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■法科大学院棟の利用について 

 
開館時間 ８：３０～２３：００ 

・４階の院生研究室および地下１階の図書室は、年末年始、一斉清掃、設備点検

実施日などを除き、土曜、日曜、祝祭日も利用できます。 
・停電や緊急の点検・工事などで法科大学院棟を利用できない日がある場合は、

掲示でお知らせします。 
 

 
法科大学院棟は全館禁煙です。トイレ内も禁煙ですので注意してください。 
 

授業時間（９０分） 
  【春学期】                【秋学期】2016 年度秋学期のみ 
                      
 
                      
 
 
 
 
 
 
※定期試験期間については、時間割が変更になるので掲示で確認してください。 

１時限 ９：１５～１０：４５ 

２時限 １１：００～１２：３０ 

昼休み １２：３０～１３：２０ 

３時限 １３：２０～１４：５０ 

４時限 １５：０５～１６：３５ 

５時限 １６：５０～１８：２０ 

６時限 １８：３０～２０：００ 

 ７時限※ ２０：１０～２１：４０ 

１時限 ９：３０～１１：００ 

２時限 １１：１０～１２：４０ 

昼休み １２：４０～１３：３０ 

３時限 １３：３０～１５：００ 

４時限 １５：１０～１６：４０ 

５時限 １６：５０～１８：２０ 

６時限 １８：３０～２０：００ 

 ７時限※ ２０：１０～２１：４０ 

※予備時限：正課授業は実施しません 
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Ⅰ 法政大学大学院法務研究科の概要 
法政大学大学院法務研究科は専門職大学院であり、法政大学専門職大学院学則で「本

専門職大学院は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した

能力を培うことを目的とする。」（第 2 条）と定めています。特に「法務研究科法務専

攻は、平成 15 年 3 月 31 日文部科学省令第 16 号による法科大学院であり、専ら法曹養

成の教育を行うことを目的とする課程である。」（第 25 条）として設置されています。 

 

１．名称 法政大学大学院 法務研究科 法務専攻 

 

２．大学院法務研究科の使命及び目的・教育目標 

司法制度改革の一環として発足した法科大学院は、法曹人口の拡大に応えると

ともに、旧司法試験のような一度の試験の合否による法曹への途を、専門職大学

院におけるプロセスとしての法曹養成システムに切り替えようとするものです。 

また、司法制度改革そのものが、これまでの行政主導による事前規制型の社会

から、個人・企業による自由な社会・経済活動を促し、社会的な問題解決を事後

的な司法的・準司法的手続きに委ねる社会へと移行させようというものであり、

そのために、法曹の社会的な比重と役割を高めることが考えられています。 

 

①創造的法曹の育成 

本研究科では、以上の法科大学院の理念に応えるため、既存の法知識の詰め

込み教育に偏ることなく、新たな法律問題にも柔軟に対応し具体的な事件を通

じて法を創造的に解釈・運用することのできる、創造的法曹を育成することを

目指しています。 

 

②目標とする法曹の具体像―「市民法曹」 

本学法科大学院は、在野代言人養成の法律学校を基礎に発足した本学の歴史

からも、また、自由と進歩を標榜する学風からも、法曹とりわけ弁護士を念頭

に置き、なかでも市民法曹、すなわち、市民生活に密着した法律相談業務を担

う人材を養成しようとしています。カリキュラムにおいてクリニック関連科目

を重視し、また、クリニックの授業の一環として法律相談所を開設しています。 

 

③多様化・複雑化する法律問題への対応 

創造的法曹となり、社会のニーズに応えるためには、ますます複雑化する企

業活動、企業間関係、国際取引などに対応できる必要があります。そこで本研

究科は商法分野に充実した教員を擁し、法律基本科目に加えて展開・先端科目

群で対応することにしています。また、法律・政策の立案・執行能力を持つ人

材育成にも対応するため、公法分野を充実するとともに、行政学系の科目を隣

接または先端科目に設置しています。 

 

３．課程 専門職学位課程 

 

４．学位 法務博士（専門職） 
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2016(平成28)年度　　法科大学院　学年暦

(金) 学年開始

学生証・ＰＣ配布、ガイダンス

(日) 入学式（日本武道館）

(月) 春学期授業開始＜各曜日とも15週＞
【4/29（金）昭和の日は授業実施】
【4/30（土）は休業。4/29昭和の日の振替】
【5/2（月）はレクリエーションデーのため休業】
【5/6（金）は休業。7/18海の日の振替】
【7/18（月）海の日は授業実施】

(土) 春学期授業終了

(月)
春学期定期試験期間

(土)

(月)
夏季休業期間

(木)

春学期定期試験解説週間（予定）

(金) 秋学期授業開始＜各曜日とも15週＞
【9/19（月）敬老の日は授業実施】
【9/22（木）秋分の日は授業実施】
【10/10（月）体育の日は授業実施】
【11/3（木）文化の日は授業実施】
【11/23（水）勤労感謝の日は授業実施】

(土) 9月修了学位記交付式

(木) 年内授業終了

(土)
冬季休業期間

(土)

(月) 授業再開
【1/9（月）成人の日は授業実施】

(土) 秋学期授業終了

(月)
秋学期定期試験期間

(土)

秋学期定期試験解説週間（予定）

(金) 学位授与式

(金) 学年終了

2016年4月1日

4月3日

4月4日

7月23日

7月25日

8月6日

8月8日

9月15日

8月29日（月）～9月1日（木）

9月16日

9月17日

1月28日

2月13日（月）～2月16日（木）

3月24日

3月31日

12月22日

12月24日

2017年1月7日

1月9日

1月14日

1月16日
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◎・・・祝日でも授業を実施する日 授業実施日

４月      April ５月      May ６月      June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
学年

開始

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

入学式
授業
開始

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
◎

祝日 休

７月      July ８月     August ９月      September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
試験
終了

週 間

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
夏季
休業 祝日

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
授業
開始

学位記
交付式

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
◎

祝日
授業
終了

◎
祝日

◎
祝日

25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
試験
開始

定 期 試 験
（予

解 説
定）

※8/8・9模擬裁判予定

10月    October 11月    November 12月    December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 1 2 3 4 5 1 2 3
◎

祝日
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
◎

祝日
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

◎
祝日

授業
終了 祝日

冬季
休業

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31 ※12/31～1/3は法科大学院棟全面閉鎖

1月    January 2月    February 3月    March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

◎祝日
授業再開

授業
終了 祝日

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
試験
開始

定 期 試 験
（予

解 説
定）

週 間

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
試験
終了 祝日

学位
授与式

29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 31
学年
終了

休 祝日 祝日 祝日 休

24

    31

2016(平成28)年度　　法科大学院　学年暦
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2015 年度以降入学法学未修者 および 法学既修者用 

  

Ⅲ 修業年限、在学年限、修了要件について 
修業年限とは本研究科の課程を修了するために必要な最短の年限のことであり、 

在学年限とは大学院に在学することができる最長の年数です。在学年限を超えて在学

することはできません。 

 

  １．修業年限 標準修業年限 ３年 

ただし、法務研究科において必要とされる法学の基礎的な知識を有すると認め

られた者は２年とする。 

 

  ２．在学年限（2015 年度改正） 

      在学年限は、次の（１）・（２）により「未修者試験入学者」と「既修者試験入

学者」で異なります。 

 

（１）修業年限の 2倍を超えて在学することはできない。 

ただし、休学期間は在学年限に算入しない。 

（２）入学時の学年は、未修者試験で入学した新入生は１年生、既修者試験で

入学した新入生は２年生となる。 

        

【未修者試験入学者の在学年数】 

       最大で６年間 

 

     【既修者試験入学者の在学年数】 

       最大で４年間 

 
３．修了要件 

     法務研究科を修了して法務博士（専門職）の学位を得るためには、授業科目群

ごとに所定の単位を修得していること、および修得単位数の総計が修了所要単位

数を満たしていることが必要です。修了・学位の修得に必要な単位数およびその

内容に関する規程の適用は、極めて厳格なものであり、１単位でも不足があった

場合は、進級、修了、学位の取得はできません。 

     詳細は、項目４．を参照してください。 

 

     修了所要単位 ９４単位（法学既修者は７０単位） 
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【９月修了について】 

当該年度の春学期開講科目を修得するだけで修了所要単位を満たす場合で、

９月修了を希望する場合は、４月末までに所定の「９月修了審査願」を提出す

る必要があります。具体的な手続方法や提出締切日時については、別途お知ら

せします。 

 

※９月修了審査願を提出できる者は、３年生に半期以上在学し、修了保留の判

定を受けた留級者に限ります。 

※９月修了を希望しない場合は、学年末に修了判定を希望する者として取り扱

われます。 

 修了所要単位数を満たしていても、二期分の学費等を所定の期日までに納入

しなかった場合や、秋学期期間中に退学した場合は、修了認定されないため、

法務博士（専門職）の学位は得られません。 

 

 

 

   （参考）2016 年度科目群別開講単位数一覧表 

科 目 群 

開講 

単位

数 

１年次配当 ２年次配当 ３年次配当 

必修 選択 必修 選択 必修 選択 

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

法律基本科目群 88 12 12 6 10 6 12 4 2 8 4 6 6

実務基礎科目群 28 4 8 6  2 2 6

基礎法学・隣接科目群 16 8 8     

展開・先端科目群 82 32 40   4 6

合  計 214 12 12 14 18 10 12 44 48 8 6 12 18
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  ４．コース別 修了要件、進級要件、履修制限について 
 

法学未修者コース  （２０１５年度以降入学者） 

 

（１）修了要件について 

  修了所要単位数９４単位は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  実務基礎科目群のうち４単位以上は、ローヤリング、クリニック、エクスタ

ーンシップ、国際経済紛争処理、法情報・法律文書作成、英文契約文書作成の

中から必ず修得してください。 

 

 

（２）進級要件について 

１年次から２年次、２年次から３年次へ進級するためには、当該学年の在学期間

が１年以上であることに加え、次の①、②の要件を満たすことが必要です。 

下記②の要件不足で進級できなかった場合、必修科目を再履修することになりま

す。（「再履修について」参照） 

① １年次においては、法律基本科目群の１年次配当必修科目・選択必修科目から

２４単位以上修得すること。 

② 当該年度履修の必修科目の GPA が１．６以上であること。 

 

（３）履修制限について 

１年間の履修上限単位数（再履修科目も含む）は、２年次は３６単位、 

３年次は４４単位です。 

科 目 群 所要単位 

法律基本科目群 ６２単位以上（必修 54/選択必修２） 

実務基礎科目群 
１０単位以上 

（必修６／選択必修４）※1 

基礎法学・隣接科目群 ４単位以上 

展開・先端科目群 １４単位以上 

実務基礎科目群または 

展開・先端科目群のいずれか 
４単位以上 

合  計 ９４単位以上 
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法学既修者コース  （２０１５年度以降入学者） 

 

 

既修入学者は、学則により１年間在学し２４単位を上限とし修得したものとみなします

ので、２年次に入学（編入学の扱い）となります。 

 

（１）修了要件について 

修了所要単位数７０単位の内訳は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 既修者は１年次の法律基本科目群のうち必修科目２４単位（ただし上限）

が免除されます。 

※２ 実務基礎科目群のうち４単位以上は、ローヤリング、クリニック、エクス

ターンシップ、国際経済紛争処理、法情報・法律文書作成、英文契約文書作

成の中から必ず修得してください。 

 

（２）進級要件について 

２年次から３年次へ進級するためには、２年次の在学期間が１年以上であること

に加え、当該年度履修の必修科目の GPA が１．６以上であることが要件です。当該

年度履修の必修科目の GPA が１．６未満により進級できなかった場合、必修科目を

再履修することになります。（「再履修について」参照） 

 

（３）履修制限について 

１年間の履修上限単位数（再履修科目も含む）は、２年次は３６単位、 

３年次は４４単位です。 

科 目 群 所要単位 

法律基本科目群 
３８単位以上 

（必修３０/選択必修２）※１ 

実務基礎科目群 
１０単位以上 

 （必修６／選択必修４）※２ 

基礎法学・隣接科目群 ４単位以上 

展開・先端科目群 １４単位以上 

実務基礎科目群または 

展開・先端科目群のいずれか 
４単位以上 

合  計 ７０単位以上 

―6― ―7―



8 

2014 年度入学法学未修者 および 法学既修者用 

  

Ⅳ 修業年限、在学年限、修了要件について 
修業年限とは本研究科の課程を修了するために必要な最短の年限のことであり、 

在学年限とは大学院に在学することができる最長の年数です。在学年限を超えて在学

することはできません。 

 

  １．修業年限 標準修業年限 ３年 

ただし、法務研究科において必要とされる法学の基礎的な知識を有すると認め

られた者は２年とする。 

 

