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2018年10月の同

窓会総会で同窓会長

に就任した羽田野節

夫氏（羽田野総合法

律事務所所長、元福

岡県弁護士会会長）。

法学部を含めた文系

学部の伊都キャンパ

スへの移転や同窓会

の役割などについて

聞きました。

◇　　　　　◇

─法学部を含めた文系学部が、昨年秋に伊都キャン

パスに移転しました。

羽田野　伊都キャンパスと箱崎キャンパスに分かれ

ていた状態だったのが、全面的に伊都に移転したこと

で、学生が本格的に勉強できる環境が整ったことが良

かったです。法学部に関しては、六本松に法科大学院

があります。後輩たちに法曹界に進出してもらいたい

という思いがあるので、法科大学院に行く学生が減っ

ていることが残念です。

─同窓会長に就任しての感想を。

羽田野　同窓会の世話役だと思っていますから、そ

の世話役に徹したい。支部の総会にも出席すると、活

発な同窓会活動をされていることが分かります。私た

ちの先輩である櫻井龍子さんは、最高裁の裁判官を務

められた後、東京同窓会の会長を引き受けてもらって

います。若い世代の人たちに、こういった先輩の姿を

見て社会のために頑張ってもらいたいです。

─今後の同窓会活動は。

羽田野　同窓会が何のためにあるのかというと、自

分たち心の拠り所が一つ。そして、九大が社会の中で

重要な役割を果たしてもらうように、同窓会が後方支

援をするのが本来の役割と言えるでしょう。そのため

には、一緒になって行動するというか、仲間意識を持

つことが大事です。現在、同窓会総会は大学の法学部

と七社会が中心となって運営しています。これは、こ

れでいいシステムなのですが、例えば大学卒業後 30

年目ぐらいの卒業年度の人たちに当番幹事になっても

らう方法もあります。一定の学年の人たちに任せる部

分を持たせることによって、より帰属意識が生まれて

くるのではないでしょうか。そうすれば、同窓会もよ

り活性化するのではと考えています。

─大学時代は柔道に打ち込み、卒業後は弁護士を目

指したそうですね。

羽田野　大学では柔道ばかりしていましたが、志だ

けは失いませんでした。柔道部で鍛えた精神と肉体が、

今でも役に立っています。大学を1年留年して卒業。

小さいころからなりたかった弁護士の夢をかなえるた

めに、司法試験に臨みましたがなかなか合格すること

ができませんでした。東京でコック見習いをしたり、

福岡高校で夜間警備員をしたりしていました。福岡高

校では後輩たちに柔道を教えていましたよ。30歳の

時に司法試験に合格し、今の道を歩み続けています。

同窓会を心の拠り所に

大学の後方支援の役割も
羽田野節夫同窓会長に聞く

1948 年生まれ。修猷館高校卒業。一浪後、九大
法学部へ。文武両道を旨とし、現在は柔道の指導
をするほか、ヨットやスキーに親しむ。特に中学
のときから始めた登山は、日本百名山の山にも登
る本格派。屋久島の山には10回登る。切り絵の腕
もプロ並み。

本　年　度　総　会
◆日　時 2019（令和元）年10月18日（金）
　　　　 18：30　受付開始
　　　　 19：00　総会・懇親会
◆場　所 西鉄グランドホテル
　　　　 福岡市中央区大名２丁目６-60
　　　　 ２階「鳳凰の間」
　　　　 電話 092（771）7171
◆会　費 8,000円　5,000円（平成22年卒以降）
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支部だより

