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「社会を支え、社会をよりよいものにするための学びの園」



法学部は、社会科学を学ぶ人のための
総合的な学部です。広島大学法学部は、法
学、政治学、社会学、国際関係論などの多
様な分野で教育研究を行う学部であり、
経済学系以外の多くの学問をここで学ぶ
ことができます。
わたしたちが、学生に教えようとして
いるのは、
「社会において起こっているこ
とを、正しい手続きと、全体的な視野に
よって理解する」方法です。例えば、新型
コロナウイルス対策が不十分であるとい
う意見を持っていたとすれば、どのよう
な観点から（飲食店の営業制限？一般市
民の行動制限？中央官僚機構や地方自治
体の仕組み？人々の行動様式や病気に対
する意識の変化？）問題を見るのか、社会
のどこをどのように変えれば有効な対策
になるのか、その対策はどの程度のコス
ト（費用、時間、社会的説得）で実現可能な
のか、ということに配慮しながら、法的、
政治的に妥当で、有効かつ実現可能な解
決策を考えるということです。
このような「できる範囲で社会をよく
していく」ことは、頭がいい人がちょっと
考えてできることではありません。社会
の仕組みを知らなければならず、人間の
行動様式、その理由、社会を変えようとす
る時の副作用をきちんと理解していなけ
れば、ただの「意識高い系の思いつき」で
終わるだけでなく、社会そのものに破滅
的な影響を及ぼすようなことにもなりか
ねないのです。20世紀の社会的悲劇の
多くが、
「社会を完全に取り替えること
で、よい社会をつくる」という発想から出
ていたことを思い返す必要があります。
妥当、有効、実現可能な解決策を考える
能力は、社会のあらゆる分野で必要です。
法曹、公務員、会社員、教育機関、医療機
関、NPOなどの非営利団体職員、あるい
はコンビニでアルバイトをしている人で
あっても、社会に生きている限り、自分と
社会の関係を考え、社会をよくすること
を考えることは可能であり、必要なこと
なのです。
わたしたち教員も、いつもこの課題を
考えている一人です。みなさんとともに
学んでいけることをたのしみにしていま
す。

法学部●
❷

広島大学法学部（昼間コース）では、１年生で「教養ゼミ」や「法学基礎」などの基礎的な導入科目を履修したあと、２年
生からは、卒業後の希望進路と目的意識に応じたプログラムが用意されています。
「公共政策プログラム」は、公務員やＮ
ＧＯ職員などをめざす学生を対象とし、制度の運用・評価・立案の能力を養成することを教育目標としています。
「ビジネ
ス法務プログラム」は、民間企業で活躍することをめざす学生を対象とし、企業活動の法的理解と実務能力にすぐれた人
材を育成することが教育目標です。また、本学法学部の法曹コースとなる「法曹養成プログラム」は、法科大学院と連携
して、法科大学院既修者コースとの一貫教育を可能にする法曹養成のための教育プログラムであり、学部段階で法科大
学院１年次に相当する基礎的な法律知識や能力などを早期に修得できます。それぞれの教育目標に適した専門科目群を
履修し、到達度を確認しながら、力をつけていくことができます。
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国際社会と企業法務
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到達度評価

1年生のときは、こんなふうに勉強します
教養ゼミ

この日の議題は「裁判員制度」。
肯定側と否定側に分かれて、討論します。みんな結構本気になります。

担当する教員の専門分野に応じて、社会
科学の世界にはじめて触れ、ディベートやプ

1

レゼンテーションを体験するなど、積極的に
自己学習する方法を学びます。
写真は、ある日の教養ゼミの風景です。

studies

年生

「一般人は、マスコミの報道に影響を受
けたり、感情に流されたりして、適正な判
断を下せない恐れがあると思います。」

「一般人が裁判員として裁判に加わるこ
とによって、庶民感覚や社会常識を反映
した判断が下せるようになると思います。
」

法学基礎
各回の担当教員が専門分野に沿った導入的内容を解説することによって、法学の基礎になる概念と知識を教授

し、法的思考力を養い、また、政治学の考え方、政治のしくみについて初歩的な知識を教授して、その役割や意義
を理解させるための授業です。
この授業を通じて、各々の法分野に関心・問題意識を持ち、自主的・主体的に修学する態度を身に着けてもらう
ことをねらいとしています。
法学部❸

2年生では、プログラムを選択します

2

2年生になると、３つのプログラムのいずれかを選択し、
「基礎演習」やプログラムの「基本科目」などを受講します。

年生
基礎演習
2年生の基礎演習では、専門教育を受ける準備として、講義で得た基礎的知識を、使いこなすこと
ができるよう訓練します。例えば法律系の基礎演習では、判例・事例を素材として、法律が紛争の解

平

社会学系の基礎演習も実施されます。
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A君

「最近、駅周辺の商店街の

活性化を目指す市民サークルに顔を
専門科目
物 権 法
債 権 総 論
契 約 法
不法行為法
親 族 法
相 続 法
会 社 法
刑 法 総 論
刑 法 各 論
民事訴訟法

出しています。空き店舗をなくすた
めに建物や土地の所有者と交渉したり、看板ひとつ

ます。たとえば、公共政策プログラ

設置したりするにしても、どうやって誰に許可をとる

ムを選択した、2人の2年生の

のか等、本当に色々な法律の知識が必要なんだと分

場合を見てみましょう。

かってきたし、地方自治体のまちづくりの手法や実際に
ついて、もっと知りたくなってきました。だから2年生からあ
とは、法律の講義をみっちり勉強しながら、行政学・政策システム

論・社会学などの科目をとります。将来は、都市計画や地域政策に関わる仕事に就
きたいなあと考えています。」

期
卒
業

統合科目
紛争解決と
法曹実務

Ｂさん 「卒業後は生まれ故郷に戻って、県庁か市役所で働きた
いと思っています。公務員になるには公務員試験を受けなければな
らない、ということで、まずは民法科目の講義をプログラムの基本

法 科 大 学 院２年

科目として受講して、それから3年生までの間に憲法・刑法・行政法などの公法系の
科目、専門試験に欠かせない政治学・行政学・社会政策など、バランスよく公務員試
験科目を押さえていきたいと思います。」

“司法書士”
という仕事についての紹介があって、
Cさん 「就職ガイダンスで
興味を持ったんです。難しそうだけど、資格がものを言う時代だし、挑戦してみよ
うと考えています。司法書士の試験に必要なのは、主に民法・民事訴訟法・不動産

次に、2年生になって
ビジネス法務プログラムを選択した、
別の2人の場合を見てみましょう。

登記法などの民事法系の科目だというアドバイスを受けたので、それらの科目に重点を置いた、ビ
ジネス法務プログラムを選択することにしました。それに、司法書士の資格を持って民間企業に就職し
たら、法律の知識を生かした部署で働く道もあるということなので、頑張ります。」

D君
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各々のプログラムに沿った受講科目
の組み立ては、次のような感じになり

