに教授会において確認され、学生には掲示板に掲示

する方法により開示している。 

本法科大学院における成績評価は、合否のみをもって評価するものと

されている授業科目を除き、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＦの 5段階をもって表

示し、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤを合格、Ｆを不合格としている（法科大学院学

則第 47条第 1項）。 

 

イ 成績評価の考慮要素 

筆記試験による定期試験と法的思考力が修得されているかどうかは一

定の時間内に行われる定期試験だけでは評価し尽くせないためにレポー

ト、小テストなどの成績と併せて成績評価を行っている。定期試験とそ

の他の評価要素との割合は、科目特性があるため科目毎に定めており、

シラバスに記載している。 

 

ウ 評価の区分と絶対評価・相対評価 

2008年度前期試験より、必修科目については、受講生が数名の場合を

除き、相対評価とし、選択科目については受講生の偏りが見られるため、

絶対評価としている。 

相対評価にあっては、Ａ評価はＦ（不合格者）及びＨ（試験放棄者）

を除く受験者全体の 10％程度、Ｂ評価はＦ（不合格者）及びＨ（試験放

棄者）を除く受験者全体の 20％程度、Ｃ、Ｄ、Ｆについては制限を設け

ていない。Ｃは、一応の水準と認められる成績、Ｄは、合格と認められ

るが最低限度の成績というのが判断基準である。 

絶対評価にあっては、Ａ評価（90点以上）は優れた成績、Ｂ評価（80

点以上）は良好な水準に達していると認められる成績、Ｃ評価（70点以
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上）は一応の水準と認められる成績、Ｄ評価（60点以上）は合格と認め

られるが最低限度の成績、というのが判断基準である。 

 

エ 再試験 

再試験は実施していない。 

 

オ 各教員の担当科目についての成績評価基準 

上記のような成績評価基準及び配分は事前に公開されており専任教員、

非常勤教員、学生に対して周知徹底されている。定期試験前には、定期

試験実施要領（書面）を教員に配付しており、学生に対しても成績評価

基準・配分を掲示している。さらに、定期試験実施後は、各科目の試験

の配点等をウェブ・サイトにて開示している。 

 

（２）成績評価基準の開示 

ア 開示内容、開示方法・媒体、開示の時期 

全体の成績評価基準は、講義開始前に配付される法科大学院学修ガイ

ドにおいて明記している88。また、入学時におけるガイダンス等におい

て全学生に対して説明している。 

各科目の評価基準については、履修登録前に配付する法科大学院学修

ガイドに掲載されているシラバスにおいて学生に開示している。 

 

（３）成績評価の厳格な実施 

ア 成績評価の実施 

試験問題、採点基準をウェブ・サイトにおいて公開しており、それに

基づき成績評価がなされている。 

 

イ 成績評価の厳格性の検証 

試験前の教授会において定期試験実施要領一式を配付し、また試験後

の教授会において科目毎の成績表を配付するなどして、厳格な成績評価

の徹底を図っている89。なお、学生に対しては、試験実施前に掲示90によ

り評価配分を周知しているが、従来行っていた試験実施後の科目毎の成

績分布表の掲示は、学生数の減少により個人情報特定のおそれが高くな

ったため、現在は取りやめている。 

 

ウ 「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」を踏まえた成績評価の

                                            
88
 添付資料 A3「法科大学院学修ガイド 2017」36頁参照 

89
 添付資料 A81「平成 29年度 法科大学院 前期定期試験 実施要領」 

90
 添付資料 A82「成績評価及び定期試験の取扱いについて（2017年度前期版）」1頁参照
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実施とその検証 

定期試験成績確定教授会、進級判定教授会及び修了判定教授会において

「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」を踏まえた成績評価になっ

ているかの検討、また、問題がある場合には指摘できる体制となっている。 

なお、法科大学院学則第 40条第 4項において、第 1年次配当にかかる

法律基本科目の必修科目のうち 24単位以上を修得し、評価点の平均値が

1.5 以上であることが 2 年次への進級要件とされ、また、同条第 7 項に

おいて、第 1 年次及び第 2年次配当にかかる法律基本科目の必修科目の

うち 46単位以上を修得し、かつ、評価点の平均値が 1.5以上であること

が第 3年次への進級要件とされている。なお、以上の進級要件について

は、同条第 8 項により、第 28条の規定に基づいて長期在学履修を認めら

れた者については適用されない。 

 

  エ 再試験等の実施 

再試験は実施していない。 

    

（４）特に力を入れている取り組み 

教授会において、相対評価が厳格かつ適正に実施できるように評価分布

表及び各学生の科目毎の成績を開示している。 

また、試験終了後、模範解答ないし論点を Webサイトで公表しており、

また、成績発表後には、教員は研究室に待機し、個々の学生に対して答案

を示しながら採点ポイントなどを説明し、評価が厳格かつ適正に実施でき

るようにしている。 

      

（６）その他 

法科大学院学則第 40条第 4項において、第 1年次配当にかかる法律基

本科目の必修科目のうち 24 単位以上を修得し、評価点の平均値が 1.5

以上であることが 2年次への進級要件とされ、また、同条第 7項におい

て、第 1年次及び第 2年次配当にかかる法律基本科目の必修科目のうち

46単位以上を修得し、かつ、評価点の平均値が 1.5以上であることが第

3 年次への進級要件とするなど、厳格な進級判定を行っている91。なお、

以上の進級要件については、同条第 8項により、第 28条の規定に基づい

て長期在学履修を認められた者については適用されない。 

 

