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神戸大学法学部案内
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　第一に、ますます高度に専門化する社会において、十分に活躍できる力をもった法曹や、専門性を有する公務員、企
業人等が必要とされています。法学部では、永年にわたる法学・政治学等の学問的な活動によって今日まで培ってきた
蓄積と知的資産を活用し、幅広い教養及び法学・政治学的素養を備え、かつ高度に専門化した社会の要請に対応できる
人材を育成することを目指します。
　第二に、急激に進展しつつある国際的環境において、これまでになかった様々な問題が発生しており、そうした新し
いニーズに具体的に対応できる、柔軟な国際人が必要とされています。法学部では、世界有数の経済力を有する日本が、
今後ますます国際的責任を果たすべき必要性と使命に応えるため、法的・政治的な領域において国際的な貢献をなしう
る人材を育成することを目指します。

神戸大学法学部はこのような人材の育成を目指します

　神戸大学法学部では、前期日程と後期日程に分けて一般選抜を実施しています。これに加えて、2019年度から「志」
特別選抜を実施しています。「志」特別選抜では、大学入学共通テストは利用せず、「書類審査」「模擬講義・レポート

（文系）」「総合問題（文系）」により第1次選抜を行い、これらの結果と「面接・口頭試問」の結果を総合して最終選抜
を実施します。高校生・中等教育学校生のみなさまには、諸活動に積極的・主体的に取り組み、「志」特別選抜におい
てその成果を示してください。
　詳細は、神戸大学の入試情報のウェブサイトをご覧ください。

「志」特別選抜を実施しています！
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1902年に設置された神戸高等商業学校をルーツとする

神戸大学法学部は、わが国の社会科学をリードする教育研

究機関の一つとして、法学・政治学の学問的発展に貢献し

つつ、多様な分野で活躍する卒業生を輩出してきました。

2022年には創立120周年を迎えます。このような伝統

の上に立ち、私たちは、高度に専門化した社会における要

請に対応し得る問題解決能力および急激に進展しつつある

国際的環境のなかで法的・政治的な領域における国際的な

貢献を行う能力を身につけた人材を育成することを目標に

しています。

社会問題を分析して解決方法を探るために、法学・政

治学の知識・考え方・スキルの習得はとても重要です。自

由・平等・公正とは何か（政治理論・基礎法学）、人々の

利害を調整して意思決定を行い、それを実行するためのプ

ロセスはどうあるべきか（政治過程論・行政学・公法学）、

社会で生じる多様で複雑な紛争をどのように法的に解決す

るか（民刑事法学・訴訟法学）、国同士・企業同士の国際

的な紛争にどう向き合うか（国際関係論・国際法学）等を

学ぶことで、私たちは社会問題を多面的に捉え、その解決

に近づくことができます。現在COVID-19の脅威が世界

中を覆い、感染拡大予防と経済・教育とのバランス、休業

補償、在宅勤務、ワクチン供給の仕組みや治療法開発のサ

ポート、国際的協力など、法学・政治学にも関わる多くの

問題が議論されています。喫緊の課題に取り組むために必

要な知識やスキルに加えて、幅広い思考による新たな発想

を生み出す能力を備えた卒業生を送り出すことが、私たち

の使命です。

そのため私たちは、海外の大学での研究発表や留学を組

み込んだ「EUエキスパート人材養成プログラム」、法学と

経済学の複眼的視点により社会問題に立ち向かう学生を経

済学部と協力して育成する「法経連携専門教育プログラム」

など、国際性・学際性を重視した多様な教育プログラムを

展開しています。残念ながら、COVID-19の影響により、

この文章を書いている時点では海外渡航等に制約がありま

すが、オンライン授業等の機会も生かして、引き続き国際

性を重視した教育を行っていきます。

より高度な問題解決能力・研究能力を習得するための大

学院進学促進にも取り組んでいます。2020年度から「法

科大学院進学プログラム（法曹コース）」 を設置しました。

法学部3年間・法科大学院2年間の一貫した法学教育によ

り、より短い年数で司法試験に合格し、弁護士・裁判官・

検察官になることを目指すプログラムです。また、「大学

院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プ

ログラム）」は、大学院に進学して将来グローバルな活躍

を目指す学生に対して、早期卒業を促進するなどの支援を

行っています。

神戸大学法学部がある六甲台キャンパスは、昭和初期の

ロマンティックな雰囲気を伝える登録有形文化財の建物を

有し、神戸港や大阪湾を一望できます。そのような美しい

キャンパスに皆さんをお迎えすることを楽しみにしていま

す。教育の本質は、教員と学生の、学生同士の、人と人と

のつながりを作ることにあります。COVID-19による制

約に負けず、私たちは、社会問題の解決能力を有する人材、

国際的貢献を行う能力を有する人材の育成を目標にして、

人と人とのつながりを大事にする学びの場を作っていきま

す。

神戸大学法学部長

⻆ 松  生 史  教 授

かどまつ・なるふみ　東京大学法学部卒業。東京
大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退
学。東京大学社会科学研究所助手、九州大学法学
部助教授を経て、神戸大学大学院法学研究科教授。
研究テーマは、行政法、都市法。

学部長からのメッセージ
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政治学を学ぶ

栗栖薫子 教授

　政治学・国際関係論は、国内外において政治のあり方を
問う学問です。私たちが生きている地域、国、世界は様々
な問題に直面していますが、それらに対処していくために
は、様々な人々や集団の利害を調整して、望ましい解決策
を生み出していく政治が求められます。
　望ましい公共の利益とは何か（政治哲学）、地方・国単
位の意思決定はどうあるべきか（政治過程論）、国家間の
政治はどうあるべきか（国際関係論）。具体的には、国内
の経済格差を解消するのがなぜ難しいのかという問いか
ら、地方自治のあり方、テロリズムを引き起こす原因は何
か、地球環境問題の解決というテーマにいたるまで、私た
ちの社会が直面する重大な問題を扱います。
　こうした問題を考えるためには、データや資料をもとに
過去の歴史から学び、現状を実証的に分析することが求め
られます。さらには、現実を批判的に思考する能力や、そ
れを公共の議論にのせるためのコミュニケーション能力を
高め、日本や世界で活躍する人材を輩出することが教育目
標です。