  ２．在学年限（2015 年度改正） 

      在学年限は、次の（１）・（２）により「未修者試験入学者」と「既修者試験入

学者」で異なります。 

 

（１）修業年限の 2倍を超えて在学することはできない。 

ただし、休学期間は在学年限に算入しない。 

（２）入学時の学年は、未修者試験で入学した新入生は１年生、既修者試験で

入学した新入生は２年生となる。 

        

【未修者試験入学者の在学年数】 

       最大で６年間 

 

     【既修者試験入学者の在学年数】 

       最大で４年間 

 
３．修了要件 

     法務研究科を修了して法務博士（専門職）の学位を得るためには、授業科目群

ごとに所定の単位を修得していること、および修得単位数の総計が修了所要単位

数を満たしていることが必要です。修了・学位の修得に必要な単位数およびその

内容に関する規程の適用は、極めて厳格なものであり、１単位でも不足があった

場合は、進級、修了、学位の取得はできません。 

     詳細は、項目４．を参照してください。 

 

     修了所要単位 １０２単位（法学既修者は７４単位） 
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【９月修了について】 

当該年度の春学期開講科目を修得するだけで修了所要単位を満たす場合で、

９月修了を希望する場合は、４月末までに所定の「９月修了審査願」を提出す

る必要があります。具体的な手続方法や提出締切日時については、別途お知ら

せします。 

 

※９月修了審査願を提出できる者は、３年生に半期以上在学し、修了保留の判

定を受けた留級者に限ります。 

※９月修了を希望しない場合は、学年末に修了判定を希望する者として取り扱

われます。 

 修了所要単位数を満たしていても、二期分の学費等を所定の期日までに納入

しなかった場合や、秋学期期間中に退学した場合は、修了認定されないため、

法務博士（専門職）の学位は得られません。 

 

 

 

   （参考）2016 年度科目群別開講単位数一覧表 

科 目 群 

開講 

単位

数 

１年次配当 ２年次配当 ３年次配当 

必修 選択 必修 選択 必修 選択 

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

法律基本科目群 82 14 14 2 8 8 12 10 4 4 6

実務基礎科目群 28 4 8 6  2 2 6

基礎法学・隣接科目群 16 8 8     

展開・先端科目群 82 32 40   4 6

合  計 208 14 14 10 16 12 12 40 46 10 6 10 18
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  ４．コース別 修了要件、進級要件、履修制限について 
 

法学未修者コース  （２０１４年度入学者） 

 

（１）修了要件について 

  修了所要単位数１０２単位は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  実務基礎科目群のうち４単位以上は、ローヤリング、クリニック、エクスタ

ーンシップ、国際経済紛争処理、法情報・法律文書作成、英文契約文書作成の

中から必ず修得してください。 

 

 

（２）進級要件について 

１年次から２年次、２年次から３年次へ進級するためには、当該学年の在学期間

が１年以上であることに加え、次の①、②の要件を満たすことが必要です。 

下記②の要件不足で進級できなかった場合、必修科目を再履修することになりま

す。（「再履修について」参照） 

① １年次においては、法律基本科目群の１年次配当必修科目から２４単位以上修

得すること。 

② 当該年度履修の必修科目の GPA が１．６以上であること。 

 

（３）履修制限について 

１年間の履修上限単位数（再履修科目も含む）は、１・２年次は３６単位、 

３年次は４４単位です。 

科 目 群 所要単位 

法律基本科目群 ６２単位以上 

実務基礎科目群 
１０単位以上 

（必修６／選択必修４）※1 

基礎法学・隣接科目群 ４単位以上 

展開・先端科目群 ２２単位以上 

実務基礎科目群または 

展開・先端科目群のいずれか 
４単位以上 

合  計 １０２単位以上 
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法学既修者コース  （２０１４年度入学者） 

 

 

既修入学者は、学則により１年間在学し２８単位を上限とし修得したものとみなします

ので、２年次に入学（編入学の扱い）となります。 

 

（１）修了要件について 

修了所要単位数７４単位の内訳は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 既修者は１年次の法律基本科目群のうち必修科目２８単位（ただし上限）

が免除されます。 

※２ 実務基礎科目群のうち４単位以上は、ローヤリング、クリニック、エクス

ターンシップ、国際経済紛争処理、法情報・法律文書作成、英文契約文書作

成の中から必ず修得してください。 

 

（２）進級要件について 

２年次から３年次へ進級するためには、２年次の在学期間が１年以上であること

に加え、当該年度履修の必修科目の GPA が１．６以上であることが要件です。当該

年度履修の必修科目の GPA が１．６未満により進級できなかった場合、必修科目を

再履修することになります。（「再履修について」参照） 

 

（３）履修制限について 

１年間の履修上限単位数（再履修科目も含む）は、２年次は３６単位、 

３年次は４４単位です。 

科 目 群 所要単位 

法律基本科目群 ３４単位以上※１ 

実務基礎科目群 
１０単位以上 

 （必修６／選択必修４）※２ 

基礎法学・隣接科目群 ４単位以上 

展開・先端科目群 ２２単位以上 

実務基礎科目群または 

展開・先端科目群のいずれか 
４単位以上 

合  計 ７４単位以上 
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2012・2013 年度入学法学未修者 および 2013 年度入学法学既修者用 

  

Ⅴ 修業年限、在学年限、修了要件について 
修業年限とは本研究科の課程を修了するために必要な最短の年限のことであり、 

在学年限とは大学院に在学することができる最長の年数です。在学年限を超えて在学

することはできません。 

 

  １．修業年限 標準修業年限 ３年 

ただし、法務研究科において必要とされる法学の基礎的な知識を有すると認め

られた者は２年とする。 

 

  ２．在学年限（2015 年度改正） 

      在学年限は、次の（１）・（２）により「未修者試験入学者」と「既修者試験入

学者」で異なります。 

 

（１）修業年限の 2倍を超えて在学することはできない。 

ただし、休学期間は在学年限に算入しない。 

（２）入学時の学年は、未修者試験で入学した新入生は１年生、既修者試験で

入学した新入生は２年生となる。 

        

【未修者試験入学者の在学年数】 

       最大で６年間 

 

     【既修者試験入学者の在学年数】 

       最大で４年間 

 
３．修了要件 

     法務研究科を修了して法務博士（専門職）の学位を得るためには、授業科目群

ごとに所定の単位を修得していること、および修得単位数の総計が修了所要単位

数を満たしていることが必要です。修了・学位の修得に必要な単位数およびその

内容に関する規程の適用は、極めて厳格なものであり、１単位でも不足があった

場合は、進級、修了、学位の取得はできません。 

     詳細は、項目４．を参照してください。 

 

     修了所要単位 １０２単位（法学既修者は７２単位） 
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【９月修了について】 

当該年度の春学期開講科目を修得するだけで修了所要単位を満たす場合で、

９月修了を希望する場合は、４月末までに所定の「９月修了審査願」を提出す

る必要があります。具体的な手続方法や提出締切日時については、別途お知ら

せします。 

 

※９月修了審査願を提出できる者は、３年生に半期以上在学し、修了保留の判

定を受けた留級者に限ります。 

※９月修了を希望しない場合は、学年末に修了判定を希望する者として取り扱

われます。 

 修了所要単位数を満たしていても、二期分の学費等を所定の期日までに納入

しなかった場合や、秋学期期間中に退学した場合は、修了認定されないため、

法務博士（専門職）の学位は得られません。 

 

 

  （参考）2016 年度科目群別開講単位数一覧表 

科 目 群 

開講 

単位

数 

１年次配当 ２年次配当 ３年次配当 

必修 選択 必修 選択 必修 選択 

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

法律基本科目群 82 16 14 2 8 6 12 10 4 4 6

実務基礎科目群 28 4 8 6  2 2 6

基礎法学・隣接科目群 16 8 8     

展開・先端科目群 82 32 40   4 6

合  計 208 16 14 10 16 10 12 40 46 10 6 10 18
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  ４．コース別 修了要件、進級要件、履修制限について 
 

法学未修者コース  （２０１２・２０１３年度入学者）

 

（１）修了要件について 

  修了所要単位数１０２単位は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 実務基礎科目群のうち４単位以上は、ローヤリング、クリニック、エクスタ

ーンシップ、国際経済紛争処理、法情報・法律文書作成、英文契約文書作成の

中から必ず修得してください。 

 

 

（２）進級要件について 

１年次から２年次、２年次から３年次へ進級するためには、当該学年の在学期間

が１年以上であることに加え、次の①、②の要件を満たすことが必要です。 

下記②の要件不足で進級できなかった場合、必修科目を再履修することになりま

す。（「Ⅶ.７.再履修について」参照） 

① １年次においては、法律基本科目群の１年次配当必修科目から２６単位以上修

得すること。 

② 当該年度履修の必修科目の GPA が１．６以上であること。 

 

（３）履修制限について 

１年間の履修上限単位数（再履修科目も含む）は、１・２年次は３６単位、 

３年次は４４単位です。 

科 目 群 所要単位 

法律基本科目群 ６２単位以上 

実務基礎科目群 
１０単位以上 

（必修６／選択必修４）※1 

基礎法学・隣接科目群 ４単位以上 

展開・先端科目群 ２２単位以上 

実務基礎科目群または 

展開・先端科目群のいずれか 
４単位以上 

合  計 １０２単位以上 
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法学既修者コース  （２０１３年度入学者） 

 

 

既修入学者は、学則により１年間在学し３０単位を上限とし修得したものとみなしま

すので、２年次に入学（編入学の扱い）となります。 

 

（１）修了要件について 

修了所要単位数７２単位の内訳は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 既修者は１年次の法律基本科目群のうち必修科目３０単位（ただし上限）

が免除されます。 

※２ 実務基礎科目群のうち４単位以上は、ローヤリング、クリニック、エクス

ターンシップ、国際経済紛争処理、法情報・法律文書作成、英文契約文書作

成の中から必ず修得してください。 

 

（２）進級要件について 

２年次から３年次へ進級するためには、２年次の在学期間が１年以上であること

に加え、当該年度履修の必修科目の GPA が１．６以上であることが要件です。当該

年度履修の必修科目の GPA が１．６未満により進級できなかった場合、必修科目を

再履修することになります。（「再履修について」参照） 

 

（３）履修制限について 

１年間の履修上限単位数（再履修科目も含む）は、２年次は３６単位、 

３年次は４４単位です。 

科 目 群 所要単位 

法律基本科目群 ３２単位以上※１ 

実務基礎科目群 
１０単位以上 

 （必修６／選択必修４）※２ 

基礎法学・隣接科目群 ４単位以上 

展開・先端科目群 ２２単位以上 

実務基礎科目群または 

展開・先端科目群のいずれか 
４単位以上 

合  計 ７２単位以上 
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Ⅵ ２０１６年度授業科目について 
  １．授業科目一覧表 

※ クラス編成については時間割・掲示板等で発表します。 
※ 展開・先端科目については履修を前提とする科目が多いため、履修にあたって

はシラバスや各教員からの指示に注意してください。 
 
別紙④入る（科目一覧表 計３ページ) 
 
 
 
 
 

2016年度授業科目一覧表

統治の基本構造 必修 1 秋学期 2 日野田

基本的人権 必修 1 春学期 2 日野田

行政法基礎※１ 選択 1・2 春学期 2 浜川 2クラス

日野田 2クラス

齊藤 2クラス

日野田 2クラス

齊藤 2クラス

行政法演習Ⅰ 必修 2 秋学期 2 浜川 2クラス

行政法演習Ⅱ 必修 3 春学期 2 浜川 2クラス

公法演習Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 ― 休講

公法演習Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 ― 休講

憲法判例演習Ⅰ 選択 3 春学期 2 日野田

憲法判例演習Ⅱ 選択 3 秋学期 2 日野田

基礎ゼミⅠ 選択 1 春学期 2 遠山

基礎ゼミⅡ 選択 1 秋学期 2 遠山

財産法Ⅰ 必修 1 春学期 4 遠山

財産法Ⅱ 必修 1 秋学期 4 遠山

民事基礎演習 選択 1 秋学期 2 土屋

土屋 2クラス

新堂 2クラス

土屋 2クラス

新堂 2クラス

民法演習Ⅲ※２ 必修 3 春学期 2 2014年度以前入学者用

民法演習Ⅲ※２ 選択 3 春学期 2 必選区分・開講期・配当学年変更

商法Ⅰ※３ 1・2 春学期 2 明田川

商法Ⅱ※３ 1・2 秋学期 2 明田川

明田川 2クラス

必修 3 春学期 2 柴田 1クラス

柳（明） 1クラス

明田川 2クラス

必修 3 秋学期 2 柴田 1クラス

柳（明） 1クラス

民事訴訟法Ⅰ 必修 1 春学期 2 田村

民事訴訟法Ⅱ 必修 1 秋学期 2 田村

民事訴訟法演習Ⅰ 必修 2 春学期 2 高須・上原 4クラス

民事訴訟法演習Ⅱ 必修 2 秋学期 2 高須・上原 4クラス

民事法演習 必修 3 秋学期 2 高須 2クラス

民法判例演習Ⅰ 選択 3 春学期 2 ― 休講

民法判例演習Ⅱ 選択 3 秋学期 2 ― 休講

民事訴訟法判例演習Ⅰ 選択 3 春学期 2 ― 休講

民事訴訟法判例演習Ⅱ 選択 3 秋学期 2 中村(彦)