    

２ 点検・評価 

成績評価基準は適切に設定されており、その開示も適切に行われている。

                                            
91
 「別紙 ◇学生・修了者・合格者数等の推移」参照 
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また、成績評価も厳格に実施されているといえる。 

３ 自己評定 

Ａ 

【理由】成績評価基準は、すべての科目につき統一的で厳格な成績評価基準

が適切に設定されており、それが学生に対して事前に開示され、か

つ、事前に定められた成績評価基準に従い厳格な成績評価が実施さ

れている。また、厳格な成績評価を担保するため、各科目の成績表

を教授会で示している。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 
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８－２ 修了認定〈修了認定の適切な実施〉 

 

１ 現状 

（１）修了認定基準 

法科大学院学則第 38条において、必修科目についての 65単位及び選択

科目第 33単位以上、総計 98単位以上修得することが修了要件単位とされ

ている。 

2009年度入学生より、いわゆる点の評価から線の評価へと変更すること

とし、従来の課程修了試験を廃止し、その代わりに、公法系、民事系、刑

事系の「総合演習」を設置し、そこにおいて、小テスト、課題提出等の平

常点（50％評価）及び最終試験（50％評価）により、法科大学院の学生が

最低限度修得すべき内容を修得しているかを判定することにしている。 

 

    

（２）修了認定の体制・手続 

前記の修了要件を満たしているかどうかについては教授会において判定

している。 

    

（３）修了認定基準の開示 

学期前に配付する学修ガイドにおいて学生に対して開示している。 

    

（４）修了認定の適切な実施 

  ア 修了認定の実施状況 

今年度の修了対象者数は７名である92。 

 

 イ 法科大学院の学生が最低限修得すべき内容を踏まえた修了認定の実施

を担保するための組織的体制・取り組み 

学期毎に科目毎の成績評定、学生個々人の成績評定が教授会において

開示され、また、課程修了試験の問題も公開され、また、その成績も教

授会において開示されている。 

 

（５）特に力を入れている取り組み 

総合演習の最終試験を司法試験とほぼ同様の方法（選択科目を除く）で

実施している。 

    

（６）その他 

特になし。 

                                            
92
 「別紙 ◇学生・修了者・合格者数等の推移」参照 
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２ 点検・評価 

修了認定基準、修了認定の体制・手続きともに適切に設定・開示され、修

了認定が適切に実施されているといえる。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

【理由】修了認定の基準・体制・手続きの設定、修了認定基準の開示のいず

れも適切であり、修了認定が適切に実施されている。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 
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８－３ 異議申立手続〈成績評価・修了認定に対する異議申立手続〉 

 

１ 現状 

（１）成績評価における異議申立手続 

ア 成績の説明、試験に関する解説・講評 

試験実施後、試験問題及び模範解答または論点を Webサイトにおいて

公表し、さらに質問がある学生に対しては、答案指導を行っている。こ

の答案指導は、成績発表後教員が研究室に待機することを義務づけられ

ているが、このときに行われることもあれば、学生を集合させて行うこ

ともあり、さらには、個別的に指導することもある。答案指導は、活発

に行われている。 

成績評価に疑義がある学生は、「異議申立書」（書面）により科目担当

者に異議を申し立てることができる。異議申立者に対しては、当該担当

教員が書面によって回答し、この回答に不服がある場合には、さらに書

面により教授会に異議を申し立てることができる93。この場合には教授

会の審議に付される。 

2015年度は科目担当者に対する異議申立が 3件あった。このうち 1件

は科目担当者の回答により解決し、2 件は教授会に対する異議申立がな

された。当該案件は特別委員会（成績評価審査委員会）に諮問し、その

答申を踏まえて教授会での審議の結果、2 件とも科目担当者の評価は維

持された94。 

 

イ 異議申立手続の学生への周知等 

学期前に配付される法科大学院学修ガイドの成績評価・試験の項95に

おいて記載している。また、試験実施前に掲示される学生向け実施要領96

にも記載している。 

 

（２）修了認定における異議申立手続 

ア 異議申立手続の設定・実施 

現カリキュラム（2009年度入学生から適用）においては、単位積み上

げ方式がとられているため、個別の科目に対する異議申立とは別に、修

了認定に関する特別の異議申立手続は設けられていない。 

個別の科目に対する異議申立が認められ成績修正が必要となった場合

には、事務室に申し出をし、教授会において審議の上成績修正が行われ

                                            
93
 添付資料 A81「平成 29年度 法科大学院 前期定期試験 実施要領」5頁参照 

94
 添付資料 A83「異議申立書等資料」 

95
 添付資料 A3 「法科大学院学修ガイド 2017」36頁 

96
 添付資料 A82「成績評価及び定期試験の取扱いについて（2017年度前期版）」1頁参 



 127 

ることになる。なお、小規模法科大学院であるため、学生の事務室への

問い合わせはしやすい状況にある。 

旧カリキュラム（2008年度以前入学生に対し適用）においては、修了

要件として課程修了試験が設けられている。この課程修了試験について

は、成績発表後、学生はそれぞれの科目の成績評価に疑義がある場合に

は異議申立書を事務室に提出することにより異議を申し立てることがで

きる。この異議申立に対し、採点担当教員は書面にて回答をするが、こ

の書面による回答についてなお不服がある場合には、事務室に書面を提

出することにより教授会に対して異議を申し立てることができる。なお、

2017 年 4 月 1 日時点で、旧カリキュラムが適用される在学者はいない。

旧カリキュラム適用の可能性があるのは、再入学の場合のみということ

になる。 

 