　神戸大学法学部では、法学と政治学を学ぶことができます。法学には、現代の日本の法（憲法・民法・
刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の「六法」など）を基に、紛争の合理的解決を学ぶ「実定法学」、
国際条約や異なる国の個人や企業の間の法的問題を学ぶ「国際法学」、法を社会学・哲学・歴史学など
の手法を用いて考える「基礎法学」が主に含まれます。政治学には、国や地方での意思決定の仕組みや
動態について学ぶ「政治過程論」、グローバルな課題や国際的な問題に取り組む政治について学ぶ「国
際関係論」、望ましい公共の利益とは何かについて考える「政治理論」、現状を生み出してきた過去の実
態を探る「政治史」などが含まれます。

法学を学ぶ

関根由紀 教授

　法律学は、日本の法体系の基礎にある六法を土台に、知
的財産や環境、労働や社会保障など、特定の分野において
発生する紛争や、国境をまたいで国家間、或いは会社や個
人といった私人間で発生する紛争の解決を目的とする実定
法や国際法を学ぶ学問です。国際化の進む現代社会におい
て、国家間の関係性が複雑化し、国際取引が増加し、文
化や考え方、価値観の違う人々が様々な関わりを持つ中、
個々人の自由を守りつつ、安定した社会を築いていくため
に「法」はますます重要性を増しています。これからの社
会において法律の専門家はますます必要とされますが、法
律の専門家でなくとも、法の仕組みや考え方を理解してい
ることがとても重要な意味を持ちます。また法学を学ぶ際
には、法律の条文や裁判例を暗記することよりも、その背
景にある基本的な権利義務に基づく考え方や、解決される
べき紛争の本質を理解することがとても大事であり、それ
には基礎法学の勉強が役立ちます。歴史や社会観察が好き
だったり、論理的思考が好きなあなたはきっと、法学を面
白いと思うでしょう。

神戸大学法学部で学ぶ
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　神戸大学法学部で教鞭をとる教員は、国内外で活躍する、各分野を代表する研究者です。学会の理事
長や理事を務めていたり、受賞歴のある教員も多く、また、学部全体の科学研究費（国からの競争的研
究資金）の獲得率は、全国トップレベルを誇ります。同時に、多くの教員は、公務員試験などの各種国
家試験の試験委員、国や地方公共団体の審議会委員などの公職を務めて、社会貢献を行っています。
　神戸大学法学部では、教員１名あたり入学定員約３名という全国トップレベルの「教員と学生の距離
の近さ」のなかで、最先端の研究に基づく高度な授業を受けることができます。

研究を語る
（知的財産法）

前田　健 教授

　私の専門は知的財産法です。知的財産法は、発明や著作
物、商標といった「知的財産」を保護する法律です。創作
活動を奨励したり、商売に対する信用を維持発展させるこ
とができるためには、知的財産権という権利を創ってそれ
を保護することが必要であると言われています。作り上げ
た知的な創作物や築き上げた信用を、誰でも自由に利用で
きるとなると、コストをかけてそのような活動を行うイン
センティブを失ってしまうからです。もし知的財産権がな
いと、社会にとって必要なそれらの活動が行われなくなっ
てしまいます。
　ただ、かといって知的財産をただ保護すれば問題が解決
するわけではありません。知的な創作物は利用者に利用さ
れて初めてその価値を発揮するといえますし、近代物理学
の祖であるニュートンは「私が遠くを見渡せたのだとした
ら、それは巨人の肩の上に乗っていたからだ」と語ったと
言われるように、そもそも知的な創作活動は、過去の膨大
な知的創作物を下敷きにして発展していくものです。創作
活動の保護とその成果の活用との間の適切なバランスをと
る必要があります。しかも、情報通信技術など科学技術の
急速な発展、取引環境の劇的な変化によって、知的財産法
を取り巻く状況は大きく変わってきています。既存の法学
にとどまらず、幅広い視野と教養が問題の解決にはかかせ
ません。それだけに大変に取り組みがいのあるテーマだと
思います。

研究を語る
（民法）

瀬戸口祐基 准教授

　私は民法を研究しています。民法は、所有権、契約、婚
姻・親子、相続といった、社会の基本となるルールを定め
る法律です。この民法を対象とするのが、民法学と呼ばれ
る学問分野です。そして、民法が定める内容自体が広範で
あることも影響して、民法学は、その目的と方法のいずれ
についても、多様性を内に抱えるものとなっています。そ
うした中、私自身は、主として、民法に関係する複数のルー
ルの相互関係を明らかにすることを目的として、フランス
の民法学を参照するという方法により、研究を進めてきま
した。
　民法は社会の基本ルールを定めるものであるため、これ
に関係する個別ルールの数は膨大であり、また、社会の変
化に応じて個々のルールの内容が変化することもありま
す。このため、複数のルールの間での整合性をどのように
して確保すべきかが問題となることが少なくありません。
そして、日本の民法がフランスの民法から影響を受けて制
定されたものであることもあって、日本の民法に関係する
複数のルールどうしの関係性を考えるうえで、フランスの
民法学は少なからぬ示唆を与えてくれます。
　数が多く内容も流動的な民法に関係する様々なルールの
間の関係性を、外国における動向にも目を向けながら研究
することは、大変難しいことです。しかし、そのことを通
じてこの社会に対する理解を深められることは、民法研究
の大きな魅力のひとつであると感じています。

神戸大学法学部の特長① 
優れた研究力
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　神戸大学法学部は、法学・政治学の内容を正確に身につけることができるよう、授業を提供していま
す【表Ⅰ】。１年生や２年生の段階では、法学・政治学の各分野の基礎的な演習・講義を幅広く提供し、
自分の適性を発見してもらい、３年生のときにコースを選択してもらいます。

  【表Ⅰ】学年ごとの科目配当イメージ

少人数教育
（初年次セミナー）

小野博司 教授

　初年次セミナーは、大学生活を送るうえで必要な「ルー
ル」を知るとともに、法学部で法学・政治学を学ぶために
必要となる、基本的な考え方や技術を身につけてもらうこ
とを目的としている授業です。
　授業の内容・進め方は担当教員に任されていますが、私
が過去に担当した際には、最初に著名な法学者の入門書を
講読し、「法とは何か」、「法律家が社会において期待され
ている役割はどのようなものか」を学んでもらいました。
その後、グループごとに法曹の歴史や職務についての小レ
ポートを学術ルールに則って作成してもらいました。わず
か半年の授業ですが、「神大法学部生」としての基礎を身
につける大切な機会になると考えます。