刑法総論 必修 1 春学期 2 野嶋

刑法各論 必修 1 秋学期 4 今井

刑事基礎演習 選択 1 秋学期 2 水野

刑事訴訟法Ⅰ 必修 1 春学期 2 水野

刑事訴訟法Ⅱ 選択 1 秋学期 2 水野

刑法演習Ⅰ 必修 2 春学期 2 今井・水野 2クラス

刑法演習Ⅱ 必修 2 秋学期 2 ※４・水野 2クラス

田中 2クラス

野嶋 2クラス

田中 2クラス

野嶋 2クラス

刑事法演習 選択 3 秋学期 2 ― 休講

刑法判例演習Ⅰ 選択 3 春学期 2 水野

刑法判例演習Ⅱ 選択 3 秋学期 2 ※４

刑事訴訟法判例演習Ⅰ 選択 3 春学期 2 ― 休講

刑事訴訟法判例演習Ⅱ 選択 3 秋学期 2 ― 休講

法
律
基
本
科
目
群

公
法
系

刑
事
系

刑事訴訟法演習Ⅰ 必修 2 秋学期 2

刑事訴訟法演習Ⅱ 必修 3 春学期 2

2

土屋 2クラス

選択
必修

商法演習Ⅰ

民
事
系

民法演習Ⅰ 必修 2 春学期 2

民法演習Ⅱ 必修 2 秋学期

商法演習Ⅱ

履修
系列

科目名
必選
区分

配当
学年

開講期 単位

憲法演習Ⅱ 必修 3 春学期 2

担当者 クラス数 備考

憲法演習Ⅰ 必修 2 秋学期 2

1
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民事訴訟実務の基礎 必修 2 春学期 2 中村(彦)・派遣裁判官 4クラス

水野 2クラス

野嶋 2クラス

山崎 2クラス

岡田 2クラス

春学期 中村(彦)

秋学期 中村(彦)

春学期 高須

秋学期 高須

春学期 中村(彦)

秋学期 中村(彦)

クリニック（生活紛争） 春学期 山崎

春学期 今井・麻生・菊田

秋学期 田中・麻生・菊田

春学期 中村(彦)

秋学期 中村(彦)・浜川

国際経済紛争処理
選択
必修

3 秋学期 2 米谷

英文契約文書作成
選択
必修

2～ 春学期 2 福士

法情報・法律文書作成
選択
必修

3 秋学期 2 小池・中網

刑事事実認定の基礎 選択 2～ 春学期 2 ― 休講

要件事実演習 選択 3 秋学期 2 土屋

英米法 選択 1～ 秋学期 2 ※４ 開講期変更

法哲学 選択 1～ 春学期 2 大野

ドイツ法 選択 1～ 春学期 2 日野田

法と経済学 選択 1～ 春学期 2 松村 2016年度担当者最終年

法制史 選択 1～ 秋学期 2 中網

立法学 選択 1～ 春学期 2 長谷川

行政学 選択 1～ 秋学期 2 坂根

アメリカ政治論 選択 1～ 秋学期 2 中野 開講期変更

政治理論 選択 1～ 秋学期 2 ― 休講（隔年開講）

※１　「行政法基礎」　2014年度入学者は必修　　2015年度以降入学者は選択

※２　「民法演習Ⅲ」　2014年度以前入学者は必修　　2015年度以降入学者は選択・春学期開講

※３　「商法Ⅰ」・「商法Ⅱ」　2014年度以前未修入学者は必修　　2015年度以降入学者は選択必修

※４　担当者名は６月以降公表予定

エクスターンシップ
選択
必修

2～
春学期は
３年生の
み受講可

2
法律事務所

企業法務（秋学期のみ）
霞が関

基
礎
法
学
・
隣
接
科
目
群

基
礎

隣
接

ローヤリング(面接交渉)
選択
必修

2～ 2

クリニック（コンプライアンス）

選択
必修

2～
2

クリニック（市民間紛争）

クリニック（刑事法）

実
務
基
礎
科
目
群

専
門
的
技
能
教
育

法曹倫理 必修 3 秋学期 2

担当者 クラス数 備考

刑事訴訟実務の基礎 必修 2 春学期 2

履修
系列

科目名
必選
区分

配当
学年

開講期 単位

2
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現代的契約関係法 選択 2～ 春学期 2 高須

債権回収法 選択 2～ 春学期 2 大中

現代家族の法と手続 選択 2～ 秋学期 2 上原

労働法Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 浜村

労働法Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 浜村

労働法演習 選択 3 秋学期 2 泉澤

刑事政策Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 ― 休講

刑事政策Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 ※４

経済法Ⅰ 選択 2～ 秋学期 2 岸井

経済法Ⅱ 選択 3 春学期 2 岸井

民事執行・保全法 選択 2～ 秋学期 2 西川

経済法演習 選択 3 秋学期 2 岸井

税法 選択 2～ 春学期 2 中村(昭)

地方自治法 選択 2～ 秋学期 2 白藤

知的財産法Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 松本

知的財産法Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 角田

消費者法 選択 2～ 春学期 2 桜井

環境法 選択 2～ 春学期 2 柳（憲）

企業結合法Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 柴田

企業結合法Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 柴田

現代人権論 選択 2～ 秋学期 2 日野田

憲法訴訟論 選択 2～ 春学期 2 ― 休講

社会保障法 選択 2～ 秋学期 2 大原

金融商品取引法Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 明田川

金融商品取引法Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 明田川

倒産法Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 高木（裕）

倒産法Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 高木（裕）

倒産法演習 選択 3 秋学期 2 中村(彦)

医事法 選択 2～ 秋学期 2 小西

金融取引法 選択 2～ 秋学期 2 久保・野口

信託法 選択 2～ 秋学期 2 堂園

企業取引法Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 明田川

企業取引法Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 明田川

国際刑事法 選択 2～ 春学期 2 今井

経済刑法 選択 2～ 春学期 2 今井

国際経済法Ⅰ 選択 2～ 秋学期 2 米谷

国際経済法Ⅱ 選択 3 春学期 2 米谷

国際関係法（公法系分野）Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 森田

国際関係法（公法系分野）Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 森田

国際関係法（私法系分野）Ⅰ 選択 2～ 春学期 2 道垣内

国際関係法（私法系分野）Ⅱ 選択 2～ 秋学期 2 上村

国際取引法 選択 2～ 春学期 2 宇都宮 開講期変更

法と心理学 選択 2～ 秋学期 2 高木（光）

.

※４　担当者名は６月以降公表予定

担当者 クラス数 備考

展
開
・
先
端
科
目
群

展
開

先
端

履修
系列

科目名
必選
区分

配当
学年

開講期 単位

3
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２．クリニック、ローヤリング、エクスターンシップについて 

（１）「クリニック」は科目名称の後に（ ）で内容を示します。 

      （例：「クリニック（コンプライアンス）」、「クリニック（市民間紛争）」など） 

 

（２）２０１６年度は分野別に４つのクリニックが開講される予定です。ただし、

学則上は「クリニック」として１つの科目として扱うため、内容が異なる場

合でもクリニックを２つ以上履修することはできません。 

 

（３）「エクスターンシップ」の受講希望者数が定員を越えた場合、受講者の選抜

を行うことがあります。定員、選抜方法などの詳細については、別途お知ら

せします。 

 

３．上智大学法科大学院との相互科目履修について 

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻（上智大学法科大学院）と法政大学大学

院法務研究科法務専攻（法政大学法科大学院）は、２０１６年４月より法科大学

院教育の一層の充実をはかり、優れた法律家の養成に資することを目的として、

相互科目履修により学生交流を行います。 

 

・履修科目について 

上智大学法科大学院で、２０１６年度に履修できる科目は下記のとおりです。

履修できるのは、２､３年次生で１人２科目４単位を上限とし、１科目につき３人

を上限とします。なお、これらの科目を履修した場合、修了認定にあたってはそ

の修得単位を選択科目の単位数として修了算入します。（ただし、「Law and 

Practice of International Business Transactions」を除く）。 

履修登録等詳細は掲示でお知らせします。 

 

（注）上智大学法科大学院の提供科目については、履修中止、定期試験未受験は

一切認められない。 

 

上智大学法科大学院提供科目 単位  

 

 

展開・先端科目群として 

修了要件単位に含まれる 

 

 

国際取引法の現代的課題 ２ 

国際家族法 １ 

環境法政策 ２ 

環境訴訟 ２ 

企業環境法 ２ 

金融法 ２ 

Law and Practice of International 

Business Transactions 
１ その他科目として修了要件外単位となる
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Ⅶ 授業の履修および試験・成績について 
１．単位の修得 

     単位は、履修登録し、履修した科目について平素の学修状況、出席状況、授業

態度および筆記試験またはレポート等による成績評価の結果、合格した場合に与

えられます。 

 

２．授業回数 

 本研究科は、半年間を１学期とするセメスター制を採用しています。１年間を

春学期、秋学期に分けて、学期ごとに科目を開講し、単位認定を行います。 

（春学期４月１日～９月１５日、秋学期９月１６日～３月３１日） 

４単位科目・・・半期 週２時限開講合計３０回を目安として授業を行います。 

２単位科目・・・半期 週１時限開講合計１５回を目安として授業を行います。 

 

３．授業科目の登録 

（１）履修登録 

        科目の履修登録は、半期ごとに行います。 

履修を希望する授業科目を法科大学院時間割表から選択し、指定期間内

に登録を行ってください。未登録のまま授業を受講し試験等を受けても、

単位、評価ともに認められないので注意してください。 

履修登録の確認を怠り、登録ミスについて指定された期間内に訂正の手

続きを行わなかった場合、単位を修得することはできないので十分注意し

てください。夏期集中科目は春学期科目の扱いとなります。 

 

①年間履修登録数制限 

ａ．年間の履修登録単位数の上限は、１・２年次は３６単位、３年次は 

 ４４単位です。春・秋学期で登録時期が異なるので、春学期登録までに

年間履修計画を立てて登録を行ってください。 

ｂ．春学期で履修登録した科目が、Ｄ（不合格）・Ｅ（未受験不可）評価と

なった場合でも、年間履修登録単位数に含まれます。 

ｃ．春学期にＤ・Ｅ評価の科目があっても、その単位数分を秋学期履修登

録時に加えることはできないので注意してください。 

 
②配当学年について 

ａ．必修科目・選択必修は、配当学年で履修登録してください。 

※法学既修者コース（２・３年次）に在籍する学生は、１年次必修科目

の履修をすることも可能です。その場合の単位は、修了要件の単位数

を超えて修得したものとなります。 

※再履修については別項目を参照してください。 

ｂ．選択科目は、配当学年以上の学年で履修が可能です。 

 ※ただし基礎ゼミ・刑事基礎演習・民事基礎演習・刑事訴訟法Ⅱは、配

当学年で履修してください。 
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ｃ．上位学年の配当科目は履修登録できません。 

 
③受講者数の制限について 

  選択科目で履修希望者が５０名を超える場合には、選抜等を行い受講者数

を制限する場合があります。選抜の方法等は掲示板にて告知します。 

 

④クリニック、ローヤリング、エクスターンシップの履修 

クリニック、ローヤリング、エクスターンシップは事前登録が必要です。

事前登録の詳細は、別途掲示しますので注意してください。 

エクスターンシップの実施時期は、春学期は前年度の１～３月頃、秋学期

は６～９月頃の予定です。履修登録の時期は、授業履修の後となります。履

修の流れは、事前登録→授業の履修→履修登録 となり、他の科目と異なり

ますので注意してください。 

 

（２）履修登録方法、期間 

Web 履修登録システムより、所定の期間に履修登録申請を行ってください。 

登録方法・期間の詳細については、学期開始時に掲示、配布物等で告知し

ます。 

※登録科目がない場合は何も登録せず、申請ボタンをクリックしてください。 

 