イ 異議申立手続の学生への周知等 

新カリキュラム（2009年度入学生から適用）においては、前述のとお

り修了認定に関する特別の異議申立手続きは設けられていない。 

 

（３）特に力を入れている取り組み 

特になし。 

    

（４）その他 

特になし。 

    

２ 点検・評価 

書面による異議申立制度が設けられ、さらに、最終的には、異議申立が教

授会の審議に付される制度となっており、制度として完備されており、また、

適正に運用されている。 

 

３ 自己評定 

  Ａ 

【理由】成績評価及び修了認定に対する異議申立手続きの整備、学生への周

知、手続きの適切な実施等、非常に良好に行われている。 

 

４ 改善計画 

  特になし。 

 



 128 

第９分野 法曹に必要なマインド・スキルの養成 

 

９－１ 法曹に必要なマインド・スキルの養成（総合評価及び適格認定） 

 

（評価基準）法曹に必要なマインドとスキルを養成する教育が、適切に実施さ

れていること。 

 

１ 現状 

（１）法曹に必要なマインド・スキルの検討・設定 

 ア 法曹に必要なマインド・スキル 

（ア）本法科大学院が考える法曹に必要なマインド・スキルの内容 

本法科大学院は、①社会正義を実現する法曹の養成、②社会の発展に貢

献する法曹の養成、③あらゆる方面に対応できる法曹の養成を「教育理念・

教育方針」とし、こうした法曹に必要なマインド・スキルとして、事実分

析・認定能力、法的思考力、問題解決能力、法的議論・表現能力、コミュ

ニケーション能力および法曹としての高い使命感と倫理観を養成しようと

している97。これらは、貴財団が考えている 2つのマインド・7つのスキル

と実質的にほぼ一致するものと考える。 

 

（イ）本法科大学院による検討・検証等 

a 各教科の担当教員がそれぞれの授業において、法曹として必要とされる

マインド・スキルについて、社会や人間関係に対する洞察力と優れた人

権感覚の必要性を折に触れて指摘し、そのためには豊かな人間性や感受

性を意識的に磨く努力を惜しまないように指導するほかに、裁判所の見

学98、エクスターンシップ99等を通じて、先輩法曹の経験や職務に取り組

む姿勢に接する機会を設けるなどしている。 

b 第 4分野のＦＤ活動に関する記述にあるとおり、学生に対する①授業に

対するアンケート、②自己認識アンケート、③学生ヒアリング、④教員

による授業参観、⑤司法試験合格者からの聞き取り調査などによって、

各教員が自身の授業の在り方について自己評価書を作成しているところ

であり、これらの活動及び機会を通じて、法曹に必要なマインド・スキ

ルを養成するための教育の在り方を検討・検証している。 

ｃ 自己点検・評価報告書を検討・作成する過程で、各教員がそれぞれの

分野について議論を重ね、最終的には教員全体で議論することから、法

                                            
97
 添付資料 A31「福岡大学法科大学院の『共通的到達目標』およびカリキュラム編成の基本方針」記載

の「福岡大学法科大学院が養成しようとする法曹像」、「福岡大学法科大学院の3方針」）。 
98
 添付資料 A69「刑事裁判法廷傍聴の報告書」 

99
 添付資料 A74「2017(平成 29)年度エクスターンシップ報告会概要」 
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曹に必要なマインドとスキルを養成するための教育の在り方を検討・検

証する機会になっている。 

 