元総長の有川節夫氏が講演
―東京同窓会―

参加者からの近況報告も
―関西支部―

法学部東京同窓会では、次のような活動を通して会

員同士の親交を深め努めております。

①第 37回九州大学東京同窓会総会　2018年11月

14日（水）に3年ぶりに場所を学士会館に戻し、約70

名が集い東京同窓会総会を開催。会の冒頭、櫻井龍子

会長が今後の東京同窓会の在り方について語られた

後、来賓を代表して村上裕章法学研究院長にも挨拶を

いただきました。2018年度の活動報告、役員体制、

予算の承認がなされた後、有川節夫放送大学学園理事

長（元九大総長）に登壇していただき、図書館長時代

の図書館移転や伊都キャンパスに移転に伴う苦労話を

中心に講演していただきました。

②井上憲法ゼミ東京研修旅行への参加　2018年

11月27日～ 29日の日程で実施された憲法の井上ゼ

ミ東京研修旅行の懇親会に櫻井会長、小林事務局長他

事務局メンバー、在京のＯＢが駆け付け、就職活動の

アドバイスや親睦を図りました。櫻井会長の尽力によ

り最高裁判所や厚生労働省、自民党本部、民間企業数

社を訪問する大変充実した研修でした。東京同窓会で

は今後もこうした支援を継続していければと考えてい

ます。

③ 2019 年度法学部東京同窓会総会　2019年11

月13日（水）午後6時半から学士会館で。講演予定は

草野芳郎学習院大学名誉教授。

田中博子　1990（平成2）年卒
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九州大学法学部東京同窓会事務局
〒 102-0054　東京都千代田区神田錦町 3-28
　学士会館 B1　九州大学連絡事務所内
TEL,FAX：03-5283-8510
E-mail　kdhtokyo@horae.dti.ne.jp

2019年5月25日（土）午後3時からハートンホテル

北梅田で、来賓含めて29名が参加し、第39回関西支

部総会が開催されました。

第1部の総会では、本田重寿支部長（S45年卒）の

新体制において、個人情報保護の厳格化などにより

長年作成されていなかった会員名簿の作成、若手同

窓生の参加促進のための活動方針が示されました。

来賓として、本学、同窓会本部、東京同窓会、経

済学部同窓会関西支部から挨拶を頂きました。初参

加の羽田野節夫法学部同窓会長（S48年卒）は同窓会

本部と当支部との協力関係を一層強化していきたい

と表明され、村上裕章研究院長（S57年卒）からは挨

拶と法科大学院などの最新状況を語られました。

第2部の講演会では、住友生命保険相互会社の佐藤

義雄会長（S48年卒）から「健康増進で日本を元気にす

る～保険会社のアプローチ」と題して、従前のリスク

をカバーする生命保険事業の変革を目指して、契約

者の健康増進を図り、リスクをコントロールする健

康増進型生命保険について講演していただきました。

第3部の懇親会では、林田崇顧問（S33年卒）の音頭

による乾杯から始まり、参加者の皆様から近況報告を

頂きました。最後は、古後靖弘先輩（S39年卒）に先導

して頂き学生歌「松原に」を全員で合唱しました。

事務局では名簿の整理を手始めに、会報や行事など

に工夫を加え、卒業生間の交流を図っていく所存です。

関西在住の方や関西への就職、転勤等などで転入され

た方は、ぜひ連絡や紹介をお願いします。

稲吉大輔　2001（平成13）年卒　事務局長

関西支部事務局　
〒 530 － 0047 大阪市北区西天満 2 － 10 － 9
　ＴＩビル２階　林田崇法律事務所内
TEL：06-6313-0947　FAX：06-6313-0948
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櫻井氏が最高裁判事経験をテーマに講演
―熊本支部―

懇親会は恒例の九大検定
―広島支部―

熊本支部事務局
〒860－0041　熊本市中央区細工町1丁目51番地

　　スコーレビル3階　森髙・吉見法律事務所内
TEL：096－273－6362　FAX：096－273－6363
Ｅ-mail：masahiroyoshimi1868@yahoo.co.jp

