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学部長挨拶

九州大学法学部長

直江

眞一

法を学ぶということ
「自由学芸（liberal arts）はそれ自体のために学ばれるが、
法は給与のために学ばれるのではないか」̶̶13世紀イン

善と衡平を知っていることを自らの職分としている。衡平と
不正を区別し、適法と不法を見分けることによって、罰への

グランドの著名な年代記作者（歴史家）
マシュー・パリスはこ

恐怖によるだけでなく恩恵という励みによってもまた善が

のように述べて、法学が人気を集めていく当時の状況を嘆

もたらされることを望み、見せかけではない真の知を追求

いています。自由学芸とは、古典古代の遺産である文法学・

することによって」。今から1800年程前に言われた言葉で

修辞学等、
ヨーロッパにおける伝統的な学問のことです。
こ

すが、今日でもそのまま通用するのではないでしょうか。法

れに対して、法学は12世紀に成立して大学で教えられるよ

を学ぶということは、条文を暗記することではありません。

うになった新しい学問でした。最古の大学として有名な北イ

また、法とは決して小手先の技術ではありません。
「法とは善

タリアのボローニア大学が法学の最初の中心地でした。法

と衡平の術」なのです。
しかし
「善」あるいは「衡平」
とは一体

学と並んで大学で教えられた最古の学問として、医学と神学

何でしょうか。
これはこれで、人によって異なる回答が出て

があります。医学は同じイタリア半島の南部にあるサレルノ

きうるものでしょう。法を学ぶということは、
このようなこ

大学、神学はパリ大学がそれぞれ中心地となりました。新し

とを考えることを意味しています。

く登場した法学も医学も実際的な学問、すなわち実務で直

ヨーロッパと違って、日本では伝統的に大学の法学部では

ちに役立つ学問でしたので、自由学芸に代わって人気を集

法学のみならず政治学も教えられてきました。それは、法学

めていきました。
マシュー・パリスの言葉は、そのような当時

部が日本の近代化の過程において、法曹養成よりもむしろ

の状況に対する批判なのですが、法学の素養を身に付けた

官僚養成を第一義的な目的として設置されたことと関係し

人に出世の道が開かれていたということは、
とりもなおさず

ています。九州大学においても、1924年に法学部の前身の

当時の社会が法的知識を特に必要としていたということを

法文学部が設置されて以来、
今日に至るまで、法学部関係の

意味しています。

科目は大きく法学と政治学から成り立ってきました。事実、

近代ドイツにおいても、法あるいは法学は立身出世と結

九州大学も含めて、日本の大学法学部は、法学・政治学の教

びつけて考えられました。法を学んだ者には、法曹あるいは

育を通して、法曹や官僚のみならず社会の様々な分野で活

官僚として活躍していく道が開かれていたのです。作家のシ

躍する人材を輩出してきたのです。

ラーは法学に対して「パンのための学問」
（職を得るための

今日、社会の高度化・複雑化・国際化が進行するのに伴っ

学問）
との呪いを浴びせたと伝えられています。法あるいは

て、法と政治の役割はますます増大しています。それだけ一

法学に対する反感は、特に文学者の間で強かったようです。

層、ルール形成・政策形成に寄与できる人材の需要はますま

また、
「 良き法律家は悪しき隣人である」
と悪口を言われた

す拡大していくと思われます。九州大学法学部の教育目標は

りしました。
しかし、
ちょっと考えてみると、別に儲かる学問

正に、
「現代社会の法学・政治学的諸問題を多様な観点から

だということは、それ自体決して恥ずべきことではないでし

読み解き、それに対応する能力を育成すること」にあります。

ょう。法学の需要が高いということは、その社会が法を学ん

ぜひ、21世紀社会においても重要な役割を担う法学・政治

だ人間を必要としていることの現れに他なりません。
また、

学の世界にチャレンジしてみてください。

真に良き法律家が良き隣人でもなければならないことは言
うまでもないことです。

なお、最後に一言、キャンパス移転に関して述べておきま
す。法学部生が最初の1年半の間主として学ぶ全学教育科目

古代ローマの有名な法学者にウルピアーヌスという人が

の授業は現在六本松キャンパスで行われていますが、六本

いますが、彼は次のように述べたと言われています。
「法を学

松キャンパスは平成20年度中（平成21年3月まで）に伊都

ぼうとする者は、最初に法(jus)という語が何に由来してい

キャンパス（糸島半島）に移転する予定です。来年4月に入学

るかを知らなければならない。それは正義(justitia)から来

される方は、伊都キャンパスと箱崎キャンパスで4年間を過

ている。法とは善と衡平の術である。私たちは正義を育み、

ごすことになります。
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カリキュラム

法学部カリキュラムのしくみ
三種類の科目群からなる総合教育

全学教育科目
法学部
の
専攻教育科目

（36単位以上）

・ 教養教育科目（コア科目）
・ 言語文化基礎（外国語）科目
（第１／第２外国語）
・ 健康スポーツ科学科目
・ 文系基礎科目 など

（128単位以上）

（80単位以上）

総合選択
履修科目
（12単位以上）

・ 他学部（たとえば、経済学部・
文学部・医学部など）の専攻
教育科目 など

・入門科目（１年前期〜２年前期）
・基盤科目
（２年後期〜）
・展開科目

｝

2

九州大学法学部の授業科目には、勉学の中心となる法学部

え、長年の実績・知見からそれぞれに工夫を凝らした教育活動

の専攻教育科目のほか、全学教育科目、総合選択履修科目があ

を実践します。九州大学法学部の擁する教授陣には、外国人教

ります。後２者は、九州大学が、文系・理系のあらゆる学問領域

員のほか、企業・中央官庁等出身の教員、弁護士など、
まさに多

をカバーする総合大学としての機能を誇るところから、法学部

彩な顔ぶれが含まれ、日常的に、多様な教育活動が展開されて

学生の皆さんにも、
この機能を十分に活用して、いわゆる教養

いることも特筆に値します。

教育にとどまらない学際的な学習を期待するものです。社会の

九州大学法学部の提供する「専攻教育科目」には、
伝統的な法

高度化・複雑化が進行する今日、法と政治を学ぶ者にとって、外

学・政治学に関する科目群のラインアップのみならず、他大学に

国語科目・情報処理科目等の履修、さらには、経済学・歴史学・

は類例のないユニークな科目も含まれています。たとえば、
「紛

哲学・生命科学・工学などの他の専門科目の履修が不可欠であ

争管理論」
「 政治動態分析」等、現代の法・政治現象を多角的に

ることは、自明とさえいえるからです。
これらの科目群は、九州

扱う応用・先端科目がその好例です。学生の皆さんの勉学意欲

大学全学の教員の協力により実施され、入学後最初の１年半は、

を一層かき立てるメニュー作りが心掛けられています。
また、入

主として「全学教育科目」等を伊都キャンパスで履修することに

学当初の１年前期から、毎週１日は（この日は「箱崎日」
と呼ばれ

なります。

ます）、入門科目（法学入門・政治学入門など）のほか、高年次に

「法学部の専攻教育科目」は、箱崎キャンパスにおいて、法学
部の教員が担当する法学・政治学の専門科目群です。それぞれ

履修予定の授業科目を理解する上で不可欠の前提となる基本
的科目（憲法Ⅰ・民法Ⅰ・刑法Ⅰなど）を配置しています。

に学界等で中心的に活躍中の教授陣が、各自の研究活動を踏ま

南野准教授
（憲法Ⅰ）

野田教授（労働法）

5つのグループからなる法学部専攻教育科目
九州大学法学部の提供する専攻教育科目は、大きく以下の５
つのグループにわけることができます。
これらのグループから
バランス良く、あるいは必要とあればどれかに重点を置いて学
べるように、時間割の配置などで工夫がされています（なお、主
な授業科目は2008年度のものであり、年度によって変更され
ることもあります）。

1.基礎法学
憲法、民法、刑法といった現行の法律を中心に学ぶ実定法学
と異なり、基礎法学は、法の歴史・思想や外国の法律を含めて、
よ
り広い視点から法の様々な側面を考察する学問です。現行の法
制度を学ぶうえで、
こうした視点からの広く深い理解は不可欠
で、
九大法学部では基礎法学教育を重視しています。
（主な授業科目）
法理学、日本法制史、西洋法制史、東洋法制史、法思想史、紛争
管理論、ローマ法、法社会学、法情報学、英米法、比較法、中国法
など

2.公法・社会法学
公法学・社会法学の課題は、国家と市民に焦点をあてた「社会
認識」を深めること、および「人権の尊重」や「公共性の実現」が

3.民刑事法学
交通事故、医療ミス、傷害・窃盗事件、不法侵入、名誉毀損、少
年犯罪…。隣人との紛争、商品や土地の購入、借金、会社の設立
…。
さらには離婚や遺産相続などなど。
このような私たちにとっ
て「身近な」
ことがらを法的に検討するのが民事法学や刑事法
学です。
（主な授業科目）
民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法、経済法、消費者法、
少年法、刑事政策など

4.国際関係法学
現代において、国際関係の舞台に登場する様々な問題は、私
たちの日常生活と密接につながっています。
イラク戦争や欧州
統合、
コメ輸入問題など、日々のニュースなどでもしばしば登場
する問題を、法的立場から分析し、学んでいくのが国際関係法学
です。
（主な授業科目〕
国際公法、国際経済法、国際私法、国際取引法、知的財産法など