（ウ）科目への展開 

 「教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）」において、1年次

～3 年次にかけての上記能力の修得目標が示されている。すなわち、本法科

大学院は、法学純粋未修者に対する教育を中心とする方針の下に、1 年次に

おける法学の基礎・基本を徹底する教育から出発して 3年間にわたりじっく

りと体系的に教育する体制を採るとともに、一人ひとりの学修・理解度状況

を随時把握したきめ細やかな個人的指導を行う体制を採っている。 

まず、1 年次においては、法学純粋未修者がスムーズに法科大学院での勉

強に入ることができるための導入教育に重点を置き、実務的法律文書を論理

的に正確に読むことができる力を養成することを目標とする「判例講読」を、

法曹の意義と役割を具体的に理解させるとともに実務法曹を目指すモチベー

ションを更に高めることを目標とする「裁判制度概論」を配置している。ま

た、導入教育と平行して、公法系・民事系・刑事系の基本科目である憲法・

民法・刑法などの法律基本科目を配置し、これらの科目の基本的知識を徹底

して修得させ、法律学の理論、構造、制度および判例の基礎・基本を的確か

つ具体的に理解させることを目標としている。 

続いて、2年次においては、1年次に修得した基本的知識を適用・運用して

様々な社会的問題を解決することのできるスキルを修得させるために、演習

科目を重点的に配置し、現実の事例の事実分析・認定を通じて法的思考力お

よび問題解決能力を修得させることを目標としている。 

さらに 2年次から 3年次にかけては、これまでに修得した基本的知識、事

実分析・認定能力、法的思考力および問題解決能力を更に展開させるととも

に、法曹の使命と責任を強く自覚させるための科目として、「民事事実務基礎

論」、「刑事実務基礎論」、「民事実務演習（模擬裁判）」、「刑事実務演習（模擬

裁判）」、「エクスターンシップ」、「リーガル・クリニック」、「法曹倫理」など

の科目を配置し、法曹としての高い使命感と倫理観を涵養するとともに、法

的議論・表現能力およびコミュニケーション能力など、実務法曹としての実

践的かつ専門的なスキルを修得させることを目標としている。また、基礎法

学・隣接科目および展開・先端科目として多様な科目を設置し、学生の視野

を広げるとともに、社会の様々な領域における法的ニーズの増大および多様

化に対応し、国内のみならず国際的な法的問題の処理を可能とすることを目

標としている。 

 

イ 「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」 

（ア）本法科大学院が設定する「法科大学院の学生が最低限修得すべき内容」 
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  本法科大学院において学生が最低限修得すべき内容としては、まず、その

「共通的到達目標」として、①本質および実際の意義を理解した上での基本

的法的知識、②事実を正確に把握し法的問題を抽出する能力、③事実を法的

に分析し問題解決に至る理論的筋道を整理する能力、④法的に表現・議論・

説得することができる能力、⑤地域に貢献する法曹としての強い使命感と倫

理観を挙げ、この基本的考え方の下に、各々の開講科目における「到達目標」

を個別・具体的に「学修ガイド」中のシラバスに示している。 

 

（イ）本法科大学院による検討・検証等 

  各科目担当教員が設定した到達目標は、「法科大学院シラバス作成ガイドラ

イン」100に基づいてシラバスに記載されるが、その記載に際しては、同ガイ

ドラインの中の「授業の学習目標を達成した場合、修得できる中身について

学生にもイメージできるよう具体的に記載してください」および「本学の『共

通到達目標』（別添資料参照）を参考にして、法律基本科目、法律実務基礎科

目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目の各科目群の別、講義科目、演習

科目、臨床科目などの別、1年次、2年次、3年次の配当年次別に相応しい到

達目標を記載してください」とする指示の具体的な意味・内容について、教

授会において説明が行われ、到達目標に関する共通認識が図られている。次

に、各科目担当教員が上記ガイドラインに基づいて作成したシラバスについ

ては、教授会において決定されたシラバス作業担当者（主としてカリキュラ

ム検討委員会の委員）により、「法科大学院シラバスチェック手続」101に基づ

いて、「1次チェック作業」（ガイドラインに沿って作成されているか、カリ

キュラム・ポリシーに基づいた記載がなされているかを確認し、不備等があ

った際は、その指摘事項等を「チェックシート」に記載し、担当教員に「修

正依頼文書」と「チェックシート」が送付され、修正原稿を提出するなど）

が行われる。次に、教務調整運営委員が、「2次チェック作業」（「チェックシ

ート」に記載された事項の対応がなされているか確認を行い、指摘事項があ

る場合は、再度、「修正依頼文書」を担当教員に送付して修正を徹底するなど）

を行った後、「シラバス確認作業完了報告書」を法科大学院長に提出すること

になっており、到達目標の内容については、その適正さが組織的に検討され

て共通認識が図られ、さらにそれを確認・検証する仕組みがとられている。 

 

（ウ）科目への展開 

  カリキュラムは、基本的には、まず、基本的知識を徹底的に身につけ、次

いで応用的能力を涵養するという構成となっているが、これらは分断されて

                                            
100

 添付資料 A84「平成 29年度法科大学院シラバス（授業計画書）作成について」 
101

 添付資料 A85「法科大学院シラバスチェック手続・手順」、「平成 29年度法科大学院シラバス確認作

業チェックシート」、「シラバスチェック作業の流れ」、「平成 29年度法科大学院シラバ

ス確認作業担当者について」 
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いるわけではなく、有機的に結びついたものとなっている。 

