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　みなさんは，大学院への進学を検討して，このパンフレットを読まれていると思います。
　では，大学院に進学することで得られるものとは何なのでしょうか。わたしは，社会を分析する
プロフェッショナルになる能力を磨くことであると思います。
　大学院課程の学びは学士課程の学びとは異なります。研究とは，巨人の肩の上に乗ることです。

先人の研究成果を踏まえ，その肩を借りて少しでも人間の知識を前にすすめることです。このことを学問的な方法論に基づいて行
い，その成果を外部に公表していくことが大学院で学ぶことの意味なのです。
　人間社会科学研究科法学・政治学プログラムには，公法，民事法，刑事法，政治学，社会学の，広範な領域をカバーする研究
者が在籍し，社会科学研究の最先端の研究成果をみなさんに伝えることができます。みなさんが広島大学で社会の構造を理解する
能力を獲得し，社会科学のプロとなるための第一歩を踏み出すことを心から希望しています。

　　想要报考研究生院的同学，请务必阅读这份简介。

　　进入研究生院学习将会有什么收获呢？我想你能磨练出专业的分析社会的能力。

　　研究生院的课程与本科课程不一样。搞研究，就得站在巨人的肩膀上，吸收前人的研究成果，借用其肩膀，将人类的知识向前哪

怕推进一小步也好。而这需要通过科学的方法论来进行，且将成果公布与众。这就是在研究生院学习的意义。

　　人间社会科学研究科法学·政治学专业有公法、民商法、刑法刑事诉讼法、政治学、社会学方面的导师，可为大家传授社会科学

领域最先端的研究成果。衷心希望大家来广岛大学练就理解社会构造的能力，并踏出成为社会科学专家的第一步。

成为社会分析专家

アドミッション
ポリシー
招生简章
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法学・政治学プログラム プログラム長あいさつ 法学·政治学专业主任的致词

社会分析のプロフェッショナルになる

アドミッションポリシー 招生方针 ディプロマポリシー 学位授予 カリキュラムポリシー 课程设置 学術教育交流 学术交流

　法学・政治学プログラムでは，以下のような志や意欲をもち，それに
必要な基礎学力を持つ学生の入学を求める。
　幅広い教養と共に，法学，政治学，国際関係論，社会学，および関連
する学問領域における高度な知識と研究能力を身に付け，官公庁，企
業，NPO，医療現場等での活躍や，博士課程後期への進学を目指す人。

　　欢迎如下有志者，有兴趣者报考法学·政治学专业。

　　博学多才，且具备法学、政治学、国家关系学、社会学或相关学科领域

的高度学识及研究能力，将来想进入国家机构、企业、非政府组织，医疗单

位工作的人或将来想考博士的人。

　法学・政治学プログラムでは，以下の能力を身に付け，所定の単位数
を修得し，修士論文及び最終試験又は博士論文研究基礎力審査に合
格した学生に，研究テーマ及び専門領域に応じて「修士（法学），修士
（学術）」のいずれかの学位を授与する。　
⑴現代の国内・国際社会がかかえる事例分析及び社会調査等に関する
高度な知見・手法を修得している。
⑵具体的な社会問題等の解決に向けた事例・現状分析及び戦略立案
の作成に関する高度な知見・手法を修得している。
⑶幅広く深い教養と狭い専門領域にとらわれない広い視野を有している。
⑷未体験の事態でも対応可能な高度な論理力と複眼的思考力に裏打
ちされた課題発見能力を有している。
⑸多分野の専門家で構成されるチームの一員として社会における様々な
課題解決に取り組む行動力を有している。
⑹修士学位取得者としての使命を自覚し，高い倫理観を有している。

　　法学·政治学专业对具备以下能力，修满学分，提交硕士论文并通过

最终审查或通过博士论文研究基础能力审查的同学，根据其研究题目和专

门领域，授予硕士（法学）学位或硕士（学术）学位。

⑴掌握分析当代国内外事件以及进行社会调查所需之专业知识能力·方

法；

⑵掌握分析社会现状·个案及做出战略方案之专业知识能力·方法； 

⑶广博精深，具有不局限于专业的广阔视野； 

⑷运用高度理论水平和多维思考能力发现问题，应对不熟悉的状况；

⑸能作为多领域专家组成的工作小组成员 ，具有参与解决各种社会问题

的行动力；

⑹具有硕士学位获得者的使命感，崇高的道德伦理观。

⑴为了您能在社会学、法学、政治学以及相关的学科边际领域，学科融合

领域获得必要的专业知识和能力，我们系统提供各领域相关专业课程。

⑵为了培养您的广博精深素质和激发您对“引领可持续发展之科学”的兴

趣，我们开设研究生院公共课。为了培养您的人文科学、社会科学的观

察能力和理解能力，我们开设人文社会科学公共课。

⑶为了让您有机会接触专业外的基础知识，养成广阔的视野和多维的思考

能力，我们要求您必须在您的专业领域之外学习其他专业的专业课。

⑷为了培养您敏锐的发现问题能力和解决问题能力，我们有导师组指导您

的研究。导师组由正导师和2名以上与正导师专业不同之教师担任的副

导师组成。

⑴社会学，法学，政治学や，それらに関連する学際分野，融合分野で必
要な専門的知識と能力の獲得を促すため，各分野に関連する専門科
目を体系的に提供するプログラム専門科目を開設する。
⑵幅広く深い教養と「持続可能な発展を導く科学」の創出への意欲を育
成するため大学院共通科目を開設し，さらに人文科学や社会科学全
般において共通基盤となる視点や能力を涵養するため研究科共通科
目を，各分野において共通基盤となる視点や能力を涵養するため，専
攻共通科目を開設する。
⑶専門領域外の基礎的知見に触れ，広い視野や複眼的思考能力を身
に付けるため，他プログラム専門科目として主として専攻する領域以
外の授業科目の履修を必修とする。
⑷広範な課題発見能力や課題解決能力の涵養のため，研究指導は，主
指導教員と，主指導教員とは専門の異なる教員を含む2人以上の副
指導教員との複数指導体制で行う特別研究を開設する。

　海外の大学・研究所との学術教育交流については，中国の上海社会
科学院，華東政法大学，大連大学，内モンゴル大学，中国政法大学，浙
江大学，西南政法大学，台湾の国立政治大学，フランスのブルゴーニュ
大学などの海外の著名な大学，研究所などとの学術・教育交流を実施
し，教員や学生の交流，講演，国際シンポジュウムへの参加などを積極
的に行っている。
　今後，さらに欧米や東南アジアの大学と積極的な交流を予定してい
る。

　　我们注重国际交流，与中国的西南政法大学、华东政法大学、中国政

法大学、浙江大学、内蒙古大学、大连大学、上海社会科学研究院、台湾政

治大学以及法国的勃艮第大学等有名大学签订有学术教育交流协议，互派

教师、学生交流学习，并一起举办国际学术研讨会。

　　今后我们还准备积极开拓与欧美大学的国际交流。

法学・政治学プログラム  永山 博之 教授 永山博之教授
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入学案内
入学指南