2019年2月4日（月）に熊本ホテルキャッスルで第

27回熊本支部総会・懇親会を開催。来賓の方々を含

め、39名の参加でした。総会後は、元最高裁判所判事、

現九州大学法学部東京同窓会会長の櫻井龍子氏（昭

和44年卒）より、「最高裁判所判事を経験して」と

いうテーマで講演していただきました。なかなか知

ることのできない最高裁判事の役割・仕事の内容に

ついて分かりやすく、ざっくばらんにお話いただき、

大変興味深く意義のある講演会となりました。参加

者にも大好評でした。

懇親会では、法学部同窓会会長の羽田野節夫氏、法

学研究院長の村上裕章氏、法学部同窓会事務局長五十

君麻里子氏より来賓の挨拶をいただき、その後、和気

あいあいとした雰囲気の中で歓談が行われました。

熊本では、8年前から各学部が集まった「九州大学

熊本同窓会」を組織しており、2018年11月10日（土）

に第7回総会が開催されました。総会に先立って開催

2018年11月29日、シェラトングランドホテル広

島で第40回広島地区九大法・経同窓会総会を開催。

法学部から20名、経済学部から14名が参加しました。

総会では、苅田知英会長（Ｓ47年法卒）からご来賓

の出席への御礼の後、今年、本同窓会は40周年の節

目を迎えており、世代交代を進める役員交代により新

たに河野行信副会長（Ｓ56年法卒）・下畠英治副会長

（Ｓ57年経卒）等が就任されること、新役員体制で若

手の交流を広げて同窓会の活性化を進めていきたい

と考えており、諸先輩にも引き続きの支援を呼び掛

けられました。また、来賓の法学研究院長の村上教授、

経済学研究院長の磯谷教授、本学法学部同窓会の羽

田野会長を紹介し、挨拶をいただきました。

された市民公開講座では、「ニホニウム」発見・命名

の快挙を成し遂げられた九州大学大学院理学研究院教

授の森田浩介氏に「新元素の探索」というテーマで講

演していただきました。

最後に、熊本在住の方や熊本への転勤の方で同窓会

熊本支部をご存知でいらっしゃらない方がございまし

たら、是非ご紹介ご連絡いただければ幸いです。

吉見仁宏　2000（平成12）年卒

広島地区九大法・経同窓会事務局
〒730－8701　広島市中区小町4番33号

中国電力㈱内　
TEL：050－8202－2977
E-mail：hiroshima.kyudai.h.k.dosokai@gmail.com
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懇親会では、恒例となった全員参加型クイズ「九大

検定」を実施し、今年は九州大学伊都キャンパスに

関する問題をアタック25方式で、ホークスチームと

カープチームに分かれて対戦し、大いに盛り上がりま

した。最後に「松原に」を斉唱し、お開きとなりました。

これからも多くの卒業生に出席していただき、交流

の輪を広げていただきたいと思います。

多田公熙元会長逝去
広島地区同窓会の創設から34年間、会長職を務め、

尽力された多田公熙元会長が本年3月13日に逝去さ

れました。4月に執り行われたお別れの会では、湯﨑

広島県知事をはじめ、各界の代表者や関係者約700

名の方々が参列されました。ご冥福をお祈りいたしま

す。

【参考】広島地区九大法・経同窓会 会員数（2018 年

11 月現在）　法学部 130名 経済学部 91名 計221名

　　　　　江美慎一郎　2001（平成13）年卒
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ることができるのだろう」と、目の前が暗くなります。