5.政治学
私たちには、選挙をはじめ様々な場面で国や自冶体、あるい

法を通じていかにして可能かを探ることにあります。社会にお

は世界の進路について、市民として、あるいは政治家や公務員と

ける公正・平等の実現や、市民の主体的参画を可能とする法シ

してなど、多様な立場から「政策」の決定にかかわることが求め

ステムを構想することを学びます。

られています。政治学は、
これらの判断や活動の基盤をなすも

（主な授業科目）
憲法、行政法、租税法、行政学、労働法、社会保障法など

のの見方を学ぶものです。
（主な授業科目）
政治学、政治動態分析、政治学史、政治史、国際政治学、現代政
治論など

（参照）http://www.law.kyushu-u.ac.jp/

少人数ゼミナールの重視
九州大学法学部における教育手法の特色の一つに、大正13
年の創立時以来、少人数教育の場としてゼミナール活動を重視

１年次のゼミナール（コア・セミナー）も九州大学法学部に在
籍する４年間（大学院に進学する人はさらに２年間以上の期間）

してきたことが挙げられます。現在も各種のゼミナールを多数配

に及ぶ、法学・政治学の専門教育の履修プロセス上の基礎をな

置し、
ことに、
３年次・４年次の「法律演習」
「政治演習」は、必修科

すものとして位置づけられています。
このゼミナールヘの主体的

目として位置づけられ、法学部の教員が各自特色のあるゼミナ

な参画は、高校までの「学習」
とは違う、大学における「学問」の

ールを担当しています。ゼミナールという場における、教員と学

醍醐味を学生の皆さんが具体的に体感する契機となることでし

生、学生相互間の活発な討議・研究は、人間的な連繋を深め、
ま

ょう。
さらには、学生の皆さんと世代感覚のあまり変わらない教

さに主体的に学ぶことの意義を体得しうる絶好の機会といえま

員も担当する２年次のゼミナール（法政基礎演習Ⅱ）が開講され

す。加えて、ゼミナール単位でのスポーツ活動、休暇中の合宿、旅

ています。

行等も盛んに実施されています。
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施設案内

施設案内

ここでは、皆さんが九州大学法学部で学生生活を送ることになっ
学内施設や、法学部が誇る貴重な所蔵資料などについて紹介しま

講義室・演習室
現在、法学部の授業のために使用されている教室は、大小とりまぜて25室ですが、
このう
ち演習（少人数形式授業）用の教室が13室あります。法学部は伝統的に演習を重視し、毎年
３、
４年生を対象に30クラス以上もの演習を開講していますが、
こうしたことが可能なのも
これだけの演習室を確保しているからです。
また視聴覚設備等の質的な面でも、学生諸君の
授業面での多様なニーズに十分応えられる環境にあるといっていいでしょう。
大講義室

文系合同図書室
講義や演習のための学習を進めたい、あるいは自分が関心を持ったテーマについてもっ
と深めてみたい。そう思ったら、ぜひ文系合同図書室所蔵の図書資料を利用してください。
図書室には、なんと30万冊以上という全国有数規摸の法学・政治学関係専門の図書・雑誌
が収蔵されていて、学生諸君の利用を待っています。法学部生なら誰でもこれらの図書を閲
覧することができるばかりか、自分の探す図書を求めて、書庫の中に立ち入ることもできる
のです。学生諸君が必要とする専門書のほとんどはここで見つけることができるでしょう。
文系合同図書室

4

九州大学情報基盤研究開発センター
九州大学情報基盤研究開発センターには教育用計算機システムがあり、その利用資格は
すべての学生に入学と同時に与えられ、各キャンパスにある端末室で利用できます。全学共
通教育では情報処理科目が設けられており、基礎的な情報処理の学習は１年次の必修とな
っています。
また各キャンパスに情報サロンが設けられており、
ネットワークを通じて就職情
報などにアクセスすることができます。
情報基盤研究開発センター情報サロン

法 学 部 の お 宝
ここでは法学部の誇る貴重な図書資料のごく一部につ
いて紹介します。①国際法の父として有名なグロティウス
の著書『戦争と平和の法

De jure belli ac pacis』の初

版本（1625年刊）。言うまでもなく、世界中探してもたい
へん珍しく貴重なものです。②「明治文庫」。明治時代に出
版された法律関係図書のコレクションで、
１千冊近くもあ

①『戦争と平和の法

De jure belli ac pacis』
の初版本

ります。明治期の法律学や法学者について研究する上でも
非常に貴重なものです。③「法制史資料室」。江戸時代の古
文書を中心に前近代の法律関係資料が８千点近く収蔵さ
れています。古文書のほか、十手や高札などの遺物資料も
あり、江戸時代以前の法制に関心のある人にとっては見
逃せないものです。
これらの貴重資料は学生でも閲覧す
ることができます。

②明治文庫

③法制史資料室

た場合、日常的に利用することになる
しょう。

中央図書館
法学部生が主に利用する図書館としては、文
系合同図書室のほかにも、中央図書館があります。
中央図書館には文系合同図書室ほどの法学・政
冶学関係の蔵書はありませんが、学生の閲覧用
スペースが広いなどの点ではまさっています。

中央図書館

生協文系書籍部
図書館で借りて読むばかりでは何だかもの足りないという人には、
ここがお勧めです。店
構えはけっして広いとはいえませんが、
こと専門書や注目の新刊書に関しては、都心の大型
書店にも引けを取らないだけの品揃えです。
また、書籍コーナーのすぐ隣のスペースは学生
用のラウンジとなっていて、いつも学生の歓談の声が絶えません。
ここには学生用のコピー
機器も設置されています。
生協文系書籍部

5

生協文系食堂
法学部生はもちろん、文系学部生の大半が昼食時に利用する食堂です。何と言っても、近く
て便利で安いのが魅力。
メニューも結構豊富です。
ピーク時には混雑しますが、少し時間をずらせば、ゆったりと快
適な環境で食事を楽しめます。

生協文系食堂

法学部学生情報サロン
法学部生専用の情報サロンが開設されています
学生同士が交流する場所を提供するため、法学部生のための「学生情報サロン」が2005
年10月に完成しました。工学部建築科の学生の設計による斬新なデザインはひときわ目
を引きます。内部は、パソコン室と談話室をつなぎ、パソコン10台とプリンター1台、法学部
生に必要な基本図書・各種辞書類が約700冊のほか、新聞・法律雑誌・総合雑誌・英語雑誌
を常備し、先輩たちのゼミ論集も備えてあります。
パソコンでは豊富な法律データベースで判例・文献を調べ、基本図書を駆使してゼミの準

学生情報サロン

備などに活用できます。開設以来、連日法学部生で一杯です。
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入試のしくみ

入試のしくみ
一

般

選

平成21年度入試を例に説明します

抜

A

個別学力検査による選抜です。前期日程と後期日程があ
ります。

O

選

抜

大学入試センター試験を課さないアドミッション
オフィス方式（総合評価方式）による選抜です。
（2008年9月24日〜9月30日）

願書受付

（2008年10月1日〜10月14日）

大学入試センター試験の出願

（10月26日）

第1次選抜
（書類・論文）
論文試験（英文読解問題を含む）
と提出された調査書又
は調査書に代わる書類及び志望理由書の総合評価によ
り選抜を行います。

（12月6日）

第2次選抜
（面接）
第1次選抜合格者に対して口頭試問を行い、第1次選抜
の総合評価と合わせて選抜を行います。

（12月19日）

合格者発表

30名を予定しています。

（2009年1月17日・18日）

6

大学入試センター試験
注意!

6教科・7科目が必要です。

本学法学部においては、平成22年度入学者選抜
からAO選抜を廃止します。

（1月26日〜2月4日）

願書受付
※ 上記のほか、帰国子女のための入試もあります。入試のし
くみについて詳しくは、九州大学の「学生募集要項」
また
はホームページを御覧下さい。

（2月9日）

第1段階選抜発表
入学志願者が多数の場合には、センター試験の成
績に基づき、前期日程については募集人員の約4倍、
後期日程については約7倍までの選抜を行います。

（2月25日・26日）

前期日程入試
国語・数学・外国語の3
教科です。

（3月8日）

合格者発表
144名を予定しています。

（3月12日）

後期日程入試
英文読解問題を含む
小論文試験です。

（3月21日）

合格者発表
25名を予定しています。
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法科大学院案内

「九州大学法科大学院」の紹介
「人間に対する温かい眼差し」をもつ優れた法律家を育成するシステム
弁護士・裁判官・検察官になるために
現在、司法制度の抜本的な改革が、着実に行われつつありま
す。21世紀の日本を支える大きな司法制度を構築するために、

と政治に関する専門教育を行ってきました。
そのような実績を基礎に、九州大学法科大学院は、新たな社

弁護士、裁判官および検察官という法専門家（法曹）の質を高

会的な要請にも応えるために、西南日本では最も大きな規模

めつつ、その数を飛躍的に増加させることを目的とした国家的

の教育システムとしました。2004年４月の開校以後、毎年、

ブロジェクトが、
進行しているのです。

100人程度の法曹志願者を受け入れています。そして、現在まで

2004年（平成16年）
４月から、日本全国に、法科大学院とい

のところ、37名の修了生が検事・弁護士・司法修習生として次

う名の法曹養成のための大学院（日本版ロー・スクール）が創

のステージを歩みはじめています。九州大学法科大学院は、複

設されました。

雑かつ多様化・国際化した社会状況のなかで、正義と公正に対

法科大学院は、大学院のレベルに設置され、
２年間（法学既

する鋭い感受性をもち、社会事象に対する幅広い観察力を基礎

修者コース）ないし３年間（法学未修者コース）
で、法曹としての

とする創造的な紛争解決能力を備えた法律実務家を養成した

基礎的な能力を涵養することを目的とする教育機関です（修了

いと考えています。そこでは、日本全国における地域社会の

すれば「法務博士（専門職）」の学位が与えられます）。これは、

人々の間に根ざし、
しかも、他者に対する温かい眼差しで
「社会

現代の科挙とも言われる一発勝負の旧司法試験の弊害を除去

生活上の医師」
として活躍できる法律家だけでなく、語学力に

し、法科大学院における正規の法曹養成教育を通じて、法曹の

も優れ、グローバルな視点から世界的に活躍し、法と正義の伝

育成を目指す新たな計画です。

道者となり得る国際法曹を育成することをも視野に入れた教

日本全国で毎年養成されるべき法曹の具体的な数値目標と

育課程を用意しています。そして、
これらの目的を実現するため、

して、2010年には、原則として法科大学院の卒業生のみが受

学界・実務界の第一線で活躍している多数の教授・准教授を教

験できる新司法試験の合格者数を年間3000人（10年前の約

員として配置しています。

６倍）に増加させることが決定されました。それとともに、従来

九州大学法学部に入学された皆さんは、法科大学院への進

の旧司法試験は、その合格者数を徐々に減少させることが予定

学をぜひ考えてみてください。九州大学法学部では、将来の法

されています。そして、結果として、2018年頃までには、実働法

曹を目指す学生のニーズに的確に応えることができるような

曹人口を５万人規模（現在の２倍以上の規模）にまで急速に拡

幅広い法と政治の基礎教育の場を用意しています。社会が複雑

大することが計画されています。

化し、かつ価値観が多様化した現代社会では、社会の様々な局

九州大学法学部は、
これまで数多くの法曹を社会に送り出し

面で、法専門家の役割がますます重要になっています。九州大

てきました。
また、九州大学の大学院教育にも定評があり、長き

学法科大学院は、正義と公正に対する感受性が強く、
しかも、公

にわたり、西南日本で唯一法学政治学系の博士課程をもった国

的な利益の保護や他者のために献身的に取り組むことができ

立大学として、多数の法学研究者（大学教員等）を養成し、日本

る意欲ある学生諸君の挑戦を待ち望んでいます。

全国の国公私立大学に送り込んできました。
しかも、弁護士の

（2008年6月記）

職を得た人たちに対しても、大学院修士課程で、
より高度の法
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九大でともに
学び考えよう
九州大学法学部は、学界の第一線で活躍する数多くの優れたスタ
ッフを擁しています。法と政治に関する諸問題について、学問に対
する高い志をもった学生諸君とともに議論し考察を深める機会を
もつことができればと思います。

