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第８章 教員組織 

 

１ 基準ごとの分析 

 

８－１ 教員の資格と評価 

 

基準８－１－１ 

 研究科及び専攻の種類及び規模に応じ，教育上必要な教員が置かれてい

ること。 

 
（基準８－１－１に係る状況）  

本研究科は法曹養成専攻１専攻である。平成 19 年度においては，その担当する専門分野

について，教育上の経歴や経験，理論と実務を架橋する法学専門教育を行うために必要な

高度の教育上の指導能力を有する専任教員を 19 人置いている。まず，これらの教員は，

「（１）専攻分野について，教育上又は研究上の業績を有する者」又は「（２）専攻分野に

ついて，高度の技術・技能を有する者」に該当し，かつ「その担当する専門分野に関し高

度の教育上の指導能力があると認められる者」である（【基準８－１－２】参照）。 
また，本研究科の規模（入学定員 30 人）を基準にして置かれるべきとされる専任教員の

数は 12 人であるから，本研究科は十分な数の専任教員を置いているといえる（【基準８－

２－１】参照）。 
専任教員の採用および昇任に関しては，【基準８－１－３】の分析において述べているよ

うに，教員の研究・教育上の能力等を適切に評価するための体制が整備されている。また，

本研究科の専任教員の配置に関しては，【基準８－２－２】の分析において述べているよう

に，「法律基本科目」群について 9 人，「法律実務基礎科目」群について 5 人，「基礎法学・

隣接科目」群について１人，「展開・先端科目」群について 4 人を配置しており，すべての

科目群について専任教員を配置し，専任教員の科目別配置等のバランスが適正であるとい

える。また，実務家教員の数も，本研究科で置くべき人数は３人であるところ，平成 19
年度は６人（学内措置によるみなし専任２人を含む。以下，本章における実務家教員の数

（６人）について同じ。）であり，十分な数の実務家教員を置いている（【基準８－３－１】

参照）。そして，この実務家教員のうち，弁護士４人，検察官１人であるから，実務家教員

のうち少なくとも３分の２は法曹としての経験を有する者であることという基準を満たし

ていることも明らかである（【基準８－３－２】参照）。このように，本研究科では実務教

育についても十分な教員配置をなしているといえる。専任教員の担当授業科目の比率につ

いては，【基準８－４－１】の分析において述べているように，教育上主要と認められる授

業科目（法律基本科目，展開・先端科目）については専任教員をすべて配置している。 
 なお，本研究科では，平成 19 年度においては，非常勤教員は 54 人おり，主として「法

