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＜根拠・参照資料一覧＞ 

A) 学則・諸規程等 

＜全学の規程等＞ 
A001 「個人情報の保護に関する規程」2002 年 10 月 10 日制定 

A002 「ハラスメントの防止等に関する規程」2008 年３月 21 日制定 

A003 「龍谷大学専門職大学院学則」2004 年 11 月 30 日設置認可 

A004 「事務組織規程」2005 年３月 24 日制定 

A005 「学校法人龍谷大学情報公開規程」2011 年３月 28 日制定 

A006 「情報公開規程に関する細則」2011 年３月 28 日制定 

A007 「大学評価に関する規程」2003 年 11 月 27 日制定 

A008 「教員活動自己点検 点検結果の活用に関するガイドライン」2013 年２月 14 日 全学大学評価会議

承認 

A009 「特別任用教員規程」1983 年４月１日制定 

A010 「教育職員選考基準」1994 年３月 10 日 部局長会申合せ 

A011 「ティーチング・アシスタント規程」2004 年 7 月 8日制定 

A012 「法務研究科チュートリアル・スタッフ規程」2005 年２月 10 日制定 

A013 「専任教員の担当授業時間数に関する基準」1976 年 10 月 19 日制定 

A014 「学生懲戒規程」2007 年３月 27 日制定 

A015 「龍谷大学給付奨学生選考細則」2002 年６月６日制定 

A016 「法科大学院学費援助奨学生選考内規」2004 年７月８日制定 

A017 「法科大学院既修（２年修了）コース学費援助奨学生選考内規」2010 年２月５日制定 

A018 「全学研究運営会議規程」2004 年３月 25 日制定 

A019 「研究員規程」1989 年２月 23 日制定 

A020 「リサーチ・アシスタント任用規程」2004 年９月 30 日 

A021-1 「図書委員会規程」1975 年３月 25 日制定 

A021-2 「図書等利用規程」1989 年３月９日制定 

A022 「研究所等における専任研究員任用規程」1989 年２月 23 日制定 

 

＜研究科の内規等＞ 
A023 「龍谷大学大学院法務研究科研究科長選挙内規」2004 年４月 28 日制定 

A024 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）教授会内規」2005 年４月 20 日制定 

A025 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）委員会内規」2012 年 11 月７日制定 

A026 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）委員会内規の一部を改正する内規」2014 年２月 19 日

制定 

A027 「法科大学院自己点検・評価委員会内規」2011 年６月８日制定 

A028 「法学部・法学研究科・法科大学院三者協議会の運営に関する申し合せ」2007 年４月 11 日制定 

A029 「龍谷大学法科大学院 情報の公開等に関する内規」2012 年 10 月３日制定 

A030 「龍谷大学法科大学院 情報の公開等に関する内規の一部を改正する内規」2014 年２月 19 日制定 

A031 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）教員選考内規」2005 年４月 20 日制定 

A032 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）教員選考手続細則」2005 年４月 20 日制定 

A033 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）履修細則」2005 年４月４日制定 

A034 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）履修細則の一部を改正する細則」2010 年１月 13 日制

定 

A035 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）履修細則の一部を改正する細則」2011 年３月２日制定 

A036 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）履修細則の一部を改正する細則」2012 年１月 25 日制

定 

A037 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）履修細則の一部を改正する細則」2014 年２月５日制定 

A038 「龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）履修細則の一部を改正する細則」2014 年２月 19 日制

定 

A039 「論述指導等に関するガイドライン」2009 年 10 月 14 日 教授会承認 

A040 「法科大学院ノートブック型パーソナル・コンピューター貸与要綱」2005 年４月６日制定 

A041 「法科大学院下宿者学業支援奨学生の推薦基準等に関する内規」2010 年６月 23 日制定 

A042 「法科大学院学業奨学生の選考方法等について＜2012 年度以降入学（標準コース）生対象＞」2011

年 10 月５日改正 
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B) 会議体議事録等 

＜教授会＞ 
B001 「2012 年度第 12 回（168 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2012 年 10 月 17 日開催 