カリキュラム 講義やゼミの紹介

領域科目・外国語など

決にどのように用いられているか、受講生の報告に基づき、理解を深めてゆきます。このほか、政治・

大学教育基礎科目

共 通 科 目

法曹養成プログラム

「僕は、商社とかメーカーとか、民間企業に就職して、バリバリ働きたいと思っています。法務関係の

部署で、グローバルに活躍できたら、かっこいいですよね。そのへんのことも考慮に入れて、ビジネス法務プロ
グラムでは、会社法とか商取引法とかに力を入れて勉強したいと思っています。国際的な視野を持ちたいので、
国際取引法・国際政治経済学・国際私法などの科目も勉強したいし、あと英語の勉強も…。」

法学部❹

3年生からは、こんなことを勉強します
3・4年生になると、専門科目を中心に受講し、専門演習（ゼミ）
にも所属して、実践力を鍛え、将来の進路や目的に応じた、より具体的で専門的な内容
を勉強します。ここで幾つかの講義科目やゼミを紹介しましょう。

且田
井昌
佑浩
佳
「家族と法」岡
「会社と法」
岡田ゼミでは、会社法――会社の運営、形成、再編に関する法的ルール――について
2年間で学習します。現代社会においては、多くの人々が取引をし、その株式に投資し、
また雇用されるという形で会社との関係を持ちます。こうした現代社会の不可欠の要素
としての会社を、法的に分析するのが岡田ゼミの目的です。
2年間のゼミの1年は、会社法のいろいろな領域――たとえば株主総会や取締役と
いった機関であるとか、株式であるとか、合併などの組織再編であるとか――について、
テーマを設定して報告・議論します。もう1年は、会社法の判例――実際に裁判所で出さ
れた判決など、先例になるもの――を題材にして、報告・議論を行います。
ゼミの議論を通じて、講義で学んだ会社法の知識を定着させ、活用できるものにする
ことをめざします。そのために、学生は自主的に調査をし、議論に積極的に参加すること
になります。

阿部悠介

山口県立防府高等学校卒

岡田ゼミは先生を含めて10名のゼミです。ゼミの規模としては小さい方ですが、だからこそ誰もがゼミに対して、勉強面でも課外活
動面でも、主体的に取り組んでいます。私は特に岡田ゼミでの勉強面について紹介したいと思います。当ゼミでは会社法の分野で先生
が用意してくださるテーマを、発表者と質問者に分かれて学んでいきます。発表者は毎回2名、それぞれが担当するテーマを説明できる
ように準備してゼミに臨みます。ところが、そのテーマは聞きなれない分野であることがほとんどです。その為、発表者は知識的にほぼ白
紙の段階から、ゼミの発表日までに皆に説明出来るほどに勉強する必要があります。その際には教科書だけでなく、大学の図書館、また
学部内の書庫にある豊富な資料が役に立ち、
また、膨大な資料の中から適切なものを選び出す練習にもなります。
この様に発表者はゼミでテーマの説明という役割がありますが、一方で、質問者も当ゼミでは重要な役割を担っています。質問者には
発表者から全く馴染みのないテーマについて説明された後に、発表者に対して質問する時間があるのですが、短時間のうちに質問の切
り口を考える事、これが案外難しいです。簡単すぎる質問は理解が深まらないし、難しすぎる質問は発表者も答えられないからです。です
が、そういった質問があった際は先生が簡単な質問からより深い質問を、逆に、発表者が質問に対して回答しきれない場合には適切な説
明を加えて助けてくださいます。その為、質問者にはもちろん、発表者からしても改めて理解が深まる、そんなゼミだと思います。
私は当ゼミにおいて、学んだ会社法の知識ももちろんですが、それ以上に質問を考える能力が最も培われたものだと思います。先日
就職活動を終えましたが、振り返ると、限られた時間で適切な質問を考える事は何度も求められました。ゼミを通して、そうした経験を事
前に積む事が出来た事は、今にして思えばとても幸運なことだったと思います。会社法は企業の中の事を学ぶ事が出来る分野です。学生
から社会人に移行するこの大学時代に学ぶ分野としてはまさに旬だと思います。

「社会学からみた法と社会」浅 利

宙

法社会学は、法律や社会規範が現実生活のなかでどのように作用してい
るのか、たとえば、法に関する意識や利用方法などについて、経験的データ
に基づきながら研究する学問領域であると表現することができます。私自
身の現在の主要な関心は、家族生活や地域生活でみられる諸問題や紛争
現象の生じる現代的背景、ならびに対処・解決過程を対象に、相互作用や
社会関係などに着目する社会学の方法論を用いて分析・解明していくこと
にありますが、ゼミでは特にテーマを限定することなく、児童虐待、
ドメス
ティック・バイオレンス、精神障害者支援、
「子どもの貧困」、育児と介護の
二重負担、現代の「コミュニティ」、自然信仰と祖先信仰など、学生が選択し
たテーマに関する社会学的アプローチを用いた研究論文を検討していま
す。報告と議論を通して、自身が選択した研究内容はもちろん、他の学生が選択したテーマについても理解を深め、また、法律や社会規
範と現実生活との関連について関心を深めてもらえればと考えています。
中村康太

愛知県立旭野高等学校卒

浅利ゼミには四年生７名、三年生12名の合計19名が所属しています。法社会学は社会の中で法律がどのように作用しているかを
研究する学問分野ですが、その対象は非常に多岐にわたります。様々な分野を様々な面で研究することで、多角的なものの考え方が
養われます。
三年生の前期は指定された文献を選び、まとめて報告しますが、三年生の後期以降は完全に各自の興味関心に沿ってそれぞれの
テーマを深く堀り下げていきます。その中で方向を迷ったときには浅利先生がさりげなく方向性を提案してくださるので安心です。
大学生は好きなものを好きなだけ研究する特権を持っています。自分の関心のあるものを本気で研究した経験は、就活などで役に
立つだけでなく、今後の人生で深く思考をする上で大きな礎になると思います。浅利ゼミで幅広いテーマの中から自分が本気になれ
るものを見つけてみませんか？

法学部❺

「政治学・政治史」森 邊 成 一
社会にある様々な問題を解決するために、
政府
（国や自治体）
は「政策」を実行します。そうした
「政策」が、どの様に提起され、立案・決定され、実行されていくか、私たちの演習（ゼミ）
では、そ
のプロセスを勉強しています。参加した学生のみなさんは、
「司法制度改革」、
「沖縄県の港湾整
備」、
「ふるさと納税」などの「政策」を自ら選んで、調査・報告し、報告者が同時に司会進行役も
務めて、皆で疑問や意見をぶつけ合い、理解を深めています。
法学部の授業は大講義室での講義が多く、教員が語り授ける知識の習得に力が注がれる中
で、演習は、自ら調査し、プレゼンし、司会進行を務め、話し合いをまとめていくという、主体的な
取り組みの貴重な場となっています。担当教員としては、出しゃばり過ぎず、それでいて話し合い
が脱線して行方へ知れずにならぬよう、注意を払いながら、教室の隅で皆さんの議論を聞いて
います。