  1年次においては、法学純粋未修者が法律学の基本的知識を重点的に修得

し、法律学の基本的な理論、構造、制度および判例をしっかりと理解するこ

とができるようになることを目標として、スムーズに法科大学院での勉強に

入ることができるための導入科目として、実務法律文書を論理的に正確に読

む力を養成することを目標とする「判例講読」および裁判制度の基本的知識

を修得し法曹の意義と役割を具体的に理解させることを目標とする「裁判制

度概論」を配置している。これらの導入教育と平行して、「法律基本科目」と

して、公法系・民事系・刑事系の基礎的科目である憲法 2科目、民法 7科目

および刑法 3科目を中心に、民事訴訟法および行政法各 1科目を必修科目と

して配置している。その他、幅広い識見・能力の涵養を図るために、「基礎法

学・隣接科目」として、「法と医学」、「法と情報」、「法と行政」、「法と企業会

計」などの科目を 1年次から履修することができるようにしている。 

  2年次においては、具体的事案を適切に解決する法的思考能力および問題

解決能力を涵養するために、「法律基本科目」として、憲法、民法、刑法、商

法、行政法、刑事訴訟法および民事訴訟法の各々の演習科目を配置している。

また、法理論に基づく法曹実務の基礎的な能力を育成するために、「法律実務

基礎科目」の必修科目として、「民事実務基礎論」および「刑事実務基礎論」

を配置し、後者を履修した後に、必修科目である「刑事実務演習」（刑事模擬

裁判）を履修させるようにしている。次に、2年次の「法律基本科目」の必

修科目として、行政法 1科目、民事訴訟法 2科目、刑事訴訟法 2科目および

商法 3科目を配置している。また、実務法曹としての職務を遂行するにあた

り遵守すべき倫理原則の理解および高い倫理観の涵養を目的として「法曹倫

理」を配置し、これは 3年次の「エクスターンシップ」を履修する条件とし

ている。 

3年次においては、法的思考能力および問題解決能力をさらに展開させ、

法的議論・表現能力およびコミュニケーション能力など、より実践的かつ専

門的な能力を育成することを目標として、「エクスターンシップ」および「リ

ーガル・クリニック」を配置している。また、2年次の「民事実務基礎論」

の履修に基づく必修科目として「民事実務演習」（民事模擬裁判）を配置する

ほか、「民事紛争処理手続論」、「リーガル・コミュニケーション演習」、「家事

事件処理手続論」、「企業法務論」を配置している。そして、3年次後期にお

いて、本法科大学院における 3年間の教育の集大成として、系列ごとに、「総

合演習Ⅰ（民事法）」、「総合演習Ⅱ（公法）」、「総合演習Ⅲ（刑事法）」を必修

科目として配置している。 

  

（２）法曹に必要なマインド・スキルの養成状況及び法曹養成教育の達成状況 

ア 入学者選抜（第２分野） 
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本法科大学院は、「法曹として地域社会の法的問題を適切に処理することが

できる能力の修得を目指す意欲と熱意を有することをもって、その入学者の

選考基準」としており、このため、「入学者の選考においては、法律的な専門

知識の多寡ではなく、論理的かつ合理的な『思考力・分析力・判断力・表現

力』という実務法曹としての基礎的能力及び資質を適正かつ公平に評価」す

ることとしている。 

入学者の選抜方式としては、2012年度より、Ａ日程・Ｂ日程を実施してお

り、さらに 2013年度からは面接試験を中心とするＳ日程を導入することによ

り、3 回の入学試験を実施している。また、従来から長期在学履修制度を設

けているが、この制度を利用して、夜間及び土曜日に開設される科目を履修

することにより修了に必要な単位の取得が可能な「夜間コース」を 2016年度

に設置し、有職社会人が、その職を辞すことなく法科大学院を修了すること

のできる制度を導入している。 

選抜基準及び選抜手続としては、入学者の大半を占める未修者コースのう

ち、Ａ・Ｂ日程については、①適性試験の成績、②小論文試験または適性試

験第 4部の成績、③自己評価書に基づく出願者の適性及び能力の評価、④そ

の他資料に基づく出願者の学業成績及びその他の活動実績を判定資料とし、

またＳ日程については、①適性試験の成績、②面接試験の成績、③自己評価

書に基づく出願者の適性及び能力の評価（面接の評価に含める）、④読解力及

び表現力などを測る試験の成績（適性試験第 4部）、⑤その他資料に基づく出

願者の学業成績及びその他の活動実績の評価を判定資料とし、各々の評価ウ

エイト及び評価基準に基づいて選抜している。このうち、Ｓ日程における面

接は、教員 2名により受験者ごとに実施し、①法曹を目指す意欲等に関する

事項（自己評価書に記載された事項も含める）、②時事問題等に関する事項に

ついて質問し、質問に対する受け答えが論理的で説得力があるかどうか、態

度・性格に問題はないかどうかを中心として評価することとしている。 

なお、各教員が判定を行う際の基準・手順等については、毎年、改善を図

っており、単に、数値の合計に頼ることなく、受験者数の減少とも相俟って、

個々の受験者をより実質的に審査し、本法科大学院に受け入れるに適するか

否かをきめ細かく判断するように努めている。 

  他方、既修者コースにおいては、①適性試験の成績、②法律専門試験の成

績、③自己評価書に基づく出願者の適性及び能力の評価、④その他資料に基

づく出願者の学業成績及びその他の活動実績の評価を判定資料とし、法律専

門試験の評価基準については、特に、「法科大学院における教育の基盤となる

理論的側面についての理解度が高く、実務法曹を養成する教育を受けるのに

十分な理論的基礎が確立しており、2年次の授業についていくことのできる

能力を有するか否かを審査するために」、憲法、民法、刑法、民事訴訟法及び

行政法の5分野についての試験を実施し、民法又は民法を除く2分野につき、
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20％点に満たない場合には不合格としている。法律専門試験の出題・採点の

基準については、教授会での議論により、「2年次からの講義に十分ついてい

けるかどうかという観点から合否を判定する」との基準が設定されている。 

  入学者の多様性の確保については、合格者全体に占める社会人及び法学系

以外の学部の出身者の割合が 30％に満たない場合は、一定の範囲で調整を図

るための「特別選考」を競争性や質の維持が疎かにならないように、特別選

考合格基準を定めて実施している。最近 5年間（2012～2016年度）における

「法学部以外の学部出身者」又は「実務等の経験のある者」の割合は 23.7％

であるが、2015年度は 57.1％、2016年度は 60.0％となっており、多様性が

十分確保されている。 

 