研究生院入学途径大学院入学案内 外国旁听生外国人研究生

入学試験の種類及び試験内容等について

4月入学（前年の8月下旬頃，2月中旬頃 入学試験を実施）
10月入学（8月下旬頃実施）

◎一般選抜
　　大学を卒業した者又は大学を卒業見込みの者等を対象とする。
詳細は募集要項を確認してください。
受験科目：筆記試験（専門科目，日本語等）＋口述試験

◎社会人特別選抜
　　出願時に官公庁・企業等に連続して2年以上正規職員としての
在職経験を有する者で，かつ〈一般選抜〉出願資格に該当する者
を対象とする。
受験科目：小論文＋口述試験

◎フェニックス入学
　　入学時55歳以上の者で，出願時に官公庁・企業等に連続して
2年以上正規職員としての在職経験を有する者で，かつ〈一般選
抜〉出願資格に該当する者を対象とする。
受験科目：口述試験

◎医療アナリストコース特別選抜
　　医療問題を社会科学的分析視覚から学ぶことを志向する者で，
かつ〈一般選抜〉出願資格に該当する者を対象とする。
受験科目：小論文＋口述試験

◎外国人留学生特別選抜
　　日本国籍を有しない者で，〈一般選抜〉出願資格に該当し，かつ
予備審査（筆記審査＋面接）で適格と認定された者を対象とする。
なお，審査日程等は，上記と異なりますので，人間社会科学研究
科法学・政治学プログラムホームページ等で確認してください。
受験科目：書類選考

4月入学（2月中旬頃入学試験を実施）
10月入学（8月下旬頃入学試験を実施）

◎一般選抜
　　修士の学位又は専門職学位を有する者等を対象とする。詳細
は募集要項を確認してください。
受験科目：筆記試験（外国語・日本語等）＋口述試験

　外国人研究生とは，研究科等において専門分野に関する研究をし
ようとする者のための制度で，研究期間を終了しても学位，資格等は
与えられません。
　大学院入学希望者の多くが，大学院入学試験の準備期間としてこ
の制度を利用しています。
　法学・政治学プログラムにおける，外国人研究生に関する出願資
格，出願要件等の概略については，以下のとおりです。
　なお，外国人研究生としての受入れが法学・政治学プログラムへ
の進学を確約するものではありません。

【出願資格】
　外国において学校教育における16年の課程を修了した者など。詳
細は募集要項を確認してください。

【出願要件等】
・出願の前に，指導予定教員の了承を得ておく必要があります。
・日本語能力試験N2レベル（90点以上）以上を取得していること。

【出願期限】
・外国に居住している者→研究開始日の4カ月前（4月入学の場合，
前年の11月末，10月入学の場合，5月末），日本に居住している者
→研究開始日の1カ月前

※「大学院入試」の出願資格及び選抜方法等，詳細については，必
ず，該当する入試の学生募集要項で確認してください。また，「外国
人研究生」の出願資格及び出願手続等，詳細については，必ず事
前に人文社会科学系支援室へ確認してください。

　　外国人旁听生制度是专为准备在专业领域进行深造的外国人而

设立的，旁听期间结束后不授予学位或资格等。

　　有很多希望进入研究生院学习的外国人，都利用这项制度作为研

究生院入学考试的准备期间。

　　有关社会科学研究科法政系统专业的外国人旁听生的申请资格、

申请条件等概要，如下所示。

　　注意:作为外国人旁听生入学并非意味保证能升学成为法政系统

专业的研究生。

【申请资格】

　　在外国须完成16年学校教育课程的人等。详情请浏览招生简章。

【申请条件等】

·报考前需要取得指导预定教师的同意。

·达到日语能力考试N2级（90分以上）以上者。

【申请期限】

·在日本以外的国家居住的人→旁听开始日4个月前（如准备4月入

学的，则前一年11月底前申请；如准备10月入学的，则同年5月

底前申请），已在日本居住的人→旁听开始日30天前申请

＊有关『研究生院入学考试』的报考资格及选考方法等详情，请确认

相关入学考试招生简章。另外，有关『外国人旁听生』的报考资格及

报考手续等详情，请务必事先向社会科学研究科支援室确认。

博士課程前期

博士課程後期

 有关入学考试的种类及考试内容等

4月入学（前一年8月下旬或同年2月中旬实施入学考试）

10月入学（同年8月下旬实施入学考试）

◎一般选考

　　以大学本科毕业生或应届毕业生等为招生对象。详情请浏览招生简

章。

　　考试科目 :笔试（专业科目，日语等）＋口试

◎社会人特别选考

　　报考时已具有在政府机关或企业单位等连续2年以上工作经验，

且符合〈一般选考〉报考资格的人。

考试科目 :小论文＋口试

◎中高年对象入学制度

　　入学时55岁以上，报考时已具有在政府机关或企业单位等连续

2年以上工作经验，且符合〈一般选考〉报考资格的人。

　　考试科目 :口试

◎医疗分析师课程特别选考

　　有志于从社会科学的分析视角学习研究医疗问题，且符合〈一般

选考〉报考资格的人。

　　考试科目 :小论文＋口试

◎外国留学生特别选考

　　非日本国籍，符合＜一般选考＞报考资格，并经预备审查(笔试

＋面试)被认定合格的人。其考试日期等与前述各选考的不同，请

注意浏览社会科学研究科法政系统专业网页等。

　　考试科目 :书面选拔

　  4月入学（同年2月中旬实施入学考试）

　10月入学（同年8月下旬实施入学考试）

◎一般选考

　　以具有硕士学位或同等专业学位的人为对象。详情请浏览招生简

章。

　考试科目 :笔试（外语、日语等）＋口试

博士课程前期

博士课程后期
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学生生活と
研究環境
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学生生活与
学习环境

　広島大学は，広島市（120万人）の東隣，東広島市（19万人）に位置し
ています。平均気温は8月が26℃，1月が2℃の温暖な気候で，住みやす
い場所です。
　広島大学は，学部学生約10,600人，大学院生約4,400人，スタッフ約
3,600人の規模を持つ総合大学です。外国人留学生は72カ国から，約
1,650人が在学しています。大学図書館は，約346万冊の蔵書を持ち，充
実した学術データベース環境を学生に提供しています。日本の国立大学
の中でも，有数の規模と研究環境を持つ総合大学です。学生は，人間社
会科学研究科以外の関連する授業を受講することも可能で，大規模な総
合大学の強みを活かして研究を行うことができます。
　東広島キャンパスは，250haの広大な敷地に，11の食堂等と13の売店
等を持ち，快適な生活環境を提供します。人間社会科学研究科では，図
書館とは別に独自の資料室があり，専門分野の雑誌を中心に多くの研究
資料を常備して，教員と学生に提供しています。また，インターネット環境
も整備されています。早朝から深夜まで，学生が研究活動を行うことがで
きます。
　宿舎については，大学内の学生寮を多くの学生が利用しています。大学
に隣接していて通学に便利なだけでなく，近隣にショッピングセンター，レ
ストランなど多くの施設があり，快適な生活環境を約束しています。

