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2018 年度 法学部 FD 活動 
法学部 FD 基礎教育委員会 

2018 年度に法学部でおこなった FD 活動は、おもに授業公開と FD フォーラムである。以下、その

内容につき報告したい。 

1. 授業公開 
法学部では、授業はすべて公開されていることを前提として、授業アンケート実施時期に合わせて、

授業見学強化期間を設けることとし、前期は 7 月 2 日（月）から 7 月 14 日（土）、後期は 11 月 26

日(月)から 12 月 8 日(土)の各 2 週間とした。各教員に対し、可能な限り、1 科目 20 分以上、複数科

目の見学をお願いした。 

そのうえで、見学後には報告書を提出していただくこととした。報告書には、①見学した各科目につ

いて、良かった点と改善できると思われる点、②今期の授業を見学したうえで自らの授業において改

善できると考えた点、を記していただいた。 

前期、後期とも、提出していただいた報告書について、法学部 FD 基礎教育委員会で結果をとりまと

め、各科目に対して寄せられた意見を担当者別にまとめて個別にお渡しし、授業改善のために活用し

ていただけるようにした。昨年度に引き続き、とくに各科目の「改善できると思われる点」について

は、見学した各教員から率直な意見が記されていることも多く、見学された教員にとって、自分ではな

かなか気づくことのできないような授業改善に役立つ意見を得られたと考えてもらうことができたよ

うである。 

2. 2018 年度法学部 FD フォーラム「スポーツ学生の教育体制

のあり方」 
2018 年度の法学部 FD フォーラムは、2019 年 2 月 19 日に、「スポーツ学生の教育体制のあり方」

をテーマに、図書館 3F の第 3 グループ閲覧室においておこなった。まず、議論の前提となる報告を

学部長および委員からおこない、そののち、スポーツ学生が大学で学ぶにあたって、教員、学部、大学

が何をすべきなのかを議論した。なお、参加者は法学部教員 16 名、スポーツ振興センター教員および

コーチ 5 名と、事務職員 2 名であった。 

「スポーツ学生」とは、スポーツ推薦等により入学した法学部生で、1 年次に英語のクラス分けにお

いて G および H クラスに配属された者を原則として指しているが、今回の FD フォーラムの各報告に

おいてはその趣旨から、どのような「スポーツ学生」を対象に分析しているのかにつき若干の違いがあ

る。詳細は各報告を参照いただきたい。以下、報告と議論の内容を紹介する。 
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（1） スポーツ学生クラスの創設と変遷（担当：小山法学部長） 

1988 年に法学部が設置されて以来、スポーツ推薦入試による入学生の数の変遷や、コース制、スポ

ーツ法政策コースの設置の経緯が詳細に説明され、法学部として学部の制度設計の面からどのように

スポーツ学生に対応してきたのかについて参加者に理解していただいた。 

 

（2） 法学部スポーツ学生の現況調査～GPA・出席率・就職・スポーツ業績に見る相
関関係 (担当：萩原 佐織) 