講義による専門科目
（民　法）

窪田充見 教授

　民法の授業は1年生の後期（第３・第4クォーター）の
民法Ⅰから始まります。民法Ⅴまでの5科目を2年半で学
ぶことになりますから、ずいぶん多いですね。民法のルー
ルには、契約や損害賠償、家族や相続といった日常に関連
することが少なくありませんが、ずいぶん複雑な問題もあ
ります。また、学生諸君にとってはまだ身近に体験してい
ないことも多いでしょう。私の授業では、できるだけ学生
諸君にとっても理解できる具体例を前提に、基本となる概
念がどんなものなのか、どうしてこのようなルールがある
のか、それについてどんな議論があるのかということを説
明していきます。わかりやすい授業を心がけているつもり
ですが、さて学生諸君はどう受け止めてくれていることで
しょう。

入門科目（実定法入門、法社会学入門、現代政治入門）
演習科目（初年次セミナー、３・４年次演習）
基礎科目（法解釈基礎、社会分析基礎）
基本法律科目（憲法、民法、刑法、商法、行政法など）
政治・国際関係論科目（政治学、政治文化論、国際政治経済など）
法社会学科目（法社会学概論、応用法社会学）
基礎法科目（法哲学、西洋法史、英米法など）
展開・発展科目（労働法、知的財産法、環境法など）
国際法科目（国際法、国際機構法）
応用法律科目（応用憲法、応用民法、応用刑法など）

科　　目 １年生 ２年生 ３年生 ４年生

（詳細については、以下のURLより法学部カリキュラムポリシーをご参照ください。）
　URL：https://www.kobe-u.ac.jp/documents/campuslife/edu/policy/f04_cp.lo_2020.pdf

　神戸大学法学部では、比較的多人数を対象とした講義形式の授業のほか、その発展・補充を目的とし
た少人数の演習形式の授業が充実しています。

神戸大学法学部の特長② 
充実した教育体制
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　3年生からは、各自の進路目標に応じた法学・政治学教育を提供するために設けたコース（司法コー
ス、企業・行政コース、政治・国際コース）を選択してもらいます。各コースの履修科目は、それぞれ
の進路希望に応じて必要十分なものとなるように配慮しています（【表Ⅱ】）。

  【表Ⅱ】　３つのコースの概要

（将来の進路）
法曹（法科大学院の既修者
コース進学）、法学研究者、
企業法務

（履修スタイル）
基本的な法律科目を中心に
履修

（将来の進路）
国家公務員や地方公務員、
または企業

（履修スタイル）
基本的な法律科目を中心に、
基礎法、国際法、政治・国際
関係論の科目を幅広く履修

（将来の進路）
国際公務員、外交官、ジャー
ナリスト、政治家、企業、
NPO、または大学院進学

（履修スタイル）
政治・国際関係論科目を中
心に、法律科目、基礎法、国
際法については幅広く履修

司法コース 企業・行政コース 政治・国際コース

3・4年次演習
（政治外交史演習）

簑原俊洋 教授

　少人数制を採っている本学部の政治学科目の演習（ゼミ）
は、きっと皆さんにとって大学生活における一つの支柱と
なるでしょう。大講義と比べ、教員との距離も格段に近い
ですし、様々な課題をこなすにあたってゼミの仲間たちと
過ごす時間も必然的に増えるため、「生涯の友」を得る学
生も少なくありません。くわえて、ほとんどのゼミでOB/
OGたちとの充実したネットワークが存在するので、就職
活動においても大変有利となります。このように様々な機
会と経験が与えられる二年間にも及ぶ「知の道場」であり、
所属ゼミに対して誇りと帰属意識を有する学生・卒業生が
多くいるのはなんら不思議ではありません。私が担当する
政治外交史演習のゼミは、「知の泉」である古典的名著を
紐解きつつ、自らの考え方を整理した上で効果的なプレゼ
ンを行えるスキルを養うゼミを目指しています。歴史は韻
を踏むがゆえに「歴史の有用性」を前提としながら、「歴
史の教訓」を確実に学び取り、現在の国際政治・安全保障
情勢を鋭く分析しながら、歴史学の応用を通じて国際政治
の展望と日本の対応について掘り下げて検討します。

3・4年次演習
（民事訴訟法演習）

八田卓也 教授

　2012年度より、3・4年次演習を担当しています。科
目は、民事訴訟法です。私の演習では、従来から論文を精
読することをテーマとしてきましたが、最近では、ディ
ベートも取り入れるようになりました。論文精読では、民
事訴訟法学史上エポックメイキングとなった論文等を掘り
下げて読み込みます。法律ディベートでは、私が事前に設
定した事案を前提に、原告代理人・被告代理人役の学生が
それぞれ自己に有利な主張を展開し、それを聞いた裁判官
役の学生がいずれの主張を採用するか、判断します。論文
精読も、ディベートも、その狙いは「相手の言っているこ
とを理解すること」にあります。ここにいう「相手」は、
論文精読では主として論文執筆者ですが、ディベートにな
ると、そこに「ディベートでの相手方」が加わります。ディ
ベートは単なる言い合いと思われがちですが、説得力ある
議論を展開するには、何よりも対立する相手方の主張をよ
く理解する必要があるのです。参加学生との活発な議論を
通じて相手の主張を理解する能力を研ぎ澄ましたい、そう
願いながら、演習に臨んでいます。