（３）履修登録科目確認通知書 

履修登録後、各自に「履修登録科目確認通知書」を公開します。必ずダ

ウンロードし、登録内容に誤りがないかを確認してください。修正等があ

る場合は指定期間内に行ってください。登録間違い等を放置した場合、授

業を受講して試験を受けたとしても単位修得は認められません。 

 

    （４）その他履修上の留意事項 

修了要件として科目群ごとの最低修得単位が定められているため、選択

科目の受講にあたっては、特定の科目群に偏ることなく、修了要件を満た

すように履修計画を立てて履修登録を行ってください。 

 

①１年生（法学未修者コース） 

ａ．２０１５年度以降入学者の１年次配当の必修科目は２４単位です（２０

１４年度入学者は２８単位）。年間合計３６単位まで履修できるので、３６ 

単位から必修単位数を引いた残りの単位については、選択必修科目・選択

科目を春学期または秋学期に履修することができます。 

ｂ．１年次留年生は、再履修を含み年間３６単位まで履修登録ができます。 

 

②２年生（法学既修者コースの新入生、法学未修者コース入学で２年次進級者） 

ａ．２年次配当の必修科目は２２単位です（２０１４年度入学者は２４単位）。

年間合計３６単位まで履修できるので、３６単位から必修単位数を引いた

残りの単位については、選択必修科目・選択科目（再履修分も含む）を春
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学期または秋学期に履修することができます。 

ｂ．２年次留年生は、再履修を含み年間３６単位まで履修登録ができます。 

 

 ＜法学未修者コース入学で２年次への進級者＞ 

      １年次配当の科目を再履修する場合も、年間登録制限単位３６単位の中に含

まれるので注意してください。なお、再履修にあたっては教員からの指示や掲

示板の掲示に注意してください。 

 

③３年生 

ａ．３年次配当の必修科目は１２単位です（２０１４年度以前入学者は１４

単位）。年間合計４４単位まで履修できるので、４４－（必修１２単位）＝

３２単位については、選択科目（再履修分も含む）を春学期または秋学期

に履修することができます。 

ｂ．３年次留年生（修了保留者）は、再履修を含み年間４４単位まで履修登

録ができます。 

 

４．試験について 

（１）学業成績は、定期試験による他、平常点、レポート、口頭試問等により評

価されます。 

（２）定期試験時間割は原則として試験開始日の１４日前に掲示で発表します。 

（３）試験時間割の見誤りによる試験日、試験時間、試験教室の間違いがないよ

う、よく確認してください。 

（４）試験時間は、原則として法律基本科目は１２０分、その他の科目は９０分

です。開始・終了時刻が通常時間割と異なるので注意してください。 

（５）試験受験上の注意や、追試・再試については、試験時間割発表時に詳細を

掲示します。 

    （６）授業科目によっては定期試験を実施しない科目もありますので、授業時の

教員からの指示や掲示に注意してください。 

なお、定期試験の他に、授業時間内において随時「レポート提出」や「授

業内試験」を実施する科目もあります。授業内試験については、原則として

授業中に担当教員が指示します。 

 

５．追試験 

急病など、やむをえない事情により定期試験を欠席した場合で、期間内に届け

出のあった者は追試験を受けることができます。なお、追試験を受験した場合、

当該科目は再試験対象外です。 

    （１）申請資格 

「急病」「事故」「災害」等、やむをえない事情で定期試験を欠席した場合。 

    （２）申請手続 

        欠席届（所定用紙は事務窓口にて交付）に、医師の診断書、公的な証明

書等を添付して事務室へ届け出てください。 
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    （３）申請期間 

        定期試験期間中に掲示で発表します。（申請期間厳守） 

 

６．再試験 

（１）法律基本科目群および実務基礎科目群に属する必修科目のうち、定期試験

を実施した科目について、Ｄ（不合格）の評価を受けた学生は再試験を受け

ることができます。 

（２）再試験該当者については、各学期の定期試験期間終了後、学生証番号の掲

示により告知しますので、掲示板を必ず確認してください。 

（３）再試験の該当者は、当該定期試験で受験した科目のうち２科目を上限とし

て、再試験を受験することができます。再試験の受験にあたっては、事前に

届け出る必要があります。 

（４）追試験を受験しＤ（不合格）評価を受けた場合は、再試験は受けられませ

んので、注意してください。 

 

７．再履修について 

    （１）必修科目の単位を修得できなかった場合は、翌年度に再履修することにな

ります。クラス指定の科目については、再履修者の状況を勘案し通常科目と

異なるクラスでの受講を指示する場合があります。該当者は履修登録前に事

務窓口に申し出てください。 

    （２）2012 年度以降入学法学未修者および 2013 年度以降入学法学既修者対象 

前年度履修の必修科目の GPA が１．６未満であったことによる１・２年次

留年生は、前年度の必修科目を原則としてすべて再履修することになります。

ただし、成績評価がＡ+もしくはＡであった科目については、再履修は免除さ

れます。また、「刑事訴訟実務の基礎」については、科目の性質上、再履修は

任意とします。 

なお、これらの科目の成績は、再履修で修得した評価が最終的な評価とな

り、成績証明書等には再履修後の成績が記載されます。 
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８．成績について 

（１）成績評価について 

   ① 採点評価をする最低条件として、３分の２を超える出席が必須です。

３分の１の欠席で成績はＥとなります。 

② 履修科目の成績評価は授業科目ごとに、以下の評価基準に従って評価

と単位が与えられます。 

 

評 価 評価基準 結 果 

Ａ+ １００～９０点 

合格（単位修得） 
Ａ ８９～８０点 

Ｂ ７９～７０点 

Ｃ ６９～６０点 

Ｄ   ５９～ ０点 
不合格 

Ｅ    未受験・他 

※ Ａ+ ～ Ｃは合格、Ｄ・Ｅは不合格です。 

単位修得の可否に関しては絶対評価を原則とします。 

成績分布の割合については、おおむねＡ+の者が１割、Ａ評価の者が２

割、Ｂ評価の者が５割、Ｃ評価の者が２割となることを一応の目安とし

ます。 

③ GPA（Grade Point Average）について 

        成績指標の一つとして、GPA があります。 

■法科大学院 成績評価方法および GPA 算出方法  

ａ．成績評価と GPA 

評 価 Ａ+ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

グレード 

ポイント 
４ ３ ２ １ ０ ０ 

ｂ．GPA の算出方法 

GPA＝(４×Ａ+評価の修得単位数＋３×Ａ評価の修得単位数＋ 

   ２×Ｂ評価の修得単位数＋１×Ｃ評価の修得単位数) 

÷履修登録した対象科目（※）の単位数（Ｅを含む）            

※対象科目は次のとおりです。 

    １・２年次進級要件 GPA・・・当該年度履修登録した必修科目すべて 

            （前年度に、当該学年の在学期間が１年に満たずに半期 

休学した場合は前年度在学時の半期分と合わせて算出） 

    成績通知書記載の GPA・・・・選択科目を含め、履修登録した全科目 

 

◇GPA の算出は履修登録した対象科目の総単位数が分母となります。 

例えば、未受験やその他によるＥ評価の科目は、Ｄ評価と同様にグ

レードポイントを０点として単位数を分母に算入するので、Ｅ評価

が多ければ GPA は低下します。          

         ◇Ｄ・Ｅ評価の科目を翌年度以降再履修した場合、１履修分（最新）

のみを分子・分母に加算します。 
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（２）成績発表について 

① 成績発表は Web 上で行います。成績発表日時は、春・秋学期ともに掲

示板で発表します。特に秋学期成績発表時には、進級・修了の可否の確

認を必ず行ってください。 

② 定期試験を実施した科目については、所定の期間内に申請すれば、答

案開示を行います。申請方法や申請期間については、掲示で告知します。 

③ 次の場合、所定の期間内に申請すれば、成績調査を行います。 

ａ．履修登録した科目を受験（またはレポート提出・出席等の定め

られた義務を果たしている）したにもかかわらず、その評価が「Ｅ

評価（未受験）」となっている場合。 

ｂ．履修登録した科目を受験（またはレポート提出等の定められた

義務を果たしている）し、その評価が「Ｄ評価」となった場合（た

だしこの場合は成績の確認のみを行い、理由に関する問い合わせ

は対象外です）。 

ｃ．進級要件の対象となる必修科目で「Ａ評価」～「Ｃ評価」とな

った場合（ただしこの場合は成績の確認のみを行い、理由に関す

る問い合わせは対象外です）。 

申請方法や申請期間については、掲示で告知します。 

なお、申請期間外には成績調査を行いません。 

 

（３）成績の確定について 

当該年度履修の必修科目の GPA が１．６未満であったことにより進級不

可となった場合、成績発表時にＢ・Ｃ・Ｄ評価であった必修科目の正式な

成績は、Ｅ評価となります。（ただし「刑事訴訟実務の基礎」を除く）。 

翌年度の再履修については、「７．再履修について」を参照してください。 

 

９．配布テキストについて 

    （１）法科大学院では、授業テキストを配布する場合、原則として授業時に配布

しますが、事前に 1 階エレベーターホールの教材配布棚で配布を行うことも

あります。適宜教材棚を確認してください。なお、履修科目以外の教材の持

ち去りは固く禁止します。 

また、授業の欠席等でテキストを受け取れなかった場合は、地下１階図書

室のコピー機横に設置された教員別 BOX にサンプルを用意していますので、

各自その場でコピーをとってください。 

（２）法務省から提供された資料や実際の事件記録等を授業教材として使用する

ことがあります。その場合、使用目的・教材の複製の禁止・配付教材の回収

等に厳しい制約があります。テキスト配付時に教員から直接指示があります

ので、そのような教材に関しては紛失することのないよう、法科大学院生と

しての自覚を持ち、取り扱いには十分な配慮を払うよう心がけてください。 
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１０．レポート提出について 

科目によっては、通常の授業期間や期末にレポートの提出を課す場合がありま

す。提出先がレポート BOX（教材配布棚脇）の場合、以下の形式で提出してくださ

い。 

・右上に科目名、学年、クラス、学籍番号、氏名を記載する。 

・ホチキスやクリップで綴じる場合は左上を留める。 

   【見本】 

 

                    民法Ⅰ 3年Aクラス 15V0000 法政太郎

 

法律行為の成立と解釈について（レポート題名） 

 

 

 

 

１１．授業使用レジュメの印刷について 

授業で教材として使用する場合に限り、地下１階図書室内のコピー機で使用で

きるコピーカードを貸し出します。必要な場合は図書室カウンターにて申し出て

ください。 

私的利用は認められていません。 

 
 １２．欠席について 

通常の欠席に関する連絡については事務から教員への取り次ぎは行っていませ

ん。欠席する日の前後の授業で自ら教員に直接連絡し、指示を仰いでください。 
重度の病気・けが、忌引きなど、やむをえない理由で長期（連続 7 日間～1 ヶ月

程度）にわたり欠席する場合は、「長期欠席届」（所定用紙は事務窓口でお渡しし

ます）を事務窓口に提出してください。なお、この届はあくまで欠席期間および

理由の通知であり、成績に関する扱いは各教員の判断によります。この届により、

成績評価への配慮が保証されるものではありません。 
 

１３．オフィスアワーについて 

意欲的な学生が勉学に関する質問や相談をしたり、個人的な指導などを受けた

りできるように、教員によるオフィスアワーを設けています。日時については『講

義ガイド』を参照してください。 

日時場所等、別途指定がある場合は掲示で告知します。 

 

１４．休講等について 

休講や教室の変更がある場合は、基本的に掲示板で連絡を行います。掲示版は

毎日確認をするようにしてください。 

なお、休講情報については大学のホームページや携帯電話でも確認することが

できます。使い方については、それぞれ、次の URL に説明があります。 

 

ホチキス、クリップは

この位置に。 

以下省略
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パソコンからのアクセス方法 http://www.hosei.ac.jp/zaigakusei/kyuko.html 

携帯電話からのアクセス方法 ⇒http://keitai.as.hosei.ac.jp/mobile/ 

 

補講等の詳細情報については掲示板で確認してください。 

授業直前に連絡のあった休講情報は HP 上に反映されない場合がありますので、

掲示板で確認してください。 

 

１５．特別休講措置について 

災害・交通機関の乱れなどにより特別に休講措置が決定された場合は、掲示、

またはホームページ上で連絡します。 

（１）大規模地震の発生が予想されるとき 

        東海地方を中心とする大規模な地震の発生が予想されるときに、気象庁

所管の「地震防災対策強化地域判定会」が召集され、状況によって「警戒

宣言」が発令されます。本学では大規模地震の発生が予知されるときには、

前記「判定会」が召集された段階で、次のような措置をとることにしてい

るので、心得ておいてください。この措置は、地震発生の際の被害を極力

減らすためのものです。ご協力をお願いします。 

 