イ カリキュラム（第５分野） 

1 年次を中心に実体法、手続法に関する法律基本科目を学修し、実務にお

いて通用する法理論を修得させるようにしている。2 年次後期に刑事模擬裁

判（刑事実務演習）、3 年次前期に民事模擬裁判（民事実務演習）をいずれも

必修として設け、理論と実務の架橋を図りながら、訴訟手続の体系的な理解

が深められるよう工夫している。   

学修の早い段階である 1年次に、判例の法理論だけでなく、その法理論が

具体的にどのような場面で機能するのかを認識させるため、事案を丁寧にひ

もときながら法理論を学ぶ「判例講読」を配置している。また、2014年度か

ら、裁判制度の基本的知識を修得し法曹の意義と役割を具体的に理解させる

ことを目標とする「裁判制度概論」を配置している。さらに、「法律基本演習」、

「法情報調査演習」の各講座を設け、法学部卒以外の学生であっても、法律

文書に親しみ、読み解く力を身に付け、法がどのような場面でどのように機

能しているかを理解し、あるいは、実際にパソコン等を操作させて法的問題

の解決に必要な情報を得る方法を涵養している。これらの導入教育と平行し

て、「法律基本科目」として、公法系・民事系・刑事系の基礎的科目である憲

法 2科目（「基本的人権論」、「統治機構論」）、民法 7科目（「民法Ⅰ～Ⅶ」）お

よび刑法 3科目（「刑事法Ⅰ～Ⅲ」）を中心に、民事訴訟法（「民事訴訟法Ⅰ」）

および行政法（「行政過程論」）各 1科目を必修科目として配置している。ま

た、刑事訴訟法については、2年次からの本格的な授業の導入科目として、

2014年度から、「刑事訴訟法入門」を配置している。 

 

ウ 授業（第６分野） 

法律基本科目の授業については、双方向・質疑応答形式のものと講義形式

のものがあるが、後者の場合も、小テストの答案解説や判例分析の場面で双

方向性を意識して進められている。 

具体的事例を用いた演習科目、民事、刑事の模擬裁判等で、法律的に何が



 134 

問題となるか、その問題を解決するためにはどのような検討視点や選択肢が

あるか、どの方法を選択するか、その選択肢を進めるためにはどのようなス

キルや作業が必要か、等々を検討することを通じて、問題解決能力の内容を

理解させている。 

民事訴訟法等の演習科目においては、様々な法的アプローチの手法(訴訟、

仲裁、調停、和解等)と、その選択に当たっての考え方を理解させている。例

えば、「民事実務基礎論」では、具体的事象から、要件事実を踏まえて主要な

事実を抽出させ、事実整理をさせることで、事実認定への道筋をつくらせ、

「民事実務演習」では、具体的事例から、民事訴訟法等が実務上どう活用さ

れるかを、訴訟代理人や裁判官という立場から理解させ、具体的事例におけ

る事実的・法的・手続的な諸般の問題を分析・検討する機会としている。「リ

ーガル・コミュニケーション演習」では、法律相談や受任事件における事情

聴取、相手方との裁判外交渉・和解等の様々なテーマごとに、グループ討議、

ロールプレイ、文書起案を体験させることで、コミュニケーション能力を涵

養している。 

また、刑事実務関連科目においても、具体的事例から、捜査事項の検討と

適切な捜査手法の選択に当たっての考え方、公判活動・証拠判断の在り方等

を導き出す方法と理論を理解させている。 

さらに、エクスターンシップの運用改善、弁護士法人福岡リーガルクリニ

ックセンターの開設に伴い、臨床法学教育も充実しつつある。 

 

エ 成績評価・修了認定（第８分野） 

成績評価については、試験実施前の教授会において定期試験実施要領一式

を配布するとともに評価配分を学生に周知し、試験実施後は、各科目の試験

問題およびその配点などの評価基準をウェブ・サイトに公開するほか、試験

終了後の教授会において各科目の成績表を配付するなどして、厳格な成績評

価が実施されている。また、試験終了後には、すべての教員が学生と面談す

る時間を設定して個別の相談に応じたり、「学生カード」に成績を記入して教

員間で学生の学修状況に関する情報を共有して個別的指導に当たることなど

を通じて、様々な形で学生が自らのスキルの現状や到達度を理解できる機会

が保障されている。 

修了認定についても同様に、その基準・体制・手続の設定、修了認定基準

の開示はいずれも適切である。 

 

オ 教育体制（第３分野） 

学生収容定員数 60人に対して専任教員数は 12人であり、また、法律基本

科目ごとに適格性のある専任教員数が確保できている。研究者教員と実務家

教員の数および割合、教授の数および割合、ジェンターバランスについて特
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段の問題はないが、他方、60歳以上の教員の割合が 50％であり、今後、教員