律実務基礎科目」群（特に，エクスターンシップ），「基礎法学・隣接科目」群および「展

開・先端科目」群を担当している。その内訳は，本学の法学部教員が 13 人，医学部教員が

１人，他大学の教員が 14 人，裁判官１人，弁護士 25 人である。 
教員の担当する専門分野に関する高度な教育上の指導能力については，自己点検・評価

を実施する際に評価項目の一つとして確認し，根拠資料とともに公表している。【解釈指針

８－１－１－１】 
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基準８－１－２ 

 基準８－１－１に規定する教員のうち，次の各号のいずれかに該当し，

かつ，その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認め

られる者が，専任教員として専攻ごとに置かれていること。 

（１）専攻分野について，教育上又は研究上の業績を有する者 

（２）専攻分野について，高度の技術・技能を有する者 
（３）専攻分野について，特に優れた知識及び経験を有する者 

 
（基準８－１－２に係る状況）  

本研究科（法曹養成専攻）は，平成 19 年度には 19 人の専任教員（学内措置によるみな

し専任２人を含む。以下，本章における専任教員数（19 人）について同じ。）を置いてい

るが，そのうち，研究者教員 13 人，実務家教員６人である。13 人の研究者教員について

は，研究業績からわかるように全員が「（１）専攻分野について，教育上又は研究上の業績

を有する者」に該当し，かつ，《別紙様式３》に示す「担当科目」と十分な教員経験からし

て，「その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者」である

といえる。平成 19 年度の６人の実務家教員については，《別紙様式３》に示す「担当科目」

と実務家（弁護士，検察官，地方公共団体法務担当経験者）としての十分な経験からして，

「（２）専攻分野について，高度の技術・技能を有する者」に該当するとともに「その担当

する専門分野に関し高度の教育上の指導能力がある」と認められる。なお，本研究科に平

成 19 年度在籍の 19 人のうち，平江教授（検察官）と田中教授（弁護士）以外の専任教員

については，本研究科設置の際に，そして，平成 18 年度後学期採用の平江教授と田中教授

については，その採用の際に，設置審の教員審査において「適格」と判定されており，教

育上の指導能力については問題がないと考えられる。《別添資料８－１参照》 
教員の担当する専門分野に関する教育上の指導能力については，自己点検・評価を実施

する際に評価項目の一つとして確認し，公表している。【解釈指針８－１－２－１】 
また，教員の社会貢献活動については，個人活動評価の一つの領域として評価を行って

いるが，公表の在り方については，今後検討する必要がある。【解釈指針８－１－２－２】 
 

基準８－１－３ 

 教員の採用及び昇任に関し，教員の教育上の指導能力等を適切に評価する

ための体制が整備されていること。 

 

（基準８－１－３に係る状況）   
本研究科では，教員の採用及び昇任については，教授会が人事委員会の発議に基づいて

選考委員会を設け，同委員会が候補者について業績，人格，学歴，職歴，その他必要な調

査を行い，選定（審査）を行う。《資料８－１－３－１参照》そして，その選定（審査）に

あたっては，大学院法曹養成研究科における教育を担当するのにふさわしい教育上の能力

を有していることを候補者の必須の要件としている。《資料８－１－３－２参照》また，教

員の採用にあたっては，基本的に公募により選考を行うこととしており，そこで候補者に

よるプレゼンテーション及び模擬授業の実施などを求めることによって，その教育上の能

力を判断することにしている。 
兼担教員や兼任教員の採用に当たっては，教育職員選考内規の規定に準じて，教授会に

おいて選考（審査）を行っている。 
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資料８－１－３－１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料８－１－３－２ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
８－２ 専任教員の配置と構成 

 

基準８－２－１  

法科大学院には，専攻ごとに，平成１１年文部省告示第１７５号の別表第

一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の１.５倍の

数（小数点以下の端数があるときは，これを切り捨てる。）に，同告示の第

２号，別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員

の数を加えた数の専任教員を置くとともに，同告示の別表第三に定める修士

課程を担当する研究指導教員１人当たりの学生の収容定員に４分の３を乗

じて算出される収容定員の数（小数点以下の端数があるときは，これを切り

捨てる。）につき１人の専任教員が置かれていること。 

 
（基準８－２－１に係る状況）  

本基準の前半部分に述べられている「平成 11 年度文部省告示第 175 号の別表第一及び

 
（趣旨） 

第１条 熊本大学大学院法曹養成研究科の教育職員の採用及び昇任の選考について

は，国立大学法人熊本大学教育職員選考規則（平成１６年４月１日制定）に定める

もののほか，この内規の定めるところによる。 
    ┆ 
（選考委員会） 

第３条 教授会は，人事委員会の発議に基づいて，教授選考の必要がある場合には，

選考委員会を設ける。 
    ┆ 

 （選考方法） 
第４条 選考委員会は選考の基準を作成し，教授会の議に付す。 
２ 選考委員会は，候補者について業績，人格，学歴，職歴，その他必要な調査を行

い，教授候補者若干名を選定し，その審査の結果を書面により教授会に報告する。 
    ┆ 

 （准教授の選考） 
第６条 准教授の選考については，教授の選考に準じて行う。 

 
（出典：熊本大学大学院法曹養成研究科教育職員選考内規） 

 
（教育職員の選考） 

第２条 教授及び准教授の選考は，大学院法曹養成研究科における教育を担当するに

ふさわしい教育・研究上の能力を有し，大学運営及び社会に貢献すると認められる

者について，それぞれ次条以下の基準により行う。 
 

（出典：熊本大学大学院法曹養成研究科教育職員選考基準） 
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別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の 1.5 倍の数（小数点以下の端数

があるときは，これを切り捨てる。）」は，本研究科については「７人」である（５人（研

究指導教員の数）×1.5＝7.5 人）。次に，「同告示の第２号，別表第一及び別表第二に定め

る修士課程を担当する研究指導補助教員の数」は，「５人」である。したがって，本基準の

前半部分に述べられているところによれば，本研究科に置かなければならない専任教員数

（最低限必要な教員数）は，「12 人」（７人＋５人）ということになる。 
次に，本基準の後半部分に述べられている「同告示の別表第三に定める修士課程を担当

する研究指導教員１人当たりの学生の収容定員に４分の３を乗じて算出される収容定員の

数（小数点以下の端数があるときは，これを切り捨てる）につき１人の専任教員が置かれ

ていること」については，次のとおりである。まず，「同告示の別表第三に定める修士課程

を担当する研究指導教員１人当たりの学生の収容定員」は本研究科については「20 人」で

ある。これに４分の３を乗じると，「15 人」（20 人×３／４＝15 人）となる。本研究科は

１学年の定員が 30 人であり，３学年合わせた収容定員は 90 人であるから，これを先ほど

の 15 人で除すと，「６人」（90 人÷15 人＝６人）の専任教員が必要ということになる。 
本基準では，その前半部分に述べられている人数（12 人）が満たされていると同時に，