末井宏明

修道高等学校卒

行政法の考察対象となる法令は数多あります。例えば、行政通則法としては、行
政手続法・行政手続条例、行政不服審査法、行政機関情報公開法・情報公開条例、
行政機関個人情報保護法・個人情報保護条例などがあり、こうした通則法のほか
にも個別に行政と私人の関係を規律する法令が考察対象となります。このように
考察対象となる法令が数多存在することは、行政法の一つの特長といえるかもし
れません。
行政法・折橋ゼミでは、一見つかみ所のないような行政法の世界から、様々な
「行政」における課題を中心として、ゼミ生各自が具体的なテーマを決めて深掘り
し、ゼミ論文を書いています。過年度のテーマは、公共交通の衰退阻止、高齢者運
転免許返納制度、過疎地域振興、空き家対策、無縁墳墓問題、マイナンバー制度、終末期医療、食品表示、住民訴訟などなど多岐にわたり
ますが、例年力作が揃います。
テーマこそ様々ですが、実際にそれらに関する個別法の立法経緯や解釈問題、政策課題等を勉強し、皆で検討を進め、それを基に各自
熟考し法学論文にまとめたという経験は、成果物としてのゼミ論文集と併せ、
「法学部で一つ頑張った」
と胸を張れる、そんな成功経験とな
るのではないでしょうか。

東

結菜

大分県立臼杵高等学校卒

私たち折橋ゼミは、少人数ならではの和やかな雰囲気で行政法について学んでいます。行政法は行政主体としての国家と行政客体とし
ての私人との関係について考察していく学問ですが、視野を広げて見てみると私たちの生活の至る所に行政法が関わっていることがわか
ります。
前期ではゼミ生が教科書の内容をまとめて発表し、行政法の基礎の理解に努めています。後期以降は各自興味関心があることをテー
マに法学論文の執筆に取り組み、毎年ゼミ論文集を作成しています。また、
ゼミ生が主体となって、関心の強い行政機関等への訪問を企画
し、実際に現場で働いている方の生の声を聞く機会もあります。
ゼミ担当の折橋先生は、様々な経験を交え、行政法の分野のみならず幅広い事柄を教えてくださるのでお話を聞くのが非常に楽しいで
す。
学部で学ぶ４年間はあっという間ですが、ゼミではゼミだからこそできる主体的な学びで濃い時間を過ごすことができます。学びたい、
やってみたいと思うことが実現できる場所に身を置いていることを誇りに思い、勉強に励む日々です。

法学部❻

法 学 部

「行政法の世界へ」折 橋 洋 介

講義やゼミの紹介

森邊ゼミは、少人数で和気あいあいとした雰囲気のゼミです。
このゼミでは、三年生の前期の間に教科書を利用し、毎週ゼミ生が担当する箇所について報告、その後、論点を設定し討論するというサ
イクルで政策過程分析の基礎や方法を学びます。また、後期以降は各自が選んだ実際の政策について、前期で学んだ資料報告や討論の
経験を活かして、調査を進めていきます。
調査については、報告する毎に必ず他のゼミ生や森邊先生から疑問点や助言が投げかけられ、また、自ら設定した論点について議論が
交わされるので、調査内容がゼミ内でより研鑽されていきます。
世の中に存在する政策が、どのような人間たちの間で、どのようなやり取りの中で形成され、実施されているのかということに疑問を感
じる方、また政策に限らず一つの事柄について統計や文献を活用し調査する力を付けたい方などには、和やかな空気の中、時折鋭いご指
摘を下さり、また基本的な事項でも幅広く教えて下さる森邊先生のこのゼミはとても良い場所だと思います。みなさんもこのゼミで将来
役に立つ調査力を身に付けてみませんか？

郷田

それだけじゃないんです。広島大学では、

恵理香

愛知県・愛知高等学校卒

広島大学では７月にゆかたまつり、11月に大学祭と年に
２度の祭を開催しており、私はその運営にあたる広島大学大学
祭実行委員会に所属しています。実行委員会では準備期間も含め
たほとんど全ての活動を学生だけで行っているため、責任者として
後輩を指揮したり、外部の方と関わったりすることは大変と感じる時
もありますが、祭に参加してくださった方の感謝や喜びの言葉を耳
にするとこの上ない達成感を味わうことができます。また祭には広
大生だけでなく様々な年代の方がご来場くださるので、大学の活動
に親近感を持っていただき、地域の方々から支援されて活動ができ
ていることをより近くで感じ取れるのも喜ばしいことです。何より、
苦楽を共にしてきた実行委員会の仲間は大きな信頼を寄せる大切
な存在となっています。大学はサークルや部活も含め、人間関係の
形成を学ぶことのできる場所だと思っています。広島大学は多様な
学部、学科が設置されているので様々な場面で学部を超えた繋がり
ができ、留学生も多いため国際交流も盛んです。同じキャンパス内
でも異なる思考や価値観、文化を持った学生と関わる経験は今後の
人生の財産となるはずです。後輩の皆さんも大学生活を通して価値
ある人間関係を築いてほしいと思います。

入ったばかりの新入生でも退屈するヒマ
もないくらい、学生生活を楽しく、忙しくす

大学側

大学生活
学校行事等

campus life

楽しいよっ!! キャンパス・ライフ

法学部で過ごす四季
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新たな出会いをもたらし、人間としての幅を広げてくれる場所

学生は大学で何をしてるの？ 授業に
出席して勉強するのはあたりまえ。でも、

るいろんなプログラムを用意しています。
まず新入生がいきなり経験するのが、オリ
エンテーション・キャンプ。
２年生が１年生
といっしょに活動しながら、大学生活に溶
け込み、友人をつくるための企画です。
それから夏のゆかたまつり、秋の大学
祭はもちろん大事な行事。学生の出すお
店やフリマで、キャンパスはいっぱいにな
ります。授業の合間には、高裁長官や外
国の学者による講演会が開かれ、学生は

コメント

そこから法、政治、社会のエッセンスを吸
収します。

第1ターム授業終了
第2ターム授業開始
ゆかたまつり

一日体験入学
（東千田キャンパス）

入学式

4

apr.

高裁長官講演会

5

6

may

7

jun.

jul.
広島高等裁判所
長官講演会

春季休業
（4月1日～7日）
入学式・父母等懇談会
新入生オリエンテーション行事
第1ターム・前期セメスター授業開始
履習手続
クラブ・サークル勧誘
オリエンテーションキャンプ

オリエンテーションキャンプ

8

aug.