　　广岛大学所在的东广岛市（19万人），其东邻广岛市（120万人），8月

平均气温26度，1月平均气温2度，气候温暖，是宜居之城。

　　广岛大学有本科生约10600人，研究生约4400人，教职员工约

3600人的综合性大学。其中有来自72个国家的留学生共约1650人。大

学图书馆拥有346万册藏书，并向同学们提供各种与学术相关的数据库。

其规模和研究环境在日本的国立大学中名列前茅。同学们可以选修社会科

学以外的学科，这也是广岛大学作为综合性大学的优势。

　　 东广岛校园占地广阔，面积达250公顷，有11个食堂，13个小卖部，

方便同学们的学习生活。在社会科学研究科内还设有专门的资料室，常备

有相关的学术杂志等研究资料，供教师和同学们使用。另外，还有流畅的网

络环境。同学们从清晨到深夜都可以进行研究活动。

　　 不少同学住在学校宿舍里，不仅上学方便，周围还有不少商场和饭店，

让同学们享有舒适的生活环境。

　私は外交史を専門に研究していますが，大学院では，外交史の
専門知識だけではなく，安全保障論をはじめ，国際政治経済論や政治

思想史などの分野を勉強し，自分の視野を大幅に広げてきました。また，研究環境も
非常に良いです。優しい先生が多く，先生方の指導を聞いて，きちんと研究すれば，良
い修士論文を完成することができると思います。さらに，広島大学の図書館は蔵書も
充実しており，それらをうまく活用できれば，より研究の質を高めることができます。
　経済面では，他の大都市と比べて，広島，あるいは東広島市の生活費はそれほど高
くないと思います。また，地方自治体や大学の，奨学金や授業料免除制度があります。
それに加えて，実家の負担を軽くするため，週末や休みの時間に，アルバイトもできます。
　研究面や経済面の要因を考慮すると，大学院への進学もよい選択肢ではないでしょ
うか。ぜひ，ご検討ください。

　　我的专业是外交史。在广岛大学的研究生院，除了学习专业

课外，还有机会选修其他法学·政治学的课程，诸如安全保障论、

国际政治经济论、政治思想史等相关领域的课，大大开阔了自己

视野。广岛大学里有许多热心的老师，只要好好听老师的话，认真

研究，完成硕士论文应该是没问题的。另外，图书馆里有许多书籍、

资料，如果能加以利用的话，一定能够在研究方面更进一步。

　　经济方面，在广岛、或者东广岛市的生活费，跟其他大城市相

比，应该是没那么高的。另外，有各种奖学金申请机会、还可申请

学费减免。如果需要，还可以利用周末以及休息时间打工，减轻家

里的负担。

　　从研究与经济两方面来看，进入广岛大学研究生院深造是一

个不错的选择！

李  陳東子/李 陈东子  Li Chendongzi
（広島大学にて博士課程前期修了，博士課程後期へ進学/在广岛大学完成硕士阶段学习后，继续攻读博士学位）
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教师

ページ
页

ORIHASHI Yosuke

TEZUKA Takahiro

NISHITANI Hajime

HOTTA Chikaomi

MATSUBARA Shoji

NITSUI Masanobu

MIYANAGA Fumio

Mousourakis George

YOKOFUJITA Makoto

YOSHINAKA Nobuhito

INOUE Yoshihito

OKADA Masahiro

KIM Minju

TAKADA Kyoko

NOMA Sayuri

YAMAGUCHI Mikio

GE Hong

SUN Lu

LOU Jie

ASARI Hiroshi

EGASHIRA Daizou

NAGAYAMA Hiroyuki

MORIBE Seiichi

YOSHIDA Osamu

ARAKI Takahito

CHOKYU Asuka

MOTEKI Yasutoshi

YUKAWA Hayato

AIKAWA Yusuke

ITO Ryuta

KOBAYASHI Yuta

ZHAO Di

FURUTA Takuya

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

准教授 / 副教授

准教授 / 副教授

准教授 / 副教授

准教授 / 副教授

准教授 / 副教授

准教授 / 副教授

講　師 / 讲　师

助　教 / 助　教

助　教 / 助　教

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

教　授 / 教　授

准教授 / 副教授

准教授 / 副教授

准教授 / 副教授

准教授 / 副教授

助　教 / 助　教

助　教 / 助　教

助　教 / 助　教

助　教 / 助　教

助　教 / 助　教

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Lecturer

Assistant Professor

Assistant Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

法学 / 法学

政治学・社会学 / 政治学·社会学

P7

P7

P7

P7

P7

P8

P8

P8

P8

P8

P9

P9

P9

P9

P9

P10

P10

P10

P10

P11

P11

P11

P11

P11

P12

P12

P12

P12

P12

P13

P13

P13

P13

折橋　洋介 / 折桥　洋介

手塚　貴大 / 手冢　贵大

西谷　　元 / 西谷　　元

堀田　親臣 / 堀田　亲臣

松原　正至 / 松原　正至

※三井　正信 / ＊三井　正信

宮永　文雄 / 宫永　文雄

ムスラキス ジョージ / 莫斯拉克斯·乔治

※横藤田　誠 / ＊横藤田　诚

※吉中　信人 / ＊吉中　信人

井上　嘉仁 / 井上　嘉仁

岡田　昌浩 / 冈田　昌浩

金　ミンジュ / 金　　旼姝

高田　恭子 / 高田　恭子

野間小百合 / 野间　小百合

山口　幹雄 / 山口　干雄

葛　　　虹 / 葛　　　虹

孫　　　ロ / 孙　　　璐

楼　　ジェ / 楼　　　洁

※浅利　　宙 / ＊浅利　　宙

※江頭　大藏 / ＊江头　大藏

永山　博之 / 永山　博之

森邊　成一 / 森边　成一

吉田　　修 / 吉田　修

荒木　隆人 / 荒木　隆人

長久明日香 / 长久　明日香

茂木　康俊 / 茂木　康俊

湯川　勇人 / 汤川　勇人

相川　裕亮 / 相川　裕亮

伊藤　隆太 / 伊藤　隆太

小林　悠太 / 小林　悠太

趙　　テキ / 赵　　頔

古田　拓也 / 吉田　拓也

職名 / 职称 氏名 / 姓名

※が付している教員は，医療アナリストも担当する。  带＊的教员也承担医疗分析师的课程。
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教授 / 教授 刑事法 / 刑事法

国際刑事政策 / 国际刑法刑事诉讼法担当
科目
専門
領域

ムスラキス ジョージ / 莫斯拉克斯·乔治

教授 / 教授 民事訴訟法 / 民事诉讼法

民事訴訟の理論と実務/裁判外紛争処理論 / 民事诉讼理论与实务/诉讼外纷争解决论担当
科目
専門
領域

宮永　文雄 / 宫永　文雄

　現在は社会経済の大きな構造変動の時期にあたっており，雇用社会も大きく変貌しようとしている。そこで，雇用社会の基本ルー
ルである労働法システムを21世紀の新たな雇用社会に適合するようにリニューアルし再構築することが重要課題となるが，本講義で
は視野を広くとり多方面からかかる課題に取り組み分析・研究することを目的とする。