① 当該発表におけるスポーツ学生の定義 

 1) 1 年次最初の英語クラス割り当てにて、GH クラスに配属されたこと、2) スポーツ推薦入試も

しくは AO 入試（課外活動型）で入学した学生であること、そして 3) 指定強化団体に指定されてい

るラグビー、柔道、剣道、陸上の何れかに所属していること、という 3 つの要件を充たす学生を、今

回の発表の対象としている。ただし、AO 入試（課外活動型）は 2018 年度から導入されているため、

今回の調査と対象となる在学生には、同入試に拠る入学生は存在しない。 

② スポーツ学生の人数比、およびコース選択 

スポーツ学生の割合は、法学部全体の学生が 1056 名（2019 年 1 月時点）であるのに対し、106

名で、約 10％に該当する。また、その 106 名中、ラグビー85 名、剣道 13 名、柔道 5 名、陸上 3 名

と、圧倒的にラグビー所属学生が占める割合が高い。また、コース選択のない 1 年生を除いた、2~4

年生計 80 名中、スポーツ法政策コース 71 名、地域政策コース 7 名、企業法務コース 2 名となり、や

はりスポーツ法政策コース選択の学生が多いが、他のコースを選択する者も若干名ではあるが存在す

る。 

③ GPA と出席率との相関関係 

 今回の調査における対象期間は、FD フォーラムの開催時期との関係により、「GPA」は 2018 年

度前期までであるのに対し、「出席率」は 2018 年度後期までも含んだものとする。まず、スポーツ

学生のGPAと出席率の相関関係を調査したところ、GPA3.1以上のスポーツ学生は平均出席率が76％

あるのに対し、平均 GPA1.1－1.5 のスポーツ学生はその平均出席率が 49％あるに過ぎなかった。ま

た、その中間地のスポーツ学生も、平均 GPA1.6－2.0 で平均出席率 47％、平均 GPA2.1－2.5 で平

均出席率 50％、 平均 GPA2.6－3.0 で平均出席率 60％と、平均出席率が高くなるにつれ平均 GPA

の数値が上がっており、やはり出席率と GPA には確実な比例的関係が見て取れた。 

また、各学年における「スポーツ学生」とスポーツ学生以外の「一般学生」の平均 GPA と出席率を

比較検討したところ、非常に興味深い事実が読み取れた。2、3、4 年生では、スポーツ学生の平均 GPA

より、スポーツ学生以外の一般学生の平均 GPA の方が、0.2~0.4 高いが、反対に 1 年生では、スポ
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ーツ学生の平均 GPA が、一般学生のそれを 0.2 上回っていた。それと同じく、平均 GPA1.3 を充た

さない 1 年生も、一般学生では 23 名いるのに対し、スポーツ学生では 0 名であった。その理由とし

て、スポーツ学生の努力や指導者の方々のご指導もあるかと思うが、やはり 1 年生で設けられている

GH クラスのみを対象とする民法概論等の開講講義の存在も大きいと思われる。この点、既に 2019 年

度より、そのような措置を廃止し、スポーツ学生も一般学生と同じ概論講義等を受講すべき旨が決定

しているため、今後の動静が注目される。 

平均出席率に関しては、やはり、1，2，3 年生では、一般学生の方が高いが、4 年生ではスポーツ学

生の方が一般学生より高いという逆転現象が生じていた。これは、退部したスポーツ学生が学業に身

を入れ出す時期と関係するものと思われる。 

ちなみに、2019 年 3 月 1 日に発足した大学スポーツ協会（UNIVAS）では、成績基準案として取

得単位数が使用されているが、早稲田アスリートプログラム(WAP)等では、取得単位数の他に GPA も

使用されているようである。スポーツ学生に関する成績基準の設定状況については、今後も注視され

る。 

④ 就職状況・スポーツ業績との関係 

就職先としては、やはり、警察・消防が挙げられるが、その数は今回の調査対象で最も古い 2015 年

度と比べるとやや減少している感がある。割合として一番多いのは営業職、それに事務職、販売職と続

き、その点に関しては、一般学生と大差ないように思われた。 

スポーツ業績との関係は、個人そして団体のスポーツ業績と GPA や出席率との分析を試みた。しか

し、個人業績保持者が留学生に隔たっていたことと、団体業績でラグビーが 2017 年度に B リーグ降

格、2018 年度に A リーグ昇格と、業績の高低が時間的に近接していたことから、有益な結論が導き

出せなかった。今後の課題としたい。 

 

（3） アメリカの NCAA がスポーツ学生に対して課す学業上の基準（担当：家本 真
実） 

アメリカの大学における学生アスリート（student-athlete）の学業、健康、公正を優先させること

で、学生アスリートが生涯にわたる成功を収められるように活動する非営利組織である NCAA

（National Collegiate Athletic Association, 全米大学体育協会）は、学生アスリートに対して学業

上、どのような基準を設けているのだろうか。 
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① Division 別の基準 

