
〒812-8581
福岡市東区箱崎6丁目19番1号
TEL 092-642-3166
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/

九州大学 法学部
 案内2011 九州大学法学部

2011
The Faculty of Law
Kyushu University



1

KYUSHU UNIVERSITY 2011

学部長挨拶

法を学ぶということ

KYUSHU UNIVERSITY 2011
INTRODUCTION
TO THE COLLEGE OF LAW

CONTENTS
九州大学法学部長
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法を学ぼうとするとき、多くの初学者がその難解な条文

や概念にとまどうことでしょう。民法や刑法の教科書です

ら、おおよその体系や構成が理解できるようにならなけれ

ば、興味を持って読み進めることができず、途中で投げ出し

てしまうことになりかねません。しかし、条文や教科書で抽

象的に書かれていることが現実の事例を通して理解できる

ようになれば法に対する興味も増していくことでしょう。長

い歴史を有する法及び法学はその時代や国において絶えず

変化し発展してきました。その練り上げられた概念や論理構

成を修得するには、学ぶ側に知的忍耐力が必要です。精読

反芻を繰り返し、概念相互の差異と連関を理解しなければ

なりません。それはまた、法の技術的な仕組みを把握するこ

とでもあります。しかし、法の技術を学んだとしても、それを

どのように生かすべきかを問わなければ、「悪しき法律家は

悪しき隣人」と揶揄されることになってしまうでしょう。法を

学ぶことは、単に法適用の技術を学ぶことではなく、それを

超えた法の精神を学ぶことでなければなりません。

古代ローマの法学者ウルピアーヌスは、法の精神とは正義

であると述べています。では、正義とは何でしょうか。それは

われわれの価値判断を伴う問題です。しかし、それは単なる

個人的・主観的なものではなく、普遍的・客観的なものでな

ければなりません。個人的・主観的なものであれば独断と専

横をもたらし、法は単なる権力的弾圧の道具となりかねな

いからです。価値判断が普遍性を獲得するためには、社会的

にその正当性が受け入れられ、支持されなければなりませ

ん。しかし、普遍性をもつとはいっても、時代を超えて永久に

不変であることを意味するわけではありません。法的正義

は、社会の変化・発展の中で歴史的に発展してきました。社

会には、様々な価値判断が存在し、対立しています。そのよ

うな多様な価値判断の中で、それぞれが普遍性を目指して

闘っています。それとともに、法的正義の内容も時代と共に

変化していくのです。

われわれは法の背後にある社会事象に常に目を向け、法

と社会、法と人間のあり方を探求していかなければなりませ

ん。こうして法的諸問題が内包する人間関係や社会構造の

問題にまで関心を持ち、法解釈あるいは立法そのものをも

人権感覚をもって批判的に捉えられるようになったとき、

社会科学として法を学ぶ面白さを自覚できるようになるで

しょう。

九州大学法学部は、1924年9月、九州大学法文学部とし

て発足し、1949年4月、法学部として分離、独立し今日に

至っています。初代学部長（事務取扱）であった美濃部達吉

博士は、1925年の第1回入学式において、「混沌たる均整の

とれた文化人を作る」ことを教育目的として強調しました

（『自由の学燈を掲げて』5頁）。その趣旨は、「近代化を急ぐ

明治国家が養成した法律万能と官僚養成の法学教育への

反省から、法と人間をむすぶ広い教養の裾野をもった新し

い型の知識人の創出」にありました（同頁）。

現在、九州大学法学部は、教育目標として、社会性、人間

性、国際性、これらに裏打ちされた専門性、そして柔軟で批

判的・創造的思考力の育成を掲げています。これらは、前述

した法的正義の獲得に通じるものであり、また、建学の精神

を現代及び将来へと発展させる礎になるものと考えていま

す。皆さんがこの九州大学法学部で法学・政治学をともに学

ばれることを心から期待しています。
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カリキュラム

法学部カリキュラムのしくみ

　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

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

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

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

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

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

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

国語科目・情報処理科目等の履修、さらには、経済学・歴史学・

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

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

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、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

とになります。

　「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

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

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

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

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

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

いることも特筆に値します。

　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

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

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

争管理論」「政治動態分析」等、現代の法・政治現象を多角的に

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

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

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

ます）、入門科目（法学入門・政治学入門など）を配置しているほ

か、１年後期になると高年次に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。　

　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2010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

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

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

ステムを構想することを学びます。

（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

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

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

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

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

のの見方を学ぶものです。

（主な授業科目）
政治学、政治理論、政治動態分析、政治学史、政治史、国際政治
学など

三種類の科目群からなる総合教育 5つのグループからなる法学部専攻教育科目

（参照）http://www.law.kyushu-u.ac.jp/

法学部
の

専攻教育科目

全学教育科目

総合選択
履修科目

・入門科目（１年前期～２年前期）
・基盤科目
・展開科目

・
・

・
・

・

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

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

（１年後期～）｝

（80単位以上）

（12単位以上）

（36単位以上）

（128単位以上）

野田教授（労働法）

南野准教授（憲法）

　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置し、ことに、３年次・４年次の「法律演習」「政治演

習」は、必修科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、旅行等も盛んに実施されています。

　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）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

ヘの主体的な参画は、高校までの「学習」とは違う、大学における「学問」の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員も担当する２年次のゼミナール（法政

基礎演習）が開講されています。

少人数ゼミナールの重視
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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
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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

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
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憲法、行政法、租税法、行政学、労働法、社会保障法など

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
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三種類の科目群からなる総合教育 5つのグループからなる法学部専攻教育科目

（参照）http://www.law.kyushu-u.ac.jp/

法学部
の

専攻教育科目

全学教育科目

総合選択
履修科目

・入門科目（１年前期～２年前期）
・基盤科目
・展開科目

・
・

・
・

・

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

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

（１年後期～）｝

（80単位以上）

（12単位以上）

（36単位以上）

（128単位以上）

野田教授（労働法）

南野准教授（憲法）

　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置し、ことに、３年次・４年次の「法律演習」「政治演

習」は、必修科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、旅行等も盛んに実施されています。

　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）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

ヘの主体的な参画は、高校までの「学習」とは違う、大学における「学問」の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員も担当する２年次のゼミナール（法政

基礎演習）が開講されています。

少人数ゼミナールの重視



「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、

弁護士、裁判官および検察官という法律家（法曹）の質を高め

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ブ

ロジェクトが、進行しているのです。

　2004年（平成16年）４月から、日本全国に、法科大学院とい

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

設されました。

　法科大学院は、大学院のレベルに設置され、２年間（法学既

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

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

すれば「法務博士（専門職）」の学位が与えられます）。これは、

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

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

育成を目指す新たな計画です。

　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

して、原則として法科大学院の卒業生のみが受験できる新司法

試験の合格者数を増加させることにより、2018年頃までには、

実働法曹人口を５万人規模（現在の２倍以上の規模）にまで急

速に拡大することが計画されています。

　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

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

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

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

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

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

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

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

の教育システムとしました。2004年４月の開校以後、毎年、

100人程度（2010年からは80名）の法曹志願者を受け入れて

きました。そして、現在までのところ、121名の修了生が検事・弁

護士・司法修習生として次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、学界・実務界の第一線で活躍している

多数の教授・准教授を教員として配置しています。

　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

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

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

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

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

面で、法律家の役割がますます重要になっています。九州大学

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る

意欲ある学生諸君の挑戦を待ち望んでいます。

（2010年6月記）

「九州大学法科大学院」の紹介
法学・政治学を極めたい皆さんへ──大学院進学のススメ

　九州大学には、法曹（弁護士、裁判官、検察官）を養成するため

の大学院法務学府（法科大学院）だけでなく、法学・政治学の研

究者や高度専門職業人を養成するための大学院法学府が設置

されています。法曹を目指す人は、大学卒業後、大学院法務学府

に進学することになりますが、法学・政治学の研究者を志す人や、

法学・政治学の専門知識を活かした職業に就くことを考えてい

る人は、大学院法学府に進学することになります。

　大学院法学府では、演習（ゼミナール）への参加や論文の執筆

を通じて、法学・政治学のさらなる研鑽を積むことができます。

長い伝統を誇る大学院法学府（旧・法学研究科）は、大学・研究

所だけでなく、社会のいたるところで活躍する数多くの修了生

を輩出しています。

　２年間の修士課程には、後述する「国際コース」のほか、法学・

政治学の高度な専門知識を習得し、社会で活躍する人材を養成

する「専修コース」と、法学・政治学の研究者を養成する「研究者

コース」があります。いずれのコースでも、少人数の演習に参加

し、法学・政治学の専門書を読み、議論を闘わせることになりま

す。こうしたコースワークに加えて、２人の指導教員の助言を受

けつつ、自分の選んだテーマに関する修士論文を書くことにな

ります。コースワークを終え、修士論文の審査に合格すると「修

士（法学）」の学位が授与されます。

　修士課程修了後、「専修コース」の学生は、民間企業や行政機

関などで法学・政治学の専門知識を活かした仕事に就くことが

想定されていますが、「研究者コース」の学生は、さらに３年間

の博士後期課程に進学することになります。博士後期課程でも、

コースワークはありますが、中心になるのは、なんといっても博

士論文の執筆です。膨大な文献を渉猟し、それらを乗り越える

新知見を示す博士論文を書くのです。博士論文の審査に合格す

ると、はれて「博士（法学）」の学位が授与されます。博士後期課

程修了後は、大学・研究所などで教育・研究に従事することが想

定されており、実際、数多くの修了生が全国各地の大学で教鞭

をとっています。

　なお、大学院法学府には、英語で授業を行い国際的に活躍す

る人材を養成する「国際コース」も設置されており、さまざまな

国からの留学生が英語による授業を受けています。もちろん、

日本人学生も「国際コース」に入学することが可能です。

　皆さんのなかには、すでに大学院進学を考えている人もいる

かもしれません。そうした人にとっては、大学院大学に入学する

ことは、たいへん有益でしょう。すでに学部段階で、大学院進学

を見越したプログラムが組まれているからです。とりわけ、英語、

ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語で書かれた文献を読む授

業の充実ぶりは、大学院大学ならではです。また、日本語だけで

なくさまざまな言語で書かれた膨大な専門書（約400万冊）が

所蔵されているため、いちはやく法学・政治学の専門的研究に

取り組むことも可能です。さらに、多くの大学院生と接する機会

が多いことも見逃せません。修士課程・博士後期課程で学んで

いる先輩たちと日常的に接することは皆さんの知的刺激となり、

学問への意欲をさらに高めてくれるでしょう。

　法学・政治学を学ぼうとしている皆さん。ぜひ大学院進学ま

で視野に入れたうえで、学部を選択してみてください。

「九州大学大学院法学府」の紹介
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　大学院法学府では、演習（ゼミナール）への参加や論文の執筆

を通じて、法学・政治学のさらなる研鑽を積むことができます。

長い伝統を誇る大学院法学府（旧・法学研究科）は、大学・研究

所だけでなく、社会のいたるところで活躍する数多くの修了生
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政治学の高度な専門知識を習得し、社会で活躍する人材を養成

する「専修コース」と、法学・政治学の研究者を養成する「研究者

コース」があります。いずれのコースでも、少人数の演習に参加
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比較法
秋山賢三『裁判官はなぜ誤るの
か』（岩波新書、2002年）
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。

1.
2.

3.

遠藤　　歩 ENDO
AYUMI

国際政治学
カズオ・イシグロ『日の名残り』
さりげなく「政治」の教訓が刻ま
れています

1.
2.
3.

大賀　　哲 OGA
TORU

政治
エーデルマン『政治の象徴作用』
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.
2.
3.

大河原伸夫 OKAWARA
NOBUO

政治理論・比較政治学
渡部昇一『知的生活の方法』
（講談社現代新書）
「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.
2.

3.

岡崎　晴輝 OKAZAKI
SEIKI

憲法
山室信一『法制官僚の時代』
活気にあふれるこの九州大学
で、大きく羽ばたいて頂けるこ
とを願っています。

1.
2.
3.

赤坂　幸一 AKASAKA
KOICHI

民法・ドイツ民法の歴史
大久保泰甫『日本近代法の父　ボ
ワソナアド』（岩波新書、1977年）
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。

1.
2.

3.

赤松　秀岳 AKAMATSU
HIDETAKE

社会保障法
Naomi Klein, 〈The Shock Doctrine: 
The Rise of Disaster Capitalism〉
自分を信じて、大きな夢を追い
かけましょう！

1.
2.

3.

笠木　映里 KASAGI
ERI

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

1.
2.

3.

笠原　武朗 KASAHARA
TAKEAKI

行政法・司法制度
川喜田二郎『鳥葬の国：秘境ヒマ
ラヤ探検記』（講談社学術文庫）
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。

1.
2.

3.

木佐　茂男 KISA
SHIGEO

政治学史
坂口安吾『堕落論』
「本物」を目指してください。

1.
2.
3.

木村　俊道 KIMURA
TOSHIMICHI

政治史
鶴見良行『バナナと日本人』
（岩波新書）
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。

1.
2.

3.

熊野　直樹 KUMANO
NAOKI

民法
二木雄策『交通死』（岩波新書）
教育は未来への投資です。元本
保証はありません。

1.
2.
3.

小池　　泰 KOIKE
YASUSHI

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

1.
2.

3.

河野　俊行 TOSHIYUKI
KONO

知的財産法・文化政策と法
ロバート・Ｌ・ハイルブローナー
（八木甫ほか訳）『入門経済思想史 
世俗の思想家たち』（ちくま学芸文
庫、2001年）
物事を批判的に観察し、その本質
を見抜く「眼力」を、大学生活をと
おして身につけて下さい。

1.
2.

3.

小島　　立 KOJIMA
RYU

法哲学・法思想史
カミュ『ペスト』
悉有仏性

1.
2.
3.

酒匂　一郎 SAKO
ICHIRO

民法
高校生におすすめの恋愛アニメ
『秒速５センチメートル』（新海
誠、2007年）
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.
2.

3.

七戸　克彦 SHICHINOHE
KATSUHIKO

行政学
内田義彦『生きること 学ぶこと』
（内田義彦セレクション1、藤原書店）
単純な二分法や割り切った理解で
済ませるのではなく、物事の二面
性に留意しつつ、多様な観点で物
事を見れるようになってください。

1.
2.

3.

嶋田　暁文 SHIMADA
AKIFUMI

国際競争法
ウィリアム・ゴールディング
『蠅の王』
自分の夢を諦めないで下さい。

1.
2.

3.