１．「地震防災対策強化地域判定会」が召集されたことを（テレビ、ラジオ等に

よって）確認できた時点で休講とする。従って次のように行動すること。 

（１）在宅中の時は、そこにとどまる。 

（２）通学途中、または帰宅途中のときは、直ちに帰宅する。 

（３）在校中の時は、大学からの連絡、指示により直ちに帰宅する。 

２．警戒宣言が解除されたとき、または判定会が解散されたときは、休講を解い

て平常授業に復する。 

 授業再開については、交通ストの場合に準ずる。 

 

（２）台風等自然災害の場合 

 法政大学では授業実施期間中に、台風や大雪等により公共交通機関に大

きな乱れが生じることが予想される場合、あるいは学生の通学に危険が生

じると判断した場合は、以下の通り授業を休講することがあります。 

 

1. 天候悪化等により首都圏の公共交通機関に大きな乱れが生じることが予

想される場合、あるいは暴風警報の発令等により通学に危険が生じると考え

られる場合、大学は当日の授業の実施について協議し、その結果を以下の通

り周知します。 

ａ．1・2 時限の授業について、当日 6:00 までに大学公式ツイッターに休講

措置の有無を掲載します。また、6:30 頃までに大学公式ホームページに同内

容を掲載します。 

ｂ．3～5時限の授業について、当日 10:00 までに大学公式ホームページに休

講措置の有無を掲載します。 

ｃ．6・7時限の授業について、当日 15:00 までに大学公式ホームページに休
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講措置の有無を掲載します。  

2. 事前に台風上陸等により公共交通機関の大きな乱れが生じることが予想さ

れる場合は、前日 17:00 までに上記周知の方法を大学公式ホームページに掲

載し、学生・教職員に周知をします。  

3. 上記によらず、前日において翌日の授業実施に大きな影響があると判断され

る場合は、前日 17:00 までに翌日の授業休講を決定し、大学公式ホームペー

ジに掲載することがあります。  

 

（３）交通機関のストライキによる休講措置について 

        JR のストライキにより JR が運行されないときは、原則として次により授

業を休講する。 

 

1. 午前 6時までにストライキが解除されないとき、1・2時限の授業を休講する。

2. 午前10時までにストライキが解除されないとき、1～5時限の授業を休講する。

3. 正午までにストライキが解除されないとき、すべての授業を休講する。 

 

 

１６．インフルエンザ、麻疹などに感染した場合 

インフルエンザ、麻疹、その他学校保健法に定める伝染病に感染した場合は、

出席停止になります。完治後に診断書を持参し事務窓口に提出してください。 

なお、診断書の提出は、欠席および理由の通知であり、成績に関する扱いは各

教員の判断によります。成績評価への配慮が保証されるものではありません。 

     詳細は、事務窓口にお問い合わせください。 
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Ⅷ 休学・退学・除籍・復学・復籍について 
１．休学 

病気またはその他のやむをえない事情で学業を一時中断しなければならない場

合は、事由発生後、速やかに所定の「休学願」を事務窓口へ提出してください。

病気による休学の場合は、医師の診断書を添付してください。 

休学を許可された場合、休学在籍料および諸会費を定められた期限内に納入す

る必要があります。なお、連続７日間から 1 ヶ月程度の欠席で、休学するほどで

はない場合は、「長期欠席届」を提出してください。【「Ⅷ．授業の履修および試験・

成績について １２．欠席について」を参照】 

 
（１）休学期間 

① 休学期間は、年間休学（４月１日から３月３１日まで）、春学期休学

（４月１日から９月１５日まで）、秋学期休学（９月１６日から３月３

１日まで）の３種類に分かれます。 

② 引き続き休学する場合は、その都度「休学願」を提出する必要があ

ります。 

③ 休学期間は通算して２年を超えることはできません。 

④ 休学期間は在学年限に算入しません。 

⑤ 春学期休学または秋学期休学は０．５年として換算します。 

⑥ 春学期の科目を受験し単位を修得した者が、秋学期に休学した場合、

当該受験科目の単位および成績は認定します。（春学期末退学および春

学期末除籍になった場合も同様） 

⑦ 休学期間を除く当該学年の在学期間が１年に満たない場合は、進級

または修了することができません。 

⑧ 進級は年度の始めとなります。 

 

（２）休学願提出期限 

年間休学・春学期休学・・・・・・・ ５月末まで受付 

秋学期休学・・・・・・・・・・・・１０月末まで受付 

提出期限以降の「休学願」は受け付けませんので注意してください。 

 

（３）休学在籍料 

        休学期間中の授業料、教育充実費は不要ですが、休学在籍料と諸会費が

必要になります。 

      〔休学在籍料〕 

年間休学の場合・・・・・・・・・・100,000 円 

春学期休学・秋学期休学の場合・・・ 50,000 円 
         

休学願を提出前に休学期間に相当する部分の授業料、教育充実費を納入

済みの場合、所定の手続きを行うことにより返金します。 

手続きの詳細は事務窓口にお問い合わせください。 

※休学中は自習室やパソコンの利用はできません。また、期間中に開催さ

れる補習授業等への参加もできなくなります。 
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２．退学 

病気またはその他のやむをえない事情で退学しなければならない場合は、所定

の「退学願」に学生証、貸与ノートパソコン、キャレルの鍵を添えて事務窓口へ

提出してください。 

この場合、退学期日分までの学費を完納していなければなりません。 

在学年限満了による退学の場合も必ず「退学願」を提出してください。 

 

■退学と学費の関係について 

①各期の学費を納入済の者 

退学希望日に属する納期の学費を支払い済の場合、退学の日付は本人の希

望する日とします。 

②各期学費未納者 

学費納入区分 退学願提出期限 退学許可日 

１期分未納者 ５月末日 前年度の３月３１日付

２期分未納者 １０月末日 ９月１５日付 

 

春学期末退学者で退学日翌日以降の学費等を納入済の場合、所定の手続きに

より当該学費を返還します。 

 

３．除籍 

     授業料を指定された期間内に納めない場合、「学費未納による除籍」となり学籍

を失います。指定期日までに納入してください。 

     一期分 納入期限：４月末日 

     二期分 納入期限：９月末日 

 

４．復学・復籍 

退学した者が復学を希望する場合、または授業料未納によって除籍された者が

復籍を希望する場合には、所定の「復学願」「復籍願」を法科大学院事務窓口へ提

出してください。法務研究科教授会での審議を経て復学または復籍を許可するこ

とがあります。（在学年限満了により退学・除籍の場合は、復学・復籍はできませ

ん。） 

年度始めに復学または復籍を希望する場合は、２月末までに所定の「復学願」「復

籍願」を提出してください。なお、病気による退学または除籍の場合、病状回復

を示す医師の診断書の添付が必要です。 

     なお、復学または復籍を許可された場合は、再入学金として復学する年度の入

学金の１／３を納入しなければなりません。 
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Ⅸ 学費、奨学金および保険制度について 
１．入学金・授業料その他の学費について 

（１）入学金・授業料、その他の学費については、下記一覧を参照してください。 

（２）納入については、大学が郵送する「学費振込依頼書」を使用し、指示され

た方法で指定された期日までに振り込みをしてください。 

期限までに納入しないと除籍となります。十分注意してください。 

（３）２年目以降在学生の新年度納付書は、１期分・２期分をまとめて４月上旬

に郵送しますので、学費の納付を分けて行う場合には、２期分の納付書を紛

失しないよう注意してください。 

（４）納付書の紛失や送付先の変更については事務窓口まで申し出てください。 

    （５）３年次生で単位不足で修了保留となった場合、授業料及び教育充実費は２

分の１となります。ただし、修了に不足する単位が４単位以内の場合は４分

の１となります。なお、９月修了の場合は１期のみの納入となります。 

※休学による修了保留者はこの対象にはなりません。 

        

 

  入学金・授業料・教育充実費（２０１６年度）一覧 
出身大学 自 校 （法政大学） 他 校 

学費支払期 
初年度（新入生） 2 年目以降（在学生） 初年度（新入生） 2 年目以降（在学生）

1 期 2 期 1 期 2 期 1 期 2 期 1 期 2 期 

納付書送付時期 合格時 6 月中旬 4 月中旬 合格時 6 月中旬 4 月中旬 

納付期日 入学手続 
時完納 9 月末日 4 月末日 9 月末日

入学手続

時完納
9 月末日 4 月末日 9 月末日

納付額

内訳 

入学金 135,000 270,000  

授業料 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000

教育充実費 35,000 35,000 35,000 35,000 70,000 70,000 70,000 70,000

諸会費 5,640 5,640 5,640 5,640 

各期納付計 715,640 575,000 580,640 575,000 885,640 610,000 615,640 610,000

年納付額合計 1,290,640 1,155,640 1,495,640 1,225,640 
 

※休学を許可された者は、休学在籍料を納める必要があります。 

詳細については、「Ⅸ 休学・退学・除籍・復学・復籍について １．休学」を参照して

ください。 
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２．奨学金・ローン 

（１）奨学金 

法科大学院生が応募できる奨学金についての概要は次のとおりです。 

種別１ 種別２ 奨学金名 申込 取り扱い窓口 

Ａ 

学
内
奨
学
金 

a．法科大学院の奨学金 

入学時特別奨学金 4 月 

法科大学院担当成績優秀者奨学金 4 月 

特別奨学金（月額） 4 月 

b．大学院（研究大学院、

専門職大学院）の奨学金

法政大学大学院奨学金 4 月 

学生センター 

厚生課 

１００周年記念大学院特別奨学金 4 月 

Ｂ 

学
外
奨
学
金

  

日本学生支援機構奨学金 

（旧：日本育英会奨学金） 
4 月 

その他、民間団体等からの奨学金 随時 法科大学院担当

これらの奨学金の募集条件・内容は毎年改定される可能性がありますので、希

望者は募集要項などで内容を確認して申し込みをしてください。 

 

Ａ a． 法政大学「法科大学院」独自の奨学金 

名 称 資 格 給 付 額 
給付

者数

入学時特別奨学金

※１ 

入学者の中で、入試時の成績が優

秀な者（入学年度のみ） 

・入学年度の授業料相当額

（108 万円）   

・入学年度の授業料の 50％相

当額（54 万円）   

各若 

干名 

成績優秀者奨学金

※１ 

法務研究科在学中の者で成績が

優秀な者（年度ごと） 

・授業料相当額（108 万円）  

・年額 50 万円   

各若 

干名 

特別奨学金（月額） 

入学試験の成績上位者(年度ごと) 

ただし、すでに法務博士の学位を

有する者は除く 

・月額 5 万円 
各若 

干名 

※１ 給付時期は原則学費納付確認後とし、年２回に分けての給付。 

上記の奨学金については該当者に対して個別に通知を行います。 

なお、この奨学金を受給した場合、他の学内奨学金（A-ｂ）を同時に受けるこ

とはできませんので注意してください。 

 また、退学・休学等の場合、学業が不良となった場合は、返還義務が生じます。 

 

 成績優秀者奨学金選考基準  

     成績優秀者奨学金は、前年度学業成績の GPA 得点上位者とします。ただし、留

年者、休学者、中途復学・復籍に該当する者は、候補者の対象から除きます。 

     なお、GPA 得点が同一の場合は、学業成績を総合的に判断し、選考委員会が選考

します。GPA の計算方式については、「Ⅷ 授業の履修および試験・成績について 

８．成績について」を参照してください。 
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Ａｂ．法政大学大学院（研究大学院、専門職大学院）の奨学金 

法政大学大学院奨学金 

 希望者を募り、選考の上採用（若干名）。 

 給付年額 200,000 円を予定。給付につき返還の必要はない。 

法政大学創立 100 周年記念大学院特別奨学金 

 希望者を募り、選考の上採用（若干名）。 

 給付年額 300,000 円を予定。給付につき返還の必要はない。 

 

Ｂ学外の奨学金 

日本学生支援機構（旧：日本育英会） 

希望者を募り、毎年その年度の枠内で選考の上、採用。 

 有利子または無利子で貸与。修了後返還の必要がある。 

 2015 年度法科大学院生への貸与月額（実績）は以下のとおり。 

 ・第一種(無利子) 50,000 円、 88,000 円 から選択 

・第二種(有利子) 50,000 円、 80,000 円、100,000 円、130,000 円、 

        150,000 円、190,000 円、220,000 円  の中から選択 

 

（２）各種ローン 

        ローンについては直接金融機関にお問い合わせください。 

国の教育ローン 

日本政策金融公庫が取り扱う融資制度で、銀行より低金利で融資が受けられる。

日本政策金融公庫国民生活事業 教育ローンコールセンター  0570-00-8656 

 

 