けれども、わたしは、この学問が第一に楽しく、そし

ておそらくは有意義なものであると考えています。大

それたことはできませんが、せめて自分の考えている

ことくらい伝えられるよう、日々の研究、教育に精進

するつもりです。よろしくお願い致します。

2019年4月に着任し

た冨川です。中央大学法

学部、同法学研究科で勉

強し、大学院在学中にド

イツのゲッティンゲンと

いう街に2年間留学して

いました。大学院修了後

は、日本学術振興会特別

研究員という身分で立教

大学にいました。東京の

人と思われるかもしれませんが、父の出身が福岡で、

幼少期から何度も福岡に来ており、この度、九州に赴

任できたことに奇縁を感じています。

専門は刑法で、主として詐欺罪に関する研究を行なっ

ております。研究内容を簡単にまとめると、日常的に

許容される嘘と、刑罰の対象となる嘘をどのように切

り分けることができるか、という問題を扱っておりま

す。その他にも環境犯罪やＡＩに関する法的問題など、

現代的な課題にも取り組んでいます。2019年の着任

なので、箱崎キャンパスを知りません。良くも悪くも、

新しい世代ということになります。これまでの九州大

学の伝統を受け継ぎつつ、伊都キャンパスで新たな「伝

統」の礎となるように、研鑽を積んで参ります。

千葉大学社会科学研究

院（法政経学部）より、

本年4月より本学部に移

りました山口道弘と申し

ます。専攻分野は、第1

に中世武家法を中心とす

る前近代日本法制史、第

2に近現代日本史学史・

法制史学史ですが、近↗

京都に生まれ、東京の

大学にて学問修行を積ん

だのち、本年4月から九

州大学法学部に着任いた

しました。専門は日本政

治思想史といいます。

政治思想史学というの

は、思えば不思議な学問

です。思想を語るけれど

も、自ら思想家として語

るわけではない。政治を論じるけれども、あくまで対

象は過去に採る。その営みは「追体験」や「過去との

対話」などとも言われます。

情けない話ですが、ふと自分でも、「いったい何を

しているのだろう」と途方にくれることがあります。

教壇にのぼるときはなおさらで、「いったい何を教え

2018年10月1日付で九

州大学法学研究院（社会

法学講座・経済法専攻）

に着任いたしました。

本学着任前は、独占

禁止法（経済法）専門弁

護士として企業代理人の

立場から、また公正取引

委員会に3年間勤務して

事件審査官の立場から、

もっぱら独占禁止法関連業務を行っておりました。ま

た、実務家教員として、他大学の法学部、ロースクー

ル及び知的財産専門職大学院において独占禁止法の講

義やゼミを担当しておりました。

今後は、実務家としての活動から大学における研

究・教育活動へと軸足を移し、電力・ガス小売自由化

や地方銀行経営統合など各業界に生じている変化を

独占禁止法の観点から分析し、その成果を講義やゼミ

の場において学生の皆さんと共有してまいりたいと

考えております。何卒よろしくお願い申し上げます。

［新任教員の自己紹介］

独占禁止法を身近な法律に

許される嘘、罰される嘘

幕末維新期に遡り法制史研究

政治思想史は不思議な学問

社会法学講座
平山　賢太郎

刑事法学講座
冨川　雅満

基礎法学講座
山口　道弘

政治学講座
島田　英明
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↙年は、特に後者に注力し、歴史家を含む現代日本人