1.専攻

阿部

2.おすすめの本

道明

ABE
MICHIAKI

1. 国際取引法
2. 加藤正夫『談合しましたー談合王
国ニッポンの裏側』
（彩図社）
3. 大学は何事にもチャレンジできる
ところです。皆さん流のチャレンジ
を待っています。

3.高校生へのメッセージ

赤松

秀岳

AKAMATSU
HIDETAKE

1. 民法・ドイツ民法の歴史
2. 大久保泰甫『日本近代法の父 ボワソ
ナアド』
（岩波新書、
１９７７年）
3. 法律は、無味乾燥な暗記だけの学問で
はありません。法律を文化と歴史の中
で眺めてみると、
こんなに面白い学問
はありません。

眞一

AGO
SHIN-ICHI

1. 国際経済法
2. フアン・ラモン・ヒメネス『プラテ
ーロと私』
3. 正直であれ

IGIMI五十君（安武）麻里子 YASUTAKE

石田

1. ローマ法
2. 冨谷至『韓非子：不信と打算の現実主
義』
（中公新書2003年）
（中
3. 冨谷至『韓非子：不信と打算の現実主義』
公新書2003年）を読み、BC３世紀中国の
「法」イメージは過去のものか、近代日本が
選択したヨーロッパ法は社会にあったもの
だったか、などと思いを巡らしてみて下さい。

1. 国際政治学（ナショナリズム論・沖
縄研究）
3. 温暖化、高齢化、不況……。明るい
展望などない時代を切り拓くのは、
根元的にものを考える若い知性だ
け！

1. 政治学
2. 雨宮処凛
『生きさせろ！』
3. 大学に入る前に世界史と日本史
とアルバイトをやってください。

井上

上田

植田

MARIKO

正治

吾郷

ISHIDA
MASAHARU

出水

薫

IZUMI
KAORU
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五十川直行

ISOGAWA
NAOYUKI

1. 民法
2. 穂積陳重『法窓夜話』
3. Today is the ﬁrst day of the
rest of your life.

内田

博文

UCHIDA
HIROFUMI

1. 刑法
2. 亀井静香・死刑廃止を推進する議
員連盟会長『死刑廃止論』
（２００2
年・花伝社）800円
3. 死刑問題を考える上での必読書。
目から鱗が落ちることは必定。

宜裕

INOUE
TAKAHIRO

1. 刑法
2. 三島由紀夫『仮面の告白』
3. 人の意見に流されず自分でよく考
える。結構楽しいものです。

江口

厚仁

EGUCHI
ATSUHITO

1. 法社会学
2. いしいひさいち『現代思想の遭難
者たち』
（講談社・2002年）
3. 本書に限らず、いしい作品を読ん
でどこまで笑えるかが、あなたの
知的基礎体力測定のバロメーター
になります。

竹志

UEDA
TAKESHI

1. 民事訴訟法
2. カート・ヴォネガット
『母なる夜』
3. 共に学びましょう。

遠藤

歩

ENDO
AYUMU

1. 比較法
2. 秋 山 賢 三『 裁 判 官 は な ぜ 誤 るの
か』
（岩波新書、
２００２年）
3. 疑い得ないものは何もありません。
自分の頭で良く考え、疑問を持ち
ながら本を読んでください。

信廣

UEDA
NOBUHIRO

1. 日本法制史
2. 小熊英二『<民主>と<愛国>』
（新
曜社、2002年）
3.「学びて思わざればすなわちくら
し。思いて学ばざればすなわち危
うし。」
（『論語』
）

大賀

哲

OGA
TORU

1. 国際政治学
2. 三木清『語られざる哲学』
3.「他人によって傷つけられるもの
は、自分のエゴイズムだけである」
（谷川徹三）

大河原伸夫

OKAWARA
NOBUO

岡﨑

晴輝

OKAZAKI
SEIKI

笠木

映里

KASAGI
ERI

笠原

武朗

KASAHARA
TAKEAKI

1. 比較政治学
2. マッキー『倫理学』
3. 社会や政治は複雑で分かりにくい
ところがありますが、それだけに本
をたくさん読み、
まわりの人と議論
し、自分の考えを深めて下さい。

1. 政治理論
2. 渡部昇一『知的生活の方法』
（講談
社現代新書）
3.「学んだことの証しは、ただ一つで、
何かがかわることである」
（ 林竹
二）

1. 社会保障法
2. 須 賀 敦 子『コ ルシア 書 店 の 仲 間
達』
（文春文庫）
3. 自分を信じて、大きな夢を追いか
けましょう！

1. 商法
2. サイモン・シン（青木薫・訳）
『フェ
ルマーの最終定理』
（新潮社）
3. お待ちしております。

木佐

木村

熊野

小池

茂男

KISA
SHIGEO

1. 行政法、司法制度
3. 受験勉強のしすぎなのか、学校や
親族が甘やかしているのか、同世
代の外国の学生に比べて一般に
幼い感じがします。ほんとうの勉
強・学習のための基礎知識の充実
を望みます。

俊道

KIMURA
TOSHIMICHI

1. 政治学史
2. 坂口安吾『堕落論』
3.「本物」を目指してください。

直樹

KUMANO
NAOKI

1. 政治史
2. 鶴見良行『バナナと日本人』
（岩波
新書）
3. 今の感性、正義感、そして疑問を忘
れず、大事にしてください。

泰

KOIKE
YASUSHI

1. 民法
2. 二木雄策「交通死」
（岩波新書）
3. 教育は未来への投資です。元本保
証はありません。
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河野

俊行

KONO
TOSHIYUKI

1. 国際私法
2. ミラン・クンデラ『存在の耐えられ
ない軽さ』
3. 日本を外から眺めてみよう。

嶋田

暁文

SHIMADA
AKIFUMI

1. 行政学
2. 岡本全勝『新 地方自治入門』時
事通信社、2003年
3.「深海に生きる魚族のように、自ら
が燃えなければ何処にも光はない」
（明石海人、歌集『白描』序文より）

小島

立

KOJIMA
RYU

1. 知的財産法
2. 米原万里『不実な美女か貞淑な醜
女か』
（新潮文庫）
3. 物事を批判的に観察し，その本質
を見抜く
「眼力」を，大学生活の中
で身につけて下さい

清水

円香

SHIMIZU
MADOKA

1. 商法
2. Paul Rusesabagina, An
Ordinary Man
3. 関心をもったことにはどんどん
挑戦してください！

酒匂

一郎

SAKO
ICHIRO

隆一

克彦

SHICHINOHE
KATSUHIKO

1. 民法
2. 高 校 生 に おすすめ の 恋 愛 映 画：
「時をかける少女」
（アニメ版），
「恋
空」，
「僕の彼女はサイボーグ」
3. 美しい絵を見て美しい音楽を聴い
て美しい心の友達をたくさん作っ
てください。

1. 法哲学・法思想史
2. カミュ
『ペスト』
3. 脚下照顧

庄司

七戸

SHOJI
RYUICHI

1. 国際法
2. 岩波現代短歌辞典
3. 自分の売り
（ﾁｬｰﾐ）をみつけてく
ださい。優しさ、真面目さ、体育
会的明るさ、積極性、お宅的の
めりこみ・・・。

関口

正司

SEKIGUCHI
MSASHI

1. 政治学史・政治哲学
3. 就職のためだけではなく、人間
として長い人生を全うしていく
のに必要な学識と力を身につ
けよう。
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武内

謙治

TAKEUCHI
KENJI

田中

孝男

TANAKA
TAKAO

田中

教雄

TANAKA
NORIO

田淵

浩二

TABUCHI
KOJI

1. 刑事政策、少年法
2. 最首悟『星子が居る』
（ 世織書房・
1998年）
3.「井の中の蛙大海を知らず、されど
天の高さを知る」。九州（大学）で/
にしかできないことを、一緒に学
びましょう！

1. 行政法
2. 松下圭一『市民自治の憲法理
論』
（岩波新書）
3. 大学では、できる限り勉強して
ほしいと思います。

1. 民法
2. 鈴木孝夫『日本語と外国語』岩波
書店
3. 新しいことを知ること，解らない
ことが解ることが面白いと感じら
れるようになっていただきたいと
思います。

1. 刑事訴訟法
2. ドストエフスキー『罪と罰』
3. 頭でっかちにならず、小説読ん
で感性豊かな大人になってくだ
さい。

崔

チャスラヴ・ペイヨヴィッチ

鶴田

土井

鍾植

CHOI
JONG SIK

CASLAV
PEJOVIC

1. 刑事政策、少年法
2. 澤登俊雄、
『少年法』、中公新書
3. 思いやりを持って「人にしても
らいたいと思うことを、人にも
しなさい」。

1. Maritime Law
『ファウスト』、
ドストエフ
2. ゲーテ
スキー『罪と罰』法律を勉強す
る人に役立つ本です。
3. 自分のことを信じて！

豊崎

直江

滋

TSURUTA
SHIGERU

1. 民事訴訟法
2. 青木人志「『大岡裁き』の法意識
西洋法と日本人」
（光文社新書）
3. 九大の自由な雰囲気のなかで、自
分で問題を発見し考える楽しさを
知ってほしいと思います。

政和

DOI
MASAKAZU

1. 刑事政策
（ポプラ社）
2. 山本譲司『獄窓記』
3. 格差と排除が広がって行く社会の
中でいかにして社会的包摂と共生
を実現していくか、犯罪や非行の
問題から考えてみよう。
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七絵

TOYOSAKI
NANAE

眞一

NAOE
SHINICHI

1. 刑事訴訟法
『知識人
2. エドワード・W・サイード
とは何か』
（ 平凡社ライブラリ
ー）
3. 社会でおきるさまざまな問題を、
横断的かつ批判的にとらえる力を!