３．保険制度について 

本研究科の学生は以下の保険に加入しています。 

（１）学生教育研究災害傷害保険〔学研災〕 

授業中、および大学施設内における学生自身の事故を対象とした保険。

詳細は本学ホームページをご覧ください。 

 

     URL:  http://www.hosei.ac.jp/campuslife/support/saigaihoken.html 
 

（２）法科大学院生教育研究賠償責任保険〔法科賠〕 

大学院における教育研究活動中に不慮の事故で他人を傷つけたり他人の

物を壊したりする等、損害賠償責任を負った場合を対象とした保険。詳細

は別途配布する「法科大学院生教育研究賠償責任保険（略称：法科賠・Lコ

ース）のご案内」をご覧ください。 
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Ⅹ 事務窓口取扱事項、学生生活について 
１．事務窓口取扱内容・時間 

受付窓口 場 所 曜 日 午 前 
昼
休
み 

午 後 

大学院事務部 

専門職大学院課 

（法科大学院） 

法政大学 

法科大学院棟 

１階 

月～金 ９：００～１１：３０ １２：３０～１７：００

土 ９：００～１２：００
 

 

（１）取扱内容 

①授業・試験に関すること 

②単位の修得、履修科目の登録に関すること 

③成績に関すること 

④休・退学等の手続きに関すること 

⑤その他、学業に関すること 

 

（２）学生証について 

        学生証を受領したら学生証表面および裏面シール部分に記載されている

内容を確認してください。学生証は身分証明書であると同時に法科大学院

棟に入る際のチェックや図書館等の利用に必要となります。紛失や汚損の

場合、直ちに再発行の手続きをとってください。また紛失した場合は必ず

最寄りの警察（交番）に紛失届を提出してください。 

次年度以降は、４月に新年度の裏面シールを交付しますので、必ず貼り

替えておいてください。 

また、通学定期券発行控が一杯になった場合は、無料で発行しますので

事務窓口へ申し出てください。 

 

 学生証再発行手続  

①法科大学院事務窓口で学生証再交付願を記入し、再発行料２,０００円 

 とともに提出します。 

②受付から発行まで約半日かかります。引換証を持参の上、事務窓口に

受け取りに来てください。 

 

（３）掲示板 

        休講・授業時間の変更、試験日程等必要な事項は掲示板に掲示します。

掲示板は１階エントランス横にあるので登校の際必ず確認してください。

なお、電話・メール等での問い合わせには一切応じません。 

        不明な点がある場合は事務窓口へ直接お尋ねください。 

 

（４）教員住所・電話番号・メールアドレスについて 

教員の住所・電話番号・メールアドレスは開示していません。また、事

務窓口では教員との連絡依頼には応じません。教員と連絡をとりたい場合

は、オフィスアワーを利用するか、授業時間内に直接連絡をとるなど、あ
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らかじめ連絡方法を各自で確認してください。 

 

２．諸手続 
特に指定がある場合を除き、受付窓口はすべて法科大学院棟事務室になります。 

 
  内  容 手  続 期  間 

学 

籍 

休学 「休学願」の提出 

（病気による場合は診断書添付）

（年間または春学期休学）５月末まで

（秋学期休学）１０月末まで 

退学 「退学願」の提出（学生証添付） （前年度退学）５月末まで 

（春学期退学）１０月末まで 

復学 「復学願」の提出 （秋学期復学）７月末まで 

（次年度復学）２月末まで 

復籍 「復籍願」の提出 （秋学期復籍）７月末まで 

（次年度復籍）２月末まで 

学 

生 

生 

活 

病気等やむをえない 

理由で長期欠席するとき 

「長期欠席届」の提出 

（病気による場合は診断書添付）
随  時 

本人又は保証人の住所 

に変更があったとき 

「住所変更届」の提出 
随  時 

本人の氏名が変わった 

とき 

「改姓届」（戸籍抄本添付） 
随  時 

教室を借りたいとき 「教室貸与許可願」の提出 随  時 

落とし物をした・落とし物 

を拾ったとき 

拾得物は事務で保管しています。

拾った場合も事務に届けてくだ 

さい。 

随  時 

学生生活上の相談を 

したいとき 

富士見坂校舎 4 階学生相談室で

相談を受け付けます。 

利用は無料です。 

随  時 

盗難事故・災害にあった 

とき 

早急に事務に届け出てください。
随  時 

学生証を紛失したとき 早急に事務に届け出てください。

（再発行 2000 円） 
随  時 

キャレルの鍵を紛失した 

とき 

早急に事務に届け出てください。

（実費負担） 
随  時 

貸与ＰＣが故障・破損・

紛失したとき 

早急に事務に届け出てください。

（実費負担の場合があります。） 
随  時 
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３．証明書の種類と料金 
証明書は種類によって取扱窓口が異なります。 
証明書自動発行機は、法科大学院棟隣の新一口坂校舎（専門職大学院イノベー

ション・マネジメント研究科）１階に設置しています。 
 

証明書の種類 １部の料金 取り扱い窓口 

 在学証明書 

２００円 
証明書自動発行機 

 

成績・修了証明書予約票の発行は、 

修了発表日以降となります 

 成績証明書 

 修了見込証明書（最終学年のみ） 

 成績・修了見込証明書（最終学年のみ） 

 履修登録科目証明書 

 修了証明書予約票 （修了決定者のみ） 

 成績・修了証明書予約票（修了決定者のみ） 

 ＜英文＞在学証明書 

 ＜英文＞成績証明書 

 ＜英文＞修了見込証明書 

 ＜英文＞成績・卒業見込証明書 

 学割 無料 

 健康診断証明書 ２００円 

 修了証明書 

２００円  法科大学院事務室 

 成績・修了証明書 

 退学証明書 

 成績・離籍証明書 

 在籍期間証明書 

 学位証明書 

 ＜英文＞修了証明書 

 ＜英文＞成績・卒業証明書 

 ＜英文＞学位証明書 

 ＜英文＞満了証明書 

 団体旅行割引証明書 

無料  市ヶ谷学生センター  （学生８名以上と付き添いの教職員で 

旅行などをするときに発行します） 

 ＜英文＞健康診断証明書 ６００円  市ヶ谷診療所 
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４．法科大学院棟の利用について 
法科大学院棟に出入する際には学生証が必要となります。学生証は常に携帯し、

紛失しないように注意してください。 
 

法科大学院棟内では、授業時間帯以外でも自習をしている人が大勢います。廊

下や階段等で騒がないように注意してください。特に、４階院生研究室は勉強の

ためのスペースです。エレベーター付近やリフレッシュコーナーでも、図書室同

様に静かにしてください。授業関係の打ち合わせ等をする際には空き教室を予約

の上使用してください。また、私的な会話をするときは、1 階の学生談話室を利用

してください。 
 

（１）４階院生研究室・リフレッシュルームの利用について 
院生研究室のキャレルデスク・ロッカーの使用期間は１年間とします。 
毎年、年度末に席替えと一斉清掃を行います。みなさんの設備ですので、

大切に使用してください。 
キャレルデスクの鍵を紛失した場合は、鍵の作成が必要となり、実費自

己負担となりますので紛失しないよう気をつけてください。 
 

 院生研究室の備品利用について  
①キャレルデスク 

キャレルデスクは毎年１回抽選により席替えします。次に使う人が気持ち

よく利用できるよう、丁寧に扱うよう心がけてください。 
ａ．蛍光灯について 

蛍光灯が切れた場合は交換しますので、キャレルデスクの番号を事務

室へ申し出てください。 
ｂ．引き出し等について 

引き出し、引き違いアクリルパネル、鍵などの調子が悪い場合、必要

に応じて修理・交換等行いますので、事務室へキャレルデスク番号と状

況を申し出てください。 
ｃ．電源コンセント、情報コンセントについて 

電源コンセントや情報コンセントには細かい部品が使用されています。

丁寧に取り扱うよう心がけてください。 
キャレルデスクでの飲食は禁止です。特に水やお茶、ジュースなどを

電源コンセント付近にこぼした場合、漏電による火災の恐れがあります。

十分注意してください。 
       ｄ．その他 
         キャレルデスクの書棚の上には物を置かないでください。地震などの 
        際、落下によりけがをする恐れがあり、非常に危険です。 
         また、書棚の上に物が置かれることで設計上の空調効果が得られにく 
        くなるため、部屋全体の室温調整が困難になります。 
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②ロッカー 
ロッカー内は清潔に保つよう、心がけてください。 

 
備品の故障など気づいた点がある場合、事務室へ申し出てください。 

 

（２）教室の貸与について 

２階～５階の空き教室については、グループ学習用として希望者に貸与

しています。自主ゼミ等、使用を希望する場合は、下記のとおり事務室に

て手続きをしてください。 

ただし、授業、試験、入試など法科大学院の業務が優先されます。 

なお、教室の鍵の施錠や私物の放置は厳禁です。発覚した場合、以後の

教室使用を認めません。 

        

① 通常の使用の場合 

使用希望日当日の下記受付時間に申し込みをしてください。申請

者は事務室カウンターにある教室貸与表に、学生証番号を記入して

ください。 

月曜から金曜までは下表の通り受付時間を区切っていますので、

貸与希望日当日の受付開始時刻以降に予約をしてください。 

教室数が限られていますので、実際に使用しない時間の教室の確

保は禁止します。 

受付時間外に記入された予約は無効です。 

なお、土・日は終日借りることができます。 

 受付開始時刻 使用時間 

9：00～        9：00 ～ 13：30 

13：00～ 13：30 ～ 18：20 

16：40～ 18：20 ～ 22：30 

 

② 事前に予約できる場合 

 以下の場合には、事前に予約をすることができます。事務室カ 

ウンターで、「教室貸与許可願」を記入のうえ申請してください。 

ａ．模擬裁判での打ち合わせで使用する場合 

随時予約を受け付けます。ただし、申し込みが直前の場合、教

室の確保が難しくなりますので、使用日時が確定したら速やかに

申し込みをしてください。 

ｂ．１０人以上で使用する場合 

使用日の１週間前から予約を受け付けます。使用者が確定した

上で責任者が申し込んでください。 

 

        ③  修了生は、法科大学院棟の教室の貸与制度を利用することはでき 

          ません。 
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（３）火災予防について 

        不慮の火災により貴重な人命や財産が失われないようにするためには、

利用者一人ひとりが日頃から火災予防に留意することが必要です。施設利

用者のみなさんは、特に以下の点に注意してください。 

 

① 使用しているフロアの避難路･非常階段、消火器・消火栓・火災報知

機の位置を常に確認しておいてください。 

② 本学は、建物内は全面禁煙です（法科大学院だけでなく、本学キャ

ンパス内の建物すべて）。喫煙は屋外の指定場所を利用し、灰皿で消火

を確認してください。 

③ 院生研究室等で電気機器を使用する場合、たこ足配線は絶対にしな

いでください。使用しないときはコンセントを抜いてください。なお、

火気や高熱を発する器具は使用を禁じます。 

④ 廊下は非常時に避難路となるので、廊下に物品を放置しないでくだ

さい。万一火災が発生した場合は、人命を第一優先にして行動してく

ださい。できる限り早く火災報知機を押し、１階の守衛所へ通報して

ください。 

 

（４）その他 

法科大学院棟の窓から侵入した鳥や虫が夜間に飛びまわることで、警報

システムが誤作動することがあるため、網戸のない窓はなるべく開けない

ようにしてください。 
 

５．院生研究費について 

法科大学院生全体に対して、研究費の補助として大学から研究費が給付されま

す。この研究費の管理・運営は各学年・クラスの代表委員（各クラス１名）から

なる学生運営委員会に行ってもらいます。利用規程を遵守し、執行してください。

詳細は掲示にて告知します。 

 

６．ノートパソコンの貸与について 

貸与ノートパソコンは必ず法科大学院棟内で利用してください。棟外への持ち

出しは禁止です。貸し出した時点から管理責任は学生個人になります。修了時ま

で使用しますので、大切に取り扱ってください。特に飲み物をこぼした場合や液

晶の破損については、８～１０万円程度の修理代が自己負担となることがありま

すので、十分注意してください。貸与ノートパソコン利用に関する諸注意につい

ては、パソコン配布時の資料を参照してください。 

また、ノートパソコン内の個人ファイルは市販の USB メモリなどにこまめにバ

ックアップをとるようにしてください。復旧不可能なエラーや故障が起きた場合

は、パソコン内に重要な授業ノートやレポートが入っていても、すべて消去され

ます。ノートパソコンの中だけにデータを保存することは危険ですので、必ず、

定期的に他のメディアにバックアップをとってください。 

なお、退学・休学・除籍などの際は、キャレルデスクの鍵と共に速やかに大学へ
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返却する義務があります。 

 

