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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入試を実施しています。これに加えて、2019年度入試から、
アドミッション・オフィス（ＡＯ）入試として、「志」特別入試を実施しています。「志」特別入試では、大学入試セン
ター試験は利用せず、「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次選抜をし、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」特別入試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」特別入試を導入します！
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　神戸大学法学部は、1902年（明治35年）のいわゆる

「神戸高商」の創立に遡る110年余の歴史をもっています。

明治期以来のわが国の社会科学をリードする教育研究機関

として、社会の変化に即したアカデミックな貢献をすると

ともに、各分野で活躍する卒業生を輩出してきました。

　法学や政治学は、高校生のみなさんにはあまり馴染みの

ない分野かもしれません。わかりやすくいうと、医学が、

わたしたちの「物理的な生存」にとって必要なことを取り

扱っているのだとすれば、法学政治学は、わたしたちの「社

会的な生存」のための課題に取り組んでいます。

　わたしたちは一人ひとりが、様々に意見や考え方、価値

観、利害が異なっています。そんなわたしたちが、自分ら

しさを失わないように共存して生きていく（社会的生存を

する）には、どうすればよいのか、どんなシステムや考え

方が必要なのか、今の社会では――日本国内のみならず、

世界全体において――そのシステムや考え方がきちんと機

能しているのか、どうすれば機能させられるのかというこ

とを考える学問領域です。

　そして、大学はアカデミックな機関です。アカデミック

というとなんだか厳めしいとか堅苦しいという印象がある

かもしれませんが、そうではありません。常識や伝統に囚

われず自由に発想するという意味です。世間では「他の人

が考えるように考えよ、他の人と同じように行動せよ」と

いう圧力が強いかもしれません。しかし大学は、そうした

同調圧力をとても嫌うところです。どんな大胆な問いも、

大胆というだけで否定されることはありません。当たり前

と思っていたことを問い直したり、価値がないと思われて

いたことに光を当てたりすることこそが、新しい考え方、

新しいシステムの着想へとつながるからです。

　こうした雰囲気は、高校までの学校生活とは随分と違っ

ていると思います。大学に入ると、その自由さにびっくり

されると思います。その自由さを、単に遊びに費やすので

はなく、発想の柔軟さ、視点の斬新さといった「人間力」

を養うために有効に使っていただきたいと思います。

　そんな「人間力」を備えた神戸大学法学部の卒業生は、

社会のさまざまな分野で活躍しています。グローバルに展

開する企業はもちろんのこと、法曹（裁判官・検察官・弁

護士）として、政府や自治体の公務員として、国際機関や

マスメディアの担い手として、そして法学政治学の研究者

として、それぞれの第一線でがんばっています。

　神戸大学法学部では、みなさんが夢をかたちにするのを

応援し、多方面で活躍する人材を育成するために、常に教

育内容の改革に取り組んでいます。希望する進路に応じた

授業や、対話を重視した少人数授業は多彩に展開されてい

ます。法曹志望者のためには、法学部3年終了後ただちに

神戸大学法科大学院に進学できる「飛び入学」制度があり

ます。そして、留学を含めたグローバル教育にも力を入れ

ています。

　最後に、六甲台キャンパスの美しさにも触れておきます。

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

財の建物の数々は、本物がもつ、秘めた美しさを堪能する

ことできます。そのような建物を取り囲む美しい花木、六

甲山の迫力、それに神戸港や大阪湾を一望する眺めなどに、

はじめてこのキャンパスを訪れた人は、一様に驚きの声を

あげます。あたかも、戦前の財閥本家の大邸宅をそのまま

キャンパスにしたかのような観があります。映画（「日本

の一番長い夏」など）やテレビドラマ（NHK「べっぴん

さん」など）のロケによく使われています。

　このキャンパスで、生涯の友と出会い、いろいろな人の

声に耳を傾け、クラスメイトや先生と真摯に議論する、そ

んな学生生活は一生の思い出になるはずです。みなさんと

キャンパスでお会いするときを心待ちにしています。

神戸大学法学部長

大 西  　 裕  教 授

おおにし・ゆたか　京都大学法学部卒業、京都大
学大学院法学研究科修士課程修了。大阪市立大学
法学部助手・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、選挙管理、韓国の政
治と行政。