B002 「2012 年度第 20 回（176 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年２月 20 日開催 

B003 「2012 年度第 22 回（178 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年３月 13 日開催 

B004 「2013 年度第１回（179 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年４月 10 日開催 

B005 「2013 年度第６回（184 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年５月 22 日開催 

B006 「2013 年度第８回（186 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年６月 19 日開催 

B007 「2013 年度第９回（187 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年７月３日開催 

B008 「2013 年度第 12 回（190 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年９月 25 日開催 

B009 「2013 年度第 15 回（193 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年 11 月６日開催 

B010 「2013 年度第 16 回（194 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年 11 月 13 日開催 

B011 「2013 年度第 17 回（195 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2013 年 12 月４日開催 

B012 「2013 年度第 19 回（197 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2014 年１月８日開催 

B013 「2013 年度第 22 回（200 回）法科大学院教授会議事録（一部抜粋）」2014 年２月５日開催 

 

＜FD 全体会＞ 
B014 「2013 年度第１回 FD 全体会記録（一部抜粋）」2013 年４月 24 日開催 

B015 「2013 年度第４回 FD 全体会記録（一部抜粋）」2013 年 10 月 23 日開催 

B016 「2013 年度第５回 FD 全体会記録（一部抜粋）」2013 年 11 月 27 日開催 

 

＜教務委員会＞ 
B017 「2013 年度第 15 回教務委員会議事録（一部抜粋）」2013 年 12 月３日開催 

 

C) 教育の内容・方法・成果に関する資料 
＜教育課程の編成・実施＞ 
C001 龍谷大学法科大学院「学則変更について（提案）」2012 年１月 11 日 教授会承認 

C002 龍谷大学法科大学院「2013 年度におけるカリキュラムの一部修正について」2012 年 11 月７日 教授

会承認 

C003 龍谷大学法科大学院「法科大学院 2013（平成 25）年度学則変更の趣旨」2013 年１月９日 教授会承

認 

C004 龍谷大学法科大学院「2011 年度『カリキュラム改革に関する調査 集計結果』（2009～2011 年度入学

生対象）」2012 年１月 25 日 教授会報告 

C005 龍谷大学法科大学院「2013（平成 25）年度法科大学院学年暦策定にあたっての基本方針」2012 年９

月 26 日 教授会承認 

C006 龍谷大学法科大学院「2012 年度『カリキュラム改革に関する調査 集計結果』（2012 年度入学生対象）」

2013 年４月 1日 教授会報告 

C007 龍谷大学法科大学院「2009-2013 年度入学生対象 龍谷大学法科大学院開設科目変遷一覧」2013 年９

月 

C008 龍谷大学法科大学院「龍谷版共通的到達目標モデル」2013 年 11 月 

C009 龍谷大学法科大学院「法科大学院 2014（平成 26）年度専門職大学院学則変更の趣旨」2014 年１月

８日 教授会承認 

C010 龍谷大学法科大学院「「龍谷大学法科大学院『教育課程編成・実施の方針』」の改訂について（提案）」

2014 年２月５日 教授会承認 

 
＜履修登録＞ 
C011 龍谷大学法科大学院「2009 年度履修要項」2009 年３月 

C012 龍谷大学法科大学院「2010 年度履修要項」2010 年３月 

C013 龍谷大学法科大学院「2011 年度履修要項」2011 年３月 

C014 龍谷大学法科大学院「2012 年度履修要項」2012 年３月 

C015 龍谷大学法科大学院「2013 年度履修要項」2013 年３月 

C016 龍谷大学法科大学院「2013 年度 龍谷大学法科大学院授業科目時間割表」2013 年３月 16 日現在 

C017 龍谷大学法科大学院「2013 年度 法科大学院新学期のスケジュール」2013 年３月 12 日現在 

C018 龍谷大学法科大学院「法科大学院 履修ガイダンス資料（新２年次生）」2013 年３月 13 日開催 
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C019 龍谷大学法科大学院「法科大学院 履修ガイダンス資料（新３年次生）」2013 年３月 13 日開催 