1. 西洋法制史
2. サン＝テグジュペリ著『人間の土地』
3. 「古くからの友人をなおざりにするな。
彼は、新しい友人に、はるかにまさる。
新しい友は、新しいブドウ酒。古くなる
ほど、味わい深く飲めるのだ」
（『シラ
書』）

野田

八谷まち子

進

NODA
SUSUMU

1. 労働法
2. Ｆ．
マコート著『アンジェラの灰』
（岩波文庫）
3. 大学では、時間をかけて真剣に、
「自分探し」をやってね。

HACHIYA
MACHIKO

1. 国際政治、EU研究
2. 江國香織『思いわずらうことな
く愉しく生きよ』光文社文庫
3. 世界を手元に引き寄せましょ
う！

西

英昭

NISHI
HIDEAKI

1. 中国法、東洋法制史
2. 渡辺浩『近世日本社会と宋学』
（東京大学出版会・1985年）
3. 我々とは全く異なる社会について
考え、翻って我々の社会を捉えな
おすことの重要性を共に考えまし
ょう。

原

恵美

HARA
MEGUMI

1. 民法
2. マルグリット・ユルスナール『ハ
ドリアヌス帝の回想』
（2001年、
白水社）
3. 知的冒険の楽しさを是非知っ
てください。

西山

芳喜

NISHIYAMA
YOSHIKI

1. 商法
2. 福沢諭吉著『新訂福翁自伝』
（岩波書店）
3. 幅広く勉強して下さい。法学、政
治学、経済学、経営学、社会学、
国際関係論etc.

原田

大樹

HARADA
HIROKI

1. 行政法
2. 浅羽通明
『大学で何を学ぶか』
3. 大学時代の4年間は，自分の世
界を大きく広げるチャンスです。
豊かな好奇心を携えて，九州大
学法学部の門を叩いてください。

韓

相熙

HAN
SANG HEE

1. 国際関係法
2. アントワーヌ・ド・サン＝テグジ
ュペリの『星の王子様』
3. これからの自分の人生にとっ
て真の「幸せ」とはなにかを真
剣に考えてみてください。

南野

森

MINAMINO
SHIGERU

1. 憲法
2. 樋口陽一『比較のなかの日本国
憲法』
（岩波新書）
3. 大学は出会いの場。人と出会い、
知と出会い、素敵な人生の出発
点にしてください。

堀野

出

HORINO
IZURU

1. 民事訴訟法
2. とくにありません、なんでもど
うぞ。
3. 時間はたっぷりあります、無駄
になることを恐れずに学問に
取り組んでください。

村上

裕章

MURAKAMI
HIROAKI

1. 行政法
2. 北尾トロ『裁判長！ここは懲役４
年でどうすか』
（文春文庫）
3. 学ぶことの面白さを大学で再
発見してください。

マーク・フェニック

MARK
DALTON
FENWICK

松生

MURANISHI
RYOTA

安西

1. Criminology
2. M i c h a e l O n d j a a t e , T h e
English Patient.
3. The important thing is not to
stop questioning.

村西

良太

1. 憲法
2. 福田恆存『私の幸福論』
（ちくま
文庫）
3. できるだけ気持ちにゆとりをも
って、幅広く勉強してください！

光正

MATSUO
MITSUMASA

1. 刑法
2. ウィトゲンシュタイン『哲学探究』
3. 迷ったときは古典に親しみまし
ょう。必ず何か得るところがあ
ります。

文雄

YASUNISHI
FUMIO

1. 憲法
2. 宮尾登美子『宮尾本 平家物語』
3. 学芸に遊ぶ心をもつ人であって
ほしいと願っています。
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柳原

正治

YANAGIHARA
MASAHARU

1. 国際法
3. 海外留学のチャンスに恵まれ
ている九州大学を目指してくだ
さい。

薮野

祐三

YABUNO
YUZO

1. 政治学
2. 日本国憲法（案外、誰も読んで
いないのですよね）
3. 音楽だけ、学が楽ですね、数学
が数楽になるといいですね。

山下

昇

YAMASHITA
NOBORU

1. 労働法
2. 読売新聞社会部編『ドキュメント裁
判官』
（中公新書、2002年）
3. 法律学は社会の病気を治す学問
です。社会のことに関心を持ち、社
会のことを知ってください。新聞を
読みましょう。

李

弘杓

LEE
HONG PYO

1. 東アジア国際関係
2. 小原雅博『東アジア共同体』
（日
本経済新聞社、2005年）
3. 少年よ、大志を抱け！

香山

高広

KAYAMA
TAKAHIRO

1. 民法
2. 大佛次郎『猫のいる日々』
3. 入試、がんばってください。

レビン小林久子 KOBAYASHI-LEVIN
HISAKO

渡辺

1. 紛争管理論
2. エーリッヒ・フロム『自由からの
逃走』
3. 大学で大人になる楽しさを経
験してください。

1. 租税法
2. 落合博実『徴税権力』
（ 文藝春
秋・2006年）
3. 大学時代の友人は、その後の人
生をとても豊かにしてくれます。

徹也

WATANABE
TETSUYA

渡邉

康行

WATANABE
YASUYUKI

1. 憲法
2. 船橋洋一『日本孤立』
（岩波書店、
2007年）
3. 九大キャンパスでお待ちしてい
ます。
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ゼミ紹介

ゼミとは
ゼミ
（ゼミナール）
とは、比較的少人数の学生が、担当の教員の指導のもと、学生それぞれが主体となって関心のある専門分野について
研究する学習スタイルです。
それぞれのゼミに独自の個性があり、学習方法にも多少の違いはありますが、学生が個人やグループでテーマを決め、調査し、自分の
考えをまとめて発表する形式が主体で、
プレゼンテーション能力を養うことができることが、大人数の授業とは異なるゼミの魅力です。
また、普段はなかなか意見を交わす機会がない教授や先輩や後輩との議論、そして、学校を離れたところでの交友も大きな楽しみです。
以下では、そんなゼミの一つについてご紹介します。

知的財産法
小島ゼミ
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2008年度の小島ゼミでは、知的財産
法に関係する裁判例に基づいて4グル
ープが順番に調査・発表し、それについ
て全員で議論するという形をとってい
ます。発表者はもちろんのこと、それ以
外の人も事件に関する論文を大量に読
まなければいけないので大変です。
しか
しこうした活動を通して、論理的思考力
だけでなく、論文や資料の集め方、
レジ
ュメの書き方、
プレゼンテーションのやり方等を学ぶことができます。
課外活動では飲み会やゼミ合宿などがあります。飲み会に意外なゲストが登場したり、他ゼミとの合同合宿を行ったりと、ゼミの枠を
超えてどんどん友達の輪が広がっていくゼミです！

ゼミの流れ
16:40

ゼミ開始

本日のお題は「コカコーラ立体商標事件」。2008年5月に判決が出た、
とても話題になった事件です。
レジュメが配られて、
ゼミ開始。
4年生１人と3年生2人で調べたり話し合ったりしたことを30〜40分かけて発表します。
※コカコーラについては、
「Coca-Cola」の文字なども商標（平面商標）
として機能しており、それに加えて
容器（瓶）の形状それ自体の商標登録を認める必要があるのかどうか，認めるとしたらどのような基準に
基づくべきなのか，
ということが問題となります。容器の形状については、意匠法や不正競争防止法など、
他の知的財産法の保護が及ぶ可能性もあり、それに加えて、更新によって半永久的な保護が可能となる
商標法による保護が本当に必要なのかどうかも問題とされなければなりません。立体商標の問題は、
こ
のように知的財産法全体への目配りを必要とする難しい議論なのです。

17:10 質疑応答、
議論
語句など、基本的なことは質疑応答で解決。
その後、発表者が出した論点を中心に議
論は進みます。

他のゼ
覗いて ミも
みよう
!!

出水ゼミ
課外活動
ゼミ後に何回かおこなわれるコンパや、他ゼミとの合同合宿、ゼミ旅行な
どなど、ゼミ以外でもさまざまなレク企画があります。
小島ゼミのコンパは「グルメ主義」。学生ではなかなか行けないような
ちょっと高めのとてもおいしいお店にみんなで行って楽しく食事をします。
ゼミ旅行は日本国内の世界遺産めぐり。
この写真は広島に行ったときに撮っ
たものです。
このような課外活動では、学生同士、そして先生と話して仲を深めるいい
機会になります。ゼミ、講義、将来、趣味、サークルなどなど、いろんな話で盛
り上がりますよ！

あなたが田を耕し、種を蒔きます。種が育ち、やがて
実が生ります。あなたはその実を収穫し、所有できます
が、……はて、それは何故？
わかりやすく言い換えましょう。①「私が働く」、②「私
がその生産物を得る」。①も②もありふれた事態です
が、
では、①から②はどのような論理で導かれるでしょ
うか？
答え
「導かれません」。
上のようなジョン・ロック以来の「俺の働きの成果は
俺のものだ！」
という「論理」が、実はただの「思い込み」
に過ぎませんでした、
という身も蓋もない指摘から本
年度の出水ゼミは始まりました。
政党、税金、戦争、国境、あるいはイデオロギー、自由
主義、権力。
「政治学」
とあなたが聞いたとき、浮かんだ
のはこのような語群ではありませんか？ しかし政治
学とは、そのような堅苦しい専門用語のみで語られる
ものではありません。
出水ゼミでは、グローバリゼーション、労働、ネオリ
ベラリズム、家族といった様々なテーマの本をテキス
トとして扱っていますが、そこに通底するのは、
「私たち
はどのような世界に生きているのか？」
という問いで
す。多くの著作を読み、ゼミの仲間と議論しながら、私
たちを取り巻くこの現代社会をどのように理解できる
のかを学び、
また自らで考えること。いわばその「世界
の見方が変わる経験」
こそ、
このゼミで得られる一番の
面白さでしょう。
ゼミは週に一度ですが、定刻では終わらず飲み会に
までもつれ込むのが恒例。月に一度の弁護士の方々と
合同で行うゼミや、毎年恒例の五大学合同ゼミなど、心
躍るイベントも満載です。

18:10 終了予定時刻
毎度、この時間を越えても議
論が盛り上がり、終わる気配は
ありません。
「先生が発言しないゼミが一
番いいゼミ」とおっしゃる先生
をも巻き込んで議論が展開して
いきます。
「コカコーラはたまに無性に飲
みたくなる」など話が脱線したま
ま盛り上がることも（笑）。

19:00 ゼミ終了
問題となっている商標法の規
定だけでなく、意匠法や不正競
争防止法などさまざまな知財法
規が絡んで難しい事件でしたが、
ようやく終了！
みなさん、お疲れ様でした！