9

sep

第2ターム・前期セメスター授業終了
夏季休業
（8月11日～9月30日）
オープンキャンパス
集中講義
（夏季休業期間中）
大学院入学試験
（博士課程前期）
（博士課程後期）

やりたい事に迷わず挑戦
竹原彰人

ACTIVITIES

法学部❼

広島県・広島市立舟入高等学校卒

広島大学には、法学部生だけのサークルは勿論、いろ
んな学部の人が一緒になって活動できるサークルが沢
山あります。僕は今、その中の一つである「えこ・ぺーじ」
というボランティアサークルの代表を務めています。僕た
ちのサークルはどの学部の生徒でも所属できるサークルで
すが、法学部生が多くを占めているため、それほど多くない活
動でもメンバー同士の繋がりが強く、とても穏やかで居心地の良いと
ころです。
サークルの主な活動は、サークルのメンバーと西条の町の人とでサ
ンタ服を着て地域のゴミ拾いを行う「サンタプロジェクト」、卒業生か
ら不要になった家具を回収し新入生に安く提供する「リユース市」。そ
の他にも、他の団体や地域の方と協力して行う活動も多くあります。
僕は法律に興味を持ち勉強したいと思ったので、法学部に入りまし
た。勿論、法律の勉強は楽しく、将来法律に関係する職に就きたいとも
思います。しかし、机に向かってする勉強だけが全てではないと僕は思
います。自分はボランティア活動での企画の運営、人との交流を通し
て社会で必要な力、具体的にはコミュニケーション能力や集団をまと
める力などを身につける事が出来ました。これらはきっと将来自分の
役に立つものだと思います。
後輩の皆さんも、勉強・サークル問わずやりたい事に挑戦してみま
せんか。きっと自分にとってプラスになるものが手にできるはずです。

大学側

大学で学ぶとは、簡単に言えば、情報を集めてそれを加工しな
がら、新しい情報を創ること。
そのために絶対必要なのが、図書館
と情報基盤です。広島大学の図書館は、全学で5館から成り、300
万冊以上の蔵書を持つ、日本有数の大学図書館です。館によっ
ては夜間10時まで、土日も開館しており、オンラインで研究文献
や各種情報のデータベースも提供しています。情報基盤は、安全
で自由度の高い情報ネットワークを提供しており、キャンパス内は
もちろん、自宅からでも接続できます。履修登録や時間割照会な
どの手続きを、インターネットを通じて行うことができる、授業の映
像を視聴することができるなど、新しいサービスもどんどん展開し
ています。

コメント
広島大学 中央図書館

やっぱりここに来てよかった、と思える学部です。
樫本芽依

私は現在、広島大学法学部に所属し毎日充実した日々を
送っています。特に勉強面では、高校生の時以上に楽しんで学
習することができています。
法学部に関して、高校の授業でも様々な法律を見聞きし、法律
に対する興味はもともとありましたが、それは大まかで曖昧なも
ので、大学に入ってから、法律を学ぶことの本当の面白さを感じま
した。
１年時では、法律を学ぶ上での基礎的な用語や条文を学習
し、２、３年時では、さらに発展させて専門的な知識をつけていき
ます。
１年時では分かりにくかったことも、２、３年になり、それまで
に学習した知識を使ってより広い視野で考えることができるよう
になると、
「これはこういうことだったのか！」と、点と点が線になる
ように、より深い理解をすることができます。また、そのような知識
は日常でも役立ち、物事を様々な方向から考えることができるよ
うになります。そして、何より分からなかったことが分かる、という
ことが次の勉強のモチベーションにも繋がります。
また、この広島大学法学部には、意見を言い合い、切磋琢磨でき
る仲間たちや、聡明で、自分たちの学習にアドバイスをくれる優し
い先生たちがいます。
法律の世界はとても奥深く、
とても面白いです。皆さんもぜひこ
こで、仲間たちとともに、その面白さを感じてください。

第4ターム・後期セメスター
授業終了
学年末休業
（2月16日～3月31日）
入学試験
（前期日程）
大学院入学試験
（博士課程前期二次）

大学院入学試験
（博士課程後期）
入学試験
（後期日程）
学位記授与式
成績優秀者表彰式
懸賞論文表彰式

3

mar.

第4ターム授業開始
大学入学共通テスト
冬期休業
（12月26日～1月5日）

ソフトボール大会

学生生活の楽しみはやっぱりサーク
ル活動。文化系、体育系あわせて、広
島大学には200近くものサークルがあ
り、自分の好きな分野の仲間がきっと

大学側

見つかります。どうしても新しいことが
やりたければ、自分たちでサークルを
作っちゃってもいいのです。4年間の
学生生活をいっぱいにできる場所と仲
間を、
ここで見つけてください。
体育系サークル
硬式野球部、サッカー部、水泳部、馬術部、
相撲部、ヨット部、
トライアスロン部、女子
サッカー部、アメリカンフットボール部、水球
同好会、陸上競技部、
など…
文化系サークル
交響楽団、合唱団、ジャズ研究会、ロック同

コメント

好会、吹奏楽団、美術部、茶道研究会、探
検部、鉄道研究会、E.S.S.、写真部、大道芸

サークル、演劇団、池坊華道部、
など…

卒業式

学ぶための知識・経験・やる気をくれる環境がこの学部にはあります。
宇田津

浩平

宮崎県・県立宮崎大宮高等学校卒

最初は『夜間主コース』と聞いて入学に不安を感じていました。
「大人ばかりだったらどうしよう」
「学費安いけど大丈夫かな」など
など。しかし安心してください。ここには法学部生の学びを助けて
くれる最高の環境があります。一緒に学ぶ人たちには同年代が多数
です。社会人の方もおられますが、仕事と学業の両立をしているとても
意識の高い方々で日々とてもいい刺激を受けます。また、何と言っても東千
田キャンパスの図書館には法学系の書籍が多いこと。近くに法科大学院があ
ること。これは法学を志す者にとって、最高の環境であるといえるでしょう。ま
た夜間『主』であるため昼間コースの授業を受けることが可能ですが、昼間で
講義を持っておられる先生方が夜間主コースに来てくださいます。そこで昼
間と同じ講義を受けることができるためうまく履修をすれば昼間コースに行
かなくても興味のある講義を受けることができます。もう一つ法学部夜間主
コースのいいところは広島市街地が近いことです。そのため裁判所が多く実
際に現場で活躍する姿を生で見て自分のモチベーションにつなげることがで
きます。知識の面でも、経験の面でも、やる気の面でも、自分から求めれば全
てを与えてくれる環境がここにはあります。これからも僕はこの環境を最大
限に生かして自分の可能性を広げていきたいと思います。

法学部❽
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第3ターム・後期セメスター授業開始
履習手続
ゼミ連ソフトボール大会
就職内定者報告会
法学部就職ガイダンス

2

feb.