C020 龍谷大学法科大学院「2013 年度履修ガイダンス［標準コース新入生］」2013 年４月１日開催 

C021 龍谷大学法科大学院「2013 年度履修ガイダンス［既修コース新入生］」2013 年４月１日開催 

 
＜成績評価＞ 
C022 龍谷大学法科大学院「成績評価の基準と方法について」2012 年 12 月 

C023 龍谷大学法科大学院「成績評価ガイドラインの改定について」2013 年５月 22 日 教授会承認 

C024 龍谷大学法科大学院「『成績評価ガイドライン』の改訂について（提案）」2013 年 6 月 19 日 教授会

承認 

C025 龍谷大学法科大学院「他法科大学院に対する『法律基本科目・演習科目の成績評価にかかるアンケ

ート』集計結果」2013 年５月 

C026 龍谷大学法科大学院「成績分布関係資料集［2012-2013 年度］」2014 年３月 

C027 龍谷大学法科大学院「2013 年度 法科大学院 成績疑義申出用紙（様式）」 

C028 龍谷大学法科大学院「2013 年度法科大学院 修了判定結果にかかる疑義申出用紙（様式）」 

C029 「『法律基本科目・演習科目の成績評価に関するアンケート』への回答ならびに関連資料ご提供につ

いてのお願い」2013 年４月 18 日付け文書 

C030 「2013 年度前期定期試験にかかる『試験問題』ならびに『出題のねらい』または『模範解答』等の

提出について（依頼）」2013 年７月１日付け文書 

C031 「2013 年度前期定期試験にかかる『講評』の提出について（依頼）」2013 年７月付け文書 

 

＜シラバス＞ 
C032 龍谷大学法科大学院「2014 年度版シラバスの作成に向けた掲載項目の見直しと統一化について」

2013 年６月５日 教授会承認 

C033 龍谷大学法科大学院「2014 年度 龍谷大学法科大学院シラバス作成の手引」2014 年１月 

C034-1 龍谷大学法科大学院「2013 年度版シラバス」2014 年３月 

C034-2 龍谷大学法科大学院「2014 年度版シラバス」2014 年３月 

C035 「2012 年度新カリキュラム・シラバス作成に関連してのお願い」2012 年 12 月 22 日付け文書 

 