 NCAA は、加盟校 1117 校と 100 のカンファレンス、40 のスポーツ団体をメンバーとしている

が、加盟している大学を、その規模やスポーツにかける予算、奨学金の数や総額などの基準により分類

し、Division I～III の 3 つに分けている。 

そして、大学の授業において一定の基準を満たすことが、試合で勝利を収めることと同様に重要で

あるという考えのもと、学生アスリートに対し、NCAA 加盟のスポーツ競技の練習や試合に参加する

ために、まず大学入学時に一定の学業上の基準を設けている。さらに大学在学中には卒業に向けてシ

ーズンごと、学年ごとに達成すべき基準を設けており、上記 Division I～III ごとに異なる基準がある。

とくに Division I と II においては、より確実に卒業させることを念頭に、各年度において一定の単位

の取得を課している。そしてこれらの基準を各大学に守らせるための規則を置いている。 

② 大学が学生アスリートに対して提供する学業上のサポート 

各大学では、学生アスリートに対応する部署（Department of Athletics など）が設けられているこ

とが多い。こうした部署では、たとえば、学生アスリート向けの個別指導教員を各チームに配置した

り、成績が思わしくない場合には学生アスリート個人に対して個別教員を付けたり、元学生アスリー

トである大学院生がスタッフとして学生アスリートの学業上のサポートをおこなっている。また、こ

うした部署と各学部とが連携して、学生アスリートの学術面でのサポートをおこなっている。 

③ まとめ 

NCAA によって学生アスリートに課される学業上の基準は、そもそも大学入学時の高校生に対して

も存在している。また入学後は、とくに Division I および II の強豪チームに所属する学生アスリート

に対して一定の学業上の要件を課すことで、学生としての本分を忘れてスポーツにのみ専念すること

のないよう、対策を取っている。また、NCAA に所属する学生アスリートの練習時間は監督の指揮下

で 1 週間に最大 20 時間に制限されている。 

こうした対応策をとる理由の 1 つは、学生アスリートの大学卒業後のキャリアを NCAA が配慮して

いることである。プロのアスリートになることのできる学生は、NCAA 登録の学生アスリートの 2%

に過ぎない。つまり、ほとんどの学生アスリートは、卒業後に一般学生と同様、スポーツに関係のない

職を得る必要があるため、学生アスリートといえども学業をおろそかにせず、一定の成績を収めて卒

業することが重要だと考えられている。そこで、NCAA が設けた基準を学生アスリートが満たすこと

のできるよう、各大学では学部や大学組織と各運動部とが連携して、大学が学生アスリートをサポー

トする体制を整え、学生アスリートが競技と学業を両立できるようにしている。 
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（4） いわゆる「スポーツ学生」に対する法律学教育の現状と問題の所在 ～履修状況
と成績の分析（担当：浮田 徹） 

① はじめに 

本報告は、いわゆる「概論」科目（カリキュラム上、法学部の学生であればある程度履修すべきとい

う観点から 1 年前期に置かれる入門科目）の設定される憲法、民事法、刑事法分野の各科目について、

履修状況と単位取得状況を対象として分析を行なったものである。現在 4 学年で 145 人いるスポーツ

系学生（英語の G、H クラスに自動的に配属されており、ここでは退部・留年した者等を除く）が、法

律系科目をどのように履修し、単位を取得しているかという現状分析、次年度からの GH クラス廃止

に向けての課題等を考察した。 

② 履修と単位取得について（憲法系科目） 

報告者の担当する憲法系科目についてのデータは 

＜憲法 I（基本的人権）1 年後期配当＞ 

    履修率：15.8%(23 名/145 名) 

    単位取得率：34%(8 名/23 名) 

        ※参考  スポーツ系以外の学生の単位取得率：67.2%(569 名/846 名) 

＜憲法 II(統治機構)2 年前期配当＞ 

    履修率：9.2%(10 名/108 名) 

    単位取得率：30%(3 名/10 名) 