７．ネットワークの利用について 

法政大学ではどのキャンパスでも共通に利用できる高速情報ネットワーク基盤

として「法政大学教育学術情報ネットワークシステム」を整備・運用しています。 

中でも法科大学院棟には最新の設備が用意されており、自習室のキャレルや教

室の机はもとより学生ラウンジにいたるまで、情報ネットワークの設備を整備し

ています。棟内のどこからでもインターネットに接続でき、法令関係の電子デー

タベースにもアクセスが可能です。 

なお、法科大学院棟内および法政大学全域（市ヶ谷・多摩・小金井の各キャン

パス）の情報ネットワーク（情報コンセント）を利用する場合には、ユーザーID

とパスワードによる利用者認証が必要です。 

 

【ネットワーク利用上の注意】 

ネットワーク上の掲示板やブログに不用意な書き込みを行わないでください。 

インターネットのルールやマナーをよく理解し、節度を持って利用してくだ

さい。 

※皆さんが使用する教育研究ネットワークは、全てログを取っています。 

 マナー違反や不適切なアクセスが発覚した場合には制限をかけたり利用停 

 止とする場合があります。 

 

８．健康管理について 

（１）学生健康診断 

法政大学では、毎年４月上旬に健康診断を実施しています。受診は義務

ではありませんが、一年に一度健康管理の目安として、ぜひ受診をしてく

ださい。受診しない場合は健康診断書の発行ができません。 

 

（２）市ヶ谷診療所 

法政大学診療所では学生の診療や健康診断・健康相談を行い、健康の維

持・増進に力を注いでいます。 

 

取扱時間 

 

月～金 9：00～19：00（授業期間）  

月～金 9：00～17：00（授業期間外） 

土   9：00～12：00（夏季休業期間閉所）

診療時間 

（受付は終了の 15 分前まで）

月～金 10：00～17：00（授業期間） 

月～金 12：30～16：00（授業期間外） 

土   診療なし 

休憩時間 11：30～12：30（土曜を除く） 

場所 ボアソナード・タワー2F 

電話番号 03-3264-9503 

受診時には学生証と保険証が必要です。 
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（３）学生相談室 

   ●学生相談室とは･･･大学院生も利用できます。 

学生相談室は、大学生活で、学生の皆さんが直面するさまざまな問題につい

て、皆さんと共に考え、学生生活がより充実したものとなるよう、援助してい

ます。 
 相談したいことがあって困っているとき、どこに相談してよいかわからない

とき、気軽に利用してください。学業のこと、将来のこと、性格のこと、異性

のこと、対人関係、メンタルヘルスなど、相談内容はどんなことでも構いませ

ん。 
 カウンセラーが、ゆっくりと時間をかけてお話を伺います。 
 相談内容の秘密は守られます。安心して来室してください。 

【たとえばこんなときに】 

■人間関係がうまくいかない    ■自分の性格を知りたい 

■最近眠れない          ■学業（勉強）で悩んでいる 

■大学生活になじめない      ■将来のことで迷っている など 

受付時間 

月   9：30～17：00  

 火～金  9：30～16：30  

  土    9：30～11：30  

場所 富士見坂校舎 4階 

電話番号 03-3264-9493 

学生相談室の利用方法 

直接来室するか、電話で予約してください。 

相談時間は、1回５０分間です。希望により継続することも可能です。 

一人では心細いと感じられる方は、友人や、家族の方と一緒に来室さ 

れても構いません。 

相談内容など秘密は守られますので、安心して来室してください。 

（来室者ご本人、または他者の生命、身体に危険が及ぶ可能性がある場合などは、 

例外的に、ご家族や関係者の方にお知らせすることがあります。） 

インフォメーション 

学生相談室は、相談だけでなく、次のようなことも行っています。 

■心理テスト 

性格や対人関係の傾向を知るためのテストです。結果は、カウンセ 

ラーが、個別に面談しながらお伝えします。自分を知るきっかけとし 

て利用してください。 

■グループワーク（ランチアワーなど）の企画 

昨年は、お昼休みを利用して、カウンセラーとお茶を飲みながらゲー 

ムをしたり、粘土などの創作体験をしたりして、楽しんでもらいまし 

た。今後も、対人関係や自己発見に役立つ企画を開催する予定です。 

学内の掲示板でお知らせしますので、興味のある方は、ぜひ参加して 

みてください。 

■法律相談（月 1回） 

 市ヶ谷キャンパスでは、弁護士による法律相談を月１回開催していま 
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す。予約をお願いします。 

 
９．障がい学生支援室 

  大学では様々な障がい（身体・発達）を持った学生が学んでいます。 
障がい学生支援室は、障がいのある学生がその他の学生と同じレベルで講義を 
受講できるようにするための「講義保障」を中心に、学生が社会へ出るための 
自立をサポートし、障がい学生と支援学生の双方が成長できるコミュニティ作 
りを目指しています。 
 支援室の活動はその多くが学生ボランティア（障がい学生サポートスタッフ） 
によって支えられています。サポートスタッフは、ノートテイク講座など必要な 
講習を受けて登録し、サポートが必要な学生の講義へ派遣されています。 
なお、スタッフへは、活動に応じた謝礼が大学から支払われています。 
 
 

 

 

 

 

  １０．法務専修生制度について 

本学専門職大学院法務専攻課程修了者で、本学の自習施設を利用して法務に 

関する学修の継続を強く希望している方は、法務専修生として本学の施設を利用 

することができる制度です。 

利用の際には、「法務専修生志願者調書」及び「利用計画書」を提出後、選 

考が行われます。 

詳細については、事務窓口にお問い合わせください。 

 

１１．校外施設 

法政大学には学生厚生施設として以下のような施設があります。 

・富士セミナーハウス 

・白馬山荘 

・石岡総合体育施設 

詳細は法政大学ホームページ（http://www.hosei.ac.jp）より、 

在学生の方へ＞施設等の利用＞合宿施設（セミナーハウス） をご覧ください。 

        

 

 

   

開室時間 月～金 9：00～17：00 
場所 58 年館 1 階（学生ホール内） 

電話番号 03-3264-6718 
メールアドレス ishien@hosei.ac.jp 
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Ⅺ 図書室・データベースの利用について  
１．法科大学院図書室（法科大学院棟地下１階） 

（１）利用資格 

① 法科大学院生 

② 専任教職員 

③ 法科大学院兼任教員 

④ 法務専修生 

⑤ 法科大学院名誉教授 

⑥ その他法科大学院で利用を認めた者 

 

（２）図書室利用上の注意 

① 図書室を利用するには、学生証（ライブラリーカード）が必要です。 

② 図書室の資料を室外へ持ち出すときは、必ずカウンターで所定の手続

きをとってください。雑誌の持ち出しはできません。 

③ 図書室の資料は大切に扱ってください。汚損・紛失等をした場合は、

弁償、弁済していただきます。 

④ 借り出した図書を他人に貸与しないでください。 

⑤ 他の利用者の迷惑となる行為は慎んでください。 

⑥ 室内での飲食・喫煙・携帯電話の使用は禁止しています。 

 （ペットボトルなどふた付き飲料は持ち込み可） 

⑦ 所持品は各自の責任で管理してください。 

＊これらの注意事項を遵守できない場合には、図書室の利用を禁止します。 

 

（３）開室・閉室 

① 開室    ９時～２２時 （日曜･祝日も開室します） 

② 閉室   年末年始の一定期間 （別途掲示にてお知らせします） 

③ 貸出冊数・貸出期間 

利用者区分 冊 数 期 間 

法科大学院生 ５ １週間 

専任教職員 ５ １週間 

法科大学院兼任教員 ５ １週間 

法務専修生 ５ １週間 

＊貸出冊数は他の法政大学図書館とは別カウントとなります。 

 

（４）法科大学院図書室蔵書（2016 年 2 月現在） 

法科大学院図書室では  学習用図書、参考図書、雑誌など法律・法令関

係文書を中心に所蔵しています。他分野の資料や一般図書は、市ヶ谷図書

館をご利用ください。 

蔵書数 

図書   9,732 冊（含参考図書） 

雑誌      108 タイトル（内カレント 58 タイトル） 
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（５）利用方法 

●蔵書検索 

法政大学図書館ホームページの蔵書目録検索（OPAC）で検索できます。

ただし、法科大学院図書室の雑誌は検索できませんので、図書室の「所蔵

雑誌一覧表」をご覧ください。  

 

●閲覧  

書架の資料は自由に手にとって利用できます。利用が終わったら元の場

所に戻してください。 

 

●貸出  

学生証をカウンターに提出し、貸出手続きを受けてください。  

 

●返却  

      図書をカウンターまで持参してください。  

法科大学院図書室の本は他の法政大学図書館では返却できません。また、

他の法政大学図書館の本を法科大学院図書室で返却することもできません

ので、ご注意ください。 

 

   ●貸出期間の延長 

  予約が入っていない場合、他に延滞中の資料がない場合、貸出期間の延

長ができます。延長したい資料と学生証をカウンターまでお持ちください。

OPAC での延長はできません。 

 

●予約  

法科大学院図書室の本については、システムの都合上、OPAC での予約が

できません。予約を希望する場合は、カウンターまでお申し出ください。 

 

     ●取り寄せ  

他キャンパス図書館からの資料の取り寄せは、OPAC からできます。取り

寄せられた本は、市ヶ谷図書館閉架カウンターに届きます。  

 

●購入希望図書の受付  

図書室に所蔵して欲しい資料がある場合は、「図書リクエスト用紙」にご

記入の上カウンタースタッフにお渡しください。ただし、購入の可否およ

び時期については未定となっておりますので、あらかじめご了承ください。 

 

●複写 

利用者は、著作権法第 31 条（図書館等における複製）の規定に認められ

ている範囲内で資料を複写することができます。下記の事項を遵守してく

ださい。 

①調査・研究のためであること。 

―44― ―45―



45 

②当図書室所蔵の資料であること。 

③一人につき一部に限ること。 

④複写は著作物の一部分に限ること。  

 

●レファレンス・サービス 

法科大学院図書室では、必要な情報や資料を探すお手伝いをしています。

不明な点は、カウンタースタッフにお気軽に声をおかけください。 

たとえば… 

＊本や雑誌がどこにあるのか分からない。 

＊OPAC やデータベースの利用方法が分からない。 

＊文献を示す略語が何を意味しているのか分からない。 

＊法令の調べ方を知りたい。改正前の古い法律を調べたい。 

＊あるテーマに関連する判例を調べたい。 

＊ある著者・テーマに関する論文にはどんなものがあるか知りたい。 

…etc. 

【よくある質問と答え】 

Ｑ１ 図書や雑誌を４階の自習室で使いたいのですが。 

--図書は持ち出せますが、必ず貸し出し手続きを行ってください。

雑誌は資料管理の都合上、図書室内のみの利用とさせていただいて

います。 

Ｑ２ 課題で必要な本が借りられていて利用できないのですが。 

--市ヶ谷図書館に別に所蔵がある場合は、そちらをご利用ください。

あるいは、法科大学院図書室カウンターにて予約の受付を行ってお

りますのでご相談ください。 

Ｑ３ 紀要コーナーの雑誌を借りることはできますか？ 

--できます。貸出期間は一ヶ月です。カウンタースタッフまでお申

し出ください。 

Ｑ４ 現在、借りている本の冊数を知りたいのですが。 

--法政大学図書館の OPAC で調べることができます。 

Ｑ５ 図書の貸出期限を過ぎると、ペナルティはあるのですか？ 

--延滞中の資料があると、貸出・予約をすることができません。 

 

２．市ヶ谷図書館 

市ヶ谷・多摩・小金井の全ての図書館を「学生証」で利用することができます。 

市ヶ谷図書館は富士見キャンパスの 80 年館にあります。平日・土は夜 10 時まで、

日祝日も夕方 5 時まで開館しています。多摩・小金井図書館や学内各資料室から

の資料取寄せ、および返却が可能です。 

また、図書館ホームページより OPAC（法政大学所蔵検索）の他、約 1 万タイト

ルの電子ジャーナルや約 80 種類のデータベースを利用できます。大いに活用して

ください。 

詳しい利用方法や開館日程は図書館ホームページ、またはカウンタースタッフ 

までお問い合わせください。 
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法政大学公式ホームページ >> 図書館 >> 図書館ホームページ 

URL： http://www.hosei.ac.jp/library/ 

 

３．法学部資料室にある資料の利用について 

法科大学院生が直接利用することはできません。市ヶ谷図書館閉架カウンター

にて請求し、館内利用をすることができます。 

 