＜法務研修＞ 
C036 龍谷大学法科大学院「2013 年度 法務総合プロジェクト運営会議 構成員について」2013 年４月 24

日 法務総合プロジェクト運営会議承認 

C037 龍谷大学法科大学院「2013 年度版 法務研修ガイド」2013 年５月 

C038 龍谷大学法科大学院「2013 年度『法務研修』プロジェクト担当教員・実習受入先一覧」2013 年９月 

C039 龍谷大学法科大学院法務総合プロジェクト運営会議編「第６期（2011-12 年）法務研修報告集」2013

年１月 

C040 龍谷大学法科大学院法務総合プロジェクト会議編「第７期（2012-13 年）法務研修報告集」2013 年

10 月 

C041 龍谷大学法科大学院教務課「2013 年度後期開講『法務研修』受講生対象 事前合同演習の開催につ

いて（お知らせ）」2013 年 11 月 13 日付け掲示 

C042 龍谷大学法科大学院「2009-2013 年度『法務研修』実習先別受入人数一覧」2014 年３月３日現在 

 
＜学習指導・学習支援＞ 
C043 龍谷大学法科大学院「学習相談員を活用しましょう」2012 年 10 月 25 日付け掲示 

C044 龍谷大学法科大学院「2013 年度前期 法科大学院 TA 推薦要項」2013 年２月 20 日 教授会報告 

C045 龍谷大学法科大学院「2013 年度 前期 オフィスアワー開設時間」2013 年２月 27 日 教授会報告 

C046 龍谷大学法科大学院「2013 年度 前期開始前の学修相談日程表」2013 年２月 27 日 教授会報告 

C047 龍谷大学法科大学院「修了年次生対象学習相談員の指名受付について（提案）」2013 年６月 19 日 教

授会承認 

C048 龍谷大学法科大学院「2013 年度 学習相談員の配置状況一覧」2013 年９月 30 日現在 

C049 龍谷大学法科大学院「2013 年度 第１学期 TA 配置状況一覧」2013 年５月１日現在 

C050 龍谷大学法科大学院「ローライブラリーだより」Vol.32（2013 年夏休み号）2013 年８月 

C051 龍谷大学法科大学院「2013 年度 第２学期 オフィスアワー開設時間」2013 年８月 28 日 教授会報告 

C052 龍谷大学法科大学院「2013 年度 第２学期授業開始前の学修相談日程表」2013 年８月 28 日 教授会

報告 

C053 龍谷大学法科大学院「学修面談票（様式）」2013 年８月 28 日 教授会承認 
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C054 龍谷大学法科大学院「2013 年度 第２学期 TA 配置状況一覧」2013 年 10 月１日現在 

C055 龍谷大学法科大学院「課外学習指導（オフィスアワー・学習相談員等）月報（様式）」2013 年 11 月

13 日 教授会承認 

 
＜TS＞ 
C056 龍谷大学法科大学院「TS 業務について」2013 年２月 

C057 龍谷大学法科大学院「2013 年度チュートリアル・スタッフ（TS）ゼミ編成の基本方針」2013 年２月

27 日 教授会承認 

C058 龍谷大学法科大学院「チュートリアル・スタッフ（TS）ゼミガイド 2013 年度前期」2013 年３月 

C059 龍谷大学法科大学院「2013 年度 TS 制度に関する説明会資料［標準コース新入生］」2013 年４月６日

開催 

C060 龍谷大学法科大学院「2013 年度 チュートリアル・スタッフ（TS）一覧」2013 年６月 18 日現在 

C061 龍谷大学法科大学院「TS ゼミ参観結果コメントシート（様式）」2013 年６月 

C062 龍谷大学法科大学院「2013 年度 TS ゼミ・個別指導受講状況一覧」2014 年１月 

C063 龍谷大学法科大学院「チュートリアル・スタッフ（TS）ゼミガイド 2013 年度第２学期」2013 年９

月 

 

＜入学前教育・入学時導入教育＞ 
C064 龍谷大学法科大学院「入学前教育プログラム 2013 入学予定者のみなさんへ」2012 年９月 

C065 龍谷大学法科大学院「リーガルリテラシーテキスト 2013」2012 年９月 

C066 龍谷大学法科大学院「2013 年度前期入学試験『合格者の集い』」2012 年 10 月６日開催 

C067 龍谷大学法科大学院「学習ナビゲーター2013 入学までの時間を有意義に過ごすために」2012 年 12

月 

C068 龍谷大学法科大学院「入学前教育プログラム 2013 入学予定者のみなさんへ【後期入試合格者用】」

2013 年２月 

C069 龍谷大学法科大学院「2013 年度『未修者のための導入教育』レジュメ集」2013 年３月 

C070 「『学習ナビゲーター2013』の送付について」2012 年 12 月 15 日付け文書 

C071 「書類送付のご案内」2013 年２月 15 日付け文書 

 
＜FD＞ 
C072 龍谷大学法科大学院「2013 年度 法科大学院 FD 部会 所属一覧」2013 年４月 24 日 FD 全体会承認 

C073 龍谷大学法科大学院「2009-2013 年度 FD 全体会 開催実績一覧」2014 年２月 28 日現在 

C074 龍谷大学法科大学院「教員による学外研修会・シンポジウム等への参加実績一覧（2009-2013 年度）」

2014 年２月 28 日現在 

C075 龍谷大学法科大学院 FD 委員会「龍谷大学法科大学院 2012 年度 FD 活動報告書」2013 年９月 

 