KYUSHU UNIVERSITY 2009
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講義紹介

大学での勉強ってどんなもの??
〜大学での勉強と先生からのアドバイス。

刑

法

井上

宜裕

先生

刑法は身近なようで身近でない、身近でな
いようで身近な法律だと思います。
ドラマや
映画一つ見ても、必ずといって良いほど刑法
に関わる話が出てきますが、多くの方が、直接
自分が関わることは基本的にないと思いな
がら暮らしているでしょう。
しかし、刑法上の問題はいつ自分に降
りかかってくるかわかりません。例えば、思いもよらず誰かに襲わ
れて正当防衛しなければならないことがあるかもしれませんし、町

を歩いていていきなり警察官に職務質問をうけるということもあ
り得るのです。
ちなみに私が刑法に興味を持つようになったのは、学部の講義
で「緊急避難」について学んだときからです。緊急避難というのは

正当防衛と似て非なる概念なのですが、例えば、正当防衛は襲い

かかってきたその人に対し反撃する場合で、緊急避難は襲われそ
うになったので逃げようとしてたまたま隣りにいた人を突き飛ば
す場合をいいます（精確な定義についてはぜひ講義を聴いてくだ
さい）。つまり、正当防衛は不正な侵害に対する反撃であり、緊急避
難は無関係な第三者に対する危難の転嫁です。正当防衛が適法な
のは分かるのですが、判例・通説は、緊急避難も適法だとしていま
す。私は、この点に、どうしても納得がいかなかったんです。
なぜ何
も悪いことをしていない人を突き飛ばす行為が適法なのか、突き
飛ばされた人の権利保障はどこへいってしまったのか。
これは、今
でも私の研究課題であります。
刑法を学ぶと日常生活との意外な接点が見えてきます。ぜひ一
度刑法を学んでほしいですね。無銭飲食から臓器移植までさまざ
まな問題の刑法上の取り扱いについても知ることが出来ますよ。

「刑法はここがお勧め！井上先生ってこんな先生」

学生の声
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民

● 特に刑法は論理的な学問なので、論理的思考能力が身につきます。
● ゆっくり喋っているように聞こえるけど、理解したりノートをとったりするには早すぎず遅すぎず丁度いい☆
● 講義中は真剣な顔ですが、実は笑顔がとっても可愛く、質問にも丁寧に答えて下さいます。

法

田中

教雄

先生

民法とは法律学の中でも身近な学問分野
です。知らない内に、私たちは日常生活の中
で民法に触れています。
たとえば、コンビニに
行って買い物をしたとき、ビデオを借りたと
き、物をあげたり、もらったりしたとき等々、例
を挙げればキリが無いでしょう。
このように、最もイメージしやす
いという意味では、法律学分野の中でも、
とっつきやすい学問分野
であるといえると思います。
高校では、教科書の内容を覚えてそれを試験で吐きだすことが
勉強の中心になりがちであるとは思います。
しかし、大学における
勉強はそうではありません。
最も大きな違いとしては、試験を受けるに際して、特に法学部で
は「これを覚えておけばいい」
「これが正解だ」
という万能解は無い
ということが挙げられます。時間の経過にともなって社会状況など
が変化し、それに対応するために法律が変化するのはご承知の通り
です。教科書で覚えたことはどんどん古くなっていくことになります。

それゆえ、教科書の内容を覚えているだけでは、将来、現実のト
ラブルには対処することはできません。そのトラブルに対処するた
めには、外国ではどのように対処しているのかを調べたり、そのト
ラブルに関してもっと深く掘り下げて調べたり、その歴史に関して
調べたり、逆に最新の情報を入手してみたりと、教科書を読む以外
でさまざまなことをおこなう必要が出てきます。教科書を読むだけ
でなく、自分で主体的に調べていくことが大切になるのです。
大学の法学部では、このような問題へのアプローチを学びます。
この際には、分からないことが分かるようになることが面白いと
考え、積極的に学んでほしいと思います。
九州大学は他の大学に比べて講義にしても試験にしてもまじめ
に学ぶ学生さんが多く集まっています。高い意欲を持って望めば、
多くの知識・経験を得ることができるでしょう。高校生の皆さんに
は、是非、どんどん自分から調べる、学ぶ姿勢を持って頂きたいと
思います。九州大学という環境を存分に活かし、皆さんの可能性を
さらに伸ばして下さい。

「田中先生ってこんな先生」

学生の声

● ゼミでの先生は、
厳しくも、
また優しくもあります！
● つかみどころがありません（笑）
● お酒はあまり飲まれませんが、飲み会と、
うどんがお好きなようです。

大学で行われる授業は「講義」
といい、先生の話す内容をノートにとっていくという形式が多いようです。でも、講義とその勉強方法は担
当する先生によって様々。講義内容を詳細なレジュメ
（プリント）にして配布してくださる方もいれば、話すのみという方もいます。勉強方法
も科目によって様々。講義で扱った内容を中心に勉強すればよい科目から、講義プラスαが必要な難解なものまで……。それらは全て
「教
員の学問に対するスタンス」
が反映されてのことなのです！！
大学の勉強は、学ぶ箇所も自分で見つけることが不可欠です。その指針として講義が位置づけられます。講義の内容を覚えるのではなく、
それを参考に自分で学ぶのです。
ここでは、先生に担当科目の面白さ、勉強の方法のアドバイスなどをインタビューし、学生の視点からまとめてみました。現役の学生でも
先生と話す機会はあまりありません。先生のお話を聞けるあなたはラッキーかも??

社会保障法

笠木

映里

先生

私は社会保障法という講義を担当していま
す。
「社会保障法」
と言われても、すぐにはピン
とこないかもしれませんね。
しかし、社会保障は医療や保険、介護、健康
など、普段意識していなくても、あらゆる人の
生活に関わる大切なテーマです。最近こういった制度をめぐる問
題をニュースでもよく見かけますよね？そうした報道からもおわ
かりのように、社会保障制度は、その時々の状況に応じ、修正・変
容を迫られます。
このような制度を扱う社会保障法学は、法律学と
して
「美しい学問」
ではないかもしれません。
しかし、社会に今、現
実に存在する問題を出発点として、そうした問題と真剣に取り組
むことができる点で、大きなやりがいを感じています。
また、行政
法、労働法、租税法、財政法、地方自治など多くの分野と関わる応
用法科目であり、その意味で学問として広がりのある領域です。
日々、知的好奇心を刺激され、楽しく研究をしています。
こういったテーマを研究しているからこそ思うのですが、皆さん
が大学で講義を受ける際にも、それぞれの分野を別個にではなく、

もっと広い視野をもって考えてみてください。現実の問題は、皆さ
んが大学で勉強されるそれぞれの分野の範囲内で起こっている
わけではなく、
もっと広がりのあるものです。
また、大学での勉強で
は、何かの知識を学ぶことよりも頭の使い方、具体的には、課題を
分析し、一体何が問題なのかを明確にした上で、論理的に思考す
る力をつけることが重要です。そういう意味では、社会保障法のよ
うな応用法科目は、良い思考訓練の素材になるかもしれません。
様々な問題を、法的に切り分け、分析し、理解する力を付けていた
だきたいと思います。
大学に入ってからは、高校の頃と比べて自由な時間がとても多
いです。最初は難しいかもしれませんが、自分なりの上手な時間の
使い方を身につけることが重要でしょう。
みなさんの可能性は無限大なのですから、
「これはできない」
な
どとあらかじめ限界を作るようなことはしないで下さい。自分を
信じることです。一方で、自分の目標と比較して今の自分に足りな
いものは何なのかを、そのつど冷静に見極めていく事も大切です。
何の根拠もない（かもしれない）自信とクールな謙虚さを持ち続け
ること、これは私自身の課題でもあります。九大で、一緒に勉強して
互いに成長していければよいですね！

「笠木先生ってこんな先生」

学生の声

● 先生ご自身も勉強熱心で、
私達のよいお手本です。
● 柔らかな物腰と氷の微笑が魅力的です。
● 見かけによらず
（？）
お酒に強いです。

憲

法

南野

森

先生

我々の暮らしている「国家」というものは目
に見えない、とても抽象的なものです。その国
家が頭の中のいわば約束事として我々に受け
入れられているのは、憲法があるからです。
憲法なしでは国家は成り立ちません。憲法
は政治や人権など大切なことを扱っているんです。あらゆる命令
や規範の最終根拠なんです。民法はお金の話、とか男女の話です
が、憲法はそれの上をいくんですよ
（笑）。
一見難しいようですが、内容は高校で習ったものが多く、とても
身近で入りやすい科目ですよ。特に統治機構論では高校の公民で
出てきた内閣や国会の制度や、歴史で習った人物がよく出てきま
す。政治、歴史、経済など幅広い科目が関連していて、関心も持ちや
すいでしょう。
ただ、逆に、深く学ぼうとすると幅広すぎてなかなか

大成しないという難しい面もありますね。
「入るは易し、出るは難
し」
が憲法の特色かもしれません。
最近、憲法改正が頻繁に議論されているようですね。高校生の
みなさんは将来その有権者になる可能性が十分にあります。その
ときのために大学では十分勉強しておいてほしいですね。
私の講義では板書はほとんど行わず、プリントも配布しません。
私が講義中にしゃべった内容から、大切なことを選び取ってノート
を作ってほしいと思います。高校では先生が授業の内容を板書し
てくれていたと思います。
しかし、大学では人が話している内容の、
大事な箇所を聞き取る能力を身に付けてほしいです。法学部を出
て、必ずしも全員が法律関係の職に就くとは限らないでしょうが、
人の話を聞き、考えることを通して、
「頭をよく」することは絶対に
必要なことです。高校生のみなさん、受験勉強頑張って下さい。春
にお会いしましょう。

「憲法はここが面白い！南野先生ってこんな先生」

学生の声

● 普段のはじけた（？）様子からは想像できないほど、講義は真剣そのものです。
● 憲法のいろいろな学説を知ることで、普段の生活のものの考え方が広がります！
● 授業中、
さらっと面白発言をするのが面白いです。
かなりイメージと違います。

KYUSHU UNIVERSITY 2009
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講義紹介

日本法制史

植田

信廣

先生

高校生のみなさん、受験勉強頑張っていま
すか？私の担当している日本法制史は、鎌倉
時代や江戸時代の日本の法律を学ぶ科目で
す。
「御成敗式目」や「公事方御定書」
「律令」な
ど、高校の日本史の授業で出てきた法律の内
容を深く扱います。
法律は、社会の現状に応じて様々に変化して来ました。その時期
になぜその法律が必要になったのか考えていくと、昔の時代背
景、社会のルーツが見えてきます。
なじみの深い民法、刑法などの
実定法も、昔の法律をルーツとしているんです。昔の日本と今の日
本を対比させると、私たちが生きている現代社会を相対化させて
みていくことができますよ。
どうしてこの法律はなかなか日本には
なじまないのか、
この法律はなじんでいるのか、昔の伝統的な考え
方の影響が大きいんです。