が自明視しているような、歴史学に於ける暗黙知とも

いうべき日本史・日本法制史理解の大枠が形成される

過程を、幕末維新期にまで遡って明らかにすべく、研

究しています。

世界各地の歴史論争の勃発を見るに付け、国際化が

進んだ現在にあっても、歴史は、国民を奮わせ、同胞

への献身を抽出し、国家・国民の現在の位置を知らし

めて将来を展望させる、他の手段によって代替され難

い力（アントニー・Ｄ・スミス〔庄司信訳〕・ナショナリ

ズムとは何か〔筑摩書房、2018年〕182頁）を喪って

いないように思われます。講義と演習を通じて、その

受業生が、現代日本社会に於ける歴史理解の大枠を理

解し、その上で、相異なる歴史理解を生み出し続けて

いる、現代社会の中心的課題を析出する為の手段を獲

得することを望みます。

ただいま、2019年の会費を受け付けています（2017
年度から、1 年ごと 2,000円に変更しています）。振込
手数料については同窓会の方で負担します。

運営経費の節約に努めておりますが、皆様からの
会費収入が唯一の財源です。ご協力をお願いいたし
ます。

出身は佐賀。長期

的に大きな仕事をし

たいという思いがあ

り、国家公務員にな

るという目標があり

ました。

理系というタイプ

でもないので、法学

部に入っておけば、

国家公務員の行政か

法律で採用されるの

ではと九州大学法学

部を受験。幸いなことに現役で合格できました。ゼミ

は行政法の近藤昭三先生。穏やかで淡々とした先生で

した。今里滋先生の行政学は動いている生きた学問だ

なと面白かったですね。高校時代はテニスで真っ黒

だったから、大学では、もう少し文化的でおしとやか

にと茶道部に入りました。いつのまにか3年生の後半

になっていて、それから国家公務員試験のための勉強

に力を入れました。

最初に配属されたのが法規課
4年生のときに合格。希望したのは防衛庁（現防衛

省）です。霞が関の中央官庁は非常に硬くて真面目で

したが、当時、六本木にあった防衛庁はあまり堅苦し

くない感じでした。私の一つ年上に女性の第1号がい

らっしゃって、「大丈夫」と言われたのです。それで

雰囲気で入りました（笑）。

入庁して、まず配属されたところが法規課。どの役

所も法律や政令、省令を担当します。法規課は改正の

チェックをするところです。大学時代の勉強が役に立

つのではと考えていましたが、実社会では全く違って

いました。その後も様々な仕事を経験させていただき

ました。人事分野への配属が比較的多いのですが、女

性自衛官を積極的に活用できるような環境作りに携わ

れたことは、同じ女性としてうれしく思っています。

初の地方勤務の福岡で地域との協力関係築く
一時期、防衛大学校で教えたことはありますが、入

庁してずっと本庁（省）勤務でした。今年4月、初の

地方勤務で福岡へ。九州防衛局長としての仕事はいろ

いろありますが、地方における防衛行政の拠点として、

大きく2つの柱があると思っています。一つは、地域

の方々の理解と協力を得るため、防衛政策についての

情報提供や説明をすることです。防衛白書が刊行され

れば、自治体に説明に行きます。また、時々の関心の

高いテーマについて、講師を招いてセミナーなどを実

施しています。もう一つの柱は、自衛隊や在日米軍が

使用する防衛施設の建設や、防衛施設を安定的に運用

できるような様々な施策の実施です。

現役の皆さんへのメッセージですが、大学で学べる

時間は、長いようで短いものです。自分の将来につい

て、明確なイメージがもちにくいときもあると思いま

すが、自分の好きなこと、興味が持てることをつきつ

めていけば、答えはでてくると思います。学生生活を

楽しんでください。

ＯＢ・ＯＧ探訪 長期的に大きな仕事を
九州防衛局長

廣瀨律子さん 1990（平成2）年卒

◎同窓会費納入のお願い◎
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2018（平成30）年9

月に移転が完了した伊

都キャンパス（福岡市

西区元岡、福岡県糸島

市）。大学キャンパス

としては日本最大の面

積を誇り、イースト、

センター、ウエストと、

それぞれのゾーンで特

色を出しています。

法学部同窓生の江﨑

典宏九州大学理事・事

務局長（当時）に、伊都キャンパスの特色や九大が目

指すものなどについてインタビューしました。

◇　　　　　　　　　◇

イーストゾーンに文系学部を集約
─箱崎キャンパスから伊都キャンパスへの移転が決

まったのはいつごろでしたか。

江﨑　実際に計画が決まったのが 1991（平成3）年。

箱崎から伊都への移転が始まったのが 2005（平成

17）年からで、ウエストゾーンに工学部が移ってきま

した。文系学部などが最後で、2018（平成30）年9月

30日に完了し、椎木講堂で記念式典を催しました。

─三つのゾーンに分けていますが、それぞれに特色

がありますか。

自然と共生した日本最大の伊都キャンパス
世界を見据え九州に留まらない大学を

江﨑典宏 九州大学理事・事務局長
1990（平成2）年卒

江﨑　簡単に言えば、学部でまとまっているという

こと。建物もゾーンごとに統一性を持たせています。

ウエストは工学や理学・農学の学部。センターは基幹

教育と共創学部が入っています。イーストは法学部を

はじめ文系の学部ですが、建築の大学院が入っていま

す。特に大学院レベルだと融合の学問をやっています

ので、イーストに配置しました。

─イーストゾーンの手前には外観がレンガ色の中央

図書館があります。

江﨑　建物を円形にしていて、その半分は地面に埋

まったようになっています。館内には吹き抜けを設け

ています。図書を読んだりするような静かに勉強する

場所と、その上にアクティブラーニング用のスペース

を設けているのが大きな特徴。図書館は静かであるべ

きという概念にとらわれずに、学習の場として活用し

てもらいたいです。

─中央図書館の東側にある椎木講堂も円形で、形も

似ていますね。

江﨑　そうです。大学の一つの顔になっています。

ピロティの部分は吹き抜けみたいになっていて、イ

ベントができます。椎木講堂には 3000人収容のコン

サートホールがあり、入学式や卒業式はそこで催して

いますし、民間の方に貸し出すこともあります。

社会の秩序を維持するという役割
─伊都キャンパスは日本最大の広さと聞きました。

江﨑　箱崎キャンパスは約45㌶で、伊都キャンパ

スは約272㌶。6倍ほど違います。自然保全ゾーンを

設けた自然と共生したキャンパスです。これだけの広
丘の上のイーストゾーン。手前は中央図書館

イースト２号館は１、２階が吹き抜け
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さを持っている大学は、他にはありません。単体のキャ