の年齢構成において問題が生じる可能性がある。 

また、各教員は、適格性の審査手続の中で、各々の教育経験・研究業績・

実務上の実績に照らし、法科大学院の教員として必要とされる高度の教育能

力を十分に有すると評価された者であるが、後述するように、ＦＤ委員会に

よる授業評価アンケートおよび自己評価書、教員相互による授業参観などに

基づいて各教員の教育内容および教育方法の検証が行われており、各教員の

能力の水準の維持および向上が図られているといえる。 

 

カ ＦＤ（第４分野） 

2017年度において、専任教員 12人のうち 7人がＦＤ委員会委員であるが、

委員会（2016年度は 7回）にはほぼ全員が参加し少人数による議論がなされ、

その検討内容は必要に応じて教授会に上程し、情報や発想等の共有化に努め

ているとともに、授業の進め方や成績評価の在り方を巡って、本音の議論が

交わされ、教員自身のスキルの向上に寄与しており、また、学生の状況につ

いての認識を共有する場ともなっている。ＦＤ活動としては、授業参観、授

業評価アンケート、自己認識アンケートなどが行われているが、これらの施

策については、その内容や実施方法について、毎年検証が行われ、少しずつ

改善されており、少なくとも専任教員間ではＦＤ活動への関与について認識

が深められていると考える。 

  学生による授業等の評価の把握方法として、「授業に関するアンケート」、

「自己認識アンケート」、「修了生に対するアンケート」、「在学生に対する個

別ヒアリング」等を実施しているが、これらのうち「授業に関するアンケー

ト」は、前期・後期各 1回、専任・兼任のすべての教員担当の科目で実施さ

れており、その結果は、速やかに各教員の閲覧に供され、デジタルデータ化

されたものが各教員に配付され、また、ＦＤ委員会での検討資料となってい

る。さらに専任教員は、アンケート結果を基にして「自己評価書」を作成し

てＦＤ委員会に提出することが義務付けられており、この自己評価書は、他

の教員や学生も随時閲覧できる状態になっている。 

 

キ 学習環境（第７分野） 

クラス人数がすべて 50人以内で授業が行われていること、入学者が入学定

員の 110％以内であること、在籍者数が収容定員の 110％以内であることにつ

いては、いずれも基準を満たしている。他方、1クラスの人数が「10人を下

回るか否か」については、2017年度においては、1年次の法律基本科目（必

修科目）においては 10人を若干下回る程度であるが、2年次および 3年次の

クラスにおいては、10人を大幅に下回っている。しかし、正規の受講者以外

の学生の参加を認める試み、例えば、法学部の学生を「体験入学」として 1
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年間を通じて積極的に受け入れたり、登録していない学生の任意の聴講を認

めたり、また、科目等履修生として若手の弁護士が受講するなど、クラス内

での双方向・多方向による討論や切磋琢磨が行われ得るような「適切な人数」

を実現する努力が継続的に行われている。 

施設・設備の確保・整備については、4つの講義室（そのうち 2室はマル

チメディア対応）および 8つの演習室、また、164席の自習室（各座席に情

報コンセント設置、複写機・プリンタ・パソコンも配備）が備えられ、さら

に、パソコン 18台を備えたコンピュータラボ室も自由に利用可能であり、学

生 1人に 1個のロッカーも提供されているなど、学修に必要な設備は完備さ

れている。 

図書・情報源の確保については、法科大学院棟（自習室）と中央図書館に

おいて質量ともに十分な法律関係の図書、学術雑誌、法令集、判例集が所蔵

され、利用可能となっており、また、電子媒体の資料も、図書館又はＴＫＣ

およびＬＩＣのウェブ・サイトを通じて学生に提供されているなど、非常に

よく整備されている。 

教育・学修支援体制については、授業準備等の教員の教育活動を補助する

ために、助手室（助手 1名およびアシスタント 1名）が設置され、支援の体

制は充実しており、実際にもよく活用されている。 

学生支援体制については、本学独自の奨学金による経済的支援、セクハラ

等人間関係トラブル相談窓口、カウンセリング体制など、学生に対する支援

の仕組みは非常に充実している。また、学生へのアドバイス体制についても、

担任制、教科指導、アカデミック・アドバイザー、チューター制など多様な

制度を通じて、法科大学院における学修だけでなく、学生生活上の様々な悩

みについても、個別的にきめ細かく対応する体制が採られている。 

 

ク 自己改革の取り組み（第１分野） 

自己改革を目的とした組織としては、①本法科大学院における自己点検・

評価の実施及び認証評価への対応並びにその結果の公表に必要な事項の処理

を行う「自己点検・評価委員会」、②カリキュラム見直し等を行う「カリキュ

ラム検討委員会」、③教育内容・方法等について検討する「ＦＤ委員会」が設

置されているが、専任教員全員が複数の委員会に所属するとともに、各委員

会あるいは教授会構成員が個人的に提起した自己改革に関する問題を教授会

の場で実質的に議論し、自己改革につなげていく取り組みを行っているとい

う意味で、教授会自体が、自己改革を行うための柔軟性を持った組織となっ

ている。 

自己点検・評価委員会は、2015年度に本大学が大学基準協会に認証評価を

申請するに当たり、「自己点検・評価報告書」の作成を担当した。また、2016

～2017年度にかけて、2017年度下期実施の日弁連法務研究財団の認証評価に
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向けて「自己点検・評価報告書」の作成にあたった。カリキュラム検討委員