私は学生時代、鎌倉時代に興味を持ちました。当時は現在と違
って、下克上的な世の中で、法律もあまり機能していない社会だっ
たんです。今の日本からは到底考えられませんが、日本にもそのよ
うな時代があったんですよ。昔は法律に対する考え方も今と大き
く違っていました。御成敗式目も５１条しかありませんから、法典で
補えない部分は新たに法律を作成して対応していたんです。事後
法制定が禁止されている現代とは対照的ですね。
講義で取り扱う法律は、律令国家から江戸、明治の法律など、な
じみのあるものが多いです。高校では用語しか知ることができな
かった法律の中身を深く学べるところに面白さがあります。それに
よって、日本の社会の見方も変わってくると思いますよ。法律の歴
史を知ることで、今の法律の仕組みも見えてきます。
講義の際には質問を受ける時間を設けています。疑問を持つこ
とを大切にし、積極的に学び質問してください。一緒に学び、とも
に成長していきましょう。
お待ちしています。

「日本法制史はここがお勧め！植田先生ってこんな先生」

学生の声

●
●
●
●

先生はすごく温厚な方。
今の日本と昔の日本の価値観の違いがわかります！
馬と芝居が大好き！
日本史好きにはたまりません！！
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政治史

熊野

直樹

先生

私の講義では、ドイツファシズムの台頭に
関する最新の研究成果を反映させながら、先
の２つの大戦と当時の国際情勢について学
びます。いわゆる政治史という政治学の一分
野に属します。
なぜ法学部に入って政治学を学ぶのか、という疑問を持つ人は
法学部生の中でも少なくはないでしょう。
この疑問に対する答え
の一つは、
「権力は法に優先する」
という言葉に示されます。具体的
には、ドイツファシズムについて言えば、ナチスの不法国家は権力
に迎合したドイツ司法によって支えられていたという史実に表れ
ます。簡潔に言えば、法と政治は密接な関係を持ち、切り離すこと
ができない、
ということになるでしょう。
大学は教育も行いますが、研究機関でもあります。高校とは異な
り、そこでは教員と学生の研究上の相互補完関係が存在します。教
員は基本的な知識とともに、最新の研究成果を学生に与えるでしょ
う。一方で、教員は学生の意見や批判を真摯に受け止め、分かりや

大学では、
「研究者が学生を育てるとともに、学生が研究者を育て
る」
という作業が行われるのです。
では、このような大学の環境を存分に活かすためには何が必要
とされるのでしょうか。何でもいいので、あなたが熱中できるもの
を１つでも見つけてください。
「無用の用」という言葉もあります。
時には挫折・失敗も必要です。それらを通して積極性、知的好奇心、
関心を養いましょう。
出会いによって人は変わります。教員の研究室のドアの鍵はい
つでも開けられていますが、触れ合いが生まれるかどうかはあな
たがドアをノックするかどうかにかかっています。先輩や数多くの
仲間たちについても同じです。研究室を持ってはいなくとも、彼ら
と触れ合うには彼らの心のドアをノックする必要があるでしょう。
もちろん、未知の部屋へのドアをノックするには勇気が必要で
しょう。
しかし、研究機関としての大学を、数多くの仲間たちとの触
れ合いの場である大学を活かすには、その勇気が必要なのです。
あなたが勇気を振り絞ったとき、大学という環境はあなたが求め
るものをきっと与えてくれることでしょう。

すい講義、読みやすい書物の作成に取り組み、発展させるのです。
「政治史はここがお勧め！熊野先生ってこんな先生」

学生の声

● ゆっくりと、非常に深い議論をすることができます。
● 歴史を学ぶということは、頭の中にある世界に秩序をもたらす、私的政治活動である。
● 熊野ゼミでは、歴史があなたを改造する！
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Q&A

九大法学部ってどんなところ？
高校生の皆さんの疑問に現役法学部生がお答えします！

Q.

なぜ九大法学部を選んだのですか？

Q.

A.自分の学びたいことをと

大学生活を送れそう！」
と実感したことも大きかったで

ことん学べると思ったから

すね。

です。有名な教授も多いです

A.地元の九州で学びたかったからです。講義のレベル

し、高いレベルでの学習が

は全国屈指だと思いますよ。法学部なら卒業後の進路

できると思いました。あとは、

も幅広いです。九州で大学生活を送って、卒業後に日本

オープンキャンパスに来て、

全国、世界各国で活躍している先輩もたくさんいると

実際の大学の様子や先輩方

聞いたので、
自分の将来をじっくり考えることができる

をみて、
「ここでなら楽しい

と思いました。

大学生の時間割ってどんな感じですか？
A. 九州大学の授業科目に

１年前期

は専攻教育科目と全学教育
科目、総合選択履修科目が

月
1

現代社会

2

中国語

火

水

木

金

中国語

政治学入門

英語

法学入門

芸術

コアセミナー

木

金

人文学

あります全学教育科目につ
いて、外国語科目は、第一、
第二外国語を選択しなけれ
ばなりません。その一方は
必ず英語で、
もう一つは、
ドイツ語・フランス語・韓国語・

健康・スポーツ
科学講義

3

地球科学

英語

4

心理学

5

日本国憲法

生物

月

火

スペイン語・中国語・ロシア語から好きなものを選び
ます。
１年から２年の前期までは週４日で教養科目を学び、
残りの１日で専門科目を学びます。
２年後期からは、ほ

３年前期

とんどが専門科目の講義になります。専門科目は、学年
が上がるにつれて入門科目、基盤科目、展開科目と進ん

1

でいきます。
専門科目も教養科目も高校のようにきまった時間割
はありません。卒業に必要な単位数や必修、選択必修科
目に考慮しつつ、数ある授業から自分の興味に合った
ものを選んで時間割を組むことになります。

2

国際知的
民法Ⅲ
現代日本
政治論 （債権総論） 財産法

3

行政法Ⅱ
（行政救済論）

労働法

4

商法Ⅰ
（会社法）

刑法Ⅱ
(刑法各論)

5

水

民事訴訟法Ⅰ
・Ⅱ
刑法Ⅱ
（民事訴訟法） (刑法各論)
商法Ⅰ
(会社法)

労働法

行政法Ⅱ
国際知的
（行政救済論） 財産法
民法Ⅲ
民事訴訟法Ⅰ
・Ⅱ
（債権総論）（民事訴訟法）
知的財産法演習
（ゼミ）
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Q&A

Q.

九州大学法学部の特色は？
A. 九大法学部はカリキュラ

A. 低年次は、やはり講義の

ムの組み方など、学生の自

予習復習が主になると思い

主性に任せる部分がとても

ます。高年次になると、各々

大きいです。だから、勉強し

が興味を持った分野や、ゼ

ようと思えばいくらでも勉

ミの発表の準備に時間を割

強できます。
もちろんその時

いているみたいです。

間を趣味やアルバイト、サー

法律学や政治学の勉強

クル活動などにも使うことができて、思う存分学生生

というのは、数学のように決まった一つの答えという

活を満喫することができます。

ものはありません。今ある知識をフルに使って、自分

A. 施設面も充実しています。法学部には専用の情報サ

の考えをいかに論理的に結論づけることができるか

ロンがあり、パソコンで情報検索をしたり、法律学、政

が重要になってきます。そのためには、たくさんの知

治学関係の文献を読んだりすることもできます。
また文

識を得て、整理しておかなければならないことはもち

系合同図書室には、歴史的に貴重な文献も多数そろっ

ろん、それを人にわかりやすく伝える表現力も必要に

ていて、
より深い内容を学ぶことができます。

なってきます。それは、法律関係の仕事に就かなくて

A. ゼミ教育を重視している点ですね。法学部は１年次

も、社会に出て行くにあたって非常に大切な能力にな

から少人数のゼミがあり、そこで論文作成や、資料検索

ると思います。

の方法などを学びます。
３、４年次には卒論の代わりに
ゼミが必修となっていて、一つのことをより深く掘り下
げて学んでいきます。
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Q.

皆どんな勉強をしているのですか？
高校とはやっぱり違うのでしょうか？

Q.

定期試験ってどんな感じですか？
A. 定期試験は、年に２回、
前学期末と後学期末に実施
されます。授業によっては、
レポートなどテスト以外の
方法で成績をつけるものも
ありますが、専門科目は筆
記試験がほとんどだと思い
ます。試験は、大体が論文形式で、結論よりも、そこに至
るまでの論理の過程が重視されます。試験は、決して易
しいものではないですが、きちんと勉強をしていれば
大丈夫でしょう！
ちなみにどんな問題が出るかというと…
・裁判所法第３条１項について論じなさい。
（憲法Ⅱ）
・時効制度（取得時効、消滅時効）の存在理由について、
自由に論じて下さい。
（民法Ⅰ）
・今日の「危機」
と１９３０年代の危機とを比較して論ぜ
よ。
（政治学総合講義）
心配しなくても、大学生になればきちんと答えられ
るようになるはずです！

Q.

留学はできますか？
A. できます。大学の交換留
学制度などを利用すること
ができますし、その他にも
海外留学する方法は多々あ
ります。
アジアやヨーロッパ
の国々へ留学する人が多い
ようです。
また、逆に日本に
来ている留学生と知り合うのも面白い体験です。
ではここで、実際にイギリスのケンブリッジ大学へ短
期留学した学生から一言。
「ケンブリッジ大学では、英語の勉強のほかにも
『西洋
から見た日本』といった講義を受けました。大変だった
けどとてもおもしろかった講義です。週末はサッカー観
戦に行ったり、美術館、博物館めぐりをしたりしました。

知的好奇心が大いに満たされ、いい思い出もたくさん
できました。大学のサポートはしっかりしていたので、
皆さんも積極的にトライしてみてください。
ここから長
期留学に繋がることもあるかもしれません。」

Q.

Q.