スティーヴン・ヴァンアーツル STEVEN
VAN

UYTSEL

国際経済法
フレデリック・シューマン
（長井信一訳）
『国際政治』（上・下）
（東大出版会）
光陰矢のごとし

1.
2.

3.

吾郷　眞一 AGO
SHIN-ICHI

国際取引法
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）
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。

1.
2.

3.

阿部　道明 ABE
MICHIAKI

ローマ法
冨谷至『韓非子：不信と打算の現実主
義』（中公新書、2003年）
冨谷至『韓非子：不信と打算の現実主
義』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.
2.

3.

五十君（安武）麻里子 IGIMI-
YASUTAKE

MARIKO
国際政治学（ナショナリズム論・
沖縄研究）
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.

3.

石田　正治 ISHIDA
MASAHARU

政治学
小熊英二『日本という国』
（理論社）
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。

1.
2.

3.

出水　　薫 IZUMI
KAORU

民法
穂積陳重『法窓夜話』
“Today is the first day of the 
rest of your life.”

1.
2.
3.

五十川直行 ISOGAWA
NAOYUKI

刑法
シェイクスピア（安西徹雄訳）
『ジュリアス・シーザー』
法を学ぶときに不可欠なのは、
自分の頭で徹底的に考えること。
法学部でともに学びましょう。

1.
2.

3.

井上　宜裕 INOUE
TAKAHIRO

刑事訴訟実務
イェーリング著（村上淳一訳）
『権利のための闘争』
（岩波文庫）
好奇心を持って、いろんなこと
にチャレンジしてください。

1.
2.

3.

上田　國廣 UEDA
KUNIHIRO

商法
アービンジャー・インスティチュート
（金森重樹監修／冨永星訳）『自分の
小さな「箱」から脱出する方法』（大和
書房、2006年）
子曰、弟子入則孝、出則弟、謹而信、汎愛
衆而親仁、行有餘力、則以學文（学而第
一－六）大学生活を通じて人間として大
きく成長されることを期待しています。

1.
2.

3.

上田　純子 UEDA
JUNKO

民事訴訟法
フランツ・カフカ『掟の門』
ともに学びましょう。

1.
2.
3.

上田　竹志 UEDA
TAKESHI

日本法制史
小熊英二『〈民主〉と〈愛国〉』
（新曜社、2002年）
「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』）

1.
2.

3.

植田　信廣 UEDA
NOBUHIRO

法社会学
いしいひさいち『現代思想の遭
難者たち』（講談社、2002年）
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。

1.
2.

3.

江口　厚仁 EGUCHI
ATSUHITO

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　2.おすすめの本　3.高校生へのメッセージ
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（金森重樹監修／冨永星訳）『自分の
小さな「箱」から脱出する方法』（大和
書房、2006年）
子曰、弟子入則孝、出則弟、謹而信、汎愛
衆而親仁、行有餘力、則以學文（学而第
一－六）大学生活を通じて人間として大
きく成長されることを期待しています。

1.
2.

3.

上田　純子 UEDA
JUNKO

民事訴訟法
フランツ・カフカ『掟の門』
ともに学びましょう。

1.
2.
3.

上田　竹志 UEDA
TAKESHI

日本法制史
小熊英二『〈民主〉と〈愛国〉』
（新曜社、2002年）
「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』）

1.
2.

3.

植田　信廣 UEDA
NOBUHIRO

法社会学
いしいひさいち『現代思想の遭
難者たち』（講談社、2002年）
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。

1.
2.

3.

江口　厚仁 EGUCHI
ATSUHITO

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　2.おすすめの本　3.高校生へのメッセージ
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民法
マルグリット・ユルスナール
『ハドリアヌス帝の回想』
（白水社、2001年）
知的冒険の楽しさを是非知っ
てください。

1.
2.

3.

原　　恵美 HARA
MEGUMI

行政法
浅羽通明『大学で何を学ぶか』
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。

1.
2.
3.

原田　大樹 HARADA
HIROKI

民事訴訟法
とくにありません、なんでもどうぞ。
時間はたっぷりあります。工夫
して、じっくり勉強しましょう。

1.
2.
3.

堀野　　出 HORINO
IZURU

Criminology
Michael Ondjaate,  The 
English Patient.
The important thing is not to 
stop questioning.

1.
2.

3.

マーク・フェニック MARK
DALTON

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

1.
2.

3.

田中　孝男 TANAKA
TAKAO

刑事政策・少年法
寺田寅彦『柿の種』
自分でも気づいていない才能
の使い道を九大で一緒に考え
ましょう！

1.
2.
3.

武内　謙治 TAKEUCHI
KENJI

政治学史
トクヴィル『アメリカのデモクラ
シー』（岩波文庫）
時の流れの中で残ってきた古
典を読もう。

1.
2.

3.

関口　正司 SEKIGUCHI
MSASHI

民法
鈴木孝夫『日本語と外国語』
（岩波書店）
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.
2.

3.

田中　教雄 TANAKA
NORIO

刑法
ウィトゲンシュタイン『哲学探究』
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。

1.
2.
3.

松生　光正 MATSUO
MITSUMASA

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

1.
2.

3.

村上　裕章 MURAKAMI
HIROAKI

憲法
樋口陽一『比較のなかの日本国
憲法』（岩波新書）
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。

1.
2.

3.

南野　　森 MINAMINO
SHIGERU

憲法
福田恆存『私の幸福論』（ちくま
文庫）
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！

1.
2.

3.

村西　良太 MURANISHI
RYOTA

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

1.
2.
3.

安西　文雄 YASUNISHI
FUMIO

国際法
井上ひさし『吉里吉里人』（新潮
文庫）
大きな志を持ってください。10
年後、20年後の自分をイメージ
して！

1.
2.

3.

柳原　正治 YANAGIHARA
MASAHARU

労働法
読売新聞社会部編『ドキュメント
裁判官』（中公新書、2002年）
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。

1.
2.

3.

山下　　昇 YAMASHITA
NOBORU

東アジア国際関係
川島真・服部龍二『東アジア国
際政治史』（名古屋大学出版会、
2007年）
少年よ、大志を抱け！

1.
2.

3.

李　　弘杓 LEE
HONG PYO

紛争管理論
鷲田清一『「聴くこと」の力、臨床
哲学の試論』（阪急コミュニケー
ションズ）
人生を面白くかつ幅広く生きる
準備を大学でしてください

1.
2.

3.

レビン小林久子 KOBAYASHI-LEVIN
HISAKO

公法（租税法）
ラルフ・ウォルドー・エマソン
『自己信頼』
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。

1.
2.

3.

渡辺　徹也 WATANABE
TETSUYA

民法
猫吉『両手のない猫、チビタ』
（ソフトバンククリエイティブ）
受験勉強、がんばってください。

1.
2.

3.

香山　高広 KAYAMA
TAKAHIRO

刑事訴訟法
ドストエフスキー『罪と罰』
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。

1.
2.
3.

田淵　浩二 TABUCHI
KOJI

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

1.
2.

3.

チャスラヴ・ペイヨヴィッチ CASLAV
PEJOVIC

民事訴訟法
青木人志『「大岡裁き」の法意識
西洋法と日本人』（光文社新書）
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。

1.
2.

3.

鶴田　　滋 TSURUTA
SHIGERU

知的財産法・社会ネットワークと法
ミシェル・ヌードセン=ケビン・
ホークス（福本友美子訳）『と
しょかんライオン』（岩崎書店、
2007年）
普遍性のある法則を見つける
力をつけてください。

1.
2.

3.

寺本　振透 TERAMOTO
SHINTO

刑事政策
山本譲司『獄窓記』（ポプラ社）
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。

1.
2.
3.

土井　政和 DOI
MASAKAZU

刑事訴訟法
ロジェ・マルタン・デュ・ガール
『チボー家の人々』（全13巻、白
水Ｕブックス）
青春を謳歌してください。

1.
2.

3.

豊崎　七絵 TOYOSAKI
NANAE

西洋法制史
深田久弥『日本百名山』（新潮文
庫他）
いろいろなことに挑み、多くの
経験を積んでください。

1.
2.

3.

直江　眞一 NAOE
SHINICHI

中国法・台湾法・東洋法制史
五味文彦『増補 吾妻鏡の方法』
（吉川弘文館、2000年）
常に「健全なる懐疑主義」に
立って物事を見つめなおしてく
ださい。

1.
2.

3.

西　　英昭 NISHI
HIDEAKI

商法
福沢諭吉『新訂福翁自伝』
（岩波書店）
幅広く勉強してください。法学、
政治学、経済学、経営学、社会学、
国際関係論etc.

1.
2.

3.

西山　芳喜 NISHIYAMA
YOSHIKI

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

1.
2.

3.

野田　　進 NODA
SUSUMU

国際関係法
アントワーヌ・ド・サン＝テグ
ジュペリ『星の王子様』
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。

1.
2.

3.

韓　　相熙 HAN
SANG HEE

国際政治・EU研究
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）
世界を手元に引き寄せましょう！

1.
2.

3.

八谷まち子 HACHIYA
MACHIKO

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

1.
2.

3.

原　　恵美 HARA
MEGUMI

行政法
浅羽通明『大学で何を学ぶか』
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。

1.
2.
3.

原田　大樹 HARADA
HIROKI

民事訴訟法
とくにありません、なんでもどうぞ。
時間はたっぷりあります。工夫
して、じっくり勉強しましょう。

1.
2.
3.

堀野　　出 HORINO
IZURU

Criminology
Michael Ondjaate,  The 
English Patient.
The important thing is not to 
stop questioning.

1.
2.

3.

マーク・フェニック MARK
DALTON

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

1.
2.

3.

田中　孝男 TANAKA
TAKAO

刑事政策・少年法
寺田寅彦『柿の種』
自分でも気づいていない才能
の使い道を九大で一緒に考え
ましょう！

1.
2.
3.

武内　謙治 TAKEUCHI
KENJI

政治学史
トクヴィル『アメリカのデモクラ
シー』（岩波文庫）
時の流れの中で残ってきた古
典を読もう。

1.
2.

3.

関口　正司 SEKIGUCHI
MSASHI

民法
鈴木孝夫『日本語と外国語』
（岩波書店）
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.
2.

3.

田中　教雄 TANAKA
NORIO

刑法
ウィトゲンシュタイン『哲学探究』
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。

1.
2.
3.

松生　光正 MATSUO
MITSUMASA

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

1.
2.

3.

村上　裕章 MURAKAMI
HIROAKI

憲法
樋口陽一『比較のなかの日本国
憲法』（岩波新書）
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。

1.
2.

3.

南野　　森 MINAMINO
SHIGERU

憲法
福田恆存『私の幸福論』（ちくま
文庫）
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！

1.
2.

3.

村西　良太 MURANISHI
RYOTA

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

1.
2.
3.

安西　文雄 YASUNISHI
FUMIO

国際法
井上ひさし『吉里吉里人』（新潮
文庫）
大きな志を持ってください。10
年後、20年後の自分をイメージ
して！

1.
2.

3.

柳原　正治 YANAGIHARA
MASAHARU

労働法
読売新聞社会部編『ドキュメント
裁判官』（中公新書、2002年）
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。

1.
2.

3.

山下　　昇 YAMASHITA
NOBORU

東アジア国際関係
川島真・服部龍二『東アジア国
際政治史』（名古屋大学出版会、
2007年）
少年よ、大志を抱け！

1.
2.

3.

李　　弘杓 LEE
HONG PYO

紛争管理論
鷲田清一『「聴くこと」の力、臨床
哲学の試論』（阪急コミュニケー
ションズ）
人生を面白くかつ幅広く生きる
準備を大学でしてください

1.
2.

3.

レビン小林久子 KOBAYASHI-LEVIN
HISAKO

公法（租税法）
ラルフ・ウォルドー・エマソン
『自己信頼』
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。

1.
2.

3.

渡辺　徹也 WATANABE
TETSUYA

民法
猫吉『両手のない猫、チビタ』
（ソフトバンククリエイティブ）
受験勉強、がんばってください。

1.
2.

3.

香山　高広 KAYAMA
TAKAHIRO

刑事訴訟法
ドストエフスキー『罪と罰』
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。

1.
2.
3.

田淵　浩二 TABUCHI
KOJI

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

1.
2.

3.

チャスラヴ・ペイヨヴィッチ CASLAV
PEJOVIC

民事訴訟法
青木人志『「大岡裁き」の法意識
西洋法と日本人』（光文社新書）
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。

1.
2.

3.

鶴田　　滋 TSURUTA
SHIGERU

知的財産法・社会ネットワークと法
ミシェル・ヌードセン=ケビン・
ホークス（福本友美子訳）『と
しょかんライオン』（岩崎書店、
2007年）
普遍性のある法則を見つける
力をつけてください。

1.
2.

3.

寺本　振透 TERAMOTO
SHINTO

刑事政策
山本譲司『獄窓記』（ポプラ社）
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。

1.
2.
3.

土井　政和 DOI
MASAKAZU

刑事訴訟法
ロジェ・マルタン・デュ・ガール
『チボー家の人々』（全13巻、白
水Ｕブックス）
青春を謳歌してください。

1.
2.

3.

豊崎　七絵 TOYOSAKI
NANAE

西洋法制史
深田久弥『日本百名山』（新潮文
庫他）
いろいろなことに挑み、多くの
経験を積んでください。

1.
2.

3.

直江　眞一 NAOE
SHINICHI

中国法・台湾法・東洋法制史
五味文彦『増補 吾妻鏡の方法』
（吉川弘文館、2000年）
常に「健全なる懐疑主義」に
立って物事を見つめなおしてく
ださい。

1.
2.

3.

西　　英昭 NISHI
HIDEAKI

商法
福沢諭吉『新訂福翁自伝』
（岩波書店）
幅広く勉強してください。法学、
政治学、経済学、経営学、社会学、
国際関係論etc.

1.
2.

3.

西山　芳喜 NISHIYAMA
YOSHIKI

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

1.
2.

3.

野田　　進 NODA
SUSUMU

国際関係法
アントワーヌ・ド・サン＝テグ
ジュペリ『星の王子様』
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。

1.
2.

3.

韓　　相熙 HAN
SANG HEE

国際政治・EU研究
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）
世界を手元に引き寄せましょう！

1.
2.

3.