　３年生、４年生は、各自の関心に応じて「３・４年次演習（ゼミ）」に参加することができます。ゼ
ミでは、教員の指導を受けながら、仲間とともに、自分の関心のある分野についてより専門的な知識を
身につけることができるとともに、説得力のある議論の仕方や論文の書き方も学ぶことができます。
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氏　　名 職　　名 出身地・出身高校 出身大学・大学院 専　　　　攻
青木　　哲 教　授 筑波大学附属駒場高校 東大 民事手続法
淺野　博宣 教　授 東大寺学園高校 東大 憲法
アレキサンダー・ロニー 教　授○ 米国カリフォルニア州 イェール大・国際基督大院・上智大院 国際関係論
飯田　文雄 教　授 四條畷高校 東大 政治理論
池田　千鶴 教　授 大阪教育大学附属天王寺高校 神大 経済法
伊澤　大介 教　授＊ 栄光学園高校 東大 法曹実務
板持　研吾 准教授 松江北高校 東大・東大院・ジョージア大院 英米法、比較法
井上　典之 教　授 八尾高校 神大・阪大院 憲法、EU法
上嶌　一高 教　授 伊勢高校 東大 刑法
宇藤　　崇 教　授 日高高校 京大・京大院 刑事手続法
浦野由紀子 教　授 小野高校 京大・京大院 民法
エルカン・キビリチム 特命准教授＊ トルコ ビリケント大・阪大院・神大院 国際関係論・対外政策論
大内　伸哉 教　授 大阪教育大学附属池田高校 東大・東大院 雇用政策、労働法
大西　　裕 教　授 柏原高校 京大・京大院 行政学・比較政治
興津　征雄 教　授 静岡高校 東大・東大院・パリ第2大院 行政法
小田　直樹 教　授 基町高校 京大・京大院 刑法
小野　博司 教　授 兵庫高校 阪大・阪大院 日本法史
鍵谷　文子 教　授＊ 神戸女学院高校 京大・京大院 法曹実務
⻆松　生史 教授・研究科長・学部長 ラ・サール高校 東大・東大院 行政法・都市法
川島富士雄 教　授 横浜翠嵐高校 東大 国際経済法
河村　真実 研究助手 福山暁の星女子高校 神大・神大院 政治理論
キース・カーペンター 特命教授 英国 ケンブリッジ大・ケンブリッジ大院 法律英語・英米法・国際金融法
木下　昌彦 教　授 西大和学園高校 東大・東大院 憲法・情報法
國井　智香 教　授＊ 三国丘高校 阪大 法曹実務
窪田　充見 教　授 松本深志高校 京大・京大院 民法
栗原　伸輔 准教授 ユナイテッドワールドカレッジアメリカ校 ペンシルバニア大・東大院 民事手続法
栗栖　薫子 教　授 南山高校女子部 上智大・東大院 国際関係論
齋藤　　彰 特命教授 神戸高校 神大・神大院・アバディーン大院 国際取引法・国際私法
榊　　素寛 教　授 熊本高校 東大 商法
櫻庭　涼子 教　授 長田高校 東大・東大院 労働法
重村　壮平 研究助手 開陽高校 神大・神大院 投票行動論
志谷　匡史 教　授 兵庫高校 神大・神大院 商法
品田　　裕 教　授 洛星高校 京大 選挙制度・投票行動論
島並　　良 教　授▲ 灘高校 東大・東大院 知的財産法
島村　　健 教　授 開成高校 東大・東大院 環境法
嶋矢　貴之 教　授 愛光学園高校 東大・東大院 刑事法
砂原　庸介 教　授 灘高校 東大・東大院 政治学・行政学
関根　由紀 教　授 ベルギー・ブリュッセル ブリュッセル自由大・東大院 社会保障法
瀬戸口祐基 准教授 青雲高校 東大・東大院 民法
泉水　文雄 教　授 林野高校 京大・京大院 経済法
高橋　　裕 教　授 聖光学院高校 東大・東大院 法社会学
竹内　真理 教　授 宇都宮女子高校 京大・京大院・グラスゴー大院 国際法
田中　　洋 教　授 明星高校 京大・京大院 民法
玉田　　大 教　授 巣鴨高校 京大・京大院 国際法
手嶋　　豊 教　授 東海高校 早大・京大院 民法・医事法
東條　明徳 准教授 開成高校 東大・東大院 刑法
中川　丈久 教　授 広島学院高校 東大・東大院・ハーバード大院 行政法
中野俊一郎 教　授 東大寺学園高校 神大・神大院 国際私法・国際民事訴訟法
中村　　真 教　授＊ 北須磨高校 神大 法曹実務
西上　　治 准教授 三国丘高校 東大・東大院 行政法
八田　卓也 教　授 桐朋高校 東大 民事手続法
馬場　健一 教　授 桜台高校 京大・京大院 法社会学
藤村　直史 教　授 徳山高校 阪大・京大院・ワシントン大院 議会政治・日本政治
渕　　圭吾 教　授 筑波大学附属駒場高校 東大 租税法
本元　宏和 教　授＊ 富田林高校 神大 法曹実務
前田　　健 教　授 栄光学園高校 東大・東大院 知的財産法
増島　　建 教　授 早稲田高校 東京外大・東大院 国際関係論
松村　尚子 准教授 飯田高校 獨協大・ライス大院 国際関係論
南迫　葉月 准教授 三国丘高校 京大・京大院 刑事手続法
簑原　俊洋 教　授 米国カリフォルニア州 カリフォルニア大・神大院 日米関係・政治外交史・安全保障
村上　佳世 特命講師◆ 京都女子高校 関大・京大院 経済政策
安井　宏樹 教　授 筑波大学附属駒場高校 東大・東大院 西洋政治史
山田　誠一 教　授 東京教育大学附属駒場高校 東大 民法
山本　顯治 教　授◆ 修道高校 京大・京大院 民法
行岡　睦彦 准教授 洛南高校 東大・東大院 商法
行澤　一人 教　授 四條畷高校 神大 商法
米倉　暢大 准教授 弘学館高校 東大・東大院 民法

無印	 大学院法学研究科（法学部併任）
＊	 大学院法学研究科
○	 大学院国際協力研究科国際協力政策専攻（法学研究科兼任）

▲	 大学院科学技術イノベーション研究科兼任
◆	 社会システムイノベーションセンター兼任

現在所属の教員は、以下の通りです。さまざまな専攻で研究をリードしています。

教員一覧
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　経済のグローバル化やAI（人工知能）の活用等により、モノの生産やサービス提供の方法、仕事のあ
り方が加速度的に変化しています。変化の時代には、社会の事象に深い洞察を加え、的確に対応できる
人が求められます。大学院に進み、専門的研究を通じて自分で調べ、考え、表現する能力を身につけ、
その証となる修士号を得た人たちや、法科大学院で学び司法試験に合格した法曹有資格者の果たす役割
は今後ますます大きくなっていくでしょう。
　法学部では、大学院進学を支援し、学部４年次ではなく、３年次に卒業して大学院に入学できるプロ
グラムを設置しています。