学校行事等

/

大学祭

oct.
nov.
dec.
jan.
9p. 10
11
12
1

大学生活

第3ターム授業終了
大学祭
（東広島キャンパス）
創立記念日
（11月5日）
入学試験
（光り輝き入試）
（編入学試験）

）

徳島県・県立脇町高等学校卒

法学会・後援会
就職支援

現在と未来を強力にサポート

法学部の各種支援制度

03

法学部の勉学支援
広島大学法学部では「法学会」と「後援会」という組織を作って、
皆さんの学生生活の現在と未来を、様々な側面からサポートして
います。
「法学会」は、
『広島法学』
（写真右）を刊行し、広島大学法学部
の教育・研究の成果や水準を、国内外に示しています。2004年度
より新設の「法科大学院」のスタッフや学生も加わり、
『広島法学』
には「ロースクール」情報も満載しています。
「後援会」は、皆さんの学生生活に必要不可欠であるものの、大
学予算ではまかなえない部分を、金銭的にバックアップする活動を
しています。例えば、留学経費の補助、司法試験、司法書士試験、
公務員試験などの各種資格試験のための勉強会の応援、民間企業
への就職を考えている人向けの対策講座や講演会などを行う際の
補助金の支出、広島大学法学部を会場として開催される全国学会や
研究会への助成金支出、卒業祝賀会への補助などの活動をしてい
ます。
また「法学会」と「後援会」は共催で、国際的に著名な研究者や
専門家を招く学術講演会を開催したり、卒業論文の代わりとなる懸
賞論文を募集、表彰したりするなど、皆さんの勉学意欲と将来へ

懸賞論文表彰式にて

法学部の就職支援
法学部では、学内のグローバルキャリアデザインセンターや学外
の就職関連業者との連携を図りながら、法学部独自の支援も行い、
１年生から卒業年次に至るまでの、トータルな就職活動支援システ
ムをもっています。
近年の厳しい就職状況により、各学生の就職活動の開始が早ま
る傾向にある中で、法学部教職員が一丸となってサポートをしてい
ます。
まず、1年生の段階で、
‘働く’ということについての明確な意識
をもってもらうために、入学直後に行う新入生ガイダンスの中で、
「キャリアガイダンス」の時間を設けています。入学したばかりの頃
は、まだ就職のことなど考えたくない、という気持ちがあるかもし
れませんが、
「１年の計は元旦にあり」というように、
「大学生活の
計は１年次にあり」といっていいほど、将来の方向性を決める上で
重要な時期です。ここで、しっかりした就職に対する目的意識をも
って、日頃の勉強を進めてもらうことになります。
2,3年生以上になると、
ゼミ連や就職委員会などが行う「民間企

support

業内定者報告会」や各種キャリア支援講座が催され、学生達の自
主的なそれらの活動を支援しています。
また、実践力に加えて重要なのが、本質的な実力の養成です。
法学部では、ものごとを論理的に考え、人に伝えることができる能
力のかん養を重視していますが、1年次から始まる教養ゼミ、2年
次の基礎演習（昼間コース）、3年次以上の専門演習と、切れ目の
ない少人数による演習システムを通じて、プレゼンテーションの仕
方等も含む、就職活動に必要とされる本質的な実力の養成が行わ

法学部❾

広島大学法学部では、
卒業後に地方公務員や国家公務員となって官公庁で働く人の割合が、
他学部に比べて大きいのが
特徴です。
もちろん民間企業でも多くの卒業生が、
さまざまな業界の法律の知識を活かす部署で、
生き生きと働いています。
その他、
大学院に進学して、
裁判官・検察官・弁護士・司法書士・公認会計士・税理士などといった法律関係の専門職に就くため、
資格試験にチャレンジする人もいます。
令和２年度卒業生の就職状況
その他 3

就職未定者
（民間志望）5
就職未定者
（公務員試験準備）7

金融・保険業 10
サービス業 6

大学院進学者 5

その他
9

製造業 12

国家公務員
41

昼 間
コース

卸売・小売業 7

（数字は人数）

情報通信業 8
建設業 4

地方公務員
28

その他業種 7

うち現職継続
8
就職未定者
（民間志望）1

金融・保険業
6
サービス業
3

夜間主
コース

（数字は人数）

就職未決定者
（公務員試験準備）
1
大学院進学者 4
地方公務員 2

建設業
2

製造業 2

情報通信業
5

卸売・小売業
1

卒業生紹介
「六法全書に残る仕事」を
してみませんか？

チャレンジする人を応援することで、
よりよい社会を築く仕事がしたい！

梅野 雄一朗（財務省大臣官房地方課人事調整企画室長 国家Ⅰ種（法律）採用・平成６年度卒）

山 本 健 太（広島県 健康福祉局医務課 看護グループ・平成23年度卒）

よりよく生きるための
「学び」に出会う場所
永 岩 慧 子（名古屋経済大学 准教授・平成23年度卒）
広島大学を卒業後、大学院に進学・修了し、2017年
より名古屋経済大学で教員をしています。大学では、自
らの専門である民法科目や演習のほか、教養の授業も担当してい
ます。大学教員の仕事には、自身の研究に加え、授業内外における
学生指導や大学運営に関する業務、地域との交流活動など様々な
ものがあります。これらの仕事にどのように取り組むかは基本的に
教員個人に委ねられており、多くの可能性が開かれている一方、自
ら考え、行動しなければ何事をなすこともできません。自分のした
ことが、直接に成果として現れるところが魅力でもあり、大変なと
ころでもあります。大学院生の時、指導教員のもとで東北へのボ
ランティア活動に参加しました。そこで、学生に「体験」の場を提供
するという教育面での役割や、社会貢献の可能性に、大学教員と
いう仕事への思いを一層強くしました。現在に至る道は決して平
坦ではありませんでしたが、先生、家族、同じ研究者を目指す友人
など、多くの人に背中を押してもらいました。大学教員として一歩
を踏み出し、一つのことを突き詰めて考える思考力に加え、幅広い
視野を持ち、人としての豊かさを身につけることの重要性を日々
感じています。研究にも教育にもゴールはありませんが、一生学
び続けることが、自分自身がよりよく生きるためであると同時に、
社会の利益となっていくのだと思います。これから大学生活を送
る皆さんが、多くの先生や友人との交流、そして様々な体験を通し
て、
自己を豊かにする
「学び」
に出会われることを願っています。
※職名は平成29年7月当時のものです。

法学部

学生時代、私は社会学ゼミに所属し、
「社会の流
動化」について学んでいました。ヒト・モノ・カネが
ボーダレスに行き交う現代社会は、以前に比べて先行きが不透
明なものとなっています。また、自由が増大した反面、自己責任
がこれまで以上に問われています。そうした社会の中では、挑
戦・再チャレンジする人たちをサポートする「ポジティブ・ウェル
フェア（参加型社会保障）」の考え方が重要です。私が公務員の
道を目指したのも、大学で学んだことを踏まえて、チャレンジす
る人をサポートしたい、また、そうすることで社会をよりよく変
えていきたいと考えたからです。現在、私は広島県庁の健康福
祉局医務課に所属し、看護グループの仕事に従事しています。
具体的には看護学校の運営や外国人看護師候補者の支援に関
する補助金を扱ったり、准看護師の免許発行・書換・再交付な
どの業務に携わったり、看護職員情報サイト（「ひろしまナース
ネット」H26.4開設）などの開設・運営に関わっています。事務
職は「広く浅く」
と勘違いされがちですが、私はジェネラリストと
して幅広い知識を持ち、物事を迅速かつ効果的に判断すること
が、事務職に求められていると考えています。言い換えれば、新
しい知識を次々と吸収しながら、これまでの知識と組み合わせ
て、物事を考えていく点に、この仕事の面白さがあると思いま
す。また、スペシャリストである専門家の方々が力を十分に発揮
できるようにサポートすることも事務職の仕事のやりがいのあ
る点だと思います。公務員の仕事は、毎日何かしら法律に関わ
ることになるので、大学で学んだ知識をベースに日々の仕事に
取り組むことができています。後輩の皆さんもいろいろなこと
に全力でぶつかって、その中から未来につながる知識を身につ
けてください。