＜授業アンケート＞ 
C076 龍谷大学法科大学院「『授業アンケート』集計結果集［2012-2013 年度］」2014 年３月 

C077 龍谷大学法科大学院「2013 年度第１学期授業アンケート結果の公開について」2013 年 10 月１日付

け掲示 

C078 龍谷大学法科大学院「2013 年度第 1学期授業アンケートの分析結果」（2013 年度第４回 FD 全体会

［2013.10.23 開催］資料３）  

C079 「2012（平成 24）年度後期授業アンケートの集計結果に対する学生向けコメントの提出について（依

頼）」2013 年２月 26 日付け文書 

 
＜教員相互による授業参観＞ 
C080 龍谷大学法科大学院「2013 年度前期 教員相互による授業参観の実施について」2013 年４月 24 日 教

授会承認 

C081 龍谷大学法科大学院「『教員相互による授業参観』参観シート・コメント集［2012-2013 年度］」2014

年３月 

 

＜司法試験＞ 
C082 龍谷大学法科大学院「2013 年司法試験にかかる短答式試験の成績状況調査について（ご協力のお願

い）」2013 年６月 11 日付け掲示 
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C083 龍谷大学法科大学院「2008-2013 年 司法試験受験・合格状況」2014 年１月 

C084 「2013 年司法試験にかかる総合成績状況調査について(ご協力のお願い)」2013 年９月 27 日付け文

書 

 
＜その他＞ 
C085 龍谷大学法科大学院「2012 年度から研究生願書の様式が変わります。」2012 年１月 27 日付け掲示 

C086 龍谷大学法科大学院「2013 年度教学促進費による講演会開催一覧」2014 年２月５日現在 

C087 龍谷大学法科大学院「2013 年度から研究生出願時の手続きが変わります」2013 年２月 14 日付け掲

示 

C088 龍谷大学法科大学院「2013 年度龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）研究生願書［１年間・1

学期（前期）用］」2013 年２月６日 教授会承認 

C089 龍谷大学法科大学院「2013 年度龍谷大学大学院法務研究科（法科大学院）研究生選考資料【総括表】」

2013 年４月 10 日 教授会報告 

C090 龍谷大学法科大学院「学生・修了生向け特別就活入門セミナー開催決定！！」2013 年６月 25 日付

け掲示 

C091 龍谷大学法科大学院「ジュリナビ就活セミナーアンケート（集計結果）」2013 年７月 17 日 教授会

報告 

C092 龍谷大学法科大学院「2013 年度 刑事実務総合演習 日程及び講義内容」2013 年９月 

C093 龍谷大学法科大学院「2013 年度 修了生を対象とする進路状況調査の実施について（提案）」2014

年２月 19 日 教授会承認 

C094 株式会社 TKC リーガルデータベース営業本部「『法科大学院教育研究支援システム』データベースの

ご紹介」2013 年４月 

C095 株式会社エル・アイ・シー「LLI 統合型法律情報システム 利用ガイド［第５版］」2014 年２月 

 

D) 教員組織に関する資料 
D001 龍谷大学「2013 年度 龍谷大学出講手帳」2013 年３月 

D002 龍谷大学法科大学院「2008-2013 年度 龍谷大学法科大学院 教員組織変遷一覧」2013 年 10 月 

 

