
科目名 科目群 学年 学期 必修・選択 単位 備考１

法学の基礎 基礎法学・隣接科目群 １年 前期 必修 2

司法制度論 基礎法学・隣接科目群 １年 前期 必修 2

人権Ⅰ 法律基本科目群 １年 前期 必修 2

民法Ⅰ 法律基本科目群 １年 前期 必修 2

民法Ⅱ 法律基本科目群 １年 前期 必修 2

民法Ⅲ 法律基本科目群 １年 前期 必修 2

刑事法Ⅰ 法律基本科目群 １年 前期 必修 2

刑事法Ⅱ 法律基本科目群 １年 前期 必修 2

１年前期小計 16

人権Ⅱ 法律基本科目群 １年 後期 必修 2

民法Ⅳ 法律基本科目群 １年 後期 必修 2

民法Ⅴ 法律基本科目群 １年 後期 必修 2

企業法Ⅰ 法律基本科目群 １年 後期 必修 2

企業法Ⅱ 法律基本科目群 １年 後期 必修 2

判決手続基礎Ⅰ 法律基本科目群 １年 後期 必修 2

判決手続基礎Ⅱ 法律基本科目群 １年 後期 必修 2

１年後期小計 14

行政法 法律基本科目群 ２年 前期 必修 2

民事法問題発見演習Ⅰ 法律基本科目群 ２年 前期 必修 2

民事法問題発見演習Ⅱ 法律基本科目群 ２年 前期 必修 2

刑事法問題発見演習Ⅰ 法律基本科目群 ２年 前期 必修 2

正義論 基礎法学・隣接科目群 ２年 前期 必修 1

倒産処理法 展開・先端科目群 ２年 前期 必修 2

自治体法務 展開・先端科目群 ２年 前期 必修 2

リーガルクリニックⅠ 実務基礎科目群 ２年 前期 選択必修 1 ⅠかⅡを選択

２年前期小計 14

司法審査論 法律基本科目群 ２年 後期 必修 2

公法問題発見演習 法律基本科目群 ２年 後期 必修 2

民事法問題発見演習Ⅲ 法律基本科目群 ２年 後期 必修 2

民事法総合演習 法律基本科目群 ２年 後期 必修 2

刑事法問題発見演習Ⅱ 法律基本科目群 ２年 後期 必修 2

刑事法問題発見演習Ⅲ 法律基本科目群 ２年 後期 必修 2

法社会学 基礎法学・隣接科目群 ２年 後期 必修 1

リーガルプロフェッション 実務基礎科目群 ２年 後期 必修 2

２年後期小計 15

市民法務演習Ⅰ 法律基本科目群 ３年 前期 必修 2

市民法務演習Ⅱ 法律基本科目群 ３年 前期 必修 2

裁判法務演習Ⅰ 法律基本科目群 ３年 前期 必修 2

裁判法務演習Ⅱ 法律基本科目群 ３年 前期 必修 2

地域政策論 基礎法学・隣接科目群 ３年 前期 選択必修 1 生活環境と法との

生活環境と法 展開・先端科目群 ３年 前期 選択必修 <１> 選択必修１単位

リーガルクリニックⅡ 実務基礎科目群 ３年 前期 選択必修 <１> ⅠかⅡを選択

３年後期小計 9

法務総合演習 実務基礎科目群 ３年 後期 必修 2

現代司法論 展開・先端科目群 ３年 後期 必修 2



科目名 科目群 学年 学期 必修・選択 単位 備考１
３年後期小計 4

必修単位合計 ４０科目 72

＜選択科目：学年指定なし＞

裁判法務演習Ⅲ 法律基本科目群 選択 2

現代家族論 基礎法学・隣接科目群 選択 2

経営実態論 基礎法学・隣接科目群 選択 2

比較裁判制度 基礎法学・隣接科目群 選択 1

ジェンダー論 基礎法学・隣接科目群 選択 1

西洋法文化論 基礎法学・隣接科目群 選択 1

海外法曹事情 基礎法学・隣接科目群 選択 2

被害者学 基礎法学・隣接科目群 選択 2

生命倫理学 基礎法学・隣接科目群 選択 2

地域研究 基礎法学・隣接科目群 選択 1

アジア法文化論 基礎法学・隣接科目群 選択 2

少年非行と法 展開・先端科目群 選択 2

登記実務と法 展開・先端科目群 選択 2

国際人権法 展開・先端科目群 選択 2

知的財産法 展開・先端科目群 選択 2

市民生活と法Ⅰ 展開・先端科目群 選択 2

市民生活と法Ⅱ 展開・先端科目群 選択 2