夢を追いかけて、広島大学から
マスコミの世界へ
竹前 麻里子（NHK 報道局 報道番組センター 社会番組部・平成19年度卒）
NHKのディレクターとして、朝のニュース番組
「おはよう日本」の制作に携わっています。
７〜 10
分ほどの企画を担当しており、突発のニュースや気になる話題
を取材・ロケ・編集して放送しています。自分が関心を持って取
材をしたり、演出に工夫を凝らした番組をたくさんの人に見て
もらえることが、この仕事の魅力です。私がマスコミの仕事を
志すようになったのは、
小学生時代に読んだマンガ
「はだしのゲ
ン」がきっかけでした。原爆をテーマにしたこの作品を通して、
社会情勢に強い関心を持つようになり、ニュースやドキュメン
タリーを見るのが日課となりました
（余談ですが、長野県から広
島大学へ進学したのも、
「はだしのゲン」の影響があったからで
す）。次第に「いつかは作り手として関わるようになりたい」と考
えるようになり、高校時代は放送系の部活に所属してドキュメ
ンタリーを作ったり、大学時代は広島のTV局でニュース制作
補助のアルバイトをするなどしていました。ディレクターになっ
て数年は、自分よりもずっと年上のスタッフとの接し方に悩む
こともありましたが、毎日たくさんの番組を見て基礎的な技術
を学ぶとともに、コミュニケーション技術を磨くことで、悩みは
少しずつ解決しています。現在、ディレクターの仕事をするうえ
で役立っているのは、法学部で学んだ法律や政治の知識や、物
事に対するアプローチの仕方です。特にひとつの事象について
様々な意見を調べて発表するゼミの勉強は、取材の基礎知識
を蓄えたり、仕事仲間にわかりやすく情報を伝達する訓練にな
りました。今後は、労働、医療、福祉など、私たちの命や暮らしに
関わる取材をライフワークとし、貧困や差別に苦しむ人たちの
声を取材していきたいと考えています。

/
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国家公務員になってから23年目を迎えています
が、異動サイクルは１〜２年と非常に短く、現在のポ
ストは既に16番目です。仕事のレベルは高度である中、キャッチ
アップするのは大変ですが、一方、様々な仕事を経験できるととも
に、人的ネットワークも広がります。
私は財務省の地方出先機関である財務局の幹部候補生として入
省しました。みなさんが抱く財務省の仕事のイメージは予算や税制
だと思いますが、私は主計局主査（林野庁・水産庁担当）として２年
間予算編成に携わることができました。
１年目は東日本大震災に関
わる復興予算の編成、
２年目は政権交代後の正月返上での予算編
成という、例年にないタフな予算編成となりましたが、振り返ればこ
れまでの役人人生において一番の良き思い出となっています。
また、国家公務員総合職で中央省庁に採用されれば、採用省庁
のみならず、他省庁にも出向する機会があります。私自身も内閣官
房（省庁横断的な仕事）に２度出向し、地域再生や行政改革に関わ
る仕事に従事しました。特に地域再生の仕事では「地域再生法」と
いう新法制定に携わることができました。プロセスを簡単にいうと、
条文を作成し、関係省庁と調整し、内閣法制局に説明し、国会審議
対応を行うというものです。法学部生にはお馴染みのジュリストに
法律解説を執筆しました。法学部生としては、やはり法律の制定・改
正をやってみたいという方もおられると思いますが、国家公務員総
合職にパスして役人になれば必ずや経験することができると思いま
す。大手ゼネコンのキャッチフレーズとして「地図に残る仕事」とい
う言葉が有名ですが、それになぞらえれば「六法全書に残る仕事
（＝
六法全書に自分の仕事の痕跡を残す仕事）
」
ができると思います。
国家公務員総合職試験は難関試験であり、また、試験にパスし
ても官庁訪問で採用されなければ、合格証書はただの紙切れに
なってしまいます。官庁訪問における地方大学の負担感は重いか
もしれませんが、多様性が求められる時代だからこそ、地方大学と
しての魅力が重視されていると感じています。一人でも多くの法
学部生にチャレンジして欲しいと強く願っています。それでは霞ヶ
関でお会いする日を楽しみにしています。

法学部の各種支援制度 卒業生の進路

job opportunities

卒業生の進路/卒業生の就職状況
卒業生紹介

各界で活躍する先輩たち

法学部卒業生の進路
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卒業生の進路

また最近では、大学院を修了した専門知識を有する人を求める企業も増えています。大学院で学ぶこと
によって、研究者や高度職業専門人といった幅広い進路が皆さんに開かれるでしょう。

民間企業
公 務 員
各種専門職等

研究者

各種資格
試
験

博士課程後期

部

博士課程前期

学

法学・政治学プログラム

法

弁
検
裁

司法試験

（法科大学院）
実務法学プログラム

護
察
判
士
官
官

graduate schools

プログラム長からのメッセージ
院生紹介

大学院で学ぼう

大学院 人間社会科学研究科

05

卒業後さらに大学院に進学して、法学部で学んだことを発展させ、研究を深める途が開かれています。

大学院人間社会科学研究科 法学・政治学プログラム

社会分析のプロフェッショナルになる
law and politics program
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
プログラム長

永山 博之

望しています。

大学院人間社会科学研究科 実務法学プログラム（法科大学院）

複雑・不透明な現代社会で勝ち残る、磨かれた法曹を目指して

hiroshima university law school

現代社会は、
グローバリゼーションの急速な進行に伴い、
深刻な経済摩擦と急激な産業構造の変革が生じ、
国家
間の対立構造がむしろ深刻化し、さらに民族・宗教問題も絡んでますます混沌としています。
他方、人工知能の発
達は顕著で、
盤面が広く変化の多い囲碁でさえ、
予測よりはるかに早くプロ棋士が人工知能に敗れてしまいました。
資本主義社会では、資本と労働による生産に技術が加わり再生産することで、個人の生産性の飛躍的向上が要
求され、
人工知能が現在の仕事の90 ％を代替する時代も迫っています。
熾烈な競争を余儀なくされる社会において、
皆さんは心から満足することのできる未来を迎えられる準備はで
きていますか？
法科大学院は、裁判官・検察官・弁護士という法曹養成プロセス教育の一翼を担
い、複雑不透明で不確実な社会におけるさまざまな問題を法に基づき公正公平に解
決する人「財」を育成します。
法曹は、問題を抱えて苦悩する方々と相互理解を経て
築かれる人的信頼関係によりその解決の道を探り、納得する法的結論を導かなけれ
ばなりません。
これは、
知性、
感性と徳性を備える人間のみがなしうる仕事です。
広島大学法科大学院は、法曹として目の前の仕事の一瞬一瞬にベストを尽くし、
置き換えの効かないパフォーマンスを成し遂げるリーガル・プロフェッショナルの
養成を目指し、そのためのオリジナルな教育プログラムの実践を開始しています。
法曹として現代社会を生き抜くぞと思われるならば、まず広島大学法学部を目指し
てください、そして志を実現するために法科大学院の門を叩いてください。その日
を心待ちにしております。