　法学部では、法科大学院進学を目指す学生に法科大学院

入学者が備えるべき基礎的な能力を学部段階で確実に身に

つけてもらい、それを通じ法学部での教育と法科大学院で

の教育の円滑な接続を図ることを支援するために、「法科大

学院進学プログラム（法曹コース）」を設置しています。２

年次開始時にこのプログラムに登録した学生（条件を満た

せば３年次からの登録も可能）は、必要とされる授業科目

の単位を取得したうえでGPA3.3以上という成績要件を満

たせば、在学３年間で早期卒業することが認められます。

また、神戸大学の法曹コース修了（見込）者は、3年生の

時点で神戸大学法科大学院の特別入試（書類審査と口頭試

問のみを予定）を受験する資格が得られます（神戸大学法

科大学院は、神戸大学法学部ほかいくつかの大学の法学系

学部との間で法曹養成に向けた連携協定を結んでいます）。

　法曹コースに登録する学生は、成績などの要件を満たす

と１年間に履修可能な単位数の上限が緩和され、また、法

の解釈適用に重点を置いた少人数科目や弁護士の先生によ

る授業科目を優先的に受講することが可能になります。

法科大学院進学プログラム（法曹コース）

　法学部では、大学院法学政治学専攻で高度な専門的研

究を行うことを目指す学生が、進学に向けて必要な情報を

得ること、学部3年＋大学院2年で修士の学位を獲得す

ることを支援するために、大学院法学政治学専攻進学グ

ローバル・プログラム（速成プログラム）を設置していま

す。対象となるのは，1年次6月以降に速成プログラムに

登録し、大学院に進学して、グローバルマスタープログラ

ム（GMAP）、ダブルディグリープログラム（イギリスのエ

セックス大学やポーランドのヤゲウォ大学などとの共同プ

ログラム）、EUエキスパート人材養成プログラム（KUPES）

またはエコノリーガル大学院プログラム（ELS-M）のいず

れかに在籍することを希望する学生です。

　速成プログラムに登録する学生は、申請によって1年間

に履修可能な単位数の制限が緩和されるほか、プログラム

の推奨する語学・演習科目など人数制限のある少人数科目

を優先的に履修することができます。

大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）

神戸大学法学部の特長③
プラスαの学び

77

XMFRemote_(188591)247191_2022年度版神戸大学　法学部案内 

 

9 

 

折 

 

2021/07/15 10:46:30

 



　法学部では、法学や政治学の知識以外にも、さまざまなことを学ぶことができます。例えば、海外交流・
交換留学などを通じて、近年特に重要視されているグローバル社会で活躍できる能力を身につけること
ができます。

　法学部では、国際的に高い評価を得ている海外の大学と

協定を結び、学生の双方的な交換留学を積極的に推進して

います。交換留学生として海外の協定大学で学業に取り組

む人達には、資金援助も含め充実したサポートが提供され

ます。交換留学プログラムには、神戸大学全体で、学術交

流協定を締結している協定校への留学（全学協定）と、法

学部・法学研究科で、学生交流協定を締結している協定校

への留学（部局間協定）の2種類があります。現在、本学

と全学協定を結んでいる海外の大学は48校、部局間協定

を結んでいる大学は37校に上ります（下表は2019年度

の留学先となった協定校を挙げています。その他の協定校

については、本学及び本研究科のウェブサイトをご覧くだ

さい）。いずれのプログラムも、神戸大学グローバル教育管

理システム（GEMs）を利用して、プログラムへの応募や

留学のための奨学金申請など、さまざまな留学手続をオン

ラインで簡単に行うことができます。

　また、海外の法律事務所で1ヶ月以上にわたるインター

ンシップに参加するプログラムに参加することもできます。

交換留学やインターンシップ

　社会のグローバル化が進展する中で、日本においてもそ

うした場面で活躍できる人材を養成する必要性が強く自覚

されています。国境を超えたビジネスに関する職務に従事

する専門家の需要も急速に高まってきました。神戸大学は

その人文社会科学系の国際化に向けた取り組みとして、グ

ローバル人材の育成を推進してきました。法学部はその中

心的な取組部局の１つです。

　法学部では、海外からの学生を交換留学などで年間十数

名程度受け入れているほか、学生の国際模擬商事仲裁大会

への派遣や、法経連携専門教育プログラム（エコノリーガ

ル・スタディーズ）を中心として海外大学での研究発表の

機会を提供するなど、学生が海外で自分の能力を試す機会

を支援するプログラムを設けています。参加する学生は、

準備のためにゼミやプログラムで教員から研究指導を受け、

渡航費用の支援を受けることもできます。

海外の学生との交流

学生交流協定を結んでいる海外の大学

清華大学（中国）
南洋理工大学（シンガポール）
ボローニャ大学（イタリア）
エセックス大学（イギリス）
カレル大学（チェコ）
サンルイ大学（ベルギー）
ヤゲウォ大学（ポーランド）
 …その他41校

全学協定
ベルリン経済法科大学（ドイツ）
リール政治学院（フランス）
ルーヴェン大学（ベルギー）
 …その他34校

部局間協定

神戸大学法学部の特長③　プラスαの学び
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　法学部では、国際的・学際的な学びを支援するプログラムを多面的に実施しています。以下のような
特色あるプログラムに参加することで、国境や分野の垣根を超えて、世界的な視野と分野横断的な思考
力を育てることができます。

　このほかにも、持続可能な開発（Sustainable Development）や数理・データサイエンスなどの分
野で学部を超えたプログラムに参加することも可能です。