八谷まち子 HACHIYA
MACHIKO

“
”
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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、そんなゼミについてご紹介します。

　皆さんこんにちは、井上ゼミです。私たちは、刑法についていろいろ

な事例問題を通して学んでいます。刑法は、本来、現実社会で起きるさ

まざまな争いごとを対象にしていますが、刑法の講義では、ともすれ

ば理論の暗記に終始してしまいがちです。ゼミでは、具体的な事例問

題を検討することで、今まで気づかなかった問題点を発見することが

できます。これにより、刑法をより深く理解することができるのです。

また、将来、刑法学に直接関わらない人でも、争いごとにおいて何が

問題となっているのかをズバリと見抜く目を養うことができます。

刑法〔井上ゼミ〕

○事例問題
（1）彫刻展に行ったXは、会場内で、突然、Yが展示品の木彫

（A所有、時価100万円）を振り上げて襲いかかってきたた

め、やむなく近くにあった木彫（B所有、時価150万円）を

取り上げて振り払った。その結果、Xの掴んだ木彫がYの手

にしていた木彫に当たって、双方の木彫りとも真っ二つに

割れた。さらに、予期に反して、破片が側にあったガラス彫

刻（C所有、200万円）にも当たり、ガラス彫刻も粉々に砕

けた。X及びYの行為は刑法上どのように評価されるか。

（2）（1）の例で、Xが、木彫（B所有）をYの手にした木彫（A所有）

に向かって投げつけたところ、狙いが外れてガラス彫刻

（C所有）に当たり、木彫（B所有）及びガラス彫刻（C所有）

が砕けた場合はどうか。

○論点
・正当防衛（刑法36条1項）によって第三者を害することは、

いかに評価されるのか（適法か、違法か）。

・物に対して正当防衛ができるのか。

・刑法上の正当防衛、緊急避難（刑法37条1項）と民法上の正

当防衛（民法720条1項）、緊急避難（民法720条2項）の違い。

〔この日の議論〕

　ゼミのメンバーは、さすがに「実践」を念頭に置いたゼミなので、現行の

政治に関心の高い人が多いし、皆何かしら信条を持っているようです。

ゼミ論の構想も、それぞれ独自の切り口で地域をめぐる政治に切り込んで

います。そうした、ある程度「濃い」キャラが多いせいか、ゼミの議論はとて

も活発でいつも話し足りないような感じです。とはいえ、みんな基本的に

はいい人なので楽しいですし、充実した頭の疲労感が得られますよ！

　先生は物腰のとても柔らかい紳士的な方です。「知」というものへの追

求心がこちらにも伝わってくるような方で、先生がお話しになるときは心

から「知」を愛する純粋さというか無邪気さがお顔満面に広がっていて、

その一途さに心打たれそうになるときもあります。他方で、飲み会もお好

きなようで、席上では含蓄のあるお話をして下さるし、恋愛とか若者らし

い話であっても乗って下さります。しかしお酒が入ってもなお傾聴の姿勢

を崩されないので、飲み会好きで「わしはこう思うんじゃ～っ！！」と熱く語

りたい人にとっても素晴らしい先生であることでしょう。

〔ゼミのメンバー、先生について〕

・私たちのゼミでは、現実にどこかで起きていそうな事例にお

いて、それぞれの当事者がどのような罪を負うのかを検討

します。同時に、刑法学における基礎的な理論を確認します。

・報告は、あらかじめ問題ごとに割り当てられた2～3人の報

告者を中心に行われます。報告者の事例問題に対する見解

を皆で吟味するというわけです。白熱した議論になることも

少なくありません。

・その他に、大学の研修所を利用した合宿や、有志によるゼミ

旅行も行います。また、ときおり行われるゼミ後の飲み会も、

ゼミ生どうしの交流の場となっています。

〔主な活動〕

　先にも書きました通り、このゼミは「実践」重視のゼミです。

ですので、公務員志望の人をはじめとして、仕事できないと意味

ないじゃん、と考える「実力主義者」の人、来るべき時代に世の

ため人のためになることをしたい！と思う「志士」の人にもお勧

めのゼミです。現在はなぜか男ばかり（苦笑）ですが、女性もも

ちろん楽しめるゼミですよ！みんなこのゼミで大いに政治や政

治学を語り、モチベーションを高ぶらせ若さを燃やしましょう！

〔その他〕

　こんにちは、関口ゼミです。私たちは今、地域社会を題材に様々な政治の

思想や理論を学んでいます。

　地域社会というと、田舎といったイメージがあったり、国家や国際社会

というものと比べて地味な感じがしたりするかもしれませんね。しかし実

は、地域社会は国家や国際社会と同様に、様々な形で政治の湧き立つ

「現場」なのです。

　さて、私たちがそうした地域社会を材料に具体的にどういったことを学

んでいるか。例えば、「市民のみんなが意見を闘わせたりして、そこから生

まれたものを広くアピールしていくことが大事！」と主張する本を隅から隅

まで読んで、著者の原体験までも考慮しながら、その妥当性を考えます。

さらにこうした抽象的な理論だけでなく、「地域を元気にするにはどうす

ればよいか」という、リアルな政治について話し合ったりもします。難しい

と思って引いてしまう人もいるかもしれませんが、実際は脳内に刺激が

バリバリと駆け巡る楽しい学びですよ！

　以上のような演習を通し、私たちが追求するものは「実践力」です。つま

り、大学外でも通用する能力を身につけよう！ということです。その力とい

うのは、政治（学）の知識により不断に立ち現れる現象を読み解いていくと

いう力を意味するだけでなく、人との話し合いにおいて、自分の意見を

しっかり持つことや他人の話をじっくり聴くという議論の作法をも意味す

るものです。このゼミでしっかり頑張れば、このような、きっと社会に出て

仕事を始めてからも役に立つ力が得られることでしょう。

　政治というのはテレビで見るように、すっきり解決することのできない、言

わば人間の限界というものを多分に含んだ領域です。それは地域社会につい

ても同じことですが、そんな困難があってもこの身近な地域社会をより良くし

ていきたい…。私たちは研究室で活動していますが、こうした「外の世界」への

熱いまなざしを持ち続け、それをやる気の源として日々励んでいるのです。

政治学史〔関口ゼミ〕
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ゼミ紹介
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告者を中心に行われます。報告者の事例問題に対する見解

を皆で吟味するというわけです。白熱した議論になることも

少なくありません。

・その他に、大学の研修所を利用した合宿や、有志によるゼミ

旅行も行います。また、ときおり行われるゼミ後の飲み会も、

ゼミ生どうしの交流の場となっています。
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　先にも書きました通り、このゼミは「実践」重視のゼミです。

ですので、公務員志望の人をはじめとして、仕事できないと意味

ないじゃん、と考える「実力主義者」の人、来るべき時代に世の

ため人のためになることをしたい！と思う「志士」の人にもお勧
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治学を語り、モチベーションを高ぶらせ若さを燃やしましょう！

〔その他〕
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　地域社会というと、田舎といったイメージがあったり、国家や国際社会

というものと比べて地味な感じがしたりするかもしれませんね。しかし実
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　さて、私たちがそうした地域社会を材料に具体的にどういったことを学

んでいるか。例えば、「市民のみんなが意見を闘わせたりして、そこから生

まれたものを広くアピールしていくことが大事！」と主張する本を隅から隅

まで読んで、著者の原体験までも考慮しながら、その妥当性を考えます。

さらにこうした抽象的な理論だけでなく、「地域を元気にするにはどうす

ればよいか」という、リアルな政治について話し合ったりもします。難しい

と思って引いてしまう人もいるかもしれませんが、実際は脳内に刺激が
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り、大学外でも通用する能力を身につけよう！ということです。その力とい

うのは、政治（学）の知識により不断に立ち現れる現象を読み解いていくと

いう力を意味するだけでなく、人との話し合いにおいて、自分の意見を

しっかり持つことや他人の話をじっくり聴くという議論の作法をも意味す

るものです。このゼミでしっかり頑張れば、このような、きっと社会に出て

仕事を始めてからも役に立つ力が得られることでしょう。

　政治というのはテレビで見るように、すっきり解決することのできない、言

わば人間の限界というものを多分に含んだ領域です。それは地域社会につい

ても同じことですが、そんな困難があってもこの身近な地域社会をより良くし

ていきたい…。私たちは研究室で活動していますが、こうした「外の世界」への

熱いまなざしを持ち続け、それをやる気の源として日々励んでいるのです。
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　刑事訴訟法の講義やゼミでは、刑事裁判や
捜査といった刑事手続のあり方を学びます。
刑事裁判や捜査と聞いて、どのようなイメー
ジを思い浮かべるでしょうか。
　刑事裁判の結果として、懲役刑などの刑罰
が科されることがあります。刑罰は、裁判を省

略したり、裁判を拙速に終わらせたりして、人に科すことはできま
せん。なぜなら刑罰はこれを受ける人に重大な侵害を加えるもの
ですから、軽々に科すべきではありませんし、また万が一にも誤っ
て罪のない人に科されてはならないからです。したがって犯罪の
嫌疑をかけられたり起訴されたりした人には、適正な手続を保障
しなければなりません。
　刑事訴訟法の奥深さを知るためには、法律の条文や教科書とに
らめっこしているだけでは限界があります。法律学・政治学を問
わず、いや社会学や歴史学等々も含め、広く深く社会科学の観点か
ら人間社会の営みを考えることが重要です。たとえば刑罰は、社会
の秩序を維持する手段の一つではありますが、唯一の手段ではな
く、また重大な侵害を加えるものです。そうであるとすると、刑罰

に依存して問題の解決をはかることは、人間社会に幸福をもたら
すか。刑罰以外の手段には、どのようなものがあるか。そもそも人
間の歴史において、社会の秩序とはどのようなものとして考えら
れてきたか。そのような問いを自らの頭で真剣に考え抜き、また
友人と議論することは、必ずや法学部での勉強を豊かなものにす
ると思います。
　例えば免田事件や、最近では鹿児島の志布志事件、栃木の足利
事件など、罪がないのに誤って逮捕・起訴されたり、ひいては誤っ
て刑罰に処せられていたことが明らかになったケースが報道さ
れていますね。これは刑事手続をめぐる現実の問題ですが、ぜひこ
のような問題にも眼を向けてほしいと思います。事件に巻き込ま
れた人は、捜査や裁判の過程で不当な取扱いを受けていなかった
か。無罪が明らかにされても、再び一般の人々と同様の生活をす
ることができるか。そのような疑問はすべて法律学の問題として
考えることができるし、また積極的に引き受けるべき課題です。
　九州大学法学部にはまじめに勉強に取り組む学生さんが沢山
いて、教員としても大いにやりがいを感じています。少人数のゼミ
では、私も参加者の一人となって、お互い遠慮なしにいろんな問題
を議論しています。高校生のみなさんが、新たな議論仲間として九
州大学に登場するのを心より楽しみにしています。

　民法は、身近な生活関係を規律する法律で
す。どれだけ身近なものかというのは、朝起き
てから寝るまでを考えてみればわかります。
洗顔できるのは水道局と給水契約を結んでい
るからであり、通勤・通学のために電車で移
動できるのは鉄道会社との間に運送契約が

あるからであり、会社で仕事してお給料をもらえるのは会社との
間に労働契約を結んでいるからです。こうして考えると、社会の中
の経済活動は契約によって成り立っていて、民法はその基本を規
律しているといえます。
　法律学の勉強をして気づくことは、ある問題を解決するのにあ
たって、基点となるのは条文ですが、条文だけではなくそれを解釈
する作業が必要であり、解釈するのに参考となる視角が色々と
あって、どの視角を採用するかで結論が違ってくるということで
す。視角とは、例えば、その法律を作った人の考え、外国法との比
較、社会学的・経済学的見地、慣行の調査、関連する他の制度との

関係を参考にするなど色々あります。そして、様々な解釈の中で、
一番説得力があるとして受け入れられるものが「通説」となります。
やはり、法学部の勉強の中には、このような通説や前提となる知
識を理解する側面もあることは否定できません。
　ただし、同時に気をつけなければいけないのは、経済活動が変
化するように、民法の世界も前進しています。現に、民法典の財産
に関する部分は現在改正が進められているところです。一般的に
受け入れられている考え方というのは、もっとより説得的な別の
考え方が登場すれば、変化する可能性を常に持っています。だから
こそ、みなさんも、批判的に物事を見る眼、「なぜ？」という疑問を
持つ姿勢を身につけてください。
　そして何より、大学では、先生、先輩や友達に相談したり議論した
りすることによって、自分の発信力を高め、同時に多種多様の考え
方を受け入れられる人になって欲しいと思います。一言でいえば、
「対話」することの大切さを学んで欲しいです。また、大学時代は人
生でいちばん自由な時間がとれる時期です。外国に行き自分の世
界を広げたり、現地の人と交流したりするのもいいかもしれません。
　私もみなさんと対話できることを楽しみにしています。

　法制史とは法の面から歴史を見ていく学
問です。法制史は法の歴史という見方をして
いる人もいますが、法や制度の面から過去の
歴史を見ていくものなのです。
　法制史の面白さは、難しいことですが、新し
い史料を見つけて来てそれに基づいて今ま

で人が言ってきたことと違うことが言える、或いは既存の史料に
新しい解釈を加えることによって歴史像を変えることができると
ころだと思います。法学部の勉強の中心は、民法や刑法といったい
わゆる実定法学で、しかも解釈学ですが、そういうものの面白さ
とはかなり違った面白さになると思います。
　法制史は歴史を扱う学問なので史料が大事になりますが、その
史料が法や制度に関するものが多いのです。史料そのものを一次
文献、史料をもとに後代の研究者が書いたものを二次文献といい
ます。私はイギリスの中世を専門にしているので、史料は殆どラテ

ン語で書かれています。しかもラテン語の一次文献は印刷された
ものもあれば印刷されていない手書きの史料もあるのです。これ
はマイクロフィルムで撮ったものですが（写真は手書きの一次文
献）、そういうものを読んで印刷本が間違っているとか、自分で新
しいものを見つけて来て何か新しいことが言えるとなると大変楽
しいですね。
　というように、法制史研究では地道に史料を読み込むことにな
りますが、やはり世界史を勉強していないといけません。法学の歴
史はローマからある訳ですから、古代ローマで誕生、中世に復活
してヨーロッパ全土に広まったという、時代背景を理解していた
方が良いですね。日本史・世界史
の勉強が高校生のみなさんには
必要だと思います。
　大学での勉強というのは高校
と違って、自分の頭で考えなけれ
ばなりません。そのためにも、とに
かく本をたくさん読むことです。
授業だけでなく授業中に先生が
参考文献として挙げるものもあ
るでしょうし、授業と直接関係な
くても幅広く色んな本、それに新
聞を読んでもらいたいですね。