以上である。スポーツ系学生は、憲法系科目についてはほとんど履修せず、単位取得率は低いことが

わかる。 

③ 民事法科目と刑事法科目 

次に民事法系科目については、1 年後期に設定されている「民法総則」については履修率 6.2%(9 名

/145 名)、単位取得率 0％、2 年前期「物権法」は履修率 3.7%(4 名/108 名)、単位取得率 25％とな

っている。2 年後期以降の科目についていえば、履修率は 10～100％は幅広く、単位取得率も 40～

100％の間で推移している。 

  刑事法系科目については、2 年前期から 3 年後期まで連続して配置されているが、4 科目中 3 科

目において履修率 90～100%、単位取得率 90～100%となっている。 
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④ 総取得単位数の比較 

上でみたような履修・取得状況をふまえれば、スポーツ系学生は 1、2 年配当の法律系の基本科目を

あまり履修・単位取得していないという現状がみてとれる。であれば彼らの全体としての単位取得に

ついてはどのようなデータになるであろうか。2、3 年前期終了時におけるスポーツ系学生とそれ以外

の学生の単位取得数を比較してみる。 

   3 年生：スポーツ系学生「平均 96.12 単位」   

           それ以外の学生「平均 101.00 単位」 

   2 年生：スポーツ系学生「平均 59.15 単位」 

           それ以外の学生「平均 63.24 単位」 

以上のように、やや低いもののスポーツ系学生の総単位取得数は極端に少ないわけではないことが

わかる。 

⑤ まとめにかえて 

現状の法律系の基本的な科目の履修・単位取得状況は以上のようになった。分析できるほどのデー

タ量ではないことを踏まえた上で、私見として傾向をみるとすれば、単位取得率の高い科目ほど履修

者は多く、単位取得率の低い科目は極端に履修者が少ないということはいえるのではなかろうか。特

に 2 年生までの法律系科目については、それがその分野で基礎的なものであるなしに関わらず履修・

取得は少ない。 

そして、法律系科目がこのような状況にであっても、現状としてそれが進級や卒業に関して特段の

影響をあたえていないこともまた明らかとなろう。 

ただ、「今のまま」であれば問題が生じる確率は高くないといえるものの、単位の実質化や説明責任

といった現状の流れの中で、スポーツ系以外の学生と全く同じ土俵での進級・卒業に問題が生じない

かどうかは不透明である。学部の教育体制、クラブ側の学生の成績管理など方策は必要となるように

思われる。 

（付記）そもそも本年度の FD 活動は、法学部に多く在籍するスポーツ系学生に対する教育をどの

ようにしていくべきか、ということを出発点としていた。しかし年明けの「次年度からのスポーツ系学

生を集めたクラス分けの廃止」「原則として一般学生と同じ基準で評価していく」という小山学部長の

決定により、本報告も若干の軌道修正を行わざるを得なくなった部分があることを付け加えておく。 
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（5） 議論およびアンケートに記載された意見 

参加者からは、「スポーツ学生といえども、法学部に所属しているからには、基本的な六法科目（憲

法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法）は最低限履修のうえ、単位を取得して卒業するよう

指導する必要がある」といった意見が出された。また、FD フォーラム後に参加者から回収したアンケ

ートにおいては、「スポーツ学生に対して、学業かスポーツかという二択を迫っているような風潮はお

かしいとこれまで感じてきたため、UNIVAS の設置をきっかけに、変化が起こることを期待したい」

といった意見や、「スポーツ学生をサポートし、『管理する』ことに終始しないようにしたい」、「出

席率を上げるための指導をおこなう必要がある」といった意見も見られた。 

これまで、法学部では、語学など一部の科目においてスポーツ学生向けクラスを設けることで、スポ

ーツ学生の学業の質を保証する取り組みをおこなってきた。しかし 2019 年度より、法学部長の方針

として、こうしたクラスを廃止し、すべての科目においてスポーツ学生が一般の学生と共に学ぶこと

になった。今回の FD フォーラムの報告や意見を基に、今後も一層、スポーツ学生のみならず法学部全

学生の学業の質の保証のために、創意工夫が必要であることが浮き彫りとなった。 
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