教授 / 教授 労働・社会保障法 / 劳动·社会保障法

雇用関係法 / 雇用关系法担当
科目
専門
領域

※三井　正信 / ＊三井　正信

教授 / 教授 国際法 / 国际法

国際法 / 国际法担当
科目
専門
領域

西谷　　元 / 西谷　元

教授 / 教授 民法 / 民法

不動産法 / 物权不动产法担当
科目
専門
領域

堀田　親臣 / 堀田　亲臣

教授 / 教授 商法 / 商法

経営法務・経営法務戦略論 / 经营管理法/经营管理法务战略论担当
科目
専門
領域

松原　正至 / 松原　正至

　行政法学における行政調査の位相，「行政救済」概念，個別実定法における「行政」概念，行政法学史の研究等を通じて，行政法
の在り方に関心を持っている。

　　研究行政法学中有关行政调查论的位相、“行政救济”概念、各实定法中的“行政”概念、行政法学史，关注行政法的发展规
律。

　　以税务行政法为参考，研究有关解决行政作用中的效率与正义相克问题的法律理论。此外，还从经济活性化的观点进行法
人税改革的研究。特别是不局限于法律学观点，还吸收包括经济学在内的相邻诸科学的成果。并尝试构建一般性政策立案相关
的法律理论（立法学、法政策学）。

主要以有关国际组织的国际法为研究对象⋯关注国际组织，特别是有关联合国和平解决争端和集体安全保障的问题。联合国在
各种领域开展着活动，主要研讨联合国机构如何解决国家之间的争端等问题。研讨仲裁法院及国际法院主导的司法解决途径
等和平手段的同时，也研讨联合国及地域性组织的集体安全保障问题。

　　民法主要以财产法领域为教育研究对象。具体研究不动产的所有·利用关系的问题，及其作为担保时的法律关系、让侵害
人担责的救济方法等问题。到目前为止的研究以所有权上的物权请求权为主，最近致力于研究担保权的侵害及救济、自然灾害
与受灾人的私法救济等。

　　在总论部分，分别以公开公司和非公开公司为对象，研究发现现行公司法上的保护法益与实务需求的错位，进一步探讨其
立法规律。在分论部分，将从法律政策的侧面探讨以风险投资为代表的，按照各类商业计划所进行的创业·经营之现状。

　　随着现代社会经济正处于巨大的构造变革时期，雇佣社会也正面临着巨大的转变。因此，作为雇佣社会基本规则的劳动法
制度，为了使其能够适应21世纪的新型雇佣社会而对其进行更新与再构筑已成为一个重要的课题。拓宽研究视野，从多角度
对相关课题进行分析和研究是我的授课目的。

　　教育研究的对象是民事诉讼法以及其他与纠纷处理相关的领域。主要针对ADR（诉讼外纠纷解决方法），尤其是有关法律
咨询制度的研究。在民事诉讼法方面，主要研究有关所有者不明土地之时效取得者向国家提起的所有权确认诉讼问题。

　　立足于宪法，通过与美国法的比较，考察研究与医疗·社会保障等相关的各种法律问题。具体是:精神医疗上的宪法问题，
社会保障上的宪法问题，残疾人·老年人·无家可归者等法律、社会、经济领域中的弱势群体应享有的人权保障，等等。除此以外，
还致力于对人权的基础理论方面进行研究。上课时根据同学们所关注的焦点，在上述范围内选择题目，进行日美比较法研究。

　　从事比较法、国际刑法、刑法哲学、国际人权、法制史等多方面研究。最近特别关注比较法历史、认识论、方法论以及法的植
入，国际刑事政策，国际刑法上的责任论，诉讼外纷争的解决等问题。

　　多年从事刑事法各个领域、特别是犯罪者处境论方面的教育和研究。近年来，将犯罪学，国际刑法及刑事诉讼法纳入研究视野，致力于
被害者学、犯罪预防论，以及帕玛拉特事件后以意大利为主要对象的有关企业刑法诸问题的研究，并以共犯论为基轴将研究视野扩展到理
论刑法的相关领域。在方法论方面，注重比较法研究，研读国内文献以及英语、法语、德语、意大利语文献等。使用英语、法语教学，开展外
语法学教育研究，在课堂上多用外语讨论。在研究犯罪者社会处境及各国少年司法制度时，从保护观察形态论的角度考察英德法诸国的少
年法制度，最近则侧重于从国家亲权思想的源头对该研究领域进行历史考察。

教授 / 教授 行政法 / 行政法

行政法理論 / 行政法理论担当
科目
専門
領域

折橋　洋介 / 折桥　洋介

法学 / 法学

教授 / 教授 行政法・租税法 / 行政法·和租税法

国際租税法 / 国际租税法担当
科目
専門
領域

手塚　貴大 / 手冢　贵大

　税務行政法を参考にして，行政作用における効率化と正義との相克の解消に関する法理論を研究している。その他にも，経済活
性化を視野に入れた法人税改革を研究している。その際，特に，法律学の視点のみならず経済学をはじめとする隣接諸科学の成果
を取り入れるようにしている。その他にも一般的に政策立案に関する法理論（立法学，法政策学）の構築も試みている。

国際機構法政策…国際機構の中でも特に，国連の紛争の平和的解決・集団的安全保障に関わる問題を扱う。国連は，様々な分野
において活動しているが，その中でも国連の機関が，主として国家間においておこる紛争をどのように解決していこうとしているのか
を中心に検討する。仲裁裁判及び司法裁判所による司法的解決などの平和的手段とともに，国連また地域的な機関による集団的
安全保障を検討する。

　民法でも財産法の領域を教育研究の対象とする。具体的には，不動産を中心とした所有・利用関係をめぐる問題，それが担保に
供されたときの法律関係，侵害者に対する救済手段等の問題を取り扱う。これまでの研究では主として所有権に基づく物権的請求
権を取り扱ってきたが，最近は，担保権の侵害とその救済，自然災害と被災者の私法的救済等にも関心を持って研究を行っている。

　総論的課題として，公開会社と非公開会社のそれぞれについて，現行の会社法制の保護法益と実務上のニーズのズレを検討し，
立法のあり方について研究する。また，各論的課題として，ベンチャー・ビジネスをはじめとした様々なビジネスプランに沿った起業・
経営のあり方について法政策の側面から検討する。

　民事訴訟法をはじめとした紛争処理全般を教育研究の対象としている。研究の中心であるADRに関しては，リーガル・カウンセリ
ングの制度構築について検討を加えてきた。民事訴訟法に関しては，所有者不明の土地の時効取得者による国に対する所有権確認
訴訟について研究している。

※が付している教員は，医療アナリストも担当する。　带＊的教员也承担医疗分析师的课程。※が付している教員は，医療アナリストも担当する。　带＊的教员也承担医疗分析师的课程。

 Professor Mousourakis’ research interests span a wide range of subject areas, such as comparative law, international 
criminal law, philosophy of criminal law, international human rights, legal theory and legal history. His recent research 
focuses especially on the history, epistemology and methodology of comparative law, transmigration of laws, international 
penal policy, theories of responsibility in international criminal law and alternative dispute resolution systems. Dr. 
Mousourakis has published widely and has directed or taken part in international research projects concerning law and 
other social sciences.