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

角松生史 教授

　「法律学の学習」と聞いて、皆さんはどのようなイメー
ジを持つでしょうか。「六法全書を暗記する」姿が目に浮
かぶ人も少なくないでしょう。でも、「暗記」は、全く必
要でないわけではありませんが、学習のごく一部に過ぎ
ません。そもそも日本には、国会が定めた法律だけでも
2000件近く、政令・省令等をあわせると8000件以上
もの法令が存在します。これだけの数の法令の細かい条文
を覚えきれるわけもありません。
　「暗記」よりずっと重要なのが、意味を理解するための
「スキル」の習得です。ある条文の意味について、同じ法
律の他の条文や他の法律との関係を考えた上で理解するた
めのスキル、見解が分かれる場合に議論して相手を説得す
るためのスキル、これらの習得が法律学学習の目標になり
ます。
　現代社会では、皆さんの想像以上に、さまざまな局面で
法律が大事な役割を果たしています。法律専門家をめざす
人はもちろん、それ以外の人々にとっても、上のようなス
キルは重要な意味をもつでしょう。

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 准教授

　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
（法哲学）

安藤　馨 准教授

　私の研究分野は法哲学です。法について哲学的に考察す
ればそれは文字通り法哲学と呼ばれるわけですが、私自身
は「法とはどのようなものであるか」を扱う法概念論、「法
はどのようなものであるべきか」を扱う法価値論（ないし
正義論）、「（法的・道徳的にいって）ある行為を為す『べ
き』であるとはどういうことか」を扱うメタ規範論（ない
しメタ倫理学）といった分野に関心を持っており、特に分
析哲学と呼ばれる哲学的方法を用いてこうした問題につい
て考えています。またこれに関連して、イギリスの古典的
法哲学についても研究しています。私のこれまでの研究で
は、法や政治制度は社会の諸個人の幸福の総計を最大化す
るものであるべきだと主張する「功利主義」と呼ばれる理
論を正義論として擁護してきました（拙著『統治と功利』
勁草書房・2007）。また法概念論については法とは被治
者に対する命令の体系であると主張する「法命令説」と呼
ばれる理論を擁護してきました。現在の私はこれらの理論
を組み合わせることで「法に従う義務はあるか」とか「道
徳を法によって強制することは道徳的に正しいか」といっ
た法哲学の古典的問題の解明に取り組み始めているところ
です。これには道徳哲学や宗教哲学といった他の応用哲学
のみならず、存在論や認識論や行為論といった哲学分野の
知見をも総動員して取り組まなければなりませんが、それ
こそが法哲学研究の難しさであり、醍醐味でもあります。

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付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 准教授

　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付けてもらうこ
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年生の第３クォーターの民法Ⅰから始
まります。民法Ⅴまでの8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、国際機構法など）
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：http://www.kobe-u.ac.jp/documents/campuslife/edu/policy/f04_cp.lo_2017.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、きっと大学生活における一つの支柱になるでしょう。
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
然的に増すため、「生涯の友人」を得る学生も少なくありま
せん。さらに、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ため、就職活動においても有利
となります。こうした様々な機会と経験を与えられるので、
ゼミに対して強い帰属意識を持つ学生・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、「文献を読み込み、本質を的確に把握し、
プレゼンによって効果的に伝える」という能力を特に鍛え
るゼミです。「歴史」の有用性を前提とするゼミなので、
過去の教訓を確実に学び取って現在の国際情勢を分析する
ツールとして用います。そして、こうした歴史学の応用を
踏まえ、将来における国際政治の方向性を検討します。