会は、2014年度から実施された新カリキュラムを検証する作業を継続的に行

っている。ＦＤ委員会は、年間 10回前後開催され、本法科大学院における組

織的教育の推進に向けて着実な活動を重ねている。これらの委員会の活動は、

その都度、教授会において報告されるが、その報告に基づいて、教授会にお

いて更に活発な議論が行われ、教員全員が情報を共有し、全員参加による十

分な議論が行われている。 

自己改革の取り組み状況として、まず、教員体制については、ＦＤ委員会

や教授会でしばしば検討を行っており、また、毎年、授業評価アンケートや

ＦＤ委員による個別の学生からの意見・希望聴取も実施している。2015年度

からは、従来の「授業懇談会」に代えて、担任制の活用による個別面談方式

を実施して多くの学生から様々な意見を聴取し、面談担当教員は報告書を作

成の上、教員全員に配付して情報の共有化を図っている。ＦＤ委員会では、

授業評価アンケートや意見聴取において特に問題と考えられる検討課題を取

り上げて検討した上で、教授会で報告し、テーマによっては教授会において

も検討を重ね、例えば、学生の授業準備や予習・復習の内容や方法が不十分

な学生に対して、担任教員や各科目担当教員が適切なアドバイスを行うこと

を確認・実施するなどの施策を具体化している。 

次に、入学者選抜については、特に、定員充足率の充足がここ数年実現で

きていないため、毎年、その対策についての検討を重ね、九州内の大学で開

催している入試説明会や学内における情報情宣活動については、実施方法・

内容を点検するとともに、回数の増加だけでなく、対象者（法学部生向け、

他学部生向け、社会人向け、夜間コース志望者向けなど）のバリエーション

を増やすなどの工夫を図っている。また、配付説明資料についても、修了生

の司法試験合格状況や進路動向等を分析したものを作成し、案内パンフレッ

トや募集要項と共にわかりやすく説明するよう心がけている。さらに、2016

年度からは、法学部の協力を得て、法学部の前期開講の演習科目に本法科大

学院の教員が出向いて法科大学院について直接説明する方法を実施した。そ

の結果、2017年度の入学者選考においては、例年にない学内進学者の増加が

みられた。 

 

（３）特に力を入れている取り組み 

 ア 本学法学部学生の受験者および入学者の増加を図るために、法学部の協

力を得て、法学部開講のほぼすべての演習科目に本法科大学院の教員が

出向いて直接情報宣伝をさせてもらったり、法学部の学生が入学前に法

科大学院の授業（1 年次の必修・法律基本科目）を体験することのでき

る「体験入学（長期）」を積極的に展開したり、また、法学部の新入生（ゼ

ミ）に対する本法科大学院実務家教員の案内による法科大学院の施設見
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学などを行っており、このための、法学部執行部との協議会を定例的に

開催し、本法科大学院と法学部との連携の強化に努めている。 

 イ 新入生の導入教育を図るために、従来より、プレセミナーを（1 月～3

月に憲法・民法・刑法を各 1回）開催していたが、2017年度新入生から、

憲法・民法・刑法の 3 科目について、3 月に各 3 回（土曜日各 1 時間）

のプレセミナーを、法曹三者（元裁判官、元検察官および弁護士）によ

る「目指すべき法曹像」の講演会とともに実施して、新入生がスムーズ

に 4月からの授業に入っていくことができるための取り組みを強化して

いる。 

 ウ 在学生に対しては、法学未修者に対する教育を中心とする体制を採って

おり、特に一人ひとりの学生に対するきめ細やかな指導を図るために、

担任制および担当学生に対する個別面談による学生からの意見・要望の

聴取および相談への対応、学生カードによる各科目の学修状況の把握、

若手弁護士のチューターによる学修・生活環境等の相談への対応、半期

ごとの成績発表後の全教員による今後の勉強等の相談への対応など、各

学生の現時点での学修状況に応じた個別的な指導を行っている。 

 エ 司法試験受験予定者に対しては、後期（特に 1 月～3 月）に各教員が自

主ゼミや答案指導などを実施（実施内容の一覧表を掲示）し、受験予定

者が各々の必要に応じてそれらのゼミなどを自由に受けて受験に備える

ことを可能としている。 

 

（４）その他 

   特になし。 

 

２ 点検・評価 

法曹に必要なマインド・スキルの設定は適切であり、それらの養成に向け

た取り組みも、「法曹に必要なマインド・スキルの養成状況」アないしクの

とおり、おおむね適切になされていると考える。 

 

３ 自己評定 

Ｂ 

【理由】2014 年度からの大幅なカリキュラム改正による体系的かつ適切な

授業の実施、弁護士法人福岡リーガルクリニックセンターの開設に

よる教育機能の充実、エクスターンシップの運用改善に伴う成果の

拡大等、この数年間の改善・努力が実を結びつつあり、法曹養成の

ための教育機関としての取り組みとしては、法科大学院に必要とさ

れる水準に達していると考えるが、他方、司法試験合格者の増加に

なかなか結びついてきていないことから、スキルの養成・強化の面
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で、なお検討・努力すべき点が残されていると考える。 

 

４ 改善計画 

司法試験合格率の低迷の克服のために、「法曹に必要なマインドとスキル

の養成」にさらに取り組むための施策に関する検討が必要である。 

 