　憲法という科目は、日常生活になじみがな
いと言われる一方、「公民」や「政治経済」の授
業を通じてぼんやりしたイメージくらいは掴
んでいる人が少なくないでしょう。今から１０
年ほどさかのぼって、僕自身が高校生であっ
たころを振り返ると、「現代社会」かなにかの

資料集で「自衛隊の合憲性」や「朝日訴訟」の記事を読んだ記憶が
あります。今でもそんな話が載っているのでしょうか？
　それはともかく、法学の一科目として憲法を勉強すると、実は
もっともっと奥が深いことに気付くはずです。例えば、国民主権と
基本的人権の尊重、それに戦争の放棄を合わせて“日本国憲法の
三大原則”と習ってきたと思いますが、ちょっと立ち止まって考え
てみると、こんな基本的なところにも難問が隠れています。
　第一に、高校生に選挙権はありませんが、それでも「国民」に「主
権」があると言えるのでしょうか。第二に、一口に国民といっても、
全員の意見が一致することはほとんどありません。ですから、国会
議員の選挙も、法案の議決も、みんな最終的には多数決で決着が
図られます。となると、そこには必ず「少数者」が生まれるわけです

が、彼らの「人権」（さしあたり自己の信念に従って生きる権利と考
えておきましょう）はどうやって「尊重」されるのでしょうか。このよ
うな疑問を前にすると、そもそも「国民主権」とは何なのか、そして
「人権」とは何なのか、突き詰めて議論をする必要が出てきますね。
　もちろん自衛隊や生存権という個別のテーマも大事ですが、上
に述べたような究極の難問に立ち向かうところに、「憲法学」の本
当の醍醐味があると言うべきでしょう。法学部に入ったら、「統治
機構論」と「人権論」という二つの講義科目を通じて、そうした魅
力を存分に味わってほしいと思います。
　念のために少し厳しいことを付け加えておきますが、大学では
毎回きちんと講義に出席していれば解答が見つかる、といった安
直な発想に流れてもらっては困ります。「国民主権」とは、「人権」と
は…という先ほどの問題は、そもそも明快な「解答」をもっている
でしょうか。むしろ「正解」のない問いかけを前に、“ああでもない、
こうでもない”と思考を巡らせる営みこそが、大学の「学問」と言っ
てよいでしょう。ですから、教科書に書いてあることや先生の話を
「覚えよう」というのではなく、逆に、「疑ってみよう」というくらい
の意気込みをもって、自分なりの「回答」を練り上げる必要が出て
くるのです。
　さて、皆さんは、先ほどの難問にどんな「回答」を用意しますか？

「原先生ってこんな先生」
● 授業が丁寧でわかりやすい ● 生徒目線で話してくれるので親しみやすい
● 若くて美人でオシャレな先生です ● 他のゼミのコンパにもよく来てくれます
● 男子学生にも女子学生にも人気があります

原　　恵美 先生

村西　良太 先生

「村西先生ってこんな先生」
● 研究熱心だが、お茶目。
● 眼がキラッキラ☆してる。
● よく喋るので研究室に行くとしばらく帰してくれない（笑）。

学生の声

学生の声

大学での勉強ってどんなもの??
　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??

～大学での勉強と先生からのアドバイス。

学生の声

学生の声

「豊崎先生ってこんな先生」
● ゼミでは学生以上に積極的に発言する。
● さばさばしてる。
● お酒が大好き。

豊崎　七絵 先生

「直江先生ってこんな先生」
● いつもなごやかな授業が楽しい！
● とってもオシャレでおちゃめ！
● 猫＆犬好きで、生徒にも優しい！

直江　眞一 先生

刑事訴訟法

西洋法制史 民　法

憲　法
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るからであり、通勤・通学のために電車で移
動できるのは鉄道会社との間に運送契約が

あるからであり、会社で仕事してお給料をもらえるのは会社との
間に労働契約を結んでいるからです。こうして考えると、社会の中
の経済活動は契約によって成り立っていて、民法はその基本を規
律しているといえます。
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A.九州大学の授業科目に

は専攻教育科目と全学教育

科目、総合選択履修科目が

あります。

　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あっ

たものを選んで時間割を組むことになります。

「河野先生ってこんな先生」

● 関西弁混じりの博多弁で話されることもあります。
● 美味しいお酒と食べ物がお好きな先生です。
● “Prof. Kono is very knowledgeable and forward looking. He also holds
　　interests of the students in the highest regard.”

河野　俊行 先生

「熊野先生ってこんな先生」

● 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！

熊野　直樹 先生

学生の声

学生の声

国際私法

政治史

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.大学生の時間割ってどんな感じですか？

月

1

2

3

4

5

火 水 木 金

ドイツ語

現代社会

数学Ⅰ

社会学

法学 社会と学問

健康・スポーツ
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経済学
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民事訴訟法Ⅰ

商法Ⅰ

民事訴訟法
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ゼミの打合せ

民事訴訟法Ⅱ

商法Ⅰ

刑法Ⅱ

労働法

行政法Ⅱ

民法

民法ゼミ

Q.なぜ九大法学部を選んだのですか？

A.自分の学びたいことをと

ことん学べると思ったから

です。有名な教授も多いです

し、高いレベルでの学習が

できると思いました。あとは、

オープンキャンパスに来て、

実際の大学の様子や先輩方

をみて、「ここでなら楽しい大学生活を送れそう！」と実

感したことも大きかったですね。

A.地元の九州で学びたかったからです。講義のレベル

は全国屈指だと思いますよ。法学部なら卒業後の進路

も幅広いです。九州で大学生活を送って、卒業後に日本

全国、世界各国で活躍している先輩もたくさんいると

聞いたので、自分の将来をじっくり考えることができる

と思いました。

１年前期（Ａ君）

３年前期（M君）

　法学部に入ると、基本的には日本の法律を

勉強することになります。ところが、日本の法

律に書いてあることが世界標準とは必ずしも

いえません。

　例えば、日本では協議離婚といって、夫婦

が合意の上で離婚届を提出して離婚をすることが一般的ですが、

ヨーロッパやアメリカでは必ず裁判をして離婚しなければなりま

せん。また、イスラム圏では男性が女性に向かって｢タラク｣と三回

言うことで離婚が成立しますし、フィリピンではそもそも離婚が

できません。

　このように、法律の内容というのは、国によって大きく異なりま

す。日本の中だけにいて日本人だけで生活するのならば日本の法

律だけ見ていればいいわけですが、一歩外国に出たり、あるいは

外国から人が来たりして問題が起こった場合にはそうはいきませ

ん。その問題をどの国の法律を使って解決すればいいのかが問題

となります。例えば、成人年齢は日本では20歳ですがドイツでは

18歳とされています。それでは、18歳のドイツ人が日本に来た場

合、ドイツの法律に従って成人として扱うべきでしょうか。それと

も日本の法律に従って未成年として扱うべきでしょうか。このよ

うな国際的な問題について、どの国の法律を使うべきかのルール

を考えるのが国際私法の仕事です。国際的な問題が身近に感じ

られ、また、常に外国のことを意識しながら勉強することを通して

視野を広げることができるという点で、国際私法は非常におもし

ろい科目です。

　大学での4年間というのは人生を大きく左右する大事な時期で

す。自分のために使える時間が豊富にありますし、交換留学やイ

ンターンシップなど、高校ではほとんど考えられなかったような

チャンスもたくさんあります。ですから、皆さんには好奇心を大切

にして積極的に様々なことに挑戦して欲しいと思います。また、英

語が理解できると、得られる情報量が格段に増え、世界がぐっと

広がるので英語の勉強もぜひがんばってほしいです。皆さんが九

州大学での4年間を通して大きく成長してくれることを楽しみに

しています。

　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。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。

先輩から
ひとこと

•友達と励まし合いながら乗り越えました！受験は団体
戦です！友達を大切に！！
•諦めたら、そこで試合終了ですよ！！
•トイレの壁に暗記用紙を貼って、死ぬ気でやりました！
みなさんも頑張って♪
•学力＝（時間＋努力）×情熱
•当日に自分を信じられるように、精一杯努力しておき
ましょう☆

受験勉強について
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A.九州大学の授業科目に

は専攻教育科目と全学教育

科目、総合選択履修科目が

あります。

　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
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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.大学生の時間割ってどんな感じですか？
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自習
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商法Ⅰ

刑法Ⅱ

労働法

行政法Ⅱ

民法

民法ゼミ

Q.なぜ九大法学部を選んだのですか？

A.自分の学びたいことをと

ことん学べると思ったから

です。有名な教授も多いです

し、高いレベルでの学習が

できると思いました。あとは、

オープンキャンパスに来て、

実際の大学の様子や先輩方

をみて、「ここでなら楽しい大学生活を送れそう！」と実

感したことも大きかったですね。

A.地元の九州で学びたかったからです。講義のレベル

は全国屈指だと思いますよ。法学部なら卒業後の進路

も幅広いです。九州で大学生活を送って、卒業後に日本

全国、世界各国で活躍している先輩もたくさんいると

聞いたので、自分の将来をじっくり考えることができる

と思いました。

１年前期（Ａ君）

３年前期（M君）

　法学部に入ると、基本的には日本の法律を

勉強することになります。ところが、日本の法

律に書いてあることが世界標準とは必ずしも

いえません。

　例えば、日本では協議離婚といって、夫婦

が合意の上で離婚届を提出して離婚をすることが一般的ですが、

ヨーロッパやアメリカでは必ず裁判をして離婚しなければなりま

せん。また、イスラム圏では男性が女性に向かって｢タラク｣と三回

言うことで離婚が成立しますし、フィリピンではそもそも離婚が

できません。

　このように、法律の内容というのは、国によって大きく異なりま

す。日本の中だけにいて日本人だけで生活するのならば日本の法

律だけ見ていればいいわけですが、一歩外国に出たり、あるいは

外国から人が来たりして問題が起こった場合にはそうはいきませ

ん。その問題をどの国の法律を使って解決すればいいのかが問題

となります。例えば、成人年齢は日本では20歳ですがドイツでは
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合、ドイツの法律に従って成人として扱うべきでしょうか。それと

も日本の法律に従って未成年として扱うべきでしょうか。このよ

うな国際的な問題について、どの国の法律を使うべきかのルール

を考えるのが国際私法の仕事です。国際的な問題が身近に感じ

られ、また、常に外国のことを意識しながら勉強することを通して

視野を広げることができるという点で、国際私法は非常におもし

ろい科目です。

　大学での4年間というのは人生を大きく左右する大事な時期で

す。自分のために使える時間が豊富にありますし、交換留学やイ

ンターンシップなど、高校ではほとんど考えられなかったような

チャンスもたくさんあります。ですから、皆さんには好奇心を大切

にして積極的に様々なことに挑戦して欲しいと思います。また、英

語が理解できると、得られる情報量が格段に増え、世界がぐっと

広がるので英語の勉強もぜひがんばってほしいです。皆さんが九

州大学での4年間を通して大きく成長してくれることを楽しみに

しています。

　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。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。

先輩から
ひとこと

•友達と励まし合いながら乗り越えました！受験は団体
戦です！友達を大切に！！
•諦めたら、そこで試合終了ですよ！！
•トイレの壁に暗記用紙を貼って、死ぬ気でやりました！
みなさんも頑張って♪
•学力＝（時間＋努力）×情熱
•当日に自分を信じられるように、精一杯努力しておき
ましょう☆
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A. 九大法学部はカリキュラ

ムの組み方など、学生の自

主性に任せる部分がとても

大きいです。だから、勉強し

ようと思えばいくらでも勉

強できます。もちろんその時

間を趣味やアルバイト、サー

クル活動などにも使うことが出来て、思う存分学生生

活を満喫することができます。

Q.九州大学法学部の特色は？

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…

•違憲立法審査権の正当化根拠を述べよ。（憲法）

•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）

•不作為によって殺人を犯すことは可能か。議論状況

を整理した上で私見を述べよ。（刑法）

•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.定期試験ってどんな感じですか？

Q.どんな勉強をしているのですか？

A. 低年次は、やはり講義の

予習復習が主になると思い

ます。高年次になると、各々

が興味を持った分野や、ゼミ

の発表の準備に時間を割い

ているみたいです。

　法律学や政治学の勉強と

いうのは、数学のように決まった一つの答えというも

のはありません。今ある知識をフルに使って、自分の考

えをいかに論理的に結論づけることができるかが重要

になってきます。そのためには、たくさんの知識を得て、

整理しておかなければならないことはもちろん、それを

人に分かりやすく伝える表現力も必要になってきます。

それは、法律関係の仕事に就かなくても、社会に出て行

くにあたって非常に大切な能力になると思います。

Q.生活費ってどんな感じですか？

A.Tさんは平均的な一人暮

らし、Hくんは九大の寮に住

んでいます。仕送りのみで生

活している人から学費や家

賃もすべて自分で負担して

いる人まで様々ですが、奨学

金の利用率はかなり高いよ

うです。男子学生を中心に、学食で使えるミールカード

（九州大学生協のプリペイドシステム・5万円毎にプレミ

アが付きます）を作っている人も多いです。自宅生はア

ルバイトのみでもまかなえるそうです。

　大学生はサークルや飲み会・教科書などにお金がか

かってしまう分、お弁当を持参したり、公共交通機関の

代わりに自転車を使ったりと、それぞれちょっとした節

約に励んでいます。

Q.九大生はどんなアルバイトを
しているのですか？

A. 短い時間でしっかり稼げ

る家庭教師や塾講師と、一

人暮らしにうれしいまかな

いも付く飲食店が人気です。

最近では、自分のスケジュー

ルに合わせて働く日が決められる派遣制のアルバイト

に登録する人も多いようです。コンサートや野球の試合

のスタッフ、コールセンター、受付、引越しなど、それぞ

れのアルバイトを通じて様々な経験をしています。

A.大学生は自由に使える時

間が沢山あるので、自分のし

たいことをできるところがい

いですね。バイト、サークル、

勉強など各人がそれぞれの

ライフスタイルに合わせて

生活しています。でも学年が

上がると将来のことも考えて、（特に法科大学院を目指

すと）さすがに勉強に割く時間が長くなりますね（笑）

Q.大学生の一日ってどんな感じですか？

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

22：00

23：00

24：00

25：00

起床

登校・図書館で勉強

昼食

勉強

夕食・休憩

勉強

帰宅

趣味

就寝

8：00
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起床・朝食

授業

昼食

談笑・予習

授業

休憩

バイト

夕食

趣味など

就寝

O君（4年）のある日 Y君（1年）のある日

Tさん

Hくん

食費 20,000円

食費 10,000円

光熱費 8,000円

寮費（光熱費込） 6,500円

※一人暮らし平均家賃
　35,000円～
　　　　　55,000円

※ミールカードを利用

教科書 5,000円

教科書 5,000円

交際費 6,000円

交際費 10,000円

交通費 5,000円

交通費 0円

娯楽費 5,000円

娯楽費 3,500円

被服・美容費 10,000円

携帯料金 9,000円

携帯料金 8,000円

家賃 45,000円

被服・美容費 20,000円

奨 学 金：
アルバイト代：
仕 送 り：

51,000円
25,000円
54,000円（家賃＋携帯料金）

◆収入計：130,000円

◆支出計：123,000円

奨学金：45,000円
仕送り： 8,000円（携帯料金）

◆収入計：53,000円

◆支出計：53,000円

先輩から
ひとこと

•テスト範囲がとにかく広い！！日ごろの復習が大事！！
高校と一緒ですね！！
•自由度が高いです！！自分から勉強しなきゃダメですよ！！
•「考えること」を考える勉強です。
•色んなことを学べるので、法学だけじゃなくて、色んな
ことに興味がわきますよ♪
•勉強は大変だけど、民法とか身近な事柄を学べるので
楽しいです★