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る。科目
は、民事訴訟法である。私の演習では、論文を精読するこ
と、をテーマとしてきた。民事訴訟法学の学説史上エポッ
クメイキングとなった論文等を掘り下げて読み込むのであ
る。当然、その論文を理解するためには、他の論文や判例
も読む必要が出てくる。民事訴訟法は難解である。その難
解な法律を理解する手がかりを、このように複層的に論文
を読み解くことにより、得ようというわけである。同時に、
判例でもなく事例演習でもなく「論文」を読む、というこ
とには、担当教員なりの一つの目的がある。「論文」には、
一定の主張があり、それに対する論拠がある。その主張は
何か、その主張と論拠との関係はどうなっているか、と
いったことを洞察することは、他人のいうことを「理解」
する力、を涵養する効用があると考える。参加者との活発
な議論を通じて、最終的にはこれを研ぎ澄ましたい、そう
狙い、願いながら毎週演習に向かっている。

　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
身に付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
安藤　　馨 准教授 麻布高校 東大・東大院 法哲学
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
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
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 特命講師＊ 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・研究科長・学部長 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 准教授 兵庫高校 阪大・阪大院 日本法史
樫村　志郎 教　授 福島高校 東大 法社会学
角松　生史 教　授 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
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
木下　昌彦 准教授 西大和学園高校 東大・東大院 憲法
窪田　充見 教　授 松本深志高校 京大・京大院 民法
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 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
重高　　啓 准教授＊ 愛光高校 東大 法曹実務
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
渋谷謙次郎 教　授 横浜緑ヶ丘高校 早大・早大院・東大院 ロシア・旧ソ連法、比較法
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
杉井　俊介 講　師■ 岡山城東高校 同志社大・同志社大院・神大院 行政法
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
髙野　慧太 助　教 柏陽高校 神大・神大院 知的財産法
高橋　　裕 教　授 聖光学院高校 東大・東大院 法社会学
瀧澤　栄治 教　授 新潟高校 東北大・東北大院 西洋法史・ローマ法
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 准教授 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
中尾　祐人 助　教 高津高校 神大・神大院 行政法
中川　勘太 教　授＊ 高槻高校 京大 法曹実務
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
西上　　治 准教授 三国丘高校 東大・東大院 行政法
根岸　　哲 特命教授 星陵高校 神大 経済法
萩原　良典 教　授＊ 白陵高校 中央大・中央大院 法曹実務
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 准教授 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・情報史
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
籔内　俊輔 教　授＊ 川西緑台高校 神大・神大院 法曹実務
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（法学部併任）（留学生担当）
＊	 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（法学研究科兼任）
◆	 社会システムイノベーションセンター（法学研究科兼任）

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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　神戸大学法学部では、法学や政治学の知識以外にも、さま
ざまなことを身につけることができます。その一つが、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です。
　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。
法学部のキャンパスを歩くと、皆さんは、日本語だけでなくさ
まざまな外国語の会話が自然と耳に飛び込んでくることに気づ
くでしょう。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。
　また、法学部では英語で行われる多くの専門科目が提供さ
れています。こうした科目の多くは海外の著名大学の研究者
や一流の実務家によって提供されます。他にも、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や、海外の国際模擬仲裁大会に参加するプロジェクトなどの教育活動に対して
支援がなされています。こうした教育を受けるには英語などの高度な外国語能力が要求されます。その
ために英語外部試験の成績により１年次後期から英語特別クラスが編成されます。

学生交換協定を結んでいる海外の大学

ソウル国立大学校（韓国）
成均館大学　（韓国）
国立全南大学校（韓国）
国立台湾大学（台湾）
国立成功大学（台湾）
東呉大学（台湾）
国立政治大学（台湾）
厦門大学（中国）
南京大学（中国）
中国人民大学（中国）
上海交通大学（中国）
清華大学（中国）
武漢大学（中国）
復旦大学（中国）
南洋理工大学（シンガポール）
ベトナム国家大学（ベトナム）
マレーシア国民大学（マレーシア）