ンパスとしては、日本で最大です。実は農学部の原町

農場が移転するようなっています。その移転が2020

（令和2）年。これが最終的な移転です。完了すると、

農場を持つ壮大なキャンパスとなります。そういった

意味で自然が大きなキーワードです。もう一つは、こ

の場所は古墳などの遺跡が多くあります。古代からの

人の営みや交流。そういったものの跡があります。伊

都国以来の歴史と伝統と、交流の歴史。そういった場

所に伊都キャンパスがあるのです。

─イーストゾーンで特徴的なものはありますか。

江﨑　イーストゾーン1号館に古墳の展示室を兼ね

た展望室が設けられています。360度の展望で玄界灘

などを一望することができ、ここから眺めると壮大な

気持ちになりますよ。展望室の高さは、昔、古墳があっ

た高さなのです。丘陵地を整地して建物を造ったから

です。展示室は原則火曜日と木曜日の開館です。

─昨年全面移転した新キャンパスで、九大がこれか

ら目指すものは。

江﨑　世界に伍してどれだけ戦えるか、ということだ

と思います。研究大学と総合大学を標ぼうしています

から、九州の地にあるという地の利を生かしつつ、世

界を見据えて九州に留まらない大学を目指すべきです。

─これから法学部生が果たしていく役割は。

江﨑　社会科学は、今後科学技術がどんどん進んで

いく中でも必要とされます。新しい技術ができると、

それに制度がついていくかどうか、社会が混乱しない

ようにきちんとフォローしていくというのが社会科学

の役割。法学部については、社会の秩序を維持し人々

が安心して暮らせるようにするにはどうすればよいか

考え、反映させていく役割があるのです。

（取材日は7月3日。江﨑典宏氏は7月9日付で出向先の

九州大学から文部科学省に異動されました）

中央図書館とセンターゾーンを結ぶ空中廊下

法学部と経済学部のイースト２号館の外観

教員名 専　攻
赤坂　幸一 准教授 憲法
明石　欽司 教　授 国際法
浅野　雄太 准教授 民事訴訟法・倒産法
荒　　達也 准教授 商法
五十君麻里子 教　授 ローマ法
出水　　薫 教　授 政治学
五十川直行 教　授 民法
井上　宜裕 教　授 刑法
入江　秀晃 准教授 紛争管理論、法社会学
上田　竹志 教　授 民事訴訟法
江口　厚仁 教　授 法社会学
遠藤　　歩 教　授 比較法
大賀　　哲 准教授 国際政治学
大脇　成昭 教　授 行政法
岡崎　晴輝 教　授 政治理論・比較政治学
笠原　武朗 教　授 商法
香山　高広 准教授 民法
木村　俊道 教　授 政治学史

教員名 専　攻
熊野　直樹 教　授 政治史
小池　　泰 教　授 民法
河野　俊行 教　授 国際私法
小島　　立 准教授 知的財産法、文化政策と法
酒匂　一郎 教　授 法哲学・法思想史
七戸　克彦 教　授 民法
嶋田　暁文 教　授 行政学
島田　英明 准教授 政治学史
新屋敷恵美子 准教授 労働法
S・ヴァンアーツル 准教授 国際競争法
武内　謙治 教　授 刑事政策、少年法
田中　孝男 教　授 行政法
田中　教雄 教　授 民法
田中　晶国 准教授 租税法
田端　良成 教　授 西日本新聞寄付講座
田淵　浩二 教　授 刑事訴訟法
C・ペイヨヴィッチ 教　授 Maritime Law
寺本　振透 教　授 知的財産法

教員名 専　攻
徳本　　穰 教　授 商法
冨川　雅満 准教授 刑法
豊崎　七絵 教　授 刑事訴訟法
成原　　慧 准教授 情報法
西　　英昭 教　授 中国法、台湾法、東洋法制史
野澤　　充 教　授 刑法
蓮見　二郎 准教授 政治学
韓　　相熙 教　授 国際関係法
平山賢太郎 准教授 経済法
堀野　　出 教　授 民事訴訟法
M・フェニック 教　授 Criminology
松井　　仁 教　授 実務法学（弁護士）
丸谷　浩介 教　授 社会保障法
南野　　森 教　授 憲法
村上　裕章 教　授 行政法
八並　　廉 准教授 国際取引法
山口　道弘 准教授 日本法制史
山下　　昇 教　授 労働法