大学の勉強について
先輩から
ひとこと

•塾でバイトしてます！！かわいい子供達に囲まれて充
実してます♪
•仕事場以外でも、バイトのみんなとフットサルしたり
飲みに行ったりなんかもしますよ☆
•他大学の人との交流があります！そこで恋人も（笑）
•銀行でバイトしてます！ミスしないかヒヤヒヤしなが
ら頑張ってます！！
•働く喜びを皆さんも早く知ってくださいね！！
•怒られる快感を味わえます（笑）　←！？

バイトについて

先輩から
ひとこと

•月一で山に登ってます。サークルの仲間と一緒にケーキ
バイキングに行ったりもしますよ☆
•いろんな学部の人と知り合えます！人脈が広がりまくりです♪
•監督とかがいないので、自主性が身に付きます。大学
祭では自分達でお店を開きます！
•沢山のジャンルのサークルがあるので、新しい趣味、
そして自分が見つかるかも！！
•勉強ばっかりが大学生活じゃありません！！サークル
のみんなと毎日はじけてます（笑）

サークルについて
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Q&A

A. 九大法学部はカリキュラ

ムの組み方など、学生の自

主性に任せる部分がとても

大きいです。だから、勉強し

ようと思えばいくらでも勉

強できます。もちろんその時

間を趣味やアルバイト、サー

クル活動などにも使うことが出来て、思う存分学生生

活を満喫することができます。

Q.九州大学法学部の特色は？

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…

•違憲立法審査権の正当化根拠を述べよ。（憲法）

•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）

•不作為によって殺人を犯すことは可能か。議論状況

を整理した上で私見を述べよ。（刑法）

•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.定期試験ってどんな感じですか？

Q.どんな勉強をしているのですか？

A. 低年次は、やはり講義の

予習復習が主になると思い

ます。高年次になると、各々

が興味を持った分野や、ゼミ

の発表の準備に時間を割い

ているみたいです。

　法律学や政治学の勉強と

いうのは、数学のように決まった一つの答えというも

のはありません。今ある知識をフルに使って、自分の考

えをいかに論理的に結論づけることができるかが重要

になってきます。そのためには、たくさんの知識を得て、

整理しておかなければならないことはもちろん、それを

人に分かりやすく伝える表現力も必要になってきます。

それは、法律関係の仕事に就かなくても、社会に出て行

くにあたって非常に大切な能力になると思います。

Q.生活費ってどんな感じですか？

A.Tさんは平均的な一人暮

らし、Hくんは九大の寮に住

んでいます。仕送りのみで生

活している人から学費や家

賃もすべて自分で負担して

いる人まで様々ですが、奨学

金の利用率はかなり高いよ

うです。男子学生を中心に、学食で使えるミールカード

（九州大学生協のプリペイドシステム・5万円毎にプレミ
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奨学金：45,000円
仕送り： 8,000円（携帯料金）

◆収入計：53,000円

◆支出計：53,000円

先輩から
ひとこと

•テスト範囲がとにかく広い！！日ごろの復習が大事！！
高校と一緒ですね！！
•自由度が高いです！！自分から勉強しなきゃダメですよ！！
•「考えること」を考える勉強です。
•色んなことを学べるので、法学だけじゃなくて、色んな
ことに興味がわきますよ♪
•勉強は大変だけど、民法とか身近な事柄を学べるので
楽しいです★

大学の勉強について
先輩から
ひとこと

•塾でバイトしてます！！かわいい子供達に囲まれて充
実してます♪
•仕事場以外でも、バイトのみんなとフットサルしたり
飲みに行ったりなんかもしますよ☆
•他大学の人との交流があります！そこで恋人も（笑）
•銀行でバイトしてます！ミスしないかヒヤヒヤしなが
ら頑張ってます！！
•働く喜びを皆さんも早く知ってくださいね！！
•怒られる快感を味わえます（笑）　←！？

バイトについて

先輩から
ひとこと

•月一で山に登ってます。サークルの仲間と一緒にケーキ
バイキングに行ったりもしますよ☆
•いろんな学部の人と知り合えます！人脈が広がりまくりです♪
•監督とかがいないので、自主性が身に付きます。大学
祭では自分達でお店を開きます！
•沢山のジャンルのサークルがあるので、新しい趣味、
そして自分が見つかるかも！！
•勉強ばっかりが大学生活じゃありません！！サークル
のみんなと毎日はじけてます（笑）

サークルについて



1918

KYUSHU UNIVERSITY 2011

Q&A

A. 選択肢として、伊都キャンパ

ス周辺、姪浜～西新、箱崎キャ

ンパス周辺の大きく３つが挙げ

られます。伊都に家を決める人

のほとんどは後々箱崎方面へ引

っ越すつもりでいます。伊都キ

ャンパスと箱崎キャンパスの中

間地点である姪浜～西新に住む人は引っ越す人、引っ越さ

ない人半々です。

　伊都～箱崎間は電車１本で移動できるのでそう不便では

ないですが、多少時間がかかるので、朝が弱い人などは引っ

越すことを前提にそれぞれのキャンパスの近くに住むこと

をお勧めします。

　寮は初めて家を出る人も安心して暮らせるし、寮生活を

してから一人暮らしを始めるというのもいいかもしれませ

んね。

Q.アパートはどの辺りに借りるのがいいでしょうか。

Q.どんな施設がありますか

自宅
28％

西区
38%

糸島市
9%

寮
8%

早良区  5％

中央区  5％

東区  4％ その他  3％

　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。

講義室・演習室

　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

　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。

九州大学情報基盤研究開発センター

情報基盤研究開発センター情報サロン

文系合同図書室

大講義室

A.1

A.2

A.3

先輩から
ひとこと

•1人暮らしをして初めて母親の大変さに気付きました。
皆さんも日ごろからお手伝いを！
•好きな事を自由にできます！！テレビ見放題です♪
•料理をつくるのが楽しくなってきました！！ただ、片付け
がね・・・・・
•ちょっぴり、寂しいよ（笑）
•料理できないので、週４外食です！！今のうちから料理
の勉強を☆

1人暮らしについて

A.4

A.5

A.6

　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

　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

　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

A.7 法学部学生情報サロン

　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

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。

法学部生専用の情報サロンが開設されています

生協文系食堂

学生情報サロン

生協文系書籍部

中央図書館

2010年度入学者
居住状況
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1人暮らしについて
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A.5

A.6
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2010年度入学者
居住状況
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伊都キャンパスについて

生協食堂（ビッグさんど）

　2009年より、九州大学に入学してきた新入生は、一年半の間、福岡市西

区の伊都キャンパスで学生生活を送ることになります（ただし、週に一度

は「箱崎日」として、貝塚キャンパスで学習します）。伊都キャンパスは郊外

の新キャンパスで、まだ発展途上・成長中のキャンパスです。これから10

年・20年かけて、新しい知の拠点となることを目指し、現在でも整備が進

んでいます。

　低年次教育が行われるセンターゾーンには、伊都キャンパス最大の学生食堂がありま

す。また、近くの建物には、お洒落なオープンカフェテリア（Qasis）もあります。明るく開

放的な雰囲気で、メニューも豊富です（定食からエスニック料理まで！）。

　また、昼食時以外の時間帯には、広いテーブルを利用して自習や議論をする学生の姿

も多く見られます。

　大学にとっての中心的設備の一つは、なんといっても知の貯蔵庫（アーカイブ）である

図書館です。伊都キャンパスにも、新たな知の拠点としてふさわしい大型図書館が設置

されました。

　伊都図書館は最新の設備を備えた、立派な総合図書館になっています。

　また、広い自習スペースも確保されていますので、静かな環境で自習をしたい人、読書

を楽しみたい人にはぴったりの環境になっています。

自習スペース 嚶鳴天空広場（Q-Commons）
　大学に入って意外に困るのが、実は大学内での自習スペースの確保です。多くの学生

は、講義室・サロン・食堂や図書館などに自習場所を求めて日々放浪（！）しています。

　その点、伊都キャンパスでは、センター２号館の４階に、広々とした自習スペースが設

けられています。１０台あまりのパソコンと、多くの自習机、そして最新図書をそろえた

書架が並んでいます。

　ここでは一日中、議論をしたり、自習をしたり、ゼミの準備に追われる学生の姿が絶え

ません。

生協食堂メインダイニング

伊都図書館

嚶鳴天空広場

おう  めい

A.8

A.9

A.10 伊都図書館

　　交流協定と交換留学
　九州大学法学部・法学研究院は、独自の交流協定を世界の

大学・高等教育機関と結んでいます（表）。法学部の学生は、大学

間協定校に加えて法学部の交流協定校への交換留学がで
きます。また、これらの協定校から法学部へ毎年、交換留学生

がやってきて一緒に勉強し、大学生活を送っています。

　留学生との交流
　現在、法学研究院では大学院と学部を合わせて20カ国以上

の国から100名近くの留学生が学んでいます。この多様な留学

生を生活や学習の面からサポートするのがチューターです。
チューターは多くの留学生が最初に出会う日本人の友人でも

あります。また、チューターをすることで、日本にいながらにし

てさまざまな国のあり方の一片に触れることができ、異なる背

景を超えたコミュニケーション能力を磨く機会ともなります。

毎年２回、法学部が開催する留学生パーティは日本人と留学生

の友好を深めるいい機会です。

　グローバル化した世界において、日本の大学でも国際化がどんどん進行しています。九州大学は、G３０（文部科学省が打
ち出した日本における国際化拠点大学プロジェクト）のひとつに選ばれて、全学的に国際化をさらに進展させています。
　その九州大学においても、法学部の国際化は他をリードするさまざまな取り組みを行っています。

　国際教育
　法学府（大学院）には日英両語による修士課程(BiP）、英語の

みによる法律系（LL.M）と政治学系（CSPA）の３つの国際修
士課程と、法律系の国際博士課程（LL.D）があります。もちろん
日本人学生も受験できます。これらの国際コースは、学部教育
の国際化にも一役買っています。
　「留学はしたいけどなんだか不安だ」という人は、まず九州

大学で提供されている英語による授業に参加することをお勧

めします。一般教養科目には留学生センターで実施されている

ＪＴＷコースや、国際コースを担当している外国人と日本人教員

が共同して開講する授業があります。必修の英語課目は多様な

レベルと内容で、法学部学生それぞれのニーズと関心に応え

られるように工夫されています。専門課程に進んだら、法学府

国際コースの授業を聴講してみましょう。英語力を磨きながら

留学の心構えをすることができます。

　このようにそれぞれの段階で提供されている国際教育をう

まく活用して交換留学を経験し、ひいては国際コースへの進学

も進路選択のひとつとすることもできるでしょう。

　国際コースでは授業のほかにも、その時々のトピックスを取

り上げた講演会やシンポジウムなどが数多く英語で開催され

ていて、法学部学生の参加も大歓迎です。

　いろいろな支援
　留学をするには国際的に認められている語学能力試験の
結果を提出することが求められるのが一般的です。たとえば英

語であれば、TOEFLやIELTSなどです。こうした語学能力試験の

受験を応援するために、法学部は、受験料の一部または全部を補

助する制度を提供しています。このような語学能力試験の結果

は、留学だけではなく、就職や社会活動にも活用できるものです。

　いざ交換留学が決まれば、航空運賃の一部補助を受けられ
る制度もあります。

　もちろん、こうした国際交流や留学についての相談は、留学・
留学生担当教員が時間の許す限り応じています。

九大法学部で
世界を広げましょう！！

大学・学部

アムステルダム大学・法学部

ティルブルグ大学法学部

レイキャビック大学・法学部

モナシュ大学　法、人文（政治）

ウェリントン・ヴィクトリア大学・法学部

ビクトリア大学・法学部

コロンビア大学ロースクール

ニューヨーク大学ロースクール

香港大学・法学部

華東政法学院(上海)

山東大学法学院(済南市)

西南政法大学(重慶市)