後半部分に述べられている人数（６人）が満たされていることが必要であるが，本研究科

では，平成 19 年度は 19 人の専任教員を置いているので，この基準を十分に満たしている。

【解釈指針８－２－１－１】 
また，専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は原則として教授であるこ

とが必要とされているが，本研究科の専任教員 19 人のうち，16 人が教授であるから，要

求されるレベルには十分に達している。《別紙様式４参照》【解釈指針８－２－１－２】 
さらに，「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）

の担当教員については，いずれも当該科目を適切に指導できる専任教員が置かれていなけ

ればならないが，本研究科における「法律基本科目」の担当教員については，研究業績及

び教員経験からして，いずれも当該科目を適切に指導できる専任教員であるといえる。《別

紙様式１参照》なお，【解釈指針８－２－１－３】にいう「当該科目を適切に指導できる専

任教員」というのは，「設置審査における基準と同様の趣旨であると考えている」（『法科大

学院認証評価に関するＱ＆Ａ』９頁）ということであるから，【基準８－１－２】の分析と

ころで述べたように，本研究科では，「法律基本科目」を担当している教員は全員設置審の

教員審査において「適格」と判定されているので，問題ないといえる（なお，法科大学院

評価基準『第８章（８－１：教員の資格と評価）に係る取扱いについて』（平成 19 年２月）

においても同旨の記載がなされている）。【解釈指針８－２－１－３】 
 
 
基準８－２－２ 

 専任教員の科目別配置等のバランスが適正であること。 

 

（基準８－２－２に係る状況）  
本研究科の「教育上の理念・目的」は，「豊かな人間性，幅広い教養，専門的資質・能力

及び高い倫理観を備えた質の高い法曹を養成し，もって地域住民に対するリーガルサービ

スの需要に応える」 というものである。そのため，司法試験受験科目に偏った履修をせず，

本研究科において用意されている科目を幅広く履修することを学生に勧めるとともに，「基

礎法学・隣接科目」群や「展開・先端科目」群にも専任教員を配置して，その充実を図っ

ており，「基礎法学・隣接科目」群に１人，「展開・先端科目」群に２人の専任教員を配置

している《別紙様式４参照》。本研究科における専任教員の配置については，平成 19 年度

においては，「法律基本科目」群 28 科目中（共通科目「法学」を除く），「民法Ⅰ」「民法Ⅲ」

「商取引法」を除いた 25 科目を 9 人の専任教員で担当しており，「法律実務基礎科目」群

についてはすべての科目を６人の専任教員で担当している。このように，本研究科では，
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各科目群における学生の履修すべき単位数やその授業形態などから考えて，すべての科目

群についてバランスよく専任教員を配置しているといえる。《別紙様式１参照》【解釈指針

８－２－２－１】 
また，専任教員の年齢構成も，教授では 60 歳代５人，50 歳代９人，40 歳代１人，30

歳代１人，准教授では 40 歳１人，30 歳代２人というバランスのとれた構成になっている。

【解釈指針８－２－２－２】 

 
 
８－３ 実務経験と高度な実務能力を有する教員 

 

基準８－３－１ 

 基準８－２－１に規定する専任教員の数のおおむね２割以上は，専攻分野

におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し，かつ，高度の実務の能力を

有する者であること。 

 

（基準８－３－１に係る状況）  
本基準に述べる「基準８－２－１に規定する専任教員の数」は「12 人」であるから，そ

の「２割」は，2.4 人である。そうすると，本研究科では，専任教員の「おおむね２割以上」

とは，「３人以上」の専任教員ということになり，この３人以上の専任教員が「専攻分野に

おけるおおむね５年以上の実務の経験を有し，かつ，高度の実務の能力を有する者」であ

ればよいということになる。本研究科には実務家教員が平成 19 年度には６人おり，その内

訳は，弁護士４人，検察官１人，地方公共団体法務担当経験者１人である。これらの専任

教員については，職歴からも明らかなように，そして，【基準８－１－２】の分析のところ

で述べたように，本研究科設置の際，および，その後の教員採用の際に，設置審の教員審

査で全員が「適格」と判定されていることからしても，「専攻分野におけるおおむね５年以

上の実務の経験を有し，かつ，高度の実務の能力を有する者であること」については問題

ない。そして，これらの実務家教員が担当する科目は，《資料８－３－１－１》に示してい

るように，その実務経験との関連が認められる科目である。《別紙様式３参照》。【解釈指針

８－３－１－１】 
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資料８－３－１－１ 
 

 