プログラム長

法学部

秋野 成人

こんなふうに勉強しています!!
中 田 悠 太（法政システム専攻 博士課程前期）

院生紹介

大学院に進学することは勇気が必要なことです。また同時に、自分自身のビジョンをしっかりと持つ必要があ
ると思います。人生において日々何かを得るには何かを失うことでもあり、その過程において自分自身のキャリ
ア、価値観は構成されていくと思います。本研究科には様々な年代の方が在籍していますが、特に20代の一年一
年は今後の人生に大きな影響を与えます。私自身も感じていることですが、大学時代の同期の多くは就職してお
り、時が経つにつれ金銭面、価値観などにおいて違いが出てきます。そういった点でも人と違うことをするという
ことは大変なものであると認識する必要があると思います。
大学院進学後の一年目は授業に出席し、単位を取得していくことが主で、日々のレジュメ発表は大変なもので
す。そして、二年目は本格的に論文を書くことであり、多くの院生は就職活動も同時に行う必要があります。就職
活動においては基本的に個人での活動要素が強く、学部生とは違います。また、公務員、教員などを除いて，大学院
生は就職活動において年齢面等で苦労することもあるため、大学院の在籍中に自分自身を磨く必要があります。
大学院で最も重要なことは論文を書くことであり、論文を書くために大学院を進学すると考えても過言ではない
でしょう。そういった点からも論文指導での先生との関係、その先生の先行研究をよく読むなどの事前の調査は
大学院進学後をスムーズな形にすると思います。そして論文を書くとはそれまでの学習方法とは違い発想力、根気、多様な視点から考え
られる能力が求められます。論文には事実確認は必要ですが、この考えだから正しい、この考えは間違っているなどはなく、そういった点
は論文の面白みではないでしょうか。
大学院進学では私自身も多くの人にご迷惑をおかけし、また多くの人の支援を頂き、申し訳ないという反面大変ありがたいという気持
ちがあります。大学院進学を考えている人は少なからず誰かしらの支援の下、進学するのだということを考えなければなりません。

郭

蕭（法政システム専攻 博士課程前期）

私は、行政法、特に行政訴訟について研究しています。行政訴訟は、司法権に属する司法裁判所が行政と国民と
の間に生じた法的紛争を解決するものです。私の関心の中心は、行政事件訴訟法とその補充法である民事訴訟法
が行政訴訟をいかに規律するのかにあります。そして、その検討を通じ、そもそも行政訴訟とは何か、いかなる性
質を有するものかの探求を究極的な目標としております。
社会科学研究科では、特別演習という授業で自身の研究の進捗状況を指導教員・院生に報告し、内容について議
論を交わし、教員から指導を頂きます。院生の生活の中心は当然、研究であり、その研究のため、研究科資料室・大
学図書館等へ行き、雑誌・判例集・体系書等を探し、読み、内容を考え、まとめるという作業を繰り返します。この
ような作業の中で、今まで知らなかった知見、優れた分析、独創的な考えに出会えるのは、何よりの楽しみです。一
方で、専門分野の研究だけを進めるだけでなく、文章を書く、報告をするということについてのスキルを磨くこと
も大切です。また、時には自分の専門とは全く違った分野に触れることも大変意味があることです。
そこで、博士課程の院生は、特別演習以外の単位を取る必要がないので、それ以外の時間をどのように使うかを
きちんと考えることが求められます。もちろん、特別演習での報告の準備がその中心ではありますが、それ以外
に、私は、ライティングセンター（以下、WRC）のチューターをしています。WRCは、学術文章の執筆で悩んでいる学生を支援する組織で
す。WRCでチューターとして勤務することで学術文章を書くということにより真剣に向き合い考えます。それは、自分が論文を書くとき
の大きな糧となります。
また、学友と議論をすることも院生の大切な営みです。社会科学研究科には、社会人経験者の方や多くの留学生が数おり、そのような学
友と行政法やその他様々な法律について議論を交わすと多くの発見があり、とても勉強になります。また、上記WRCの同僚との会話もと
ても刺激的で勉強になります。量子力学、臨床心理学、幼児心理学、教育社会学、社会教育学、英語教育学、日本語教育学、教育哲学、宗教学
等、専攻がバラバラの院生が集まり、学術文章について議論をし、時には自身の専門分野の話をします。自分の研究分野を知らない同僚に
どのように説明するかを考えることは、自分の研究を見つめ直すとてもよい機会になり、また自分の知らない研究分野の話を聞けること
は大変貴重なことです。加えて、研究科資料室の受付や留学生サポーターなどもしています。
「おもしろき こともなき世を おもしろく すみなしものは 心なりけり」、高杉晋作が詠んだこの句が語るように（後半は別の人が
詠んだそうですが）、今いる世界をどう楽しむかは自分の見方・考え方次第であり、自分次第で楽しみ方はいくらでも変えられるはずで
す。博士課程にいると研究に追われ、とかく視野が狭くなり、単調な生活になりがちですが、それを変えるきっかけが、広島大学には多く
存在します。
このような多くの刺激や学ぶきっかけに溢れた広島大学大学院博士課程への進学を是非検討してみてください。

法学部

法 学 部

金 子 春 生（法政システム専攻 博士課程後期）

大学院紹介・院生紹介

私は、中国からの留学生で、最初は研究生として来日し、一年の研究期間に日本語や専門知識の勉強をしまし
た。そして、入学試験に合格して正式に大学院に入学しました。留学生の場合、手続きなど、初めに慣れていないこ
ともありますが、支援室がとてもしっかりサポートしてくれるので順調に進めます。
大学院での授業はゼミ制です。授業の内容をよく理解し、ディスカッションに参加できるためには、事前の予習
が大切です。私が所属している外交論ゼミでは、自分がプレゼンテーションをする前には、新聞や論文、文献など
様々な参考資料を読んでレジュメを作ります。よい発表をするには、それなりの時間や苦労が必要ですが、後で、
新聞やテレビで国際政治関係のテーマが出た時、
「あ、わかる！ゼミの時勉強した」という発見がある時はとても
嬉しいです。こういう練習を繰り返すと、自分で物事を考える力が自然に伸びると思います。
院生になれば、所属する研究室が与えられます。日本各地からの日本人学生のほかに、留学生、社会人学生など、
色んな背景の人が集まっています。自分の研究だけでなく、授業に関する情報やお互いの研究内容の検討などか
ら、最新のニュースや日本文化、生活習慣に至るまで、様々な話が聞けるので、時にはまるで小さな国際交流の場
のようです。
私は環境問題に関心がありますので、先生と相談して、日中の環境外交の比較を修士論文のテーマにしています。修士論文を書くには、
かなりの資料を入手する必要があります。図書館を利用する以外には、指導先生からも推薦文献がもらえます。また、院生一人に年一回、総
額1万円以内の文献を購入できます。資料を収集して纏めることは大変な作業ですが、一つのことに全力を挙げて突き込んでいくことは、
将来、何かに取り組んでいる時のいい経験になるでしょう。
自分の興味がある分野について深く知りたくて、視野をさらに広げたい方は、ぜひ大学院への進学を検討してみてください。