ボルドー政治学院

ボン大学法・経済学部

締結時期

１９９５年

２００９年

２００４年

１９９６年

１９９７年

１９９７年

１９９８年

２００６年

２００１年

２００５年

２００６年

２００６年

２００７年

２００８年

国名

オランダ

オランダ

アイスランド

オーストラリア

ニュージランド

カナダ

米国

米国

中国

中国

中国

中国

フランス

ドイツ

（法学部）交換留学制度締結校 （２０１０年７月）

国際交流と国際教育



2120

KYUSHU UNIVERSITY 2011

Q&A

KYUSHU UNIVERSITY 2011

留学制度

伊都キャンパスについて

生協食堂（ビッグさんど）

　2009年より、九州大学に入学してきた新入生は、一年半の間、福岡市西

区の伊都キャンパスで学生生活を送ることになります（ただし、週に一度

は「箱崎日」として、貝塚キャンパスで学習します）。伊都キャンパスは郊外

の新キャンパスで、まだ発展途上・成長中のキャンパスです。これから10

年・20年かけて、新しい知の拠点となることを目指し、現在でも整備が進

んでいます。

　低年次教育が行われるセンターゾーンには、伊都キャンパス最大の学生食堂がありま

す。また、近くの建物には、お洒落なオープンカフェテリア（Qasis）もあります。明るく開

放的な雰囲気で、メニューも豊富です（定食からエスニック料理まで！）。

　また、昼食時以外の時間帯には、広いテーブルを利用して自習や議論をする学生の姿

も多く見られます。

　大学にとっての中心的設備の一つは、なんといっても知の貯蔵庫（アーカイブ）である

図書館です。伊都キャンパスにも、新たな知の拠点としてふさわしい大型図書館が設置

されました。

　伊都図書館は最新の設備を備えた、立派な総合図書館になっています。

　また、広い自習スペースも確保されていますので、静かな環境で自習をしたい人、読書

を楽しみたい人にはぴったりの環境になっています。

自習スペース 嚶鳴天空広場（Q-Commons）
　大学に入って意外に困るのが、実は大学内での自習スペースの確保です。多くの学生

は、講義室・サロン・食堂や図書館などに自習場所を求めて日々放浪（！）しています。

　その点、伊都キャンパスでは、センター２号館の４階に、広々とした自習スペースが設

けられています。１０台あまりのパソコンと、多くの自習机、そして最新図書をそろえた

書架が並んでいます。

　ここでは一日中、議論をしたり、自習をしたり、ゼミの準備に追われる学生の姿が絶え

ません。

生協食堂メインダイニング

伊都図書館

嚶鳴天空広場

おう  めい

A.8

A.9

A.10 伊都図書館

　　交流協定と交換留学
　九州大学法学部・法学研究院は、独自の交流協定を世界の

大学・高等教育機関と結んでいます（表）。法学部の学生は、大学

間協定校に加えて法学部の交流協定校への交換留学がで
きます。また、これらの協定校から法学部へ毎年、交換留学生

がやってきて一緒に勉強し、大学生活を送っています。

　留学生との交流
　現在、法学研究院では大学院と学部を合わせて20カ国以上

の国から100名近くの留学生が学んでいます。この多様な留学

生を生活や学習の面からサポートするのがチューターです。
チューターは多くの留学生が最初に出会う日本人の友人でも

あります。また、チューターをすることで、日本にいながらにし

てさまざまな国のあり方の一片に触れることができ、異なる背

景を超えたコミュニケーション能力を磨く機会ともなります。

毎年２回、法学部が開催する留学生パーティは日本人と留学生

の友好を深めるいい機会です。

　グローバル化した世界において、日本の大学でも国際化がどんどん進行しています。九州大学は、G３０（文部科学省が打
ち出した日本における国際化拠点大学プロジェクト）のひとつに選ばれて、全学的に国際化をさらに進展させています。
　その九州大学においても、法学部の国際化は他をリードするさまざまな取り組みを行っています。

　国際教育
　法学府（大学院）には日英両語による修士課程(BiP）、英語の

みによる法律系（LL.M）と政治学系（CSPA）の３つの国際修
士課程と、法律系の国際博士課程（LL.D）があります。もちろん
日本人学生も受験できます。これらの国際コースは、学部教育
の国際化にも一役買っています。
　「留学はしたいけどなんだか不安だ」という人は、まず九州

大学で提供されている英語による授業に参加することをお勧

めします。一般教養科目には留学生センターで実施されている

ＪＴＷコースや、国際コースを担当している外国人と日本人教員

が共同して開講する授業があります。必修の英語課目は多様な

レベルと内容で、法学部学生それぞれのニーズと関心に応え

られるように工夫されています。専門課程に進んだら、法学府

国際コースの授業を聴講してみましょう。英語力を磨きながら

留学の心構えをすることができます。

　このようにそれぞれの段階で提供されている国際教育をう

まく活用して交換留学を経験し、ひいては国際コースへの進学

も進路選択のひとつとすることもできるでしょう。

　国際コースでは授業のほかにも、その時々のトピックスを取

り上げた講演会やシンポジウムなどが数多く英語で開催され

ていて、法学部学生の参加も大歓迎です。

　いろいろな支援
　留学をするには国際的に認められている語学能力試験の
結果を提出することが求められるのが一般的です。たとえば英

語であれば、TOEFLやIELTSなどです。こうした語学能力試験の

受験を応援するために、法学部は、受験料の一部または全部を補

助する制度を提供しています。このような語学能力試験の結果

は、留学だけではなく、就職や社会活動にも活用できるものです。

　いざ交換留学が決まれば、航空運賃の一部補助を受けられ
る制度もあります。

　もちろん、こうした国際交流や留学についての相談は、留学・
留学生担当教員が時間の許す限り応じています。

九大法学部で
世界を広げましょう！！

大学・学部

アムステルダム大学・法学部

ティルブルグ大学法学部

レイキャビック大学・法学部

モナシュ大学　法、人文（政治）

ウェリントン・ヴィクトリア大学・法学部

ビクトリア大学・法学部

コロンビア大学ロースクール

ニューヨーク大学ロースクール

香港大学・法学部

華東政法学院(上海)

山東大学法学院(済南市)

西南政法大学(重慶市)

ボルドー政治学院

ボン大学法・経済学部

締結時期

１９９５年

２００９年

２００４年

１９９６年

１９９７年

１９９７年

１９９８年

２００６年

２００１年

２００５年

２００６年

２００６年

２００７年

２００８年

国名

オランダ

オランダ

アイスランド

オーストラリア

ニュージランド

カナダ

米国

米国

中国

中国

中国

中国

フランス

ドイツ

（法学部）交換留学制度締結校 （２０１０年７月）

国際交流と国際教育



　私は、2005年８月から

2006年７月までの１年

間、エジプト政府奨学金

制度を利用しエジプト、

カイロに留学しました。

現在では九州大学とカイ

ロ大学との間に交換留学

協定があるようですが、

私が留学したときはまだ

ありませんでしたので一

年間大学を休学しての留

学となりました。

　「なぜエジプト？」とよく聞かれますが、今にして思えば個人

的な興味と、周りの後押しとが理由だったように思います。

私は大学に入る前からパレスチナ問題、中東問題と呼ばれる

もの、さらにより広く「国際協力」といわれるようなものに対し

て強く興味を持っていました。しかし、興味は持っていても、

具体的に自分が何をすべきか、何ができるかについては分かっ

ていませんでした。それが、大学の講義を受け、考え、先生方と

相談するうちに、留学する事を勧められ実行することになりま

した。この時は文学部の先生にもお世話になりました。

　しかし、たしかに留学は具体的な行動ですが、それ自体が

「目的」なのではなく、自分の興味や関心のための「手段」でし

かないはずです。留学先では、アラビア語、イスラーム、エジプ

ト政治などについて学びました。ただ、「エジプトで生活する」

ことから学んだことはそれ以上に大きいものでした。たまに鼻

につくほど気さくなアラブ人達との共同生活は、単に語学力を

伸ばしてくれるだけではなく、生活を本当に豊かにもしてくれ

ました。彼らが生み出してくれた愛着のおかげで、留学から

帰ってきた後も何度もエジプトを訪れてしまっています。一方

で留学期間中、エジプト近辺では様々な政治的事件が起こりま

した。イラク戦争直後の諸問題、エジプト初の大統領選挙、国民

議会の選挙、憲法改正、憲法改正のための国民投票、さらに国

内での三度の大規模なテロ、イスラエル軍のガザ地区への侵

攻等々。テロが発生した翌日の町の雰囲気や、友人たちの表情

は忘れることができません。その時、私は確かにエジプトにい

たのですが、日本人としての私は友人達とは明らかに違う立

場でした。色々な事を考えさせられます。

　もちろん留学はすでに終わっていますが、そこから学ぶ事はま

だまだ続いています。そういった意味で、いい留学だったと思い

ます。九大は多くの国の様々な大学と交換留学協定を持っていま

す。今ですとエジプトにも交換留学で行けますし、皆さんの関心、

目的にあう留学先もきっと見つかるのではないでしょうか？

　私は大学３年生の後期に法学部国際コースの留学生

のチューター活動を行いました。チューターを始めた理

由は、英語を話すことに対する苦手意識を学生のうちに

払拭したいと思ったからです。

　国際コースでは授業を英語で行うため、ほとんど日本

語を話せない留学生も多いと聞き、当初は不安でいっ

ぱいでした。担当となった留学生の資料を見ると少し強

面なイタリア人の青年で、かなり緊張しながら空港に迎

えに行ったのを覚えています。しかし実際に会ってみる

と、彼はとても気さくで、英語が話せず戸惑う私にいろ

いろと話しかけてくれました。チューターの主な業務は、

留学生の学校・行政・住居に関する手続きの補助と、

日用品や携帯電話等の購入の補助です。初めの数日は、

手続きのやり方がわからなかったり、うまく英語で説明

できなかったりすることも多くありましたが、彼はいつ

も「大丈夫、ゆっくりで良いよ」と落ち着かせてくれまし

た。英語を話すことが苦手な私でしたが、時間が経つに

つれコツを掴み、きれいな文を作ることにこだわらず、

単語とジェスチャーで伝えていくようになりました。

また、イタリアなまりの強い英語がはじめはまったく聞

き取れなかったのですが、１カ月も経つ頃にはほとんど

聞き取れるようになりました。

　そのうちに他のチューターや留学生とも仲良くなり、

どんどん輪が広がって行きました。皆でハロウィンパー

ティーをしたり、母国料理を振舞ってもらったりしたの

はとても良い思い出になっています。宅配ピザでパー

ティーをした時にはシーフードやチキンなど色々な具の

のったピザを用意したのですが、イタリア人の彼は「ピザ

は生地そのものを味わうべきで、いろいろな具を乗せる

のは邪道だ」と言いながら食べていました。他にも、時間

に少しルーズなこと、会話の節々で恋人の名前が出てく

ることなど、いろいろなカルチャーショックを経験しま

した。

　チューター活動を通じて、英語への苦手意識が和らい

だだけでなく、たくさんの留学生と仲良くなり、まるで留

学しているかのような経験をすることができました。九

大法学部では、交換留学制度はもちろん、チューター制度

のように日本にいながら国際交流に親しむことのできる

機会もたくさんあるので、自分のやる気次第でとても充

実した大学生活を送ることができます。大学時代は一生

ものの経験を積める貴重な時間なので、少しでも興味を

持ったことにはどんどんチャレンジしてみてください。

法学部４年　田中千菜美【留学先】カイロ大学（エジプト）
【期　間】2005年8月～2006年7月

大学院法学府修士課程２年　沖　祐太郎

留学体験記 チューター体験記

　中国・大連外国語学院

への留学では3週間と

いう短い期間ではあり

ましたが、非常に価値あ

る体験ができたと思い

ます。留学期間中、午前

は中国語での授業、午後

は文化講座を受講する

というサイクルで生活し

ていきました。中国語で

の授業は「聞き取り」に

苦労しましたが、先生の発音は非常に丁寧だったのでだんだん

慣れていきました。その日起きたことを文章にして授業に持っ

ていくと、先生が添削してくれるという非常に恵まれた環境で

学習することができたことも言語能力向上につながったと思

います。

　文化講座がない日は、中国人の友人と日本語・中国語を教え

合うという相互学習を行ったりして有意義に過ごすことがで

きました。その友人宅に招待され、中国の料理やお酒といった

もてなしを受けるなど、中国人の温かさに触れるとともに、

中国の学生の生活を味わうなど、文化講座ではできないよう

なことも体験したことによって自分の視野が広がったと思い

ます。学習の面でも友人の存在は大きく、授業の理解が一層深

まり、より実用的な単語・文章を教わったことも印象に残って

います。中国人で日本語を学習している友人の意識は非常に

高く、刺激を受けながら学習に取り組んでいきました。

　また、大連外国語学院には中国人だけでなく韓国人、ロシア

人などもいて、その人たちとの交流も充実したものだったと思

います。最初は挨拶程度だったのが、一緒にご飯を食べに行っ

たり、サッカーをしたりして交流を深めていくことができまし

た。「スポーツには国や言語は関係ない」ということを実感し

て、コミュニケーションツールとしてのスポーツの重要性を認

識することができました。

　他にも、実際の中

国は私が抱いてい

たイメージとは大き

く異なっていた、と

いう新たな発見も

ありました。街の人

は優しく、ゆっくり

話しかけてくれた

し、店員さんと中国

語で仲良くなれた

ことは自信にもなり

ました。そして、中国(大連)での料理が自分に合わなかったら

どうしよう、と心配していただけに、大連の料理の美味しさに

は衝撃を受けました。「何が一番おいしかったか」と聞かれれ

ば、「すべて」と答えるでしょう。

　このように、中国語のみでの授業や中国語だらけの生活、新

たな友人・文化との出会い、他国の人々との交流によって新た

な知見を得ることができたことは留学ならではの価値あるも

のであると思います。

　私はカナダの南西部に位置する都市、ビクトリアに二学期間

交換留学をし、非常に貴重な経験を積むことができました。

　ビクトリアは「イギリスよりもイギリス的」と呼ばれる歴史

感漂う観光都市で、一年を通じて気候は比較的温暖であり

（10℃前後）、とても住みやすい街でした。私の通った大学は、

建物と緑が調和した閑静なキャンパスを持ち、法学部の図書

館は昨年リニューアルされ多数のコンピューターや蔵書が完

備されていて、勉学に最適な環境でした。また、キャンパスの至

る所にウサギがおり、大学のシンボルとして市民から愛されて

いました。

　最初の方は授業で英語のスピードについていくのが難しく、

授業内容がさっぱり把握できませんでした。しかし、三ヶ月目

あたりからその速さに慣れ始め、以後ほぼ授業を理解すること

ができました。日本とは異なり英米法を基礎とするカナダでの

授業であっても、留学前に受講した日本の基本法（憲法、民法

等）の知識が非常に役に立ったので、留学を希望される人は留

学前にこれらの科目を軽く復習することをお薦めします。また、

私は英語が第二言語ということもあり、あるテストでは試験時

間が一科目当たり通常

の倍である七時間も与

えられました。しかし、

その長い時間であって

も私はタイムアップぎ

りぎりで解答を終える

のが精一杯で、私の勉

学における未熟さを改

めて実感しました。

　学期間の休暇を利用したカナダ東部とNYの旅行は驚きと感

動に満ちあふれ、その光景は今でもしっかりと目に焼き付いて

います。一学期終了間近から旅行の計画を開始し、休暇中の

約三週間、様々な都市を訪問しました（トロント、ケベック、モン

トリオール等）。特に印象に残っているのは、ナイアガラの滝と

NY Times Squareにおける新年のカウントダウンイベントで

す。前者は私に大自然の壮大さを教えてくれ、後者にて私は

人々の凄まじい熱気を感じることができました。

　最後に、この留学で得た一番の財産は友人です。私の大学は

世界各国から学生を受け入れており、文化も風習も私のものと

は異なる人達と日々交流を深めることができました。そこで世

界の多様性を肌で感じることによって自らの視野が広がった

だけではなく、また日本文化の素晴らしさを再認識できました。

普段日本で生活していると自国の文化を客観的に捉えること

は難しいですが、海外生活でその経験ができたことは、日本人

として今後生きていく上で大きな糧となるに違いありません。

法学部４年　富永　雄一

【留学先】大連外国語学院（中国）
【期　間】2010年2月17日～3月11日

【留学先】University of Victoria (Canada)
【期　間】2009年9月～2010年4月
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約三週間、様々な都市を訪問しました（トロント、ケベック、モン