４．データベースの利用について 

法政大学法科大学院では下記のデータベースが利用可能です。 

（１）第一法規法情報総合データベース（D1 - Law.com） 

① 判例体系 

② 現行法規（現行法検索） 

③ 現行法規（履歴検索） 

④ 法律判例文献情報 

⑤ 要件事実体系 

（２）TKC 法律情報データベース （ロー・ライブラリー） 

① LEX/DB インターネット 

②  法学紀要データベース 

③ 速報判例解説 

④ 法学資料データ（リンク集） 

⑤ 法律時報文献月報検索サービス 

（３）LLI 統合型法律情報システム 

① 最高裁判所判例解説 

② 判例タイムズ 

③ 旬刊金融法務事情 

④ ジュリスト 

⑤ 労働判例 

⑥ 金融・商事判例 

⑦ 判例百選 

⑧ 銀行法務２１ 

⑨ 邦文法律雑誌記事索引 

⑩ LLI 判例検索システム 

⑪ V-Pass®（有斐閣重要判例検索サービス） 
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関係諸機関 
１．法律事務所リエゾン（ＴＳビル２階） 

   URL  http://www.liaisonlc.com/ 

       

法律事務所リエゾンは、法科大学院棟の向かいのＴＳビル２階に事務所を置く

弁護士法人です。法政大学法科大学院付属法律事務所として、専任教員と修了生

弁護士が所属し、リーガル・クリニックやローヤリングの講座を行なう基盤とな

っています。そして、リエゾン（連携）という名前が示すとおり、市民と弁護士

の間、弁護士と他の異業種の専門家との間、修了生弁護士と学生の間など、様々

な人々の間をつないでいく役割を担っています。事務所は、相続、離婚、交通事

故、賃貸借、労働関係など一般民事事件全般を取り扱っています。こうした案件

は市民法曹の育成のために、人々の生活に密着した法律問題を理解するのに適し

ています。また、特に法律相談をリーガル・カウンセリングとして位置づけて、

ていねいに話を聴くことを重視し、法科大学院棟１階の法律相談所における法律

相談を協力弁護士と共に実施しながら、合わせて相談・受任業務や ADR における

新しい弁護士の役割や技法を研究しています。 

 

２．法政大学法科大学院付属調停センター 

法政大学法科大学院付属調停センターは、法政大学法科大学院に設けられた調

停、仲裁機関です。 

その主要な目的は、民事紛争を調停や仲裁によって解決することですが、法科

大学院におけるクリニック科目の教育の一環として、学生に紛争解決の過程と方

法を学ばせることも目的の一つになっています。 

大学付属病院において研修生が臨床の現場に立ち合うのと同様に、クリニック

科目の教育の一環として調停や仲裁の期日に学生が同席し、傍聴することがあり

ます。 
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３．ボアソナード記念現代法研究所（ボアソナード・タワー22 階） 

      本研究所には、現代法に関する文献・資料が所蔵されております。 

また、個別分野における貴重な研究資料を収集し、文庫等として整理・保管し

ております。  

現在、本研究所におかれている文庫は、以下の通りです。 

・永井文庫（ 永井憲一 法政大学 元教授 寄贈 教育法コーナー ） 

・森長文庫（ 故 森長英三郎 弁護士 寄贈 ） 

・森川資料（ 森川 金寿 弁護士 寄贈 ） 

・栗田文庫（ 故 栗田哲男 立教大学 元教授 に関する比較法関連資料等 ） 

・馬袋文書（ 馬袋鶴之助 弁護士 訴訟事件簿、出納帳、日誌等 ） 

・西田文庫 

・袖井文庫（ 袖井林二郎 法政大学 元教授 寄贈 連合国の対日占領に関する 

資料・文献 ） 

・太田文庫（ 故 太田勝洪 法政大学 元教授 寄贈、現代中国政治・外交関連） 

 

（１）開設時間 月～金 ９：００～１７：００（休憩１１：３０～１２：３０） 

     （土・日・祝日、夏季・冬季期間休日期間中は閉室しております。） 

（２）利用資格  

研究所の構成員・本学専任教職員の閲覧が可能です。本学大学院生、学部

生、および一般の方のご利用は、図書館を通してお申し込みください。 

（３）研究所の詳細は、下記ホームページをご覧ください。 

       URL   http://gendai-hou.ws.hosei.ac.jp/ 
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【付録１】専門職大学院学則（抜粋） 
 

専門職大学院学則（抜粋） 

※第 26 条の単位数は 2015 年度新入生から適用。2014 年以前入学者は 102 単位。 

※第 33 条の２第１項は 2014 年度新入生から適用。2013 年度以前入学者は 26 単位。 

 

 

（修業年限） 

第 4条 本専門職大学院の標準修業年限は，2年とする。 

２ 前項の規程にかかわらず，法務研究科の標準修業年限は 3年とする。 

 

（修了要件） 

第 26 条 法務研究科において法務博士（専門職）の学位を得ようとする者は，3 年以上在

学し，94 単位以上修得するものとする。 

 

（法学既修者） 

第 32 条 法務研究科は，法務研究科において必要とされる法学の基礎的な知識を有すると

認めるもの（以下「法学既修者」という。）に関しては，第 26 条の定めにかかわらず，在

学期間については 1年を超えない範囲内で在学したものとみなし，単位については 30 単位

を超えない範囲内で修得したものとみなすことができる。 

 

（進級） 

第 33 条の２ 法務研究科においては，第 1学年の者は，第 1学年配当の必修科目および選

択必修科目から 24 単位以上修得しなければ第 2学年へ進級することができない。 

２ 法務研究科においては，第 1 学年および第 2 学年の者は，教授会で定める所定の基準

を満たさなければ次学年へ進級することができない。 

３ 法務研究科においては，当該学年の在学期間（休学期間を除く）が 1 年に満たない者

は，次学年へ進級することができない。 

 

（休学） 

第 40 条 病気その他止むを得ない事由により休学しようとする者は，休学願を提出し，研

究科教授会の議を経て，総長の許可を受けなければならない。 

２ 休学の期間は当該年度又は学期限りとする。ただし，延長を必要とする場合は，通算

して 3 年を限度として，これを認めることができる。この場合は，年度毎に理由を付して

願い出なければならない。なお，春学期休学および秋学期休学は 0.5 年として計算する。 

３ 休学期間は第 22 条に定める在学年限に算入しない。 

４ 休学者は，春学期又は秋学期の始めでなければ復学することができない。 

 

（法務研究科における通算休学期間の制限） 

第 40 条の２ 前条第２項にかかわらず，法務研究科における休学期間は，通算して２年を

超えることができない。 
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【付録２】環境憲章 
 

グリーン・ユニバーシティを目指して          市ヶ谷環境委員会 

 

学校法人法政大学は、「開かれた法政 21」のヴィジョンのもとに、教育研究を始めとする

あらゆる活動を通じ、地球環境との調和・共存と人間的豊かさの達成を目指し、全学挙げ

てグリーン・ユニバーシティの実現に積極的に取り組む。 

 

環境問題へ取り組む大学の先頭に！ 

 世界的に温暖化をめぐる論議が盛んになる中で、大学にとっても環境問題の解決への取

り組みは 21 世紀の教育・研究課題と言えるでしょう。本学はいち早く大学キャンパスにお

ける環境改善をめざす活動を開始、1999 年の市ヶ谷キャンパスでの「ＩＳＯ14001 の認証

登録」につづき 2004 年に多摩キャンパスでも認証登録して「グリーン・ユニバーシティ」

をめざして前進しています。 
 ＩＳＯ（アイ・エス・オー）とは、国際間の協力促進のための世界標準で、「ＩＳＯ14001」
は環境マネジメントの仕組みづくりに関する規格です。本学ではこの国際規格に沿って実

績をあげてきました。これからも、環境問題の解決に向けて先頭に立って取り組んでいき

ます。 
 

「グリーン・ユニバーシティ」を合い言葉に 

 なぜ大学が環境改善へ取り組むのでしょうか。教育研究機関である法政大学も社会を構

成する一つの事業体です。「環境の世紀」を迎えて、さまざまな環境問題でその解決策が模

索され、企業や政府・自治体そして地域における活動が活発化しています。大学もその社

会的責任として環境改善を推進することは当然といえます。 

私たちはキャンパスにおける環境改善活動を進める標語として「グリーン・ユニバーシ

ティ」（法政大学の登録商標です）を掲げ、その実現を推進する組織「市ヶ谷環境委員会」

を設けています。ISO 規格に基づく具体的改善プランを「グリーン・キャンパス創造計画」

と名づけていますが、「計画」は、二つの活動領域から成っています。一つは、教育・研究

活動という大学の特色を生かした環境教育であり、二つ目は、キャンパスでの事業活動が

環境に与える負荷を極小化してゆくための取り組みで、どちらも重要な活動となっていま

す。 

 

キャンパスライフをグリーンに 

 専門職大学院で研究されるみなさんも「グリーン・ユニバーシティ」という理念にご理

解をいただき、ぜひ環境改善活動にご参加ください。市ケ谷キャンパスでの具体的取り組

みを紹介いたします。 

 

（１）省エネルギー 

 市ケ谷キャンパスでの、電気・ガス・重油などのエネルギー消費はかなりの量にのぼり

ます。本学は地球温暖化の防止へ向けて様々な省エネルギー対策を推進しています。冷房

温度の設定は 28℃、暖房温度は 20℃です。教室や共同研究室を出る際は消灯し冷暖房のス

【学校法人 法政大学環境憲章】 
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イッチを OFF にしてください。エレベーター利用にあたっては「上り１階、下り２階は階

段で！」の呼びかけを思い出してください。 
 
（２）省資源 
 キャンパスでは特に「紙類」の省資源に取り組んでいます。専門職大学院でも講義や演

習でコピーや印刷に大量の用紙を消費しています。使用量の削減、ミスコピーを減らすこ

とはもちろんですが、両面コピーの励行をお願いします。コピーは皆さんの研究において

便利で、欠かせないものでしょうが、ほんの少しの工夫や心配りで省資源へつながります。 
 
（３）ゴミの分別回収 
 そもそもゴミを作らないこと（Reduce）が最も重要かつ効果的ですが、再使用（Reuse）
にまわしたり、それでも残った廃棄物は再製品化（Recycle）したりすることで、「ゼロエミ

ッション」を目指しています。市ケ谷キャンパスでは、「燃やせるゴミ」「燃やせないゴミ」

「ビン・カン」「ペットボトル」「ミックスペーパー」に分けてゴミ分別を行っています。

また、用紙類については別に「用紙回収ＢＯＸ」も設置しています。現在の技術では、ほ

とんどの紙類は再生紙原料として活用できます。パンフレットや雑誌・新聞なども回収し

ますので、ぜひこのＢＯＸをご利用ください。 
  
＊詳しい内容を大学ホームページ（www.hosei.ac.jp）→教育・研究→学びの特色→環境教

育／環境センターでご覧いただけます。 
＊ご意見・ご提案をお待ちしています。 
 

               法政大学環境センター TEL：03-3264-5681 

                          FAX：03-3264-5545 

                          E-mail: cei@hosei.ac.jp 
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【付録３】市ヶ谷キャンパス案内図 

 
① 55 年館＜食堂[B1]、購買[B1]、通信教育部[1F]＞  

② 58 年館＜食堂[B1]、学務部[1F]、エクステンションカレッジ[2F]＞ 

③ 教授室 ④ 80 年館＜図書館[B4～2F]＞ ⑤ 外濠校舎＜学生センター[1F]、キャリアセンター[2F]＞ 

⑥ ボアソナード・タワー＜食堂[B1]、入学センター[2F]、診療所[2F]＞ ⑦ 守衛所 

⑧ 富士見坂校舎＜研究開発センター[2F]、地域研究センター[3F]、国際交流センター[5F]＞  

⑨ 市ケ谷総合体育館  ⑩ 市ケ谷田町校舎＜デザイン工学部、デザイン工学研究科 事務室＞ 

⑪ 連帯社会研究交流センター（八重洲市谷ビル） ⑫新見附校舎 ⑬ 大学院棟 

⑭ 法科大学院棟 ⑮ 新一口坂校舎 ⑯ 法律事務所リエゾン (一口坂 TS ビル 2F）、法務専修室(同 3F) 

⑰ 一口坂校舎 ⑱九段校舎・九段校舎別館 ⑲デザイン工学研究科 

 
 ＜学生食堂＞ 

第一食堂       ５８年館（②）地下１階  

第二食堂       ５５年館（①）地下１階  

フォレストガーデン  ボアソナード・タワー（⑥）地下１階 

レインボーテラス   ボアソナード・タワー（⑥）２階 

富士見坂校舎食堂   富士見坂校舎（⑧）地下１階 

＜学内店舗＞ 

 ５５・５８年館地下に大学生協の売店（書籍販売、文房具）・プレイガイド等があります。 
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【付録４】院生研究室見取り図 
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