ウーロンゴン大学（オーストラリア）
クイーンズランド大学	(オーストラリア)
西オーストラリア大学	(オーストラリア)
ニューサウスウェールズ大学（オーストラリア）
ピッツバーグ大学（アメリカ）
ジョージア工科大学（アメリカ）
オタワ大学（カナダ）
ボッコーニ大学（イタリア）
ボローニャ大学（イタリア）
ヴェネツィア大学（イタリア）
ロンドン大学アジア・アフリカ研究学院	(英国)
エセックス大学（英国）
ケント大学（イギリス）
ダンディー大学（イギリス）
グラーツ大学（オーストリア）
ライデン大学（オランダ）
バーゼル大学（スイス）

バルセロナ大学（スペイン）
カレル大学（チェコ）
トリーア大学（ドイツ）
キール大学（ドイツ）
ベルリン経済法科大学（ドイツ）
ミュンヘン工科大学（ドイツ）
パンテオン・アサス（パリ第2）大学（フランス）
パリ・ディドロ	(パリ第7)	大学（フランス）
パリナンテール大学（フランス）	
リール大学（フランス）
ソフィア大学（ブルガリア）
サンルイ大学（ベルギー）
ブリュッセル自由大学（蘭語系）（ベルギー）
ヤゲウォ大学（ポーランド）
ニコラウス・コペルニクス大学（ポーランド）
サンクトペテルブルク大学（ロシア）
ウラル連邦大学（ロシア）

大学間協定

韓国カトリック大学（韓国）
全北大学（韓国）
国立政治大学（台湾）
国立台北大学（台湾）
汕頭大学（中国）

中国政法大学（中国）
北京大学（中国）
マカオ大学（中国）
浙江大学（中国）
インドネシア大学（インドネシア）

シドニー大学ロースクール（オーストラリア）
ナポリ大学（イタリア）
ミラノ大学（イタリア）
リール政治学院（フランス）
コインブラ大学（ポルトガル）

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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神戸大学法学部では、以下のような特色あるプログラムを実施し、多くの学生が参加しています。

　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

する法律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。

　神戸は古くから海外との交流が盛んな都市であり、特

にアジア諸国とは非常に緊密な関係を築いてきました。

こうした歴史的伝統を受け継ぐ神戸大学において、法学

部を含む社会科学系の学部が中心となって進めているの

が、ASEAN	Plus	教育交換プログラムです。ここでいう

ASEAN	Plus	とは、ASEAN	諸国や日本・中国・韓国に

加えて、現代のシルクロード復興に向けた一帯一路構想に

よって注目を浴びる中央アジア諸国やインド等をも含めた

アジア全体の成長を包括するための新しい言葉です。

　アジアの多くの国は現在でも大きな若年人口を有し、急

速な経済成長を続けています。もちろん日本企業の進出も

盛んであり、アジア全体の経済成長に貢献し市場拡大を推

進することは、日本経済の未来に向けた最重要課題といっ

ても過言ではありません。

　本プログラムでは、ASEAN	Plus	諸国の有力大学との間

で社会科学分野における教育交換を活性化することにより、

アジア全体を１つのフィールドとして縦横無尽にビジネス

を展開する能力をもった次世代型のネットワークリーダー

を育成することを目的とします。具体的には、法学部を

中心とした社会科学系学部で年間30名の学生をASEAN	

Plus	諸国の大学に派遣するとともに、それらの大学からも

学生を年間約30名受け入れることを目指します。

グローバル人材育成と ASEAN Plus 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。法学部では既に第1期生

～第6期生までの38名の先輩がKUPESプログラムを履

修し、29名が留学を済ませ、9名が留学に向けた準備を

着々と進めています。皆さまも是非、チャレンジしてくだ

さい！

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」

神戸大学法学部の特長③　プラスαの学び
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　神戸大学法学部では、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（今年度か