E) 学生の受入れに関する資料 
E001 龍谷大学「退学願（様式）」 

E002 龍谷大学「休学願（様式）」 

E003 龍谷大学法科大学院「2013 年度龍谷大学法科大学院受験生向けアンケート集計結果」2012 年８月・

2013 年２月実施 

E004 龍谷大学法科大学院「2013 年度法科大学院入学試験に係る志願者目標について」2012 年５月９日 教

授会承認 

E005 龍谷大学法科大学院「2013 年度法科大学院入試受験生確保に向けた取り組みについて」2012 年５月

９日 教授会承認 

E006 龍谷大学法科大学院「2014 年度パンフレット」2013 年６月 

E007 龍谷大学法科大学院「2014 年度入試説明会資料」2013 年７月７日開催 

E008 龍谷大学法科大学院「龍谷大学法科大学院 適性試験分布状況一覧」2014 年２月 14 日現在 

E009 龍谷大学法科大学院「2014 年度法科大学院入学試験問題集」2014 年３月 

E010 龍谷大学法科大学院「学生面談記録（様式）」 

E011 龍谷大学入試部「龍谷大学法科大学院 2009 年度入学試験要項」2008 年６月 

E012 龍谷大学入試部「龍谷大学法科大学院 2010 年度入学試験要項」2009 年６月 

E013 龍谷大学入試部「龍谷大学法科大学院 2011 年度入学試験要項」2010 年６月 

E014 龍谷大学入試部「龍谷大学法科大学院 2012 年度入学試験要項」2011 年６月 

E015 龍谷大学入試部「龍谷大学法科大学院 2013 年度入学試験要項」2012 年６月 

E016 龍谷大学入試部「龍谷大学法科大学院 2014 年度入学試験要項」2013 年６月 

E017 龍谷大学入試部「2011～2013 年度法科大学院入学試験問題集」2013 年６月 

E018 龍谷大学入試部「2014 年度龍谷大学入学ハンドブック［2014 法科大学院 前期］」2013 年８月 

E019 「『入学試験要項』記載の個人情報の取り扱いについて」2014 年２月 20 日付け文書 

E020 龍谷大学法科大学院「龍谷大学法科大学院入試説明会アンケート（様式）」 
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F) 学生生活への支援に関する資料 
F001 龍谷大学学生部編「2013 年度学生手帳」2013 年３月 

F002 龍谷大学障がい学生支援委員会「共に学ぶ、友と過ごす。－龍谷大学が行う障がいのある学生への

支援－（案内パンフレット）」2013 年５月 

F003 2013 年度龍谷大学ハラスメント問題委員会「ひとりで悩まないで相談してください―ハラスメント

に関する相談について－」2013 年３月 

F004 龍谷大学保健管理センター「龍谷大学保健管理センター利用のしおり［2013 年度版］」2013 年３月 

F005 龍谷大学保健管理センター「ひとりで悩まないで―学業から就職、生活全般何でも相談してくださ

い－［大学生活サポートの相談利用案内］」2013 年３月 

 

G) 施設・設備、図書館に関する資料 
G001 龍谷大学法科大学院「2013 年度施設等利用ガイド」2013 年３月 

G002 龍谷大学図書館「LIBRARY GUIDE 図書館利用ガイド 2013」2013 年３月 

G003 学校法人龍谷大学財務部「紫光館（地階～５階）平面図」 

 

H) 事務組織に関する資料 
H001 龍谷大学総務部人事課「評価制度について［保存版］」2013 年５月 

H002 龍谷大学「専任事務職員研修要項」2013 年７月 

H003 龍谷大学「嘱託職員研修要項」2013 年７月 

H004 龍谷大学法科大学院教務課「法科大学院ニュース（2013.03.19）」2013 年３月 19 日付け電子メール 

H005 龍谷大学法科大学院教務課「2009-2013 年度法科大学院教務課事務職員参加研修一覧」2014 年２月 

 

I) 管理運営に関する資料 
I001 龍谷大学「『龍谷大学財政基本計画』の改訂について」2010 年７月 15 日 評議会承認 

I002 学校法人龍谷大学「平成 24 年度決算書」2013 年６月 

 