　憲法を土台に，アメリカ法との比較の観点を踏まえながら，医療・社会保障の法的諸問題を考察する研究に従事している。具体的
には，精神医療の憲法的統制，社会保障の憲法的統制，障害者・高齢者・ホームレス等，法的・社会的・経済的に不利な立場にあ
る人々の人権保障のあり方等を主要なテーマとしている。関連して，人権の基礎理論にも関心をもっている。授業では，受講生の問
題関心を踏まえて，上記の範囲内で選択したテーマについて日米比較法的な分析を行う。

教授 / 教授 憲法 / 宪法

現代憲法論 / 现代宪法论担当
科目
専門
領域

※横藤田   誠 / ＊横藤田　诚

　刑事法学全般，特に犯罪者処遇論について教育・研究を行ってきたが，近年は犯罪学，国際刑法および刑事訴訟法に加え，被害者学，犯
罪予防論,更にはパルマラット事件後のイタリアを中心とした企業刑法をめぐる諸問題についても取り組んでおり，共犯論を基軸に理論刑法に
関する領域にも研究のスコープを広げている。方法論は，比較法的視点を重視しており，国内の文献はもとより，英語，フランス語，ドイツ語，イ
タリア語等の文献を考究する。英語とフランス語を中心としたこれら外国語による法学教育の研究にも取り組んでおり，授業では，外国語によ
るディスカッションも活用する。研究領域は犯罪者の社会内処遇および比較少年司法制度で，英独仏諸国の少年法制度を，とりわけ保護観察
形態論の角度から研究してきたが，最近ではパレンス・パトリエ思想の源流を辿りながら，歴史的考察方法にも興味をもって取り組んでいる。

教授 / 教授 刑事法 / 刑事法

国際刑事法 / 国际刑法刑事诉讼法担当
科目
専門
領域

※吉中　信人 / ＊吉中　信人
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　　研究·教育对象是通过划定国家职能边界，探讨如何用宪法约束现实的国家权力。进行此研究需要认真审视自由的意义。
因此，在学习自由至上主义的法哲学和奥地利学派自由理论的同时，对界定国家权力边界的宪法理论进行探讨。人们的自由行
动所形成的秩序，是人类行为自然产生的结果，而不是被特意安排形成的结果。希望与同学们一起考察何谓与该秩序相一致的
宪法规范，何谓正当的国家权力行使。

　　主要以公司法领域，特别是以大规模股份公司的诸制度为研究对象。具体包括，董事、监事的监督职能及责任、股东会议线
上化、cash-out制度等研究。

　　以民法的财产法领域为研究对象。具体针对团体（非法人组织，工会等）以及共同所有的问题。通过德国法与韩国（东亚）法
的比较，就团体内部成员间的债权关系与团体财产的物权规律的冲突进行研究。

　　以民法（家庭法）、知识产权法和性别法为主要研究领域，目前正在研究多元化家庭关系中亲子法的现状。例如父母离婚、
使用人类辅助生殖技术以及社会性关怀等，现代社会中孩子成长的环境越来越多样化。思考性别歧视和暴力问题的同时，探求
以实现儿童福祉为目的的家族法原理。

　　以国际知识产权法为专攻，并以与涉外知识产权相关之准据法决定为研究题目。尤其是在互联网上发生的著作权侵害问
题，仍然是一个有争议的领域。因此，通过比较实体法和比较国际私法的研究，整理、研讨判例与学说的各观点，从如何保护他
人利益的利益考虑观出发，对如何推导出妥当的结论进行考察。此外，就国际私法、国际贸易法领域中的此类问题，通过具体个
案研究，培养理性思考能力。

　　主要是民法财产法部分，具体以民法规定的债权产生原因（合同、事务管理、不当得利及侵权行为），特别是与合同相关的
法理规律为教育研究对象，还通过比较法考察、法律经济分析等手法研究合同法的基础理论。

　　研究对象是个人信息保护法、信息隐私权。具体而言，就个人数据的跨境转移问题，刑事搜查程序中的电子监视问题（隐私
的合理性期待及第三方理论），以日本法、美国法和欧盟法为对象进行比较法研究。在中国法方面，侧重于对个人信息保护的立
法和判例进行研究。

　　以法及法制度的历史为对象进行研究，在此基础上，以古今法令中关于死刑存废论、错误论、自首制度、刑事责任年龄等具
有代表性的各种刑事法律问题为研究对象，对古代法学理论进行研究的同时重新审视现代刑法理论。“已有之事后必再有，已行
之事后必再行，日光之下并无新事。”即使类似现代法中这样严格的法理论在古代法中尚未成立，但作为其源头的思想在法律史
上已然存在，并且于现代法律研究而言同样富有启发性，故以此为中心进行研究。

　　以刑事法作为主要的研究领域。不仅研究日本刑法，并关注中国刑法与美国刑法的理论和判例，对其进行比较研究。具体
以共犯论与财产犯为中心进行研究。最近对于医疗事故与过失的竞合进行探讨。使用外语（中文、英文）与日语进行授课，课程
的目的是在超越条文和司法判例的广阔视角下理解法与社会的关系。

　刑事法を専門としている。日本刑法だけではなく，中国刑法とアメリカ刑法の理論・判例も注目し，比較研究に努めている。具体的
には，共犯論と財産犯を中心に研究を行っている。最近では，医療事故と過失の競合について検討している。
授業では，外国語（中国語・英語）と日本語を使う。講義は，条文・判例及びその枠を超えた広い視野で法と社会とのかかわりを理
解することを目的とする。

助教 / 助教 刑事法 / 刑事法

刑事システム論演習 / 刑法刑事诉讼法担当
科目
専門
領域

楼　ジェ / 楼　洁

　民法の財産法分野を研究の対象とする。具体的には，団体（法人でない社団，組合など）と共同所有をめぐる問題，特に団体の構
成員間の債権関係と団体財産の物権的規律の交錯部分について，ドイツ及び韓国など（東アジア）との比較法的な考察を踏まえて
研究を行っている。

准教授 / 副教授 民法 / 民法

物件管理法 / 不动产管理法担当
科目
専門
領域

金　ミンジュ / 金　旼姝

　民法（家族法）および知的財産法，ジェンダー法を専門としており，現在，多様化する家族関係における親子法のあり方について
研究している。親の離婚や性的補助医療技術を用いた生殖，社会的養護など，子どもたちが成長する環境は多様化している。ジェン
ダーに基づく差別や暴力の問題に配慮し，子の福祉を実現するための家族法原理を追求している。

准教授 / 副教授 民法/家族法/知的財産法 / 民法/家族法/知识产权法

家族法 / 家族法担当
科目
専門
領域

高田　恭子 / 高田　恭子

　専門分野は国際知的財産権法であり，国境を越えた知的財産権に関する準拠法の決定を研究テーマとしている。特にインター
ネットにおける著作権侵害の問題は依然として論点の多い分野である。そのため比較実質法，比較国際私法を通じて，判例および学
説の見解を整理・検討し，誰の利益をどのように保護するのかという利益考慮の観点から法的に妥当な結論が導けるように考察を
行う。またその問題の大前提となる国際私法，国際取引法の分野に関して，論理的な思考能力の素養が身につくよう，具体的な事例
に基づいて研究を行っている。

准教授 / 副教授 国際知的財産権法（特に国際著作権法） / 国际知识产权法（国际著作权法为主）

国際私法/国際取引法 / 国际私法/国际贸易法担当
科目
専門
領域

野間　小百合 / 野间　小百合

　民法の財産法と呼ばれる領域を教育研究の対象とする。具体的には，民法が規定する債権発生原因（契約，事務管理，不当利得
及び不法行為），とりわけ契約に関する法的規律を教育研究の対象としており，比較法的考察や法の経済分析等をも踏まえた契約
法の基礎理論等に関する研究を行っている。