らは大学院課程にもこのプログラムを拡張する予定であ

り、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

　経済のグローバル化やAI	（人工知能）の活用等により物

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。「法科大学院進学プログラム（法曹コース）」

（2020年度開始予定）は、法科大学院進学をめざす学生

を、「グローバル・プログラム（速成プログラム）」は、大

学院修士に進学して、神戸大学と海外提携校の2つの修士

号を取得するプログラム等への参加を希望する学生を、支

援しています。

　法科大学院進学プログラム（法曹コース）に登録する学

生は、法の解釈適用に重点を置いた少人数科目や弁護士の

先生による授業を、グローバル・プログラムに登録する学

生は英語の少人数科目を、優先的に受講できます。

　また、1年間に履修可能な単位数の制限緩和を申請する

ことにより、3年次を終えるまでに、卒業に必要な単位を

修得して、所定の基準を満たせば卒業できるよう、配慮し

ています。

法学部教育と大学院をつなぐ

　インターネットの出現は情報のあり方を大きく変えまし

た。それまでの情報が、報道機関によって取材・吟味・編

集された上で人々に届けられるものであったのに対して、

インターネットの普及後は“一般”の人々が自ら情報を発

信し、報道機関を介さない“生の”情報を容易に入手でき

るようになったのです。こうした変化は、情報発信の担い

手を大きく増やし、多様化させましたが、それと同時に、

いわゆる「フェイク・ニュース」の問題に見られるような

情報の質の問題を浮上させることになりました。

　神戸大学法学部では、こうした時代の変化に対応できる

能力を伸ばすための教育プログラムとして、2006年度

から「ジャーナリズム・プログラム」を展開してきまし

た。このプログラムでは、経験豊かなジャーナリストを複

数の報道機関から講師として招聘し、多彩な講義を提供し

ています。誰でも情報発信に関与できるようになった今日

では、ジャーナリストを目指す学生だけでなく、そうでは

ない学生にとっても得るものが多い講義となっています。

ジャーナリズム・プログラム
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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：85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（P9参照。2020年度開始予
定）。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、今後は、法科大学院進学プ
ログラム（法曹コース）修了者は、特別の入試制
度により、連携する神戸大学法科大学院に入学す
ることができるようになる予定です。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
を参照してください。
　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。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	：	http://www.kobe-u.com/ryoso/

student/job/

　大学時代を思い返すと、恥
ずかしながら勉強熱心には程
遠い学生でしたが、先生方が
ときに厳しく、ときに温かく
ご指導下さり、また友人たち
の協力もあって、多くのこと
を学ぶことができました。
　これが公務員として働く中
で、法律や制度を理解し、限
られた資源の中で最大限の効
果を出す方策を考える基礎に
なっていると感じています。
　また、社会に出て時間が
経つにつれ、公私ともに公
務員仲間と過ごす時間が多

くなった今、年に一度のゼミOB会は、様々な進路を
選んだ仲間と再会し、新しい価値観に触れることが
できる貴重な機会となっています。
　学びの環境の素晴らしさはもちろん、卒業後も初心
に立ち返ることのできる人間関係を築けることも神戸
大学の魅力です。みなさんが充実した学生生活を送ら
れることを心から応援しています。

岡本真緒さん
2010年卒業。
同年大阪府庁入庁。
現在、財務部行政経営課
で公民連携に関する業務
を担当。
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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。
現在は、近畿大学大学院法
務研究科にて行政法を担当
（准教授）。「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（P9参照）。
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（2014－2018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

ダイダン 1 (1)
熊谷組 1 (1)
高砂熱学工業 1 (1)
積水ホームテクノ 1 

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

島精機製作所 1 
クラボウ 1 
帝人 1 

化学・石油化学・石油化学・石油

住友化学工業 3 
日本触媒 2 (1)
宇部興産 2 (1)
日東電工 1 (1)
旭化成 1 
富士フイルム 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 4 (2)
住友電気工業 2 (1)
神戸製鋼所 2 (2)
日立金属 1 (1)
日本製鉄 1 