J) 法科大学院認証評価 / 自己点検・評価に関する資料 
J001 大学基準協会「龍谷大学法科大学院に対する認証評価結果」2010 年３月 

J002 大学基準協会「改善報告書検討結果（龍谷大学法科大学院）」2013 年３月 

J003 龍谷大学「2013 年度（対象年度：2012） 自己点検・評価シート＜法科大学院＞（様式）」2013 年５

月 

J004 龍谷大学「2013 年度（対象年度：2012） 自己点検・評価シート＜学部教務課＞（様式）」2013 年５

月 

J005 龍谷大学「2013（平成 25）年度【法科大学院】教員活動自己点検シート（様式）」 

J006 龍谷大学法科大学院「認証評価にかかる指摘事項・改善結果一覧（FD に関連する事項のみ抜粋）」

（2012 年度第２回 FD 全体会［2012.7.25 開催］資料） 

J007 龍谷大学大学評価支援室「龍谷大学の自己点検・評価制度について＜実施要領＞―2013 年度版―」

2013 年５月 

J008 龍谷大学「龍谷大学内部質保証のあり方について」2011 年３月 24 日 部局長会承認 

J009 龍谷大学法科大学院「2013 年度 自己点検・評価結果（対象年度：2012 年度）」2014 年３月 

J010 龍谷大学法科大学院「2013 年度 自己点検・評価  改善計画書」2013 年 12 月 

J011 龍谷大学法科大学院「2013 年度（対象年度：2012 年度） 自己点検・評価  改善報告書」2013 年３

月 

J012 龍谷大学法科大学院「2010(平成 22)年度 龍谷大学法科大学院 一単位科目として開講されている法

律基本科目の演習科目にかかる開講状況ならびに検討状況報告書」2010 年 10 月 

J013 大学基準協会「龍谷大学法科大学院に対する認証評価結果の付記事項に関する検証結果」2011 年３

月 

J014 龍谷大学法科大学院「2011(平成 23)年度 龍谷大学法科大学院 一単位科目として開講されている法

律基本科目の演習科目にかかる開講状況ならびに検討状況報告書」2011 年 10 月 

J015 大学基準協会「龍谷大学法科大学院に対する認証評価結果の付記事項に関する検証結果」2012 年３

月 

J016 龍谷大学法科大学院「2012(平成 24)年度 龍谷大学法科大学院 一単位科目として開講されている法

律基本科目の演習科目にかかる開講状況ならびに検討状況報告書」2012 年 10 月 
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J017 大学基準協会「龍谷大学法科大学院に対する認証評価結果の付記事項に関する検証結果」2013 年３

月 

 

K) その他の学内資料 
K001 龍谷大学法科大学院「組織・運営と諸活動の状況に関する情報公開の状況一覧」2014 年２月 14 日

現在 

K002 龍谷大学研究部「2013 年度版 研究支援ガイド［一部抜粋］」2013 年７月 

K003 龍谷大学社会科学研究所「龍谷大学社会科学研究所（パンフレット）」2010 年３月 

K004 龍谷大学矯正・保護総合センター「矯正・保護総合センター 総合パンフレット 2013 年度」2013

年４月 

K005 龍谷大学矯正･保護総合センター「2013 年度矯正・保護総合センターにおける研究プロジェクトに

ついて」2014 年２月 21 日現在 

 

L) 公文書等 
L001 司法制度改革審議会「司法制度改革審議会意見書－21 世紀の日本を支える司法制度－」2001 年６月 

L002 中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて（答申）」2008 年 12 月 

L003 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「司法制度改革の趣旨に則った法科大学院教育の

在り方について（報告） ～法科大学院設立の理念の再確認のために～」 2007 年 12 月 

L004 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大学院教育の質の向上のための改善方策に

ついて（報告）」2009 年４月 

L005 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会法学未修者教育の充実のための検討ワーキング・

グループ「法学未修者教育の充実方策に関する調査検討結果報告」2012 年 11 月 

L006 中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会「法科大学院修了認定状況の推移（平成 17 年度～

平成 24 年度）」（第 54 回法科大学院特別委員会［2013.5.8 開催］資料 4-3） 

L007 大学入試センター「平成 20 年度法科大学院適性試験（本試験）試験結果について（得点分布等を含

む）」2008 年７月 

L008 大学入試センター「平成 21 年度法科大学院適性試験（本試験）試験結果について（得点分布等を含

む）」2009 年７月 

L009 大学入試センター「平成 22 年度法科大学院適性試験（本試験）試験結果について（得点分布等を含

む）」2010 年７月 

L010 適性試験管理委員会「2011 年『法科大学院全国統一適性試験』実施結果」2011 年７月 

L011 適性試験管理委員会「2012 年『法科大学院全国統一適性試験』実施結果」2012 年７月 

L012 適性試験管理委員会「2013 年『法科大学院全国統一適性試験』実施結果」2013 年７月 

L013 法科大学院コア・カリキュラムの調査研究グループ「法科大学院における共通的な到達目標モデル

（第二次案修正案）」2010 年９月 

 