法学部の歴史と今

法学部の沿革、教員一覧
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法学部の沿革
昭和24年
（1949） 広島大学創設と共に法学部の前身たる政経学部（政経学科）設置
昭和25年
（1950） 政経学部に第二部政経学科を設置
昭和32年
（1957） 政経学部は広島市江波町から広島市東千田町に移転
昭和34年
（1959） 政経学部に政治経済学専攻科を設置
昭和40年
（1965） 政経学部政経学科・第二部政経学科を政経学部法律政治学科・経済学科・同第二部に改組
を設置
昭和47年
（1972） 大学院法学研究科（修士課程）
政治経済学専攻科を廃止
昭和52年
（1977） 政経学部を分離改組し、法学部・経済学部及び同第二部を設置（政経学部の廃止は昭和63年）
・大学院経済学研究科（修士課程）等を改組し、
昭和61年
（1986） 大学院法学研究科（修士課程）
大学院社会科学研究科（博士課程）
を設置
平成 7 年
（1995） 東広島市に移転
法学部・同第二部を改組し、昼間コース・夜間主コース
（東千田地区）
を設置
平成16年
（2004） 大学院社会科学研究科の改組・部局化
令和 2 年
（2020） 大学院社会科学研究科法政システム専攻、社会経済システム専攻を大学院人間社会科学研究科
法学・政治学プログラム、経済学プログラムに改組
とする東千田キャンパス整備計画により
令和 5 年
（2023）「法曹養成を核とした人文社会科学系の新たな拠点」
【予 定】
法学部昼間コース、法学・政治学プログラムを広島市に移転〈2023年４月から授業開始予定〉

法学部教員（五十音順）

沿
教

学部長

革
員

法
教

授

山

博

之

学

政治学・社会学
教

折橋

洋介（行政法）

手塚

貴大（行政法・租税法）

授

浅利

宙（法社会学）

江頭

大藏（社会学）

鈴木

玉緒（社会学）

堀田

親臣（民法）

永山

博之（国際政治学）

松原

正至（商法）

森邊

成一（政治学・政治史）

三井

正信（労働・社会保障法）

吉田

宮永

文雄（民事訴訟法）

西谷

准教授

永

元（国際法）

准教授

荒木

修（アジア政治）
隆人（政治学）

Mousourakis George（法哲学・法制史）

長久明日香（国際政治経済学）

横藤田

茂木

康俊（行政学）

湯川

勇人（日本外交史）

相川

裕亮（アメリカ政治論）

伊藤

隆太（政治学・国際関係論）

金ミンジュ（民法）

小林

悠太（現代日本政治論）

野間小百合（国際私法）

趙

テキ（近代日本政治史）

山口

古田

拓也（政治思想史）

誠（憲法）

吉中

信人（刑事訴訟法・少年法）

井上

嘉仁（憲法）

岡田

昌浩（商法・知的財産法）

助

幹雄（民法）

講

師

葛

助

教

SUN LU（刑法・東洋法制史）
楼

教

虹（中国法）
ジェ（刑法）
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（令和３年５月現在）

11月下旬

1月中旬

2月下旬

3月中旬

4月

３教科
４科目

間

Ⅱ型
小論文、面接

昼

国際バカロレア型
面接

一般選抜 前期日程
国語、外国語

５又は６教科
７科目

コ

編入学

小論文、外国語、口述

３年次に編入学

夜

社会人型
小論文、面接

間

総合型選抜
光り輝き入試

国際バカロレア型
面接

主

小論文、外国語、口述

ス

編入学

一般選抜 後期日程
総合問題

３教科
３科目

ー

一般選抜 前期日程
国語

５又は６教科
７科目

３年次に編入学
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コ

共通テスト
大学入学

フェニックス型
小論文、面接

ス

一般選抜 後期日程
総合問題

３教科
３科目

ー

大学入学共通テスト

総合型選抜
光り輝き入試

/

入学試験案内

2つのコース
高校から大学へ、
フルタイムの学生(学業専念)をめざすあなた
大学入学共通テストから、前期･後期の一般選抜をトライ。昼間コースへ。

各種入試

働きながら学ぶ、生涯学習をめざすあなた

法 学 部

entrance examinations

法学部への入口は多彩

入学試験案内
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大学入学共通テストと個別試験を軸に、多彩な入試を配置

多彩な光り輝き入試総合型選抜を用意しました。大
学入学共通テストから前期･後期の一般選抜へ進む
道とは別に、あなたに合った入試にチャレンジしまし
ょう。入学後は、夜間主コースに進むことができます。
夜間主コースでは、主に18時から21時10分の夜
間に学習するほか、制限単位数以内であれば東広

東千田キャンパスでの国際法の講義

東広島キャンパスで受講

島や東千田キャンパスの昼間時間帯の授業を履修することもできます。また、学内ＬＡＮによる双方向システム・テレビ授
業で、離れたキャンパスの先生と対話しながら、講義を受けることもできます。

光り輝き入試/総合型選抜・Ⅱ型

昼間コース

志望理由書などの書類を参考に、小論文と面接により第一次合格者を選抜し、大学入学共通テストを受験して、一
定の基準点を超えた方を最終合格者とします。

光り輝き入試/総合型選抜・国際バカロレア型

昼間コース

夜間主コース

国際バカロレア資格取得者を対象とした選抜で、志望理由書などの書類を参考にし、面接のみで合否を判定します。

光り輝き入試/総合型選抜・社会人型

夜間主コース

社会人や主婦、充電中のあなたに。22歳以上の方が出願できます。小論文と面接のみで合否を判
定します。
（大学を卒業または卒業見込みなどの方は、編入学試験を受けることもできます。）

光り輝き入試/総合型選抜・フェニックス型

夜間主コース

60歳以上の生涯学習者向けの入試を設けました。小論文と面接のみで合否を判定します。

編入学（3年次）

昼間コース

夜間主コース

大学・短期大学・高等専門学校などを卒業した方（卒業見込みを含みます）、あるいは大学に2年以上在学し所定の単位
を修得（見込みを含みます）した方が出願できます。3年生に編入し、2年間の在学で卒業することができます。
出願資格など、詳細は『募集要項』で、ご確認ください。ご不明な点は、パンフレット裏表紙記載の窓口まで、お問い合わせください。
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