准教授 / 副教授 民法 / 民法

契約法 / 合同法担当
科目
専門
領域

山口　幹雄 / 山口　干雄

　個人情報保護法，とりわけ情報フライバシー権を研究の対象とする。具体的には，国境を越えた個人データの移動をめぐる問題，
刑事捜査手続における電子監視活動問題（プライバシーの合理的期待と第三者理論）等の問題を取扱い，日・米・EUの比較法的
研究を行っている。また，中国法について，とりわけ個人情報保護をめぐる立法，判例にも関心をもって取り組んでいる。

講師 / 讲师 個人情報保護法 / 个人信息保护法

日本法概説/中国法 / 日本法概说/中国法担当
科目
専門
領域

葛　虹 / 葛　虹

　法及び法制度の歴史的経緯のみならず，古今法令における死刑存廃論，錯誤論，自首制度，刑事責任年齢など，様々な問題を通
じて古代法の法理論から現代の刑事法理論を捉え直す。「先にあったことは，また後にもある，先になされた事は，また後にもなされ
る。日の下には新しいものはない。」たとえ現代法のような厳密な法理論が成立しなかったとしても，少なくともその源流となる思考が
法の歴史上に存在していたことは現代においても示唆に富むと思い，それを中心に研究を行っている。

助教 / 助教 刑事法・東洋法制史 / 刑事法、东洋法制史

刑事システム論 / 刑法刑事诉讼法担当
科目
専門
領域

孫　ロ / 孙　璐

※が付している教員は，医療アナリストも担当する。　带＊的教员也承担医疗分析师的课程。※が付している教員は，医療アナリストも担当する。　带＊的教员也承担医疗分析师的课程。

　国家の役割を画定し，現実の国家権力を憲法的に統制する理論の形成を研究・教育の目標とする。そのためには，自由の意義を
真剣に問い直すことが必要となる。そこで，リバタリアニズムの法哲学，オーストリア学派の自由論に学びながら，国家権力の限界を
画する憲法理論を研究する。人々の自由な行為は，秩序を形成する。それは，人間行為の結果ではあるが，意図した結果ではない。
この秩序と整合的な憲法規範とは何かを考察する。正当な国家権力の行使とは何かを，学生とともに研究していきたい。

准教授 / 副教授 憲法 / 宪法

憲法理論 / 宪法理论担当
科目
専門
領域

井上　嘉仁 / 井上　嘉仁

　会社，とりわけ大規模株式会社の諸制度につき研究している。具体的には，取締役や監査役の監督機能や責任，株主総会等の
バーチャル化，キャッシュ・アウトの諸問題などにつき研究している。

准教授 / 副教授 商法 / 商法

企業組織法/企業ファイナンス法 / 企业组织法/企业金融法担当
科目
専門
領域

岡田　昌浩 / 冈田　昌浩
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[教育方面] 以探求发展中国家参与构建国际秩序的政治条件为主题，以讲解相关文献的形式，开展包括研究报告在内的授课
活动。
[研究方面] 南亚各国，特别是通过将印度与巴基斯坦的对外关系置于更广阔的国际政治的脉络中，考察其外交和内政，研究发
展中国家能在多大程度上有效参与构建国际政治结构的问题。亦研究在具备多民族性、多宗教性等多样性的国家之中，联邦
制或拥有高度自治权的地方政府能在何等程度上维护政治安定。

【教育面】発展途上諸国が国際秩序の構築に関与する政治的条件の探求をテーマとして，関連文献を講読するという形を基本に，
研究報告もまじえながら授業を行う。

【研究面】南アジア諸国，特にインドとパキスタンの対外関係をより広い国際政治の文脈に置いて，その外交及び内政を考察すること
を通じて，発展途上国が国際政治構造の構築にどの程度効果的に関与しうるか，という問題や，多民族性・多宗教性などの多様
性をもつ国内における連邦制や高度な自治権をもった地方政府というあり方が政治的安定性にどの程度寄与しうるか，という問題
を研究している。

教授 / 教授 アジア政治 / 亚洲政治

国際秩序構築論 / 国际秩序构筑论担当
科目
専門
領域

吉田　　修 / 吉田　修

政治学・社会学 / 政治学·社会学

※が付している教員は，医療アナリストも担当する。　带＊的教员也承担医疗分析师的课程。※が付している教員は，医療アナリストも担当する。　带＊的教员也承担医疗分析师的课程。

[教育方面] 以家族生活、社区生活中产生的各种问题及纠纷现象为中心，以社会学、法社会学的观点研讨社会政策和社会资源
的动向、现状、课题。
[研究方面] 主要课题是有关家族支援（特别是哀伤抚慰）之社会资源的实态调查、现代家族的形态及关系性的动向调查、家族
规范在家族社会学的诸学说中的定位研讨等。

①分析现代日本社会中的家族系统及宗教系统的相互关联与变动机制。研讨客观认识其他趋势性倾向的方法（基于数据分析的
变动趋势解析），理解其变动的背景与主要原因，以及发现须解决的问题。
②研究迪尔凯姆及迪尔凯姆学派的社会学，特别是阐明机能论方法与历史方法的相互渗透与背离的过程，并重构自杀的社会学
原因的诸类型。

　　主要关注国家主义的理论分析与安保、以及东亚地区国际关系的相关问题。在开讲课程中选取与上述问题相关的论题，通
过对案例的详细分析，讨论对问题本身的构造性把握及各国的可行选择。案例例示如下:中日两国围绕安保的对立构造，东海、
南海问题，中美日的军事战略及其相互关系，美日同盟与日本内政，北朝鲜的政治体制与核危机，中日韩的基层国家主义及与
诸邻国关系。致力于理解中国的政策与制度，并与历史上的诸共产主义国家进行比较。

[教育方面] ①研讨围绕“政策过程论”（公共政策的设计、决定、执行、评价等）日本及欧美的理论动向。②研讨关于近现代日本
政治史国内外的新出专著。③阅读关于地方自治、农业政策的历史与政策过程的重要专著。另外，若听讲者事先要求，可在课
程内容上加入听讲者所关心的学术课题。
[研究方面] 以①近现代日本政治史， ②农业政策的政策过程研究，③地方自治的历史与比较研究为主要研究课题。

　研究関心は主として，ナショナリズムの理論的分析と安全保障問題，東アジア地域における国際関係に関する諸問題にある。授業
ではこの問題を関連付けて扱えるようなトピックを選び，ケースを詳細に検討することを通じて，問題の構造的把握と各国の選択肢
について議論する。とりあげるケースは，例えば，日中間の安全保障での対立構造，東シナ海，南シナ海問題，日米中の軍事戦略とそ
の相互関係，日米同盟と日本の国内政治，北朝鮮の体制と核危機，及び日本，中国，韓国の草の根ナショナリズムと対近隣諸国関
係である。中国の政策や制度を過去の共産主義諸国の例と比較しながら理解できるように努めている。

教授 / 教授 国際政治学 / 国际政治学

安全保障論 / 安全保障论担当
科目
専門
領域

永山　博之 / 永山　博之

【教育面】①公共政策の作成・決定・執行・評価など，「政策過程論」をめぐる日本および欧米の理論的動向を検討する。②近代・現
代日本政治史について，比較的最近の内外の研究書を検討する。③地方自治や農業政策の歴史と政策過程について重要と思わ
れる研究書を読む。なお，参加希望者の関心や研究テーマについても，あらかじめ相談があれば，配慮する。