トリオール等）。特に印象に残っているのは、ナイアガラの滝と

NY Times Squareにおける新年のカウントダウンイベントで

す。前者は私に大自然の壮大さを教えてくれ、後者にて私は

人々の凄まじい熱気を感じることができました。

　最後に、この留学で得た一番の財産は友人です。私の大学は

世界各国から学生を受け入れており、文化も風習も私のものと

は異なる人達と日々交流を深めることができました。そこで世

界の多様性を肌で感じることによって自らの視野が広がった

だけではなく、また日本文化の素晴らしさを再認識できました。

普段日本で生活していると自国の文化を客観的に捉えること

は難しいですが、海外生活でその経験ができたことは、日本人

として今後生きていく上で大きな糧となるに違いありません。

法学部４年　富永　雄一

【留学先】大連外国語学院（中国）
【期　間】2010年2月17日～3月11日

【留学先】University of Victoria (Canada)
【期　間】2009年9月～2010年4月

法学部３年　原田　崇弘
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■進学（200７　200９）

卒業生就職先と進学者数
就職・進学について

■就職先（2007　2009）

地方公務員
福岡市（11）　福岡県（10）　熊本県（5）　久留米市（3）　北九州市（3）　春日市（3）　
山口県（2）　熊本市（2）　大分市（2）　沖縄県（2）　宮崎県（2）　東京都（2）　岡山県　
名古屋市　奈良県　広島市　山口市　佐賀県　神戸市　倉敷市　岩国市　直方市 

裁判所（10）　福岡国税局（5）　労働基準監督署（2）　福岡入国管理局（2）　法務省（2）
九州公安調査局　九州財務局　大分地方検察庁　厚生労働省職業安定局　福岡法務局

読売新聞西部本社（4）　NTT西日本（3）　リクルート（2）　オービック（2）　NTTデータ　
富士通アドバンストソリューションズ　富士通ソフト　TVQ九州放送　日本放送協会
日立ソフトウェアエンジニアリング　西日本新聞社　RKB毎日放送　朝日新聞社　熊本県民テレビ
山陰中央テレビジョン　ソフトバンクBB　楽天　鹿児島テレビ放送　共同通信社

東芝（2）　パナソニックコミュニケーションズ（2）　三菱電機　三洋電機　住友電気工業
ソニーセミコンダクタ九州　日本電気

トヨタ自動車（8）　三菱重工業（3）　スズキ

九州電力（6）　東京電力（3）　関西電力（2）　中国電力　沖縄電力

JFEスチール（3）　IHI　新日本製鐵　黒崎播磨

伊藤忠商事（2）　兼松　イオンモール　阪急阪神百貨店　セブン＆アイ・ホールディングス

西日本鉄道（3）　郵便局（3）　JR西日本　JTB九州　商船三井

三菱ＵＦＪリース（2）　旭化成（2）　大林組　住友不動産　三菱地所　昭和シェル石油　日本赤十字社
バンダイ　ロフト　キリンビール　任天堂　日本音楽著作権協会

福岡銀行（10）　みずほフィナンシャルグループ（6）　肥後銀行（6）　西日本シティ銀行（5）　日本銀行（5）
日本生命保険（4）　三菱東京UFJ銀行（4）　大和証券（4）　三菱UFJ信託銀行（3）　
東京海上日動火災保険（2）　あおぞら銀行（2）　商工組合中央金庫（2）　住友生命保険（2）　
明治安田生命保険（2）　大分銀行（2）　損害保険ジャパン　野村証券　国民金融公庫　
日本政策投資銀行　かんぽ生命保険　みずほ信託銀行　JA共済　オリックス　宮崎銀行　山口銀行　
日本政策金融公庫　農林中央公庫

国家公務員

金融・保険

電気・ガス

鉄鋼・非鉄金属

商社・小売業

運輸・サービス

その他

大学院（30）
法科大学院（114　内 九州大学法科大学院へは73名・その他の法科大学院41名）進　学

情報・通信

電気機器

輸送機器

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。

▲
▲

業　種 就職先　[( )内の数字は就職人数,数字のない企業は1人]

　就職を希望する学生は、九州内外を問わず、有力

民間企業に就職し、あるいは国家公務員ないし地

方公務員となる人が多いです。法学部では、就職相

談から、インターンシップ、就職ガイダンス、就職支

援講演会、あるいは学修支援など、多くのチャンス

を提供しています。また、法学部にキャリアデザイン

専門の部署を設置し、学部として全面的にバック

アップしています。ゼミの先生を中心に教職員一同、

みなさん一人ひとりのサポートを行っています。

小さなことでも分からないことはどしどし尋ねて、

是非こうしたシステムを積極活用してください。

進学状況ならびに支援体制 就職状況ならびに支援体制

　近年、法科大学院（ロースクール）へ進学し、法曹

を目指す人たちが多くなっています。ロースクールは

「専門職大学院」で、修了後は「法務博士」の称号を得

ることができます。適性試験、入学試験から、入学後

の勉強、さらに「新司法試験」、また合格後も司法研

修所での修養と、長期にわたる勉強が必要ですが、

法学部ではロースクール進学を見据えたサポートを

低学年時より行っています。多くの先輩が現にロー

スクールへと進学し、法曹資格を取得しています。

さらに研究を志す人には、研究大学院修士課程、

博士後期課程への進学のため、ゼミや勉強会を中心

としたサポートを行っています。

　九州大学における学生の就職支援は、「学務部キャリアサポー

ト課」という部署が担当しています。「学務部キャリアサポート課」

では、全学的な学生の就職活動をサポートするために、就職情報

室の運営、就職相談の実施、求人情報提供、就職支援イベントの

開催等の就職支援業務を行なっています。

　一方、法学部の求人情報、学校（教授）推薦等、学生のより身近

な情報の提供については、法学部学生係で担当しています。

　また法学部では、「法学部キャリアデザイン委員会」を設置して

学生の就職支援に関する様々な取り組みを行っています。昨年度

は、以下のようなイベントを開催しました。

①「国際機関を目指す方のための就職ガイダンス」
（平成21年は9月30日開催）

　国連などの国際機関での就職を希望する学生を対象に「国際機関

を目指す方のための就職ガイダンス」を開催。ニューヨークの国連日

本政府代表部で3年間、国連日本人職員の支援に携わった経験のあ

る方を講師として招へい。

②「企業セミナー」
（平成21年は11月24・25日、12月2・3・14日開催）

　来年度の卒業予定者を対象（留学生含む）に、九州大学において

「企業セミナー」を開催。平成21年度の参加企業は、AGC旭硝子、東芝、

三菱UFJ信託銀行、富士フイルム、クボタ、三井物産、西日本シティ銀行、

三菱重工業、西日本鉄道、野村証券、大成建設、旭化成、新日本製鐵・

新日鉄エンジニアリング、トヨタ自動車、西日本旅客鉄道（JR西日本）、

九州旅客鉄道（JR九州）、西部ガス、住友信託銀行など。それぞれの企

業の説明や法学部の内定者の就職活動の体験談などを披露。
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■進学（200７　200９）

卒業生就職先と進学者数
就職・進学について

■就職先（2007　2009）

地方公務員
福岡市（11）　福岡県（10）　熊本県（5）　久留米市（3）　北九州市（3）　春日市（3）　
山口県（2）　熊本市（2）　大分市（2）　沖縄県（2）　宮崎県（2）　東京都（2）　岡山県　
名古屋市　奈良県　広島市　山口市　佐賀県　神戸市　倉敷市　岩国市　直方市 

裁判所（10）　福岡国税局（5）　労働基準監督署（2）　福岡入国管理局（2）　法務省（2）
九州公安調査局　九州財務局　大分地方検察庁　厚生労働省職業安定局　福岡法務局

読売新聞西部本社（4）　NTT西日本（3）　リクルート（2）　オービック（2）　NTTデータ　
富士通アドバンストソリューションズ　富士通ソフト　TVQ九州放送　日本放送協会
日立ソフトウェアエンジニアリング　西日本新聞社　RKB毎日放送　朝日新聞社　熊本県民テレビ
山陰中央テレビジョン　ソフトバンクBB　楽天　鹿児島テレビ放送　共同通信社

東芝（2）　パナソニックコミュニケーションズ（2）　三菱電機　三洋電機　住友電気工業
ソニーセミコンダクタ九州　日本電気

トヨタ自動車（8）　三菱重工業（3）　スズキ

九州電力（6）　東京電力（3）　関西電力（2）　中国電力　沖縄電力

JFEスチール（3）　IHI　新日本製鐵　黒崎播磨

伊藤忠商事（2）　兼松　イオンモール　阪急阪神百貨店　セブン＆アイ・ホールディングス

西日本鉄道（3）　郵便局（3）　JR西日本　JTB九州　商船三井

三菱ＵＦＪリース（2）　旭化成（2）　大林組　住友不動産　三菱地所　昭和シェル石油　日本赤十字社
バンダイ　ロフト　キリンビール　任天堂　日本音楽著作権協会

福岡銀行（10）　みずほフィナンシャルグループ（6）　肥後銀行（6）　西日本シティ銀行（5）　日本銀行（5）
日本生命保険（4）　三菱東京UFJ銀行（4）　大和証券（4）　三菱UFJ信託銀行（3）　
東京海上日動火災保険（2）　あおぞら銀行（2）　商工組合中央金庫（2）　住友生命保険（2）　
明治安田生命保険（2）　大分銀行（2）　損害保険ジャパン　野村証券　国民金融公庫　
日本政策投資銀行　かんぽ生命保険　みずほ信託銀行　JA共済　オリックス　宮崎銀行　山口銀行　
日本政策金融公庫　農林中央公庫

国家公務員

金融・保険

電気・ガス

鉄鋼・非鉄金属

商社・小売業

運輸・サービス

その他

大学院（30）
法科大学院（114　内 九州大学法科大学院へは73名・その他の法科大学院41名）進　学

情報・通信

電気機器

輸送機器

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。

▲
▲

業　種 就職先　[( )内の数字は就職人数,数字のない企業は1人]

　就職を希望する学生は、九州内外を問わず、有力

民間企業に就職し、あるいは国家公務員ないし地

方公務員となる人が多いです。法学部では、就職相

談から、インターンシップ、就職ガイダンス、就職支

援講演会、あるいは学修支援など、多くのチャンス

を提供しています。また、法学部にキャリアデザイン

専門の部署を設置し、学部として全面的にバック

アップしています。ゼミの先生を中心に教職員一同、

みなさん一人ひとりのサポートを行っています。

小さなことでも分からないことはどしどし尋ねて、

是非こうしたシステムを積極活用してください。

進学状況ならびに支援体制 就職状況ならびに支援体制

　近年、法科大学院（ロースクール）へ進学し、法曹

を目指す人たちが多くなっています。ロースクールは

「専門職大学院」で、修了後は「法務博士」の称号を得

ることができます。適性試験、入学試験から、入学後

の勉強、さらに「新司法試験」、また合格後も司法研

修所での修養と、長期にわたる勉強が必要ですが、

法学部ではロースクール進学を見据えたサポートを

低学年時より行っています。多くの先輩が現にロー

スクールへと進学し、法曹資格を取得しています。

さらに研究を志す人には、研究大学院修士課程、

博士後期課程への進学のため、ゼミや勉強会を中心

としたサポートを行っています。

　九州大学における学生の就職支援は、「学務部キャリアサポー

ト課」という部署が担当しています。「学務部キャリアサポート課」

では、全学的な学生の就職活動をサポートするために、就職情報

室の運営、就職相談の実施、求人情報提供、就職支援イベントの

開催等の就職支援業務を行なっています。

　一方、法学部の求人情報、学校（教授）推薦等、学生のより身近

な情報の提供については、法学部学生係で担当しています。

　また法学部では、「法学部キャリアデザイン委員会」を設置して

学生の就職支援に関する様々な取り組みを行っています。昨年度

は、以下のようなイベントを開催しました。

①「国際機関を目指す方のための就職ガイダンス」
（平成21年は9月30日開催）

　国連などの国際機関での就職を希望する学生を対象に「国際機関

を目指す方のための就職ガイダンス」を開催。ニューヨークの国連日

本政府代表部で3年間、国連日本人職員の支援に携わった経験のあ

る方を講師として招へい。

②「企業セミナー」
（平成21年は11月24・25日、12月2・3・14日開催）

　来年度の卒業予定者を対象（留学生含む）に、九州大学において

「企業セミナー」を開催。平成21年度の参加企業は、AGC旭硝子、東芝、

三菱UFJ信託銀行、富士フイルム、クボタ、三井物産、西日本シティ銀行、

三菱重工業、西日本鉄道、野村証券、大成建設、旭化成、新日本製鐵・

新日鉄エンジニアリング、トヨタ自動車、西日本旅客鉄道（JR西日本）、

九州旅客鉄道（JR九州）、西部ガス、住友信託銀行など。それぞれの企

業の説明や法学部の内定者の就職活動の体験談などを披露。
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卒業生からみなさんへ
　九州大学を卒業して40年あまりが経
ちます。当時、法学部200人の学生のう
ち、女性はわずか５人。だからという訳
ではないでしょうが、六本松で１年半の
教養課程を過ごした日々は、我が青春の
もっとも心躍る時期だったように思え
ます。九州、中・四国各地から集まった
若者たちは、みな受験勉強からの開放
感にひたり、連日連夜のコンパ､田島寮
のダンスパーティー、学園祭の模擬店、
マンドリンクラブの合宿、初演奏会など
など、一瞬一瞬がキラキラと輝いていま
した。
　卒業後、労働省（現厚生労働省）でキ
ャリア公務員として働くことになるので
すが、右も左もわからない東京で、頼り
になったのは、同じく銀行や商社で働く
法学部同期生たちでした。毎年数回集ま
っては、お互いの仕事のこと、海外勤務
の経験、社会・経済のことなど、気兼ねな
く学生気分でおしゃべりしては盛り上が
っていました。その場での実務的な知識
や人的ネットワークが、公務という仕事
に直接役立ったのはもちろんですが、み
なが同じように悩んでいることを確認
できたことが何より救いになったことを
鮮明に記憶しています。