M) 参照 URL 
M001 龍谷大学 web ページ「法務研究科（法務専攻）の『教育理念・目的』と『３つの方針』」

<http://www.ryukoku.ac.jp/about/philosophy/graduate_f.html> 最終アクセス：2014/02/22 

M002 龍谷大学法科大学院 web ページ「自己点検・評価報告書の公表について」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/publish/hyouka.html> 最終アクセ

ス：2014/03/20 

M003 龍谷大学法科大学院 web サイト「龍谷大学法科大学院（トップページ）」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/index.php> 2014/02/22 

M004 龍谷大学法科大学院 web ページ「新司法試験合格者が語る（第 66 期司法修習生 仲 晃生 さん）」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/message/message01_2014.html> 最終

アクセス：2014/02/15 

M005 龍谷大学法科大学院 web ページ「新司法試験合格者が語る（第 66 期司法修習生 岡村 政和 さん）」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/message/message02_2014.html> 最終

アクセス：2014/02/22 

M006 龍谷大学法科大学院 web ページ「2014 年度入学試験概要」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/admission.html> 最終アクセス：

2014/02/22 
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M007 龍谷大学法科大学院 web ページ「よくあるご質問」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/qanda.html> 最終アクセス：

2014/02/22 

M008 龍谷大学法科大学院 web ページ「情報公表」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/publish.html>最終アクセス：

2014/02/22 

M009 龍谷大学法科大学院 web ページ「入学試験結果 2009 年度」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/result/2009.html> 最終アクセス：

2014/02/15 

M010 龍谷大学法科大学院 web ページ「入学試験結果 2010 年度」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/result/2010.html> 最終アクセス：

2014/02/15 

M011 龍谷大学法科大学院 web ページ「入学試験結果 2011 年度」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/result/2011.html> 最終アクセス：

2014/02/22 

M012 龍谷大学法科大学院 web ページ「入学試験結果 2012 年度」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/result/2012.html> 最終アクセス：

2014/02/15 

M013 龍谷大学法科大学院 web ページ「入学試験結果 2013 年度」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/result/2013.html> 最終アクセス：

2014/02/15 

M014 龍谷大学法科大学院 web ページ「入学試験結果 2014 年度」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/result/2014.html> 最終アクセス：

2014/02/22 

M015 龍谷大学法科大学院 web ページ「入学者数、収容定員・在籍者数、進級・修了状況」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/numeric.html> 最終アクセス：

2014/02/15 

M016 龍谷大学法科大学院 web ページ「司法試験受験・合格状況、修了生の進路状況」

<http://www.ryukoku.ac.jp/faculty/graduate/law_school/pass/index.html> 最終アクセス：

2014/02/22 

M017 龍谷大学法科大学院ポータルサイト「龍谷大学法科大学院ポータルサイト（トップページ）」

<https://ls-portal.ls.ryukoku.ac.jp/> 最終アクセス：2014/02/22 

M018 龍谷大学法科大学院 E-ラーニングシステム「2012 年度 第１学期 定期試験問題 等」

<http://ls-learning.ls.ryukoku.ac.jp/cgi-bin/bbs_login.cgx?do=start&sub=lecture> 最終ア

クセス：2014/03/09 

M019 龍谷大学法科大学院 E-ラーニングシステム「2012 年度 第２学期 定期試験問題 等」

<http://ls-learning.ls.ryukoku.ac.jp/cgi-bin/bbs_login.cgx?do=start&sub=lecture> 最終ア

クセス：2014/03/09 

M020 龍谷大学法科大学院 E-ラーニングシステム「2013 年度 第１学期 定期試験問題 等」

<http://ls-learning.ls.ryukoku.ac.jp/cgi-bin/bbs_login.cgx?do=start&sub=lecture> 最終ア

クセス：2014/03/09 

M021 龍谷大学法科大学院 E-ラーニングシステム「2013 年度 第２学期 定期試験問題 等」

<http://ls-learning.ls.ryukoku.ac.jp/cgi-bin/bbs_login.cgx?do=start&sub=lecture> 最終ア

クセス」：2014/03/09 

M022 龍谷大学卒業生支援センター（キャリアセンター）web ページ

<http://career.ryukoku.ac.jp/graduate/gaiyou.html> 最終アクセス」：2014/02/22 