　神戸大学では、法学部・経済学部との共同企画カリキュ

ラムとして、「法経連携専門教育（エコノリーガル・スタ

ディーズ＝ELS）プログラム」を実施しています。今日

の社会では環境問題や知的財産、社会保障など、法と経済

とが密接にかかわり合う問題が数多く発生するようになっ

ており、その適切な解決のために、法学・経済学両方の知

識と発想を備えた人材が求められています。社会からのそ

うした切実な要請に応じ、また、複雑な社会的課題に向

かっていこうとする学生諸君の使命感に応えるために私た

ちが展開しているのが、法学と経済学の複眼的視点を備え

た学生を育てようとするこのプログラムです。2019年

度からは大学院課程にもこのプログラムが拡張されまし

た。これは、法経連携という取組みが社会から強く期待さ

れていることを物語っています。少人数クラス中心の多く

の授業を用意しながら、我々は、法学・経済学の双方をき

ちんと勉強したいという意欲あふれる学生諸君を待ってい

ます（写真は、私たちがこのプログラムのために編集した

教科書『エコノリーガル・スタ

ディーズのすすめ』（2014年刊

行）です）。

法経連携専門教育プログラム

　神戸大学は2005年4月以来、EUに関する研究教育活

動を行うEU Institute in Japan, Kansai（EUIJ 関西：

関西学院大学・大阪大学とのコンソーシアム）の幹事校と

して、EUと密接な関係を構築してきました。EUIJプロ

グラムに登録して、卒業に必要な単位のうち一定数以上を

EUIJで指定された科目から履修し、卒業時にEUに関する

研究論文を作成することにより、学士号の他に「EU研究

修了証」が授与されます。このほか日本で活動する欧州企

業、欧州で事業展開をする日本企業、EU諸国の外交官な

どを講師にお迎えして多数の講演を開催しています。

　2014年4月からは、新たに「EUエキスパート人材養

成プログラム」（KUPES）を開始しました。本プログラ

ムでは、法学部・経済学部・国際人間科学部から応募す

る学生のうち、毎年20名を選抜し、学部の2年生から修

士までの5年間で、EUの大学に留学し、神戸大学と併せ

て2つの修士号（ダブル・ディグリー）を取得するための

訓練を受けることができるようになりました。このために

神戸大学では欧州から3名の特命教員と1名のアカデミッ

ク・コーディネーターを招き、EUへの留学を正に全面的

にサポートする体制を整えています。第1期生から第8期

生まで58名の先輩が履修してきたKUPESプログラムは

2021年度をもって募集を停止することとなりましたが、

法学部では引き続き皆さんの留学を様々な角度から積極的

に支援する、新たな方策を実施して参ります。

EUIJ関西・EUエキスパート人材養成プログラム
―EUへの留学を全面的にサポートします―

＊ ベルリン研修
（2017年）

＊  第1期生・留学壮
行会＠「さくら」
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　卒業後の進路としては、金融・保険や官公庁をはじめとする就職以外に、法科大学院に進学し、法曹（裁
判官、検察官、弁護士）を目指すこともできます（過去3年間の進学者：106名）。以下では、各分野
で活躍されている先輩方から、入学希望の皆さんにメッセージをいただきました。

卒業生からのメッセージ

法科大学院
　法学部を卒業した後、さらに専門的な知識を身
につけて実務法曹（裁判官・検察官・弁護士）に
なるためには、法科大学院を修了して司法試験に
合格する必要があります。
　法科大学院は、法律の基礎的な知識を有してい
る人であれば2年で（法学既修者コース）、法律
の勉強を新たに始める人は3年で（法学未修者
コース）、修了できる課程です。法学部で法律を
中心に学んだ人であれば既修者コースに、法学部
では政治や国際関係を中心に学んだけれども法曹
を志すのであれば未修者コースに、入学すること
をお勧めします。
　早期に法曹実務家への道を歩み始めたい人は、
法学部に3年間在学した後、直ちに法科大学院
へ進学しようとする学生を支援するためのコース

（法科大学院進学プログラム（法曹コース））に登
録することができます（P7参照）。法律学の学
習が進んだ学生は、3年で学部を卒業する「早期
卒業」の制度や、学部に3年間在学した後、卒業
を待たずに法科大学院の入試を受けることができ
る「3年次飛び入学」の制度を利用して、3年生

のときに法科大学院の入試を受けることができま
す。特に、昨年度から始まった、法科大学院進学
プログラム（法曹コース）修了（見込）者は、特
別の入試制度に合格することにより、連携する神
戸大学法科大学院に入学することができます。こ
れらの入試制度の詳細については、法科大学院の
ウェブサイトをご覧ください。また、2023年
から法科大学院生は在学中に司法試験の受験が可
能となります。
　神戸大学法学部の教員の多くは、法科大学院で
も授業を担当していますので、進学相談にも応じ
ます。法律の専門家を目指す皆さんを教員一同お
待ちしています。

津久井進さん
兵庫県立長田高校卒業。
1993年神戸大学法学部
卒業。1992年司法試験
合格。
弁護士法人芦屋西宮市民
法律事務所・代表弁護
士。兵庫県弁護士会会長

（令和３年度）。様々な弁
護団に所属。主な著書

「大災害と法」（岩波新
書）、「Q＆A被災者生活
再建支援法」（商事法務）
ほか。

　私は兵庫県で弁護士をしています。弁護士登録をしたのは阪神・淡
路大震災の起きた平成7年のことでした。現在、東日本大震災など災
害の被災者への法的支援や、様々な事故の被害者の救済に取り組んで
います。こうした活動のきっかけは3つあります。ひとつ目は、大学
の授業で「法」は人を救う道具だということを学んだこと、2つ目は、
法律相談部での活動を通じて市民の悩みに寄り添う喜びを知ったこ
と、3つめは、阪神・淡路大震災の後に大学の震災サークルでボラン
ティアに参加してもっと人の役に立ちたいと感じたことです。大学生
活での経験は、時間が経つほどに宝物だと思う気持ちが強くなってい
ます。神戸大OBであることは私の誇りです。

神戸大学法学部の特長④
多様に開かれている進路
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　法曹資格を取得するために
勤めていた会社を退社して法
科大学院に進学しましたが、
当時は九州在住だったため、
再び本学の門をくぐることは
できませんでした。しかし、
本学部在学中にお世話になっ
たゼミの先生はじめ諸先生方
から学んだことが下地となり、
無事法曹資格を得ることが出
来ました。ゼネコンの経理マ
ンから弁護士に転身できたの
も、ひとえに本学で身につけ
た基礎があったからです。
　法学部で学ぶ皆さんには、
法律を扱うスペシャリストを
目指してほしいと思います。
本学には、本当に素晴らしい
教授陣、施設があります。ま
た必ず、お互いに切磋琢磨で

きる学友が集います。私は、今、熊本の地で、年2回
の凌霜会で、仲間達と共に、本学出身者である誇りを
胸に高らかに商神を歌っています。

雑賀庸泰さん
1994年卒業、同年三井
建設株式会社（現：三井
住友建設株式会社）入社、
2003年 退 社、2006年
法科大学院卒業、2008
年弁護士登録。2012年、
熊本市にてさいが綜合法律
事務所開所、現在に至る。
会社員時代は、経理・財務
畑を歩む。弁護士として
は、主に医療訴訟、交通事
故、学校問題を扱う。

　法学教育のレベルの高さ、
そして、自らの進路目標に照
準を合わせるためのコース選
択制度が設けられている点に
魅かれ、神戸大学法学部を志
望しました。本学では教授と
学生との距離が非常に近く、
各分野の第一人者から丁寧に
指導を受けることができま
す。4年間を通して、法律学
は勿論のこと、経済学等の他
の分野についても幅広く学び
ました。テスト勉強は大変で
したが、優秀な学友達と共に
切磋琢磨しながら勉学に励ん