【研究面】①近代・現代の日本政治史，②農業政策の政策過程に関する研究，②地方自治の歴史と比較研究を，主たる研究テーマと
している。

教授 / 教授 政治学・政治史 / 政治学、政治史

政策過程論 / 政策过程论担当
科目
専門
領域

森邊　成一 / 森边　成一

【教育面】社会政策と社会資源の動向，現状，課題について，主に家族生活や地域生活で生じる諸問題や紛争現象との関わりを中
心に，社会学・法社会学的な観点から検討している。

【研究面】家族支援（特にグリーフケア）に携わる社会資源の実態調査，現代家族の形態と関係性の動向に関する調査，家族社会
学の諸学説における家族規範の位置づけの検討などを主なテーマとしている。

教授 / 教授 法社会学 / 法社会学

家族支援社会論 / 家族支援社会论担当
科目
専門
領域

※浅利　　宙/ ＊浅利　　宙

①現代日本社会における家族システム及び宗教システムの相互関連と変動メカニズムの分析。その他の趨勢的トレンドの客観的認
識の方法（統計データの分析を通した変動趨勢の解析），変動の背景と主要因の理解，解決すべき課題の所在などを検討する。
②デュルケーム/デュルケーム学派の社会学説の研究。とりわけ機能論的方法と歴史的方法の相互浸透と乖離の経過の解明。自殺
の社会学的原因類型の再構築。

教授 / 教授 社会学 / 社会学

社会変動分析論 / 社会变动分析论担当
科目
専門
領域

※江頭　大藏 / ＊江头　大藏

　　专业为多文化共生政治学。特别针对近年于加拿大魁北克省及欧洲各国作为社会统合新理念兴起的间文化主义
（interculturalism）在政治学上的潜力进行理论与实证研究。在教育方面，讲读多文化主义、间文化主义等社会统合的理念及
政策的相关文献，并研讨发展有利于多文化共生的国家理论的可能性。

　　专业为国际政治经济学，尤其注意对经济、贸易谈判及与之相关的政策决定过程的分析。在教育方面，主要指导使用国际
政治经济学理论的分析方法，并处理FTA（自由贸易协议）、WTO（世界贸易组织）等框架下的自由贸易谈判，以美日为中心的
亚太地区经济统合等具体课题。

　　我国（日本）的行政学通常被分为制度学、管理学、政策学三个方面。虽然学术界有各种不同的研究方法，重要的是从行政
学观点对行政制度、政策进行实证和理论方面的研讨。现在主要针对公共组织的意思决定以及与此相关的方案评价的方法进行
研究。

①研究在两次世界大战之间，在中国各有相异利权的日、美、英三国关系的变化。特别着重研究1930年代日本的对华政策对
1930年代后期英美关系的密切化这一迄今主要被从德国问题的视角加以考量的现象的影响。
②针对1950年代日本的外交论，特别是中立外交论加以研究。

　専門は国際政治経済学であり，特に経済・貿易に関する交渉とそれらにかかわる政策決定過程の分析に関心がある。教育面では，
主に国際政治経済学の理論を用いた分析方法について指導する。個別のテーマとしては，FTA（自由貿易協定）・WTO（世界貿易機
関）などにおける自由貿易交渉，日米を中心としたアジア太平洋地域の経済統合などを取り扱う。

准教授 / 副教授 国際政治経済学 / 国际政治经济学

国際政治経済学 / 国际政治经济学担当
科目
専門
領域

長久　明日香 / 长久　明日香

　我が国の行政学は，制度学，管理学，政策学に大別されるとしばしば論じられている。学界においてはさまざまなアプローチがとら
れているが，行政の制度や政策について，行政学的な観点から実証的・理論的に検討することが重要であると考えている。私自身は
公共組織の意思決定やそれと関連してプログラム評価の方法について関心をもって研究を進めている。

准教授 / 副教授 行政学 / 行政学

比較自治体論 / 比较自治体论担当
科目
専門
領域

茂木　康俊 / 茂木　康俊

①戦間期において，それぞれ異なる中国権益を有していた日本，アメリカ，イギリスの3カ国の関係性がいかに変化していったのか，
特にこれまでドイツ問題を中心に考えられてきた1930年代後半からの英米の接近という現象に対して，1930年代の日本の対中外
交政策がいかなる影響を与えたのかを研究している。
②1950年代における日本の外交論について，特に中立外交論について研究している。

准教授 / 副教授 日本外交史 / 日本外交史

外交論 / 外交论担当
科目
専門
領域

湯川　勇人 / 汤川　勇人

　多文化共生の政治学を専門としている。特に，近年，カナダのケベック州及びヨーロッパ諸国において新しい社会統合理念として
提起されている間文化主義（interculturalism）の政治学的可能性について理論的・実証的に研究している。教育面では，多文化主
義や間文化主義といった社会統合の理念及び政策についての文献を購読し，多文化共生に資する国家論の可能性について検討す
る。

准教授 / 副教授 政治学 / 政治学

現代政治学 / 现代政治学担当
科目
専門
領域

荒木　隆人 / 荒木　隆人

　　专业为美利坚合众国政治史。尤其关注美国的政教关系，研究战后保守派新教徒在参与政党政治时所使用的理论及言辞。

　アメリカ合衆国の政治史を専門としている。とくに合衆国の政教関係に関心を抱き，保守的なプロテスタントたちがどのような論理
やレトリックを用いて戦後の党派政治に関与し始めたのかを研究している。

助教 / 助教 政治史 / 政治史

アメリカ政治論 / 美国政治论担当
科目
専門
領域

相川　裕亮 / 相川　裕亮
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　皆様，こんにちは。広島大学での2年間半の留学生生
活は，私にとって人生のなかでもっとも貴重で，忘れ難い経

験でした。私は多くの魅力的な方と知り合い，多くの素晴らしい出来事を経験し
ました。いい思い出だけでなく，専門知識を蓄積し日本語能力を向上することも
できました。これらの下積みがあって，中国に帰った私は，夢にまで願っていた弁
護士の職につくことができました。
　留学中には辛いことも少なくありませんでしたが，広島大学の良い勉強環境及
び学習雰囲気のもとで，先生のご指導，友人達の助けによって，前向きに乗り越
えることができました。広島大学の先生方及び友人達に本当に感謝しております。
　皆様，広島大学での留学生活を大事にしてください。勉強を積み重ね，成果
を出すよう願っています。これらの努力はきっと報われます。

