
                                               
①2015 年度以降入学生（法学部内コース） 

区分 卒業要件単位数 備考 

教
養
教
育
科
目 

仏教の思想 A・B 4 単位  

必修外国語 12 単位 
必修外国語科目（英語・初修外国語）を 12 単位修得 
して下さい（選択外国語科目は教養教育科目の選択 
科目として認定されます）。 

教養科目 

（基幹科目） 
6 単位 

「人文科学系科目」「社会科学系科目」「自然科学系科

目」に設置されている基幹科目の中から各 1 科目（2
単位以上）修得してください。各分野において 
2 単位を超えて修得した単位は、教養教育科目の選択科

目として認定されます。 

選択科目 14 単位以上 14 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで認定

されます。 

フリーゾーン 16 単位以内 卒業要件単位数を超えて修得した教養教育科目・法学

部専攻科目の合計単位を認定します。 

法学部専攻科目 

法学部内各コース・ 
コア科目 48 単位以上 

48 単位を超えて修得した単位は、コア科目以外の 
法学部専攻科目として認定されます。 

法学部内各コース・ 
コア科目以外法学部 
専攻科目 24 単位以上 

24 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで 
認定されます。 

合計 124 単位  

＜履修指導科目を必ず履修してください。＞ 

 
②2015 年度以降入学生（国際関係コース） 

区分 卒業要件単位数 備考 

教
養
教
育
科
目 

仏教の思想 A・B 4 単位  

必修外国語 12 単位 
必修外国語科目（英語・初修外国語）を 12 単位修得 
して下さい（選択外国語科目は教養教育科目の選択 
科目として認定されます）。 

教養科目 

（基幹科目） 
6 単位 

「人文科学系科目」「社会科学系科目」「自然科学系科

目」に設置されている基幹科目の中から各 1 科目（2
単位以上）修得してください。各分野において 
2 単位を超えて修得した単位は、教養教育科目の選択科

目として認定されます。 

選択科目 10 単位以上 10 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで認定

されます。 

フリーゾーン 12 単位以内 卒業要件単位数を超えて修得した教養教育科目・コー

ス科目・法学部専攻科目の合計単位を認定します。 
コース科目 
学部提供科目 

44 単位以上 必修 4 単位、選択必修 4 単位、選択 24 単位、学部提供

科目 12 単位（注） 

法学部専攻科目 36 単位以上 36 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで 
認定されます。 

合計 124 単位  

＜履修指導科目を必ず履修してください。＞ 

（注）詳細は、「第 2 部教育課程 V 学部共通コース」を参照。 



                                               
③2015 年度以降入学生（英語コミュニケーションコース） 

区分 卒業要件単位数 備考 

教
養
教
育
科
目 

仏教の思想 A・B 4 単位  

必修外国語 12 単位 
必修外国語科目（英語・初修外国語）を 12 単位修得 
して下さい（選択外国語科目は教養教育科目の選択 
科目として認定されます）。 

教養科目 

（基幹科目） 
6 単位 

「人文科学系科目」「社会科学系科目」「自然科学系科

目」に設置されている基幹科目の中から各 1 科目（2
単位以上）修得してください。各分野において 
2 単位を超えて修得した単位は、教養教育科目の選択科

目として認定されます。 

選択科目 10 単位以上 10 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで認定

されます。 

フリーゾーン 8 単位以内 卒業要件単位数を超えて修得した教養教育科目・コー

ス科目・法学部専攻科目の合計単位を認定します。 

コース科目 48 単位以上 必修 20 単位、選択 28 単位（注） 

法学部専攻科目 36 単位以上 36 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで 
認定されます。 

合計 124 単位  

＜履修指導科目を必ず履修してください。＞ 

（注）詳細は、「第 2 部教育課程 V 学部共通コース」を参照。 

 
④2015 年度以降入学生（スポーツサイエンスコース） 

区分 卒業要件単位数 備考 

教
養
教
育
科
目 

仏教の思想 A・B 4 単位  

必修外国語 12 単位 
必修外国語科目（英語・初修外国語）を 12 単位修得 
して下さい（選択外国語科目は教養教育科目の選択 
科目として認定されます）。 

教養科目 

（基幹科目） 
6 単位 

「人文科学系科目」「社会科学系科目」「自然科学系科

目」に設置されている基幹科目の中から各 1 科目（2
単位以上）修得してください。各分野において 
2 単位を超えて修得した単位は、教養教育科目の選択科

目として認定されます。 

選択科目 18 単位以上 18 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで認定

されます。 

フリーゾーン 8 単位以内 卒業要件単位数を超えて修得した教養教育科目・コー

ス科目・法学部専攻科目の合計単位を認定します。 

コース科目 40 単位以上 選択必修 10 単位、選択 30 単位（注） 

法学部専攻科目 36 単位以上 36 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで 
認定されます。 

合計 124 単位  

＜履修指導科目を必ず履修してください。＞ 

（注）詳細は、「第 2 部教育課程 V 学部共通コース」を参照。 



                                               
⑤2015 年度以降入学生（環境サイエンスコース） 

区分 卒業要件単位数 備考 

教
養
教
育
科
目 

仏教の思想 A・B 4 単位  

必修外国語 12 単位 
必修外国語科目（英語・初修外国語）を 12 単位修得 
して下さい（選択外国語科目は教養教育科目の選択 
科目として認定されます）。 

教養科目 

（基幹科目） 
6 単位 

「人文科学系科目」「社会科学系科目」「自然科学系科

目」に設置されている基幹科目の中から各 1 科目（2
単位以上）修得してください。各分野において 
2 単位を超えて修得した単位は、教養教育科目の選択科

目として認定されます。 

選択科目 10 単位以上 10 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで認定

されます。 

フリーゾーン 8 単位以内 卒業要件単位数を超えて修得した教養教育科目・コー

ス科目・法学部専攻科目の合計単位を認定します。 

コース科目 48 単位以上 必修 4 単位、選択必修 12 単位、選択 32 単位（注） 

法学部専攻科目 36 単位以上 36 単位を超えて修得した単位は、フリーゾーンで 
認定されます。 

合計 124 単位  

＜履修指導科目を必ず履修してください。＞ 

（注）詳細は、「第 2 部教育課程 V 学部共通コース」を参照。 

 