サークルと部活は違うのですか？
A. 部活では体育会系は七大
戦（北海道大学、東北大学、
東京大学、名古屋大学、京都

ゼミってどんな所が楽しいのですか？
A. 一方通行になりがちな講
義とは違って、自分の考えを
発言して議論ができる点で
すね。議論を重ねることで論
理的・批判的な思考能力が
身について、お互い切磋琢磨
していけるところが一番面

白いところだと思います。
A. 少人数だから、先輩後輩や先生との結束が固いです。

大学、大阪大学、九州大学が
参加する、学生自身が運営す
る最大規模の大会）等を目
指し、文科系は各種発表会
や演奏会を目指してしっかり練習をしていきます。それ
に対してサークルは自由に楽しく参加することを目的
としているところが多いようです。
サークルの場合、
「野
球」や「バンド」
といったひとつの種類に対して、しっかり
大会を目指すところやレクリエーションを重視している
ところなど、様々なサークルがあるので、自分にあった
ところを探せるのも利点です。

ゼミの時間以外にも、コンパをしたりゼミ旅行に行った
りします。そういった部分も講義ではできないゼミの醍
醐味だと思います。

Q.

九大生はどんなアルバイトを
しているのですか？
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A. １位：家庭教師
２位：塾講師
３位：居酒屋
短い時間でしっかり稼げ
る家庭教師や塾講師が人気
みたいです。天神周辺の居酒
屋でアルバイトしている人も

多いみたいですね。珍しいアルバイトではスキーのイン
ストラクター、交通量の計測、コンサートの警備員など
をしている人もいるようです。

Q.

一人暮らしってどうですか？
A. 勉強するにも遊ぶにも自
由なのは一番大きいです。門
限もないので時間を自分の
好きに使えます。
しかし逆に
家事は自分でやらなければ
ならず、朝も自分で起きない
と遅刻してしまうので親の

ありがたさがわかります。
ずっと一人でいるとホームシ
ックになったりするので、気軽に遊びにいったり、飲み
にいったりできる友達がいると心強いですね。
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Q.

就職状況ならびに支援体制は
どうなっていますか？
A.就職を希望する学生は、

Q.

進学状況ならびに支援体制は
どうなっていますか？
A.近年、法科大学院へ進学

九州内外を問わず、有力民間

し、法曹を目指す人たちが多

企業に就職し、あるいは国

くなっています。ロースクー

家公務員ないし地方公務員

ルは「専門職大学院」で、修

となる人が多いです。法学部

了後は「法務博士」の称号を

では、就職相談から、インタ

得ることができます。適性試

ーンシップ、就職ガイダンス、

験、入学試験から、入学後の

就職支援講演会、あるいは学修支援など、多くのチャン

勉強、
さらに「新司法試験」、
また合格後も司法研修所で

スを提供しています。
また、2008年度からは法学部に

の修養と、長期にわたる勉強が必要ですが、法学部では

キャリアデザイン専門の部署を設置し、学部として全面

ロースクール進学を見据えたサポートを低学年時より

的にバックアップしています。ゼミの先生を中心に教職

行っています。多くの先輩が現にロースクールへと進学

員一同、
みなさん一人ひとりのサポートを行っています。

し、法曹資格を取得しています。さらに研究を志す人に

小さなことでも分からないことはどしどし尋ねて、是非

は、研究大学院修士課程、博士後期課程への進学のた

こうしたシステムを積極活用してください。
（法学部教員

め、ゼミや勉強会を中心としたサポートを行っています。

より）

（法学部教員より）
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「才子は才をたのみ、愚は愚をまもる。
少年の才子は愚なるに如かず。
請う

見よ、多年成業の後、

才子は才ならず、愚は愚ならず。」
（松浦鎮次郎／第５代九州帝国大学総長・法学士）

↓
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LP セミナー

LP セミナー

（ロー・アンド・プラクティス・セミナー）

法律実務家（弁護士・裁判官・検察官）
らと共に
「生きた法」
を学ぼう。
九州大学法学部の教員と学生からなる『九州大学法政学
会』では、毎年、弁護士・裁判官・検察官を講師として招いて、
「ロー・アンド・プラクティス・セミナー（略称LPセミナー）」を開
催しています。プラクティスとは、法の実践を意味する言葉で
すが、学生の皆さんにとっては、現役の法律実務家の実体験に
基づいた講義を聴き、
「生きた法」を学ぶ絶好の機会と言うこ
とができます。LPセミナーは、1年次の前期に10回行われます
ので、法学入門の意義を兼ね備えてます。
また、
このセミナーは、
18年の実績をもち、他の大学にはない九大独自の試みとして、
高く評価されています。
その締めくくりとして、法律実務家と、手造りの模擬裁判と
いう企画も準備しています。
学生の皆さんは、
このプロジェクトに参加することによって、
法の実際の運用や法律家の仕事の面白さに触れることができ
ます。
また、将来、法科大学院への進学を考えている学生にとっ
ても、主体的な参加を通じて有益な示唆が得られることと思
います。

模擬裁判を経験して
（当日のアンケートより）

●2008 年度講義
講義題目

内

容

オリエンテーション
刑

法

司法入門

民

法

模擬裁判

担当者
教員

犯

罪

論

弁護士

犯

罪

論

検察官（福岡地方検察庁）

民 事 手 続

裁判官（福岡地方裁判所）

刑 事 手 続

検察官（福岡地方検察庁）

刑 事 訴 訟

裁判官（福岡地方裁判所）

家

族

法

弁護士

契

約

法

弁護士

不法行為法

裁判官

民 事 裁 判

弁護士・教員

●初めは全然わからないことばかりだったけど、チームで議論
を進めていくごとにチームワークも良くなり、事件について
も流れができていったので充実した活動ができました。
私は、今回、人証チームでした。裁判でとりあげる事件の肉
付けをするかのように、各キャラクターの実際の行動、証言
する時に、誰に嘘をつかせるか、などの決定に関わることが
できて楽しかったです。
（半分以上は、役を演じている人のア
ドリブだったようですが）
模擬裁判を通じて話し合うことにより、他のクラスの法学部
の人とも交流が持て、交友の幅が広がりました。その意味で
もこの模擬裁判は有意義でした。
●私は、被告本人に対する反対尋問を担当しました。尋問事項を
整理するのに苦労しました。また、実際に尋問してみても、想
定外の返答ばかりで返ってきて、たじろぐ場面が多かったです。
これから弁護士を目指すうえで、貴重な体験となりました。
●自分達（被告）側が、それなりに準備したつもりでも、原告側
から思わぬ点をせめられたりしたので、自分達に負けず劣ら
ず勉強してきているんだと感じました。弁護士の先生のアド
ヴァイスをもらいながら、チームで勉強・検討し合い、裁判の
流れを一通り体験できたことには意義があったと思います。

KYUSHU UNIVERSITY 20 0 9

21

法律相談部

法律相談部に来ませんか？
法律相談部は、法学部の教員や弁護士の先生の協力を得て、毎月第2土曜日に行う無料法律相談会を
中心に活動している団体です。現在の部員数は約30名で、学部生だけでなく大学院生もいます。顧問教員
は五十川先生、赤松先生、遠藤先生です。
（平成20年7月現在）

「活動内容」
無料法律相談会

無料法律相談の流れ

一般市民の方々を対象として、教員や弁護士の先生の協力を得なが
ら無料で法律相談会を実施しています。
学生が相談の内容を伺って、法的な問題点を明らかにし、学生自身で
考え、その後、教員や弁護士の先生に学生の考えをお伝えし、回答をい
ただきます。
学生が主体となって、実務的な経験を積めるので、将来、法律関係の
仕事に携わる際にきっと役に立つことでしょう。
また、普段はあまり接する機会のない弁護士の方から、実務に携わっ
ていないと分からないことなどの貴重なお話を聞かせていただくこと
もできます。
相談会の後には必ず報告会を行い、議論をすることで私たちの学習
につなげる努力をしています。

○日時：毎月第2土曜日午後2時〜（ 学生は1時集合 ）

①学生が事情を伺う。

○場所：九州大学箱崎文系キャンパス講義棟305演習室
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学習会
去年は、顧問教員から補習的な講義を数回に渡り行っていただきま
した。大学の講義では取り扱われなかった箇所を丁寧に教えていただ
き、大変意義のあるものになりました。教員陣も非常に活動熱心な方々
ばかりで、親身になってご指導下さり、学生の質問にも気軽にお答えい
ただいています。

レクリエーション旅行・その他
学生同士の親睦を図るため、新入部員歓迎コンパ、追い出しコンパ、
夕食会、
レクリエーション旅行なども積極的に行っています。

「高校生の皆さんへ」

②学生達で議論し、それを教員に説明し、
回答を頂く。

大学は、授業で専門的な知識を身につけると同時に、サークルやアル
バイト等を通してたくさんの人と交流し視野を広げることのできる場で
す。そして、社会的な活動をする機会も高校の時までよりずっと多くなる
はずですが、授業で学んだことが私たちの日常生活や社会とどのよう
に結びついているかはなかなか知ることができないだろうと思います。
そうした中で法律相談部の活動は、それを可能にしてくれる数少ない
チャンスといえるかもしれません。現実の紛争と実務家の仕事に接する
ことで、法律というものが実社会に深く関わっていることを実感できる
はずです。また、法的実務に関心の高い学生が集まる場でもあるので、
学生相互の交流の中でも得られるものは大きいと思います。
詳しい内容は当部のホームページに載せてありますので、是非ご覧
になってみて下さい。法律に興味を持っている方々、社会貢献をしたい
方々その他ご参加をお待ちしています。

佐藤 久承（ 部長・法学部3年）
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/˜soudan/index.html

③学生主体で相談に答える。
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卒業生からみなさんへ

卒業生からみなさんへ

西

憲一郎

昭和41年卒業
福岡市博物館館長
九州大学法学部同窓会長

昭和37年、大分の田舎から九州大学
法学部に入学した私たち高校の仲間た
ちは、方言も街の規模も全く異なる福岡
に出てきて、カルチャーショックにとま
どいつつ下宿や間借り生活に入りまし
た。4畳半くらいの畳の部屋を根拠地
に、下宿屋全体はまさに九州各地から
集まった梁山泊の観がありました。冷蔵
庫やテレビも無く、もちろん冷暖房なし
の天然空調ですが、夜な夜などこかの部
屋に学部、学年、出身地を越えて集まり、
先輩たちを中心に世界情勢から日本の
政治、社会のあり方まで俎上にあげて悲
憤慷慨し、
また大人の男の話に目を輝か
せものでした。
法学部の課程も進み、法律的な考え
方、見方を身につけていくとともに、法
律研究会（法研）
というサークルに入っ
て相当に政治的な論議に熱中し、多くの
学生もデモに参加していました。当時は
法学部に限らず九大の学生全体に「自
分たちは、旧帝大という伝統のある我が
国有数の大学の学生であるのだから、