　　大家好。在广岛大学留学的两年半，是我人生中最宝贵、最难忘的

一段经历。在这里我认识了许多很有魅力的人，也经历了很多有趣的事。

不仅留下了美好的回忆，而且专业知识也得到积累、日文能力得以提升。

毕业回国后，我如愿以偿地走上了自己梦寐以求的律师工作岗位。

　　求学的过程虽然充满艰辛，但是老师的鼓励、朋友的帮助，以及广

岛大学良好的环境氛围，让我始终能够斗志满满。感谢广岛大学的老师

和朋友！同时也希望后辈们能够珍惜在广岛大学的学习时光，能够学

有所成，相信付出一定会有回报！

郭　鵬/ 郭　鹏 Guo Peng（上海の弁護士事務所に勤務/上海的律师事务所工作）

修了生の声  毕业者之声

　広島大学での五年間は，たくさんの出会いがありまし
た。先生との出会い，学友との出会い，仲間との出会い。こ

れら全ての出会いが素晴らしく，今の自分と繋がっています。
広島大学の自由で平和な精神の下で，先生方は厳しく，且つ懇切丁寧に導いて
くれました。魅力ある研究環境と先生方のご指導のお陰で，自分の能力は最大
限までに延ばされました。
　ここでは世界各地からの研究者と学生が集まって，切磋琢磨しています。カル
チャー・ショックを受けながらも，みんなはお互いの文化と思想を学び，相互理
解を深めました。
　学問の道は時に孤独なものですが，ここでは志の同じ仲間がいれば，異なる目
標を持つ仲間もいました。そのため，勉強も研究も多彩な楽しさに満ちています。
今の私は一教員として，広島大学で学んだ素晴らしきものを次の世代に伝えよう
と，日々励んでいます。

　　在广岛大学求学的五年时光里，我经历了许多宝贵的邂逅。与导师

相遇，与同学相遇，与伙伴相遇。这些机缘都成为了我自身成长的一部分。

在广岛大学自由而和平的氛围中，各位老师严厉而恳切地给予我悉心

指导，创造了充满魅力和机遇的研究环境，由此我的能力得到了最大限

度的发展。

　　在这里，世界各地的同学和老师齐聚一堂，相互切磋学习，在惊叹

于异域的风情的同时，也接触了多样性的文化和思想，加深了彼此的相

互理解，看到了更宽广的世界。

　　求学路上时而孤独坎坷，但在这里有你的伙伴。无论是志同道合，

还是和而不同，大家相互学习，互相勉励，学习和研究的生活因此而丰

富多彩，充满乐趣。

　　而今我成为了一名教师，在广岛大学学到的一切都成了我的宝贵

财富，我也会努力把这些财富再传播给我的学生！

鄔　志野/邬　志野  Wu Zhiye（中国広西師範大学教員/中国广西师范大学教师）

※が付している教員は，医療アナリストも担当する。　带＊的教员也承担医疗分析师的课程。

　　研究重点总结如下。①进化政治学在理论层面的体系化。②战争与和平原因的探求。③现实主义理论等国际政治学定性理
论的建构。④基于科学哲学的社会科学方法论研究。⑤国际政治中历史事实的分析（一战、二战等）。在教育方面，立足以上研究
重点，致力传授欧美政治学的最新研究方法。

①研究给予现代日本政治巨大影响的90年代以降统治机构改革的成果。特别聚焦政府主导是否实现的问题，分析中央政府各
机关改组的政治影响。
②作为合作研究项目，也着手将QCA（定性比较分析）及网络分析等应用于日本研究。

　　专业为近代日本政治史。至今为止主要聚焦政治与民意的关系，分析近代日本宪政的发展变化。目前以伪满洲国为具体课
题，开始近代中日关系史的研究。在教育方面，亦讲授近现代各国的宪政及近代中日关系。

　　专业为西方政治思想史。特别关注现今所使用的各种概念于何时、如何、在何种文本中形成，亦关注思想史研究本身的主
体性及其对现代政治学的贡献。在开讲课程中，亦使用上述视角分析与政治相关的历史文献。

①現代日本政治に大きな影響を与えた，1990年代以降の統治機構改革の帰結について研究している。特に，官邸主導の実現が達
成されたかという観点から，中央省庁再編の政治的影響を分析している。
②共同研究として，QCA（質的比較分析）やネットワーク分析等の日本研究への応用にも着手している。

助教 / 助教 政治学 / 政治学

現代日本政治論 / 现代日本政治论担当
科目
専門
領域

小林　悠太 / 小林　悠太

　近代日本政治史を専門としている。これまでは政治と民意との関係に注目し，近代日本の立憲政治の発展・変容を分析してきてい
る。現在，帝国日本史，近代日中関係史に興味を持ち，具体的には「満洲国」を研究している。教育面においても，近現代諸国の立
憲制，近代日中関係を講義している。

助教 / 助教 政治学・政治史 / 政治学，政治史

近代日中関係論，帝国日本とアジア / 近代中日关系论、帝国时代的日本与亚洲担当
科目
専門
領域

趙　テキ / 赵　頔

　西洋政治思想史を専門としている。とくに，現在でも用いられているような諸概念が，いつ，どのように，そしていかなるコンテクスト
の中で生まれてきたのかに注目すると同時に，そうした思想史研究それ自体がいかなるアイデンティティを有するか，また現代の政治
学に対していかなる貢献をなしうるかという問題にも関心を有して居る。授業においても，こうした視角から政治にかかわる過去のテ
クストを分析する。

助教 / 助教 政治思想史 / 政治思想史

比較政治思想論，政治倫理論 / 比较政治思想论，政治论理论担当
科目
専門
領域

古田　拓也 / 吉田　拓也

　研究関心は以下にまとめられる。第一には進化政治学の理論的な体系化である。第二は戦争と平和の原因の探求である。第三は
リアリスト理論等，国際政治学の定性的理論の構築である。第四は科学哲学に基づいた社会科学の方法論研究である。第五は国
際政治における経験的事象（第一次世界大戦，第二次世界大戦等）の分析である。教育面では，こうした研究関心をもとにしつつ，
欧米の政治学における最先端の研究手法を伝えることを目指している。

助教 / 助教 政治学，国際関係論 / 政治学、国际关系论

進化政治学 / 进化政治学担当
科目
専門
領域

伊藤　隆太 / 伊藤　隆太
進路状況

05

毕业去向

　本専攻修了生の進路先としては，民間企業，公務員，博士課程後期進学の3分野が主な進路です。そのうち，民間企業では，金融業、保険業，サービス業，
製造業，卸売・小売業，医療・福祉，教育・学習支援業など，さまざまな業界に就職して活躍しています。また，公務員では，公務員試験に合格した後，各
省庁の国家公務員，裁判所職員や全国各地の県庁・市役所などの地方公務員などになる者が多いです。さらに，博士課程後期に進学して，大学の研究者
を目指して研究に励む学生もいます。特徴としては，国内の学生はもちろん，日本で学びたいという留学生が国内の日本企業や母国の日系企業に就職する
ことが多く見られます。そして，社会人として仕事をしながら職業上の必要に応じてさらに詳しく法律学を学びたいという場合も多いです。
　このように，希望に応じて，さまざま進路が開かれています。

　　从本专业毕业的同学，有就职于企业的，有考公务员的，还有继续攻读博士的。就职于企业的同学，活跃于金融业、保险业、服务业、制造业、批发零售业、

医疗健康产业、教培业等各行业。考取公务员的同学，多在中央国家机关，地方县、市政府机关以及法院就职。继续攻读博士的同学，则主要将来在大学进行教

学研究工作。以上说的不仅限于日本同学，有不少留学生学成以后在日本国内企业就职或回到自己国家就职于日企。另外还有一些已有职场阅历的人，因为工

作需要又回到校园在职读法律的。

　　总之，有各种毕业去向供同学们选择。

進路決定者の内訳（2019年度修了生）
毕业后的具体去向（2019年度毕业生）

民間企業等
企业、律师事务所等

博士課程後期進学
攻读博士学位
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