電気・情報通信機器電気・情報通信機器電気・情報通信機器

三菱電機 5 (1)
古野電気 3 
キヤノン 2 (1)
日本電気 2 (1)
ヤマハ発動機 3 (2)

輸送機器輸送機器輸送機器

トヨタ自動車 7 (2)
デンソー 3 (2)
本田技研工業 2 
日産自動車 1 
小松製作所 1 
ダイハツ工業 1 
三菱自動車工業 1 

その他製造その他製造その他製造

カプコン 1 (1)
コクヨ 1 (1)
大日本印刷 1 (1)
日本電気硝子 1 

商業商業商業

伊藤忠商事 5 
丸紅 4 (1)
住友商事 1 

三菱商事 3 
双日 2 (1)
豊田通商 2 (1)
ニトリ 2 (1)
三菱商事 3 
三井物産 1 

金融・保険金融・保険金融・保険

三井住友銀行 18 (7)
三菱UFJ銀行 6 
みずほフィナンシャルグループ 4 (1)
東京海上日動火災保険 5 (3)
三井住友信託銀行 6 (6)
三井住友海上火災保険 3 
山陰合同銀行 3 
大和証券 4 
第一生命保険 5 (2)
三井住友カード 5 (2)
明治安田生命保険 2 
伊予銀行 2 
損保ジャパン日本興亜 1 
日本生命保険 4 
広島銀行 1 (1)
みずほ銀行 2 
三菱UFJニコス 2 

不動産不動産不動産

レクストホールディングス 1 
JR西日本不動産開発 2 

運輸・倉庫運輸・倉庫運輸・倉庫

阪神電気鉄道 2 
近鉄ホールディングス 3 (2)
住友倉庫 1 
西日本旅客鉄道 2 
ニチレイロジグループ 2 
阪急阪神ホールディングス 2 

広告・マスメディア広告・マスメディア広告・マスメディア

日本経済新聞社 1 (1)
読売新聞社 4 
朝日放送 1 
産業経済新聞社 1 (1)

電力・ガス電力・ガス電力・ガス

中国電力 1 (1)
九州電力 1 
大阪ガス 2 
北陸電力 1 

情報・通信情報・通信情報・通信

NTTドコモ 1 
NTTデータ 2 (1)
富士通 2 (1)
ジャステック 1 (1)
アクセンチュア 2 (1)
広島ホームテレビ 1 

教育関連教育関連教育関連

神戸大学 1 (1)
産業技術総合研究所 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

澤田経営道場 1 (1)
サンライズ 1 

その他その他その他

船井総合研究所 1 

官公庁官公庁官公庁

神戸市役所 30 (18)
大阪地方裁判所 9 (4)
愛知県庁 3 (2)
大阪国税局 6 (3)
兵庫県庁 8 (5)
福井県庁 3 (1)
大分県庁 4 (3)
大阪法務局 4 (1)
近畿財務局 4 
裁判所事務官 4 (2)
奈良県庁 3 (2)
労働基準監督署 4 (1)
愛媛県庁 3 (2)
大阪税関 4 (1)
京都府庁 2 (1)
神戸地方検察庁 3 
神戸地方裁判所 4 (3)
兵庫労働局 3 (3)
広島県庁 3 (1)
広島市役所 3 (2)
陸上自衛隊 3 
大阪航空局 2 
大阪府庁 2 
岡山地方検察庁 2 
香川県庁 2 
近畿経済産業局 2 
厚生労働省 2 
高知県庁 1 
神戸税関 2 
東京国税局 1 (1)
東京都庁 3 (2)
西宮市役所 1 
広島高等裁判所 1 (1)
福井市役所 2 (1)
法務省公安調査庁関東公安調査局 2 (1)
山口県庁 3 (2)
  
大学院入学者 68 (26)
法科大学院入学者 130 (42)

合計　男　584
女　339
計　923

卒業生の進路（2014－ 2018年度）
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