 

 
実務家教員名 

 

経験実務内容 
経験年数（平成 19

年５月現在） 
 

 
担当科目 

 

 
 原  田   卓 
 

弁護士 
11 年 11 カ月 

 

 民事実務基礎演習Ⅰ，民事実務基礎演習Ⅱ，民

事法総合Ⅰ(*)，民事法総合Ⅱ(*)，エクスターンシ

ップ，法情報調達(*) 
 

 
 林   勝  美 
 

地方公共団体法務

担当者 
37 年１カ月 

 

 公共政策と法，地方自治と法 
 

 
 平 江 徳 子 
 

検察官 
12 年１カ月 

 

 刑事法総合，刑事実務基礎演習Ⅰ，刑事実務基

礎演習Ⅱ 
 

 
 福 山 素 士 
 

弁護士 
21 年１カ月 

 

 民事実務基礎演習Ⅰ，民事実務基礎演習Ⅱ，民

法発展Ⅰ(*)，民法発展Ⅱ(*)，エクスターンシップ

 

 
 猿 渡 健 司 
 

弁護士 
10 年５カ月 

 

 刑事実務基礎演習Ⅰ，刑事実務基礎演習Ⅱ，エ

クスターンシップ 
 

 
 田 中 俊 夫 
 

弁護士 
22 年１カ月 

 

 エクスターンシップ,リーガル・クリニック 
 

 「*」のついた科目については平成 19 年度からの担当科目である。 
 「平江徳子」及び「田中俊夫」の２名は、学内措置によるみなし専任である。 

（出典：教員一覧） 
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基準８－３－２ 

 基準８－３－１に規定する実務の経験を有し，かつ，高度の実務の能力を

有する専任教員の少なくとも３分の２は，法曹としての実務の経験を有する

者であること。 

 

（基準８－３－２に係る状況）  
本研究科では，「基準８－３－１に規定する実務の経験を有し，かつ，高度の実務の能力

を有する専任教員」は，平成 19 年度は６人であり，そのうち５人は「法曹としての実務の

経験を有する者」である（原田教授，福山教授，猿渡教授，田中教授は弁護士であり，平

江教授は検察官である）。したがって，本研究科では，本基準の定める「３分の２」（３人

×２／３＝２人）という数は満たされている。《別紙様式３参照》 
 
 
８－４ 専任教員の担当科目の比率 

 

基準８－４－１ 

 各法科大学院における教育上主要と認められる授業科目については，原則

として，専任教員が配置されていること。 

 
（基準８－４－１に係る状況）  

「教育上主要と認められる科目」としては，法科大学院教育のコアとなる授業科目や各

法科大学院においてカリキュラムの特色として掲げる授業科目などが挙げられる（「法科大

学院認証評価に関するＱ＆Ａ」10 頁）。したがって，本研究科においては，「教育上主要と

認められる科目」としては，「法律基本科目」（「法科大学院教育のコアとなる科目」）と「展

開・先端科目」（「法科大学院においてカリキュラムの特色として掲げる科目」）とを挙げる

ことができる。そして，【解釈指針８－４－１－１】では，これらの科目のうちの必修科目

については，その授業のおおむね７割以上が専任教員によって担当されていることが要求

されている。そこで，本研究科におけるこれらの科目についてみると，平成 19 年度におい

ては，必修科目は，「法律基本科目」については 28 科目，「展開・先端科目」については１

科目であり，総計 29 科目である《「別紙様式１，別紙様式３参照》。この 29 科目のうち，

専任教員が担当しない科目は，「法律基本科目」では３科目（民法Ⅰ・民法Ⅲ・商取引法）

だけであり，「展開・先端科目」では「専門分野基礎」１科目が専任教員のみでは担当して

いない科目である。したがって，「法律基本科目」および「展開・先端科目」とも【解釈指

針８－４－１－１】の基準は十分に満たしているといえる。なお，「専門分野基礎」は平成

20 年度から廃止される（新カリキュラム）。 
また，複数の教員が担当するオムニバス方式の授業科目（例えば，「医療と法」「環境問

題と法」など）においては，１人の専任教員がシラバス責任者となって，シラバスの作成

はもちろん，その授業科目全体の運営や成績評価等について責任を負っている。《別添資料

８－２》 
 

 