〈
教
員
一
覧
〉
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2018 年度 進路先一覧

企　　業 人数

古賀組 1

前田建設工業 1

NIPPO 1

一条工務店 1

サントリーホールディングス 1

サントリー食品インターナショナル 1（1）

キリン 1（1）

三井化学 1

黒崎播磨 1

旭化成 1

空研工業 1

神戸製鋼所 1

三菱重工業 1（1）

津田駒工業 1

村田製作所 1

三菱電機 4（2）

デンソー 1

トヨタ自動車 1（1）

トヨタ自動車九州 1（1）

マツダ 1

レンゴー 1（1）

九州電力 1

大阪ガス 1

ワークスアプリケーションズ 1（1）

富士通ピー・エス・シー 1

NTTファシリティーズ 1（1）

日本放送協会 1

JR九州システムソリュージョン 1（1）

ソフトバンク 1

日本電営 1（1）

富士ソフト 1（1）

日本コンピュータアソシエイツ 1（1）

日本郵便 2（1）

川崎汽船 1

三井倉庫九州 1

西日本鉄道 4（2）

日本郵船 1

伊藤忠商事 1

伊藤忠丸紅鉄鋼 1

三菱商事 1

みずほフィナンシャルグループ 1

福岡銀行 4（2）

三菱UFJ 銀行 2

西日本シティ銀行 1

農林中央金庫 2

日本政策投資銀行 1

日本政策金融公庫 1

楽天カード 2

大和証券 1（1）

東京海上日動火災保険 4（2）

日本生命保険 1

住友生命保険 2

コミュティワン 1

MDI 1

JR 博多シティ 1（1）

三井不動産リアルティ九州 1（1）

アビームコンサルティング 1

カーブスジャパン 1

河合塾マナビス 1

日能研九州 1

麻生 2

フレッシュタウン 1

佐賀電算センター 1（1）

COLT 1（1）

BFT 1

日本ケイテム 1

フルアウト 1

アイパッション 1

エイジェック 1

計 87（26）

公務員 人数

原子力規制庁 1（1）

総務省 1

厚生労働省福岡検閲所 1

熊本国税局 1

警察庁 1

経済産業省 1

文部科学省 1

福岡入国管理局 2（1）

福岡法務局 1

福岡国税局 2

労働基準監督官 2（2）

福岡高等裁判所 1

福岡地方検察庁 2（1）

福岡地方裁判所 1（1）

鹿児島地方裁判所 2（2）

佐賀地方裁判所 1（1）

山口地方裁判所 1

岡山地方裁判所 1（1）

香川県 1

佐賀県 1（1）

大分市 1（1）

大分県 2（1）

福岡市 6（6）

北九州市 1（1）

鹿児島市 1（1）

熊本市 2（1）

福岡県 11（2）

奈良県 1

久留米市 1

那覇市 1（1）

広島県 1（1）

計 53（26）

進　　学 人数

九大法学府 8（3）

九大法科大学院 17（6）

慶應大学法科大学院 1

一橋大学法科大学院 1

京都大学法科大学院 2

早稲田大学法科大学院 1（1）

一橋大学社会学研究科 1

計 31（10）

《編集後記》

卒業生　202名（うち女子67名）進学31（10）企業87（26）公務員53（26）その他31（5）

2019年3月31日現在、（　）内は女子で内数

九州大学法学部同窓会収支報告書
2017（平成 29）年９月１日～2018（平成 30）年８月31日

◎経常会計

収入 支出
事項 平成 29 年度決算 事項 平成 29 年度決算
前年度繰越 4,327,466 会議費 98,550
年会費 1,883,500 会報費 355,420
準会員会費 176,000 会員情報管理費 96,876
預金利息 17 印刷費 512,440
懇親会残金 100,220 発送費 683,775
百年史売上 0 発送手数料 230,008
イベント残金 899 補助金 520,000
財政強化資金より振替 旅費 120,480

謝金 20,000
通信連絡費 129,598
消耗品費 12,700
振込手数料 100,600

（会費振込同窓会負担分）
雑費 146,490

計 3,026,937
次年度繰越 3,461,165

合計 6,488,102 合計 6,488,102

☆ 今年 4 月に新入生を対象に同窓会主催の懇談会を開催しました。
ジュース、お茶とお菓子類を用意しての簡単なものでしたが、多
くの 1 年生の笑顔を見ることが出来ました。これからも在校生に
向けて何か企画ができればと考えています。ご提案等有りました
ら、事務局までお寄せください。（H.Y）

☆ 広大な伊都キャンパスで、箱崎キャンパスとの違いを実感。伊都
キャンパスのバス停から法学部のあるイースト2号館に行くには、
中央図書館の建物を通っていきます。上りはエスカレーターが利
用できますが、下りは階段。上りも下りも階段を利用すれば足腰
が丈夫になりますよ。（K.K）