だ経験は、私の人生の財産です。
　在学中に身に付けた法的思考力や、多角的に物事を
捉える力が、現在の業務の中でも活きています。受験
生の皆さん、是非本学で自らの価値を高め、大きく世
界に羽ばたいてください。

大隅夏海さん
2019年卒業。同年三井
住友カード株式会社に入
社。法人営業部に配属とな
り、現在、各種提携カード
発行等の業務を担当。

六甲台就職相談センター
　社会科学系学部の学部新入生から大学院生を
対象に、民間企業、公務員等への就職活動の進
め方を中心に、今後のキャリアについて個人別
相談に応じています。

センターには、各種業界（重工業・繊維・ガス・
都市銀行・総合商社・生命保険）にて人事・総
務・財務・営業・海外駐在などを経験した7人
のOBが相談員として交代で常駐しています。
　学生皆さんの訪問を相談員一同心よりお待ち
いたしております。

場　　所： 神戸大学六甲台第1キャンパス
社会科学系アカデミア館2階

開室日時： 平日の10:00～17:00
（年末年始・夏季お盆休みを除く）

TEL：078-803-7202 
Mail：rys-shushoku@edu.kobe-u.ac.jp
H P ： https://www.ryosokai.net/student/

job/

　私は現在、裁判官として働
いています。
　法曹になろうと思ったきっ
かけは、神戸大学在学時に民
法や刑法等のゼミに所属し、
条文や判例についての議論
をすることによって、背景と
なっている社会状況や価値観
が反映されている法律の面白
さを感じたことでした。そう
感じることができたのは、議
論が長時間に及んでも最後ま
で語り合う熱心な仲間や、そ
んな私達を暖かく見守りアド
バイスしてくださった先生方
のおかげだと思います。

　裁判官は法廷にいるイメージが強いかもしれません
が、実際は他の裁判官と議論をする機会も多く、大学
の頃に感じた面白さは今も仕事につながっていると感
じます。これから神戸大学に入学される皆様にも素敵
な出会いがあることを願っています。

上田千愛さん
ノートルダム清心高校卒
業。2013 年 神戸大 学 法
学 部 卒 業。2015 年 3月
京 都 大 学 法 科 大 学 院 修
了。同 年 司 法 試 験 合 格。
2017年1月裁判官任官。
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　どこに行っても海を見る
と、かつて法学部から眺めた
神戸の町とその向こうに広が
る海を思い出します。教授を
唸らせたい一心でゼミの発表
準備に徹夜した朝も、授業後
に仲間たちと議論を続けて六
甲台を下った夕も、そこには
変らない海辺の町がありまし
た。ただ、あの阪神・淡路大
震災では、友人たちを失った
私たちに寄り添うように、そ
の夜の眺めも、光を落としま
した―当時、私は、五百旗頭
真先生の日本政治外交史ゼミ
に入ったばかりでした。国家
の根本的任務が国民の生存を
守ることにあるという当たり
前の事実を、実体験したか

らでしょうか。ゼミ生は熱心で、先生はそれ以上に真
剣でした（これが原点となって、私は外交・安全保障
研究者の道に進みました）。こうして大学が元気を取
り戻すにつれ、神戸の夜景にも少しずつ灯りがともっ
ていきました。卒業後も、海を眺めては、このときの
情景を思い出し、前に進むことができたように思いま
す。神戸大学法学部は、素晴らしい眺望とともに、一
生涯の勇気をあなたに与えてくれるでしょう。

村上友章さん
兵庫県立宝塚北高校出身。
1997年神戸大学法学部
卒 業、2004年 に 神 戸 大
学大学院国際協力研究科修
了。現在、流通科学大学経
済学部准教授。「自衛隊の
災害派遣の史的展開」『国
際安全保障』41巻2号で、

『国際安全保障』最優秀新
人論文賞を受賞。

　私が神戸大学法学部に入学
し た の は、2002年4月 で
し た。 そ れ か ら、2015年
3月に退職するまで、13年
間も神戸大学法学部・法学研
究科にお世話になりました。
　私が、神戸大学法学部を選
択した理由は、その圧倒的な
教員の質にありました。実定
法学や政治学はもちろんのこ
と、法社会学、法哲学、法制
史、外国法や国際関係論など、
あらゆる法学関連分野におい
て、第一線の研究者が揃って
おり、その点では、国内でも
5本の指に入るのは間違いな
い、と考えたからです。そして、
その伝統は今なお継続されて
います。幅広い分野に優秀な
教員が配置されていることは、
学生にとってみれば、非常に
多くの選択肢が提供されてい

ることを意味します。私も、現在の専攻は行政法ですが、
学部時代には、商法や国際経済法のゼミにも参加してい
ました。また、法科大学院を経ることにより、法曹実務
家になる道も得ることができました。神戸大学法学部は、
皆さんの豊かな将来に向けて、無限の選択肢を提供して
くれる最高の教育・研究機関であると私は考えています。

海道俊明さん
国立大阪教育大学附属高等
学校池田校舎卒業。2007
年 神 戸 大 学 法 学 部 卒 業。
2009年同法科大学院を
修了し、同年、司法試験合
格。2011年神戸大学大学
院法学研究科・法学部助教。
2015年近畿大学大学院法
務研究科講師、2018年同
准教授。現在は、関西大学
大学院法務研究科准教授

（行政法）。「違法性承継論の
再考」（自治研究）など執筆。

　私は、法学部に入学し、学
部3年次から英米法ゼミに
所属しました。そこでは医療
に関する法的・倫理的問題に
ついて日米比較をしつつ幅広
く学び、議論をしました。ゼ
ミ活動を通じて研究の難しさ
と楽しさを覚え、より専門的
な研究をするために大学院に
進学しました。大学院では、
指導教授のご指導の下で自身
の専門分野の研究を深めるこ
とができただけでなく、他分
野を専攻する院生との交流を
通じて自身の視野を広げるこ
とができたと思います。
　また、文化系部活動の一つ

である書道研究会に所属し、課外活動にも精力的に参
加しました。特に、音楽に合わせて書を創作する ｢書道
パフォーマンス｣ 活動では、学内行事に加え、自治体が
主催するイベントに参加させていただくなどの経験を
通じて、地域社会の中で学ぶことも多くありました。
　神戸大学には、学問、課外活動問わず幅広い経験を
積む機会が用意されています。ここでの経験はみなさ
んに ｢絶景｣ を見せてくれることでしょう。