国民と社会のために尽くすべき使命が
ある。」
という自負心が根底にあったよ
うに思います。私の場合は卒業後迷わず
公務員に進み、福岡市職員として労務、
港湾、財政、地下鉄、教育と様々な行政
に携わってきましたが、思えば九州大学
法学部での勉学、サークルや下宿での
いろいろな友人との交際の経験が、その
後の社会人としてのものの判断基準と
人とつきあっていく自信の素を養ってく
れたように思います。
大学の4年間はその過ごし方によっ
て皆さん方の将来の進路に大きな影響
があります。今は当時と比べて格段に多
様かつ国際的なカリキュラムが準備さ
れて、皆さんたちの気持ち一つであらゆ
る可能性にチャレンジできます。高い志
を持つ個性あふれる教授陣を擁し、西日
本各地から優秀な学生の集まる九州大
学法学部での勉学は、皆さんの前途洋々
たる未来への力強いステップ台となる
でしょう。
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城

真由美

平成15年卒業
株式会社 福岡銀行

高校生のみなさんは大学生活をどの
レンジしてみました。
ように思い描いていらっしゃるでしょ
例えば、姉と二人で１ヶ月間中国をふ
うか。
とっても自由で、好きなことを好き
らふらと旅したり、バイトでお金をため
なだけできる、そんな生活と思ってい
てニュージーランドで短期語学留学を
らっしゃいますか。その通りです。
したり、中小企業診断士という資格取得
大学入学が決まると、受験勉強から
のために必死に勉強したり、
と。
解放され、多くのひとがはじめての一人
私は今、
「 ふくおかフィナンシャルグ
暮らしをし、24時間が自由なものとな
ループ」の企画部門で調査業務に従事し
ります（もちろん大学の講義や試験はあ
ていますが、大学生のときに培った行動
りますが）。やっと手に入れた自由なの
力が活きているような気がします。今の
ですが、突如として与えられた自由に戸
仕事や生活も、エキサイティングで張り
惑い を覚 える 人も多いのではないで
合いはありますが、大学生のときのよう
しょうか。
「 何をしたらいいのか分から
な自由さはありません。
これから大学に
ない」
「もっと楽しいと思っていたのに、 入学される皆様には、大学４年間という
大したことない」と。私も大学に入って
貴重な時間に、思いっきり遊んだり、勉
あまりの自由さに戸惑いを覚えました
強したり、旅行にいったり、バイトをした
し、私の友達の多くも「後から聞いてみ
り、
スポーツをしたり・・・一生のうちでほ
ると」
戸惑いを覚えていたようです。
かの時期には経験できない体験をして
私は大学に入って半年程度ひとしき
ほしいと思います。ぜひたくさんの夢や
り悩んだ後、
「迷ったらとりあえずやって 「やりたいこと」をもって大学に入学して
みる」
ことに決めいろいろなことにチャ
ください。
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卒業生からみなさんへ

高校生へのメッセージ

春田

久美子

平成元年卒
弁護士
（福岡県弁護士会）

平成元年に法学部を卒業した私は、住宅金
融公庫に就職し、
ＯＬ
（総合職）として３年間働
いた後、司法試験の受験に専念するために退
職。約１年後、ようやく司法試験に合格し、裁
判官を経て、今は弁護士をしています。
学生時代の私にとって、司法試験は雲の上
の遠い存在で、自分自身に手が届くものとは
思えず、多くのクラスメートと同様、就職する
途を選びました。
ですが、司法試験を諦める
勇気もなく、 働きながら司法試験にも挑戦
しよう と小さな決心をしたのです。
仕事は想像以上にきつく大変でした。
しか
し、社会人として日々忙しく働くうち、学生時
代には分かっていなかった様々な法律上の
概念や法律の仕組みなどが、少しずつ実感と
して理解できるようになったのには自分でも
嬉しい驚きで、そのときの新鮮な感覚は今で
も思い出すことができます。
何ヶ月も悩んだ末、仕事をしたのと同じ３
年位は、司法試験の勉強をしてみよう、そう
考えて退職を決意しました。高校・大学・就
職と、いわば人並みに順調に進んできた自分
にとって、安定した レール から自ら外れる
途を初めて選んだような気分でした。退職す
ると、時間はたくさん出来たのですが、社会
の中に 自分の居場所 が無くなってしまった

ような気持ちになり、焦りも感じました。
もう
一度、社会の中に 自分の居場所 を作りた
い、そのためには（私の場合）司法試験に合格
するしかない！そう自分を奮い立たせながら
不安な気持ちと闘う毎日を過ごしました。
晴れて司法試験に合格し、憧れだった司法
修習生として２年間学んだ後、念願の裁判官
になり、１０年間働くことが出来ました。家庭
の都合で一昨年、弁護士に転身しましたが、
振り返ってみれば、先の見えない中で、その
時・その瞬間に自分なりの決断を繰り返し
て今に至ったような気がします。私の場合、初
めから今の自分を想像していたわけではな
く、次第に自分のやりたいこと、自分が好きそ
うなことに気づき、その気持ちに従って一つ
ずつ途を切り開いてきたような気がします。
高校生の皆さんには、是非、御自分の好き
なこと・自分に合っていそうなことを、一つ
だけで結構ですので見つけていただきたい、
と思います。その『自分が好きなこと』に出会
うために、大学生になったらたくさんの人に
出会い、語らい、興味のあるものには首を突
っ込んでみる・・・。九州大学法学部はその
ような場にふさわしい所だと、私は思います。
そして、皆さんと九大法学部の同窓生として
お会いしたいです！
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高校生へのメッセージ

中村

豊

昭和61年卒
株式会社 NTTドコモ

大学を目指す皆さんが志望校を選ぶにあ
たっての基準は色々あると思います。
「就職に
有利だから」、
「地元の大学だから」
・・。私は、
企業の法務担当として２０数年勤める中で、
長年採用にも携わってきましたが、敢えてこ
れからは「地域の国公立大学の時代である」
と言いたいと思うのです。
首都圏の大学の学生と比較して、地域の国
公立大学の学生の魅力は、派手さはなくと
も、やはり
「一本筋が通った人材である」
とい
うことではないでしょうか。
「一本筋が通った
人材」
とは、言い換えると
「地道に自分なりの
価値観と、ものの考え方をしっかりと作り上
げてきた人」
ともいえるでしょう。
大学生活の４年間は、自分自身の描いた設
計図を基に、サークル活動、アルバイト、ある
いは海外留学などを通じて、さまざまな人と
出会い、経験を積み重ねることができます。
し
かし、法学部で法律をしっかりと勉強すると
いうことが、実はそのような「一本筋が通っ
た人材」に成長するための最も近道なので
す。
したがって、私は、九大法学部に来る皆さ
んには、是非法律を学ぶことに真正面から取
り組んで欲しいと思います。
どのようなフィールドで活躍するにしても、
共通して必要なことは「自分の頭でとことん

考え抜く力」を持っているということでしょ
う。それには、いろいろな角度から事実を分
析し、問題を解決するためのしっかりとした
「思考体系」を自分の中に持っておくことが非
常に重要です。法律を学ぶこととは、六法の条
文や判例を覚えることではありません。法律
は、そのような思考体系を身につけるための
最高の素材なのです。九大法学部で４年間き
っちりと勉強すれば、一生モノの「武器」が身
につくといってもよいでしょう。
前例踏襲、護送船団方式、行政指導・・など、
かつての日本社会で通用していた、「何か権
威のあるものに従っていれば良い」という時
代はもはや過去のものとなりつつあり、今後
はますます自己責任型の社会となっていきま
す。
社会のルールとしての法律は、決して弁護
士や裁判官などの専門家のためだけのもの
ではないのです。社会人一人一人が社会のル
ールを自分のものとして理解し、未知の課題
に対して自分の頭で考え、自分の責任におい
て判断していくことが求められます。是非皆
さんも、
「九州の雄」
である九大法学部で優秀
な仲間とともに切磋琢磨し、「一本筋が通っ
た人材として」
として、社会に羽ばたかれるこ
とを期待しています。
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卒業生進路

卒業生就職先と進学者数
本学部の卒業生の代表的な就職先の近況と進学者数をまとめてみました。

2007）

▲

■就職先
（2005
業

種

就職先
（人数：2人以上が就職したところ）

地方公務員

福岡市職員
（12） 福岡県職員（7） 熊本県職員（4） 大分市職員（3） 久留米市職員
（3）
熊本市職員
（2） 山口県職員
（2）

国家公務員

厚生労働省
（2） 九州経済産業局
（２） 長崎地方裁判所
（2） 広島地方裁判所
（2）
福岡地方裁判所
（2） 福岡財務支局（2）

金融・保険

福岡銀行
（11） 西日本シティ銀行
（9） 野村証券
（9） みずほフィナンシャルグループ
（6） 肥後銀行
（5）
日本生命保険
（4） 東京海上日動火災保険
（4） 三菱UFJ信託銀行
（3） 損害保険ジャパン
（3）
三菱東京UFJ銀行
（2） あいおい損害保険
（2） 住友生命保険（2） 山口銀行（2） 商工組合中央金庫
（2）
日興コーディアル証券
（2）

情報・通信

NTTデータ
（5） TVQ九州放送
（3） 読売新聞西部本社
（3） NTTドコモ九州
（２）
西日本新聞社
（2） リクルート
（2） 日本アイビーエム共同ソリューションサービス
（2）

電

日立製作所
（３） 富士通
（3） 安川電機
（２） 東芝テック
（2） 日本電気
（2）
東芝エレベータ
（2）

機

輸送機器

トヨタ自動車
（7） 三菱重工業（6） ボッシュ・イン・ジャパン
（２） マツダ
（２）

電気・ガス

九州電力
（7） 東京電力
（3）

鉄鋼・非鉄金属

25

住友金属鉱山
（２）

商

社

住友商事
（2） 三菱商事
（2）

運

輸

JR九州
（6） 西日本鉄道
（6） JR西日本
（3）
JFEスチール（4） TOTO
（4） JTB
（２） 郵便局（2） 有明工業専門学校
（2）
三好不動産
（2）

その他

2007）

▲

■進学（2005
進

学

大学院
（46）
法科大学院
（123

内 九州大学法科大学院へは61名・その他の法科大学院62名）

お問い合わせ先
九州大学法学部の研究・教育内容などで不明な点
は、貝塚地区事務部教務課学生第三係（法学部担
当）にお問い合せください。
〒812-8581 福岡市東区箱崎6丁目19番1号
TEL 092-642-3166（ダイヤルイン）
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/
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