都市計画と法 展開・先端科目群 選択 1

資産流動化・証券化と法 展開・先端科目群 選択 1

税法 展開・先端科目群 選択 2

職業生活と法 展開・先端科目群 選択 2

高齢者と法 展開・先端科目群 選択 2

企業経営と法 展開・先端科目群 選択 2

医療と法 展開・先端科目群 選択 2

経済刑法 展開・先端科目群 選択 1

学校教育と法 展開・先端科目群 選択 1

情報法 展開・先端科目群 選択 2

国際法 展開・先端科目群 選択 2

経済法 展開・先端科目群 選択 2

必修単位合計（４０科目） 72 ２９科目 50
選択単位合計（３０科目） 52



必修科目内訳（７２単位） １年前期 １年後期 ２年前期 ２年後期 ３年前期 ３年後期

教育目標 導入教育 基本知識の修得 問題発見能力の涵養 問題処理能力の涵養 連携能力の涵養 実務準備教育

基本知識の修得 体系的理解 批判的思考力・問題解決 コミュニケーション能力の涵養

法律基本科目群 公法 人権Ⅰ 人権Ⅱ 行政法 司法審査論

(10単位） 公法問題発見演習

民事法 民法Ⅰ 民法Ⅳ 民事法問題発見演習Ⅰ 民事法総合演習 市民法務演習Ⅰ

(３０単位） 民法Ⅱ 民法Ⅴ 民事法問題発見演習Ⅱ 民事法問題発見演習Ⅲ 市民法務演習Ⅱ

民法Ⅲ 企業法Ⅰ 裁判法務演習Ⅰ

企業法Ⅱ

判決手続基礎Ⅰ

刑事法 刑事法Ⅰ 判決手続基礎Ⅱ 刑事法問題発見演習Ⅰ 刑事法問題発見演習Ⅱ 裁判法務演習Ⅱ

(1４単位） 刑事法Ⅱ 刑事法問題発見演習Ⅲ

実務基礎科目群 リーガルプロフェッション 法務総合演習

(５単位） リーガルクリニックⅠ（選択必修）＊ リーガルクリニックⅡ（選択必修）＊

基礎法学・隣接科目群 司法制度論 正義論＊ 法社会学＊

(６単位） 法学の基礎

展開・先端科目群 倒産処理法 地域政策論（選択必修）現代司法論

(７単位） 自治体法務 生活環境と法（選択必修）＊

（１６単位） （１4単位） （14単位） （１４単位） （９単位） （４単位）

＊：選択必修科目（選択開始学期に単位算定

選択科目内訳：学年配当なし

法律基本科目群 裁判法務演習Ⅲ

基礎法学・隣接科目群 現代家族論 比較裁判制度＊ 西洋法文化論＊ 被害者学 地域研究＊

経営実態論 ジェンダー論＊ 海外法曹事情 生命倫理学 アジア法文化論

　

展開・先端科目群 少年非行と法 国際人権法 都市計画と法＊ 職業生活と法 医療と法 学校教育と法＊

登記実務と法 知的財産法 資産流動化・証券化と法＊ 高齢者と法 経済刑法＊ 情報法

＊：１単位科目 市民生活と法Ⅰ市民生活と法Ⅱ 税法 企業経営と法 国際法

経済法



市民法務 自治体法務 経営法務 刑事法務

サービス提供先 主として市民や企業 主として自治体 主として中小企業 被疑者・被告人

進路 弁護士 弁護士・自治体幹部職員 弁護士・企業法務 弁護士・検察官

現代家族論 現代家族論 経営実態論 少年非行と法

登記実務と法 国際人権法 登記実務と法 国際人権法

ジェンダー論＊ 都市計画と法＊ 資産流動化・証券化と法＊ 資産流動化・証券化と法＊

市民生活と法Ⅰ 市民生活と法Ⅰ 税法 ジェンダー論＊

市民生活と法Ⅱ 税法 企業経営と法 税法

職業生活と法 地域研究＊ 職業生活と法 被害者学

高齢者と法 高齢者と法 知的財産法 生命倫理学

医療と法 学校教育と法＊ 経済法 学校教育と法＊

裁判法務演習Ⅲ 地域政策論＊・生活環境と法＊ 経済刑法＊ 経済刑法＊

科目・単位数 ９科目１５単位 ９科目１４単位 ９科目１６単位 ９科目１４単位

＊：１単位科目

選択科目：開講科目総数　　　＝２９科目（うち１単位科目８科目・共通科目６科目10単位）

　　　　　開講科目総単位数　＝５０単位

　修了要件取得単位数　　　　＝17単位（２年次：７単位以上・３年次：１４単位以上）

コア指標科目