本多隼平さん
2015年 神戸大学法学部卒業。
2017年 同大学院法学研
究科理論法学専攻専修コー
ス修了。同年、本田技研工
業株式会社入社。現在、同
社知財部門において技術契
約業務に従事。

大学院で深く学ぶ
　法学部卒業後は、大学院法学研究科において
さらに法学や政治学を深く学ぶことができます。
幅広く高度な内容の専門的知識や能力を身につ
け、それを社会で活用することをめざす人には
高度社会人養成プログラムがあり、学術的な研
究をめざす人には、研究者養成プログラムがあ
ります。
　一定の基準を満たした学生を対象に、学部と
大学院をつないだグローバル・プログラム（速
成プログラム）も導入されました（P7参照）。
大学院で海外提携校とのダブルディグリー・プ
ログラムに参加する学生は、学部と大学院の合
計５年で学士号と2つの修士号を取得すること
も可能です。
　法学研究科には、世界各国の留学生が在籍し、
社会で活躍中の学生もいますので、多様な学生
との交流を通じて自分を磨くことができます。
修了生たちは、企業や官公庁、マスコミ、研究
機関など様々な分野で活躍しています。詳細は
本研究科のウェブサイトをご覧ください（巻末
参照）。

神戸大学法学部の特長④　多様に開かれている進路
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過去5年間（2016－2020年度）の卒業生の主な進路は、以下の通りです。さまざまな分野の企業及び官公庁で、活
躍しています。

・企業名は一部のみを挙げています（企業名は、原則として、就職当時のものです）。
・（　）内は女性で、内数。

建設建設建設

積水ハウス 1 
鉄道建設・運輸施設設備支援機構 1 （1）
日鉄エンジニアリング 1 （1）
大和ハウス工業 2 （2）

食品食品食品

日本ハムファクトリー 1 （1）
ロッテ 2 

繊維・衣服繊維・衣服繊維・衣服

クラボウ 1 
島精機製作所 1 
帝人 1 

化学・石油化学・石油化学・石油

旭化成 1 
住友化学工業 1 
日亜化学工業 1 
日東電工 1 （1）
日本触媒 2 （1）
三菱ケミカル 1 

鉄鋼・非鉄金属・金属製品製造鉄鋼・非鉄金属・金属製品製造鉄鋼・非鉄金属・金属製品製造

川崎重工業 5 （2）
神戸製鋼所 3 （2）
JFEスチール 2 （1）
住友電気工業 4 （1）
日本製鉄 2 

電気・情報通信機器電気・情報通信機器電気・情報通信機器

日本電気（NEC） 4 （1）
パナソニック 3 （2）
富士通 3 （1）
古野電気 3 
三菱電機 4 （1）
日立製作所 2 

輸送機器輸送機器輸送機器

小松製作所 2 
ダイハツ工業 1 
デンソー 2 （2）
豊田自動織機 1 
トヨタ自動車 5 （2）
日産自動車 1 （1）
日野自動車 1 

その他製造その他製造その他製造

住友精密工業 1 （1）
村田機械 1 （1）
ロート製薬 1 （1）

商業商業商業

イオンモール 1 （1）
伊藤忠商事 3 
キャノンマーケティングジャパン 2 （1）

近鉄百貨店 2 
双日 2 
ニトリ 5 （4）
丸紅 2 （1）
三井物産 2 
三菱商事 2 

金融・保険金融・保険金融・保険

SMBC日興証券 2 
朝日生命保険 2 （1）
商工組合中央金庫 3 
住友生命 2 （1）
損保ジャパン日本興亜 3 （1）
第一生命保険 4 （2）
大同生命 4 
大和証券 3 
東京海上日動火災保険 4 （3）
日本政策金融公庫 3 （1）
日本生命保険 2 
みずほ銀行 2 
みずほフィナンシャルグループ 2 
三井住友カード 7 （3）
三井住友銀行 16 （6）
三井住友信託銀行 4 （1）
三菱UFJニコス 2 
三菱東京UFJ銀行 3 

不動産不動産不動産

JR西日本不動産開発 2 
NTT都市開発 1 

運輸・倉庫運輸・倉庫運輸・倉庫

阪急阪神ホールディングス 4 （1）
近鉄ホールディングス 3 （2）
阪神高速道路 2 
南海電気鉄道 2 
杉村倉庫 1 
東海旅客鉄道 1 

広告・マスメディア広告・マスメディア広告・マスメディア

産業経済新聞社 1 
日本放送協会 1 
読売新聞社 3 

電力・ガス電力・ガス電力・ガス

大阪ガス 5 （1）
関西電力 1 
中国電力 1 
北陸電力 2 

情報・通信情報・通信情報・通信

アクセンチュア 3 （1）
NHK 2 （1）
NTTデータ 3 （2）
京セラコミュニケーションシステム 2 （1）

教育関連教育関連教育関連

京都大学 3 
神戸大学 1 （1）

その他サービス・団体その他サービス・団体その他サービス・団体

兵庫県社会福祉事業団 2 

その他その他その他

リクルート 1 

官公庁官公庁官公庁

愛知県庁 4 （1）
石川県庁 3 （1）
大阪高等裁判所 3 （3）
大阪国税局 3 
大阪税関 2 
大阪入国管理局 2 
大阪府庁 3 （1）
大阪法務局 3 （1）
大阪地方裁判所 12 （7）
岡山地方検察庁 2 
香川県庁 2 
京都府庁 2 （1）
近畿財務局 2 （1）
経済産業省 2 （1）
厚生労働省 3 （1）
神戸市役所 23 （11）
神戸地方検察庁 3 （1）
神戸地方裁判所 3 （3）
国土交通省　近畿地方整備局 3 （2）
裁判所事務官 2 （2）
堺市役所 3 （1）
滋賀県庁 2 （2）
東京都庁 4 （2）
徳島県庁 3 （1）
鳥取県庁 2 （1）
名古屋高等裁判所 2 
奈良県庁 3 （1）
兵庫県警察 2 （1）
兵庫県庁 11 （6）
兵庫労働局 4 （3）
広島県庁 4 （2）
広島市役所 3 （2）
福井県庁 5 （2）
福岡国税局 2 （2）
山口県庁 2 （1）
労働基準監督署 4 （1）
和歌山地方検察庁 2 （2）

大学院入学者 49 （25）
法科大学院入学者 155 （55）
  

合計　男　598
女　371
計　969

卒業生の進路（2016－ 2020年度）
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