８－５ 教員の教育研究環境 

 

基準８－５－１ 

 法科大学院の教員の授業負担は，各年度ごとに，適正な範囲内にとどめら

れていること。 
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（基準８－５－１に係る状況）  
本研究科の専任教員の授業負担は，他専攻，他研究科及び学部等（他大学の非常勤を含

む。）を通じて，年間 30 単位を超える授業負担の教員はおらず，20 単位を超える者が２人

（平成 18 年度：多田教授 22.4 単位，若色准教授 21.6 単位）いるだけであり，他の教員は

すべて 20 単位を超えない授業負担となっている。したがって，本研究科の教員の授業負担

は適正な範囲内にとどめられているといえる。《別紙様式３参照》【解釈指針８－５－１－

１】 

 

 

基準８－５－２ 

 法科大学院の専任教員には，その教育上，研究上及び管理運営上の業績に応じ

て，数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう努めていること。 

 

（基準８－５－２に係る状況）  
本研究科では，専任教員について，その教育上，研究上及び管理運営上の業績に応じて，

数年ごとに相当の研究専念期間を与えるよう，サバティカル制度を導入する方向で検討し

ているが，教員が担当する科目によってはその利用について難易（サバティカル期間中の

代替教員の確保などの難易）の差が大きく，全ての専門分野への導入については難しい問

題が残っている。 
 

 

基準８－５－３ 

  法科大学院の専任教員の教育上及び研究上の職務を補助するため，必要な

資質及び能力を有する職員が適切に置かれていること。 
 

（基準８－５－３に係る状況）  
本研究科では，人文社会科学系事務部に法曹養成研究科担当の事務職員を配置するとと

もに，専任教員の教育上及び研究上の職務の補助を行うため，人文社会科学系事務室とは

別に法曹養成研究科事務室を設け，非常勤職員２人を置き，次の業務を行っている。 
１．教材印刷 
２．定期試験の答案などのＰＤＦ化による保存 
３．教員からの物品（図書を含む）購入依頼受付及び手配 
４．図書の配架及び管理 
５．複写機及びリソグラフ等機器の管理（消耗品，印刷用紙，トナー等の補給及び修理

依頼） 
６．研究科が使用する教室等の鍵の管理及び帯出・返却の受付 など 
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２ 優れた点及び改善を要する点等 

《優れた点》 
（１）本研究科では，【基準８－２－１】において配置しなければならないとされる専任教

員の数「12 人」を大きく上回る数の専任教員を置いており，平成 19 年度は 19 人の専任教

員を置いている。しかも，これらの専任教員はすべて「専攻分野について，教育上又は研

究上の業績を有する者」もしくは「専攻分野について，高度の技術・技能を有する者」で

あって，「その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者」で

ある。 
（２）専任教員のうち，平成 19 年度においては，教授 16 人，准教授３人であり，その年

齢も 60 歳代から 30 歳代までバランスのよい年齢構成となっている。また，本研究科にお

ける教育上主要と認められる科目，とりわけ，そのうちの必修科目 29 科目についてはその

ほとんどを専任教員が担当している（「民法Ⅰ」，「民法Ⅲ」，「商取引法」，「専門分野基礎」

の一部についてのみ非常勤教員が担当しているにすぎない）。したがって，適正なバランス

のとれた教員組織が構成され，責任ある教育体制がとられている。 
（３）実務家教員については，「専攻分野におけるおおむね５年以上の実務経験を有し，か

つ，高度の実務能力を有する者」として【基準８－３－１】において本研究科に要求され

る人数は「３人」であるが，本研究科ではこのような実務家教員を平成 19 年度では６人（う

ち，５人が法曹実務経験者）置いており，理論教育と実務教育との架橋をはかるための教

育体制も十分に整っているといえる。 
（４）本研究科では教員の採用にあたっては，その教育上の能力を判定するため，候補者

にプレゼンテーションおよび模擬授業の実施を求めている。 
 
《改善を要する点》 

相当な研究専念期間を教員ごとに確保するためのサバティカル制度については，その導

入に向けて検討中であるが，教員の担当する授業科目によっては困難な問題が残っている

ため，そのような授業科目を担当する教員については，教育以外の負担を軽減するような

体制を作るよう検討している。 
 