　「アラ還」となってしまった最近では、
会合がもっと頻繁となり、孫の話、健康
のこと、そしてたまの訃報に、あらため
て同期生として記憶を共有してきた絆
を深めているところです。
　縁あって、一昨年から最高裁判事とし
てこれまでの行政とは畑違いの司法の
分野で仕事をすることになりました。ま
たまた右も左もわからない私に救いの
手をさしのべてくれたのが、司法界で裁
判官、検事、弁護士として活躍している
九大法学部先輩、後輩の方々です。しみ
じみ九州大学卒業生の連帯感の強さを
実感しています（！）。
　人はひとりでは生きていけません。ま
た、人生は複雑です。まっすぐな道もあ
れば曲がりくねった道もあり、上り坂も
あれば下り坂もあります。その人生のス
タートに当たって、知力、体力を蓄える
のが大学時代であることは間違いあり
ませんが、同時に、この困難なる人生航
路を、悩みを分かち合いながら共に歩ん
でいける同志にめぐり会えるところでも
あります。多くの触れ合いを求めて九州
大学の門をくぐってみませんか。

櫻井　龍子 
昭和４４年卒業
最高裁判所判事

橋口　博州
平成１２年卒業
パナソニック

インダストリー（中国）
有限公司出向

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。

模擬裁判を経験して
（当日のアンケートより）

　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、20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。

●模擬裁判のために２週間ほど訴状や陳述書を読み込みました。
原告と被告の主張があまりに食い違っており、どこから手をつ
けてよいかわからないほどでしたが、模擬とはいえども、実際
に判決を下すとなると雰囲気で判断するわけにはいかないと
思い、お互いの主張を読み込みました。事前の資料が多く、正直
しんどいと思いましたが、本当の裁判だと当然、はるかに多く
の資料に目を通す必要があるのだろうと感じました。今日は
１日で口頭弁論から判決まで終わらせましたが、実際の裁判に
関わる人は長期にわたって事件に関して責任を持たなければ
ならないということがよくわかり、裁判官や弁護士の方々の仕
事の大変さを垣間見ることができました。模擬裁判の後には、
各弁護士の方々、先生方から評価や意見をいただくことができ、
これから法学部で学ぶ上で参考にしていきたいと思いました。
●とてもよい経験になった。グループで打ち合わせをしても、
答えのない問題を解いている感じがした。グループの仲間と
自分の考えを合わせ、答えではなく考えを作った時は、今まで
味わったことのないような共同作業による達成感を味わうこ
とができた。自分の適性が確認できたので、本気で法曹関係
の仕事につきたいと思った。
●民事裁判は傍聴したことがなかったので、新鮮なことが数多く
あった。イメージでは、原告、被告が口論に近い状態で論戦し、論
理の矛盾をつくものだと思っていた。実際には、証拠を厳密に精
査することがむしろ大切で、判決を出すには基本的に証拠に十
分のっとらなければならないことが理解できた。各グループが
出す結論は、勝敗が分かれたのみならず、採用した事実も切り口
も異なるものだったので、また改めて法律学の深さを実感した。
●自分たちなりに多くの時間を割いてこの模擬裁判のことにつ
いてグループで話し合い、質問を準備してきたが、弁護士の
方々はそれ以上に多くの質問をしていた。“そういう質問が出
てくるのか”というものも多く、とてもためになった。裁判官
の椅子は気持ちよかった。

LPセミナー
（ロー・アンド・プラクティス・セミナー）

●2010年度講義
講義題目

オリエンテーション 教員

弁護士

検察官（福岡地方検察庁）

裁判官（福岡地方裁判所）

検察官（福岡地方検察庁）

裁判官（福岡地方裁判所）

弁護士

弁護士

裁判官

弁護士・教員模擬裁判

内　容 担当者

刑　法

司法入門

民　法

犯 罪 論

犯 罪 論

民 事 手 続

刑 事 手 続

刑 事 訴 訟

家 族 法

契 約 法

不法行為法

民 事 裁 判

　九大の門をくぐって早16年、この大学・学
部を選んで間違いではなかったと確信してい
ます。なぜなら九大法学部での様々な縁が、私
をアジアへ、世界へと導いてくれたからです。
　中国人留学生W君との交流、彼に誘われた
初めての中国旅行、漠然と夢見た中国留学を
後押ししてくれた恩師、武漢大学での刑事訴
訟法の授業で発言を促され四苦八苦した思
い出、留学先で私を実の子のように可愛がっ
てくれたW君のご両親…それぞれがすべて九
大法学部の縁です。
　世界中から集まる留学生や中国人学生との
交流は、価値観の違いに毎日が驚きと戸惑い
の連続。楽しい思い出がほとんどですが、複雑
な体験もしました。北朝鮮からの留学生が国
家元首の誕生日を盛大に祝う様子に戸惑った
こと、アジア通貨危機で困窮し帰国を余儀なく
された韓国人留学生、40度を超える夏にエア
コンも無い８人部屋の学生宿舎内で汗だくで
必死に勉学に励む中国人学生…彼らは日本と
全く違う世界があることを教えてくれました。
　私は法律を学ぶという点では決して優秀で
はありませんでした。しかし、経済大国・法治国
家の日本と、法律の整備を急ぎつつ人治国家
から法治国家への脱皮を図る真っ只中に
あった当時の中国。この二つの国の価値観の
差は、法律という民族・国家の価値観を如実
に表したものを比較することによってより深

く理解できたと考えています。
　卒業後は中国留学の経験を活かせる場を
求めパナソニック株式会社に就職しました
が、そこでも社内の卒業生同士で部門・拠点・
役職を超えた定期的交流があります。さらに
は５年前に中国へ赴任した際に、「北京筥崎
会」という九州大学の同窓生の集まりがある
ことを知ったときの嬉しかったこと！結局事務
局も引き受けることになり、商社・メーカー・法
曹界などで活躍する多くの九大卒業生や北京
に留学する現役九大生と、時にはお酒を飲み
交わしながら異業種交流を行っています。思
い出話にふけり、中国生活の最新情報を交換
し合い、仕事で助け合い・・・。在学中に面識が
無かった人が大部分ですが、それが「九州大
学」という同じ学び舎で過ごしたというだけ
で、心の奥底で繋がっていることを実感する
のです。そのひとりひとりが、中国・アジア・世
界を土俵に日々奮闘しています。
　「グローバル化」が叫ばれて久しい昨今、日
本をアジアの一員として考え、これからをアジ
アの時代と認識し、世界の政治・経済で中心的
立場を担っていく必要性について疑問を抱く
人は少ないでしょう。それを担い得る人材を
多く輩出しているのが我々の母校・九州大学
であることに疑う余地はありません。みなさ
んも九大の門をくぐり、世界への第一歩を踏
み出してみませんか？

2726

KYUSHU UNIVERSITY 2011KYUSHU UNIVERSITY 2011

LPセミナー 卒業生からみなさんへ



卒業生からみなさんへ
　九州大学を卒業して40年あまりが経
ちます。当時、法学部200人の学生のう
ち、女性はわずか５人。だからという訳
ではないでしょうが、六本松で１年半の
教養課程を過ごした日々は、我が青春の
もっとも心躍る時期だったように思え
ます。九州、中・四国各地から集まった
若者たちは、みな受験勉強からの開放
感にひたり、連日連夜のコンパ､田島寮
のダンスパーティー、学園祭の模擬店、
マンドリンクラブの合宿、初演奏会など
など、一瞬一瞬がキラキラと輝いていま
した。
　卒業後、労働省（現厚生労働省）でキ
ャリア公務員として働くことになるので
すが、右も左もわからない東京で、頼り
になったのは、同じく銀行や商社で働く
法学部同期生たちでした。毎年数回集ま
っては、お互いの仕事のこと、海外勤務
の経験、社会・経済のことなど、気兼ねな
く学生気分でおしゃべりしては盛り上が
っていました。その場での実務的な知識
や人的ネットワークが、公務という仕事
に直接役立ったのはもちろんですが、み
なが同じように悩んでいることを確認
できたことが何より救いになったことを
鮮明に記憶しています。

　「アラ還」となってしまった最近では、
会合がもっと頻繁となり、孫の話、健康
のこと、そしてたまの訃報に、あらため
て同期生として記憶を共有してきた絆
を深めているところです。
　縁あって、一昨年から最高裁判事とし
てこれまでの行政とは畑違いの司法の
分野で仕事をすることになりました。ま
たまた右も左もわからない私に救いの
手をさしのべてくれたのが、司法界で裁
判官、検事、弁護士として活躍している
九大法学部先輩、後輩の方々です。しみ
じみ九州大学卒業生の連帯感の強さを
実感しています（！）。
　人はひとりでは生きていけません。ま
た、人生は複雑です。まっすぐな道もあ
れば曲がりくねった道もあり、上り坂も
あれば下り坂もあります。その人生のス
タートに当たって、知力、体力を蓄える
のが大学時代であることは間違いあり
ませんが、同時に、この困難なる人生航
路を、悩みを分かち合いながら共に歩ん
でいける同志にめぐり会えるところでも
あります。多くの触れ合いを求めて九州
大学の門をくぐってみませんか。

櫻井　龍子 
昭和４４年卒業
最高裁判所判事

橋口　博州
平成１２年卒業
パナソニック

インダストリー（中国）
有限公司出向

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。

模擬裁判を経験して
（当日のアンケートより）

　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、20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。

●模擬裁判のために２週間ほど訴状や陳述書を読み込みました。
原告と被告の主張があまりに食い違っており、どこから手をつ
けてよいかわからないほどでしたが、模擬とはいえども、実際
に判決を下すとなると雰囲気で判断するわけにはいかないと
思い、お互いの主張を読み込みました。事前の資料が多く、正直
しんどいと思いましたが、本当の裁判だと当然、はるかに多く
の資料に目を通す必要があるのだろうと感じました。今日は
１日で口頭弁論から判決まで終わらせましたが、実際の裁判に
関わる人は長期にわたって事件に関して責任を持たなければ
ならないということがよくわかり、裁判官や弁護士の方々の仕
事の大変さを垣間見ることができました。模擬裁判の後には、
各弁護士の方々、先生方から評価や意見をいただくことができ、
これから法学部で学ぶ上で参考にしていきたいと思いました。
●とてもよい経験になった。グループで打ち合わせをしても、
答えのない問題を解いている感じがした。グループの仲間と
自分の考えを合わせ、答えではなく考えを作った時は、今まで
味わったことのないような共同作業による達成感を味わうこ
とができた。自分の適性が確認できたので、本気で法曹関係
の仕事につきたいと思った。
●民事裁判は傍聴したことがなかったので、新鮮なことが数多く
あった。イメージでは、原告、被告が口論に近い状態で論戦し、論
理の矛盾をつくものだと思っていた。実際には、証拠を厳密に精
査することがむしろ大切で、判決を出すには基本的に証拠に十
分のっとらなければならないことが理解できた。各グループが
出す結論は、勝敗が分かれたのみならず、採用した事実も切り口
も異なるものだったので、また改めて法律学の深さを実感した。
●自分たちなりに多くの時間を割いてこの模擬裁判のことにつ
いてグループで話し合い、質問を準備してきたが、弁護士の
方々はそれ以上に多くの質問をしていた。“そういう質問が出
てくるのか”というものも多く、とてもためになった。裁判官
の椅子は気持ちよかった。

LPセミナー
（ロー・アンド・プラクティス・セミナー）

●2010年度講義
講義題目

オリエンテーション 教員

弁護士

検察官（福岡地方検察庁）

裁判官（福岡地方裁判所）

検察官（福岡地方検察庁）

裁判官（福岡地方裁判所）

弁護士

弁護士

裁判官

弁護士・教員模擬裁判

内　容 担当者

刑　法

司法入門

民　法

犯 罪 論

犯 罪 論

民 事 手 続

刑 事 手 続

刑 事 訴 訟

家 族 法

契 約 法

不法行為法

民 事 裁 判

　九大の門をくぐって早16年、この大学・学
部を選んで間違いではなかったと確信してい
ます。なぜなら九大法学部での様々な縁が、私
をアジアへ、世界へと導いてくれたからです。
　中国人留学生W君との交流、彼に誘われた
初めての中国旅行、漠然と夢見た中国留学を
後押ししてくれた恩師、武漢大学での刑事訴
訟法の授業で発言を促され四苦八苦した思
い出、留学先で私を実の子のように可愛がっ
てくれたW君のご両親…それぞれがすべて九
大法学部の縁です。
　世界中から集まる留学生や中国人学生との
交流は、価値観の違いに毎日が驚きと戸惑い
の連続。楽しい思い出がほとんどですが、複雑
な体験もしました。北朝鮮からの留学生が国
家元首の誕生日を盛大に祝う様子に戸惑った
こと、アジア通貨危機で困窮し帰国を余儀なく
された韓国人留学生、40度を超える夏にエア
コンも無い８人部屋の学生宿舎内で汗だくで
必死に勉学に励む中国人学生…彼らは日本と
全く違う世界があることを教えてくれました。
　私は法律を学ぶという点では決して優秀で
はありませんでした。しかし、経済大国・法治国
家の日本と、法律の整備を急ぎつつ人治国家
から法治国家への脱皮を図る真っ只中に
あった当時の中国。この二つの国の価値観の
差は、法律という民族・国家の価値観を如実
に表したものを比較することによってより深

く理解できたと考えています。
　卒業後は中国留学の経験を活かせる場を
求めパナソニック株式会社に就職しました
が、そこでも社内の卒業生同士で部門・拠点・
役職を超えた定期的交流があります。さらに
は５年前に中国へ赴任した際に、「北京筥崎
会」という九州大学の同窓生の集まりがある
ことを知ったときの嬉しかったこと！結局事務
局も引き受けることになり、商社・メーカー・法
曹界などで活躍する多くの九大卒業生や北京
に留学する現役九大生と、時にはお酒を飲み
交わしながら異業種交流を行っています。思
い出話にふけり、中国生活の最新情報を交換
し合い、仕事で助け合い・・・。在学中に面識が
無かった人が大部分ですが、それが「九州大
学」という同じ学び舎で過ごしたというだけ
で、心の奥底で繋がっていることを実感する
のです。そのひとりひとりが、中国・アジア・世
界を土俵に日々奮闘しています。
　「グローバル化」が叫ばれて久しい昨今、日
本をアジアの一員として考え、これからをアジ
アの時代と認識し、世界の政治・経済で中心的
立場を担っていく必要性について疑問を抱く
人は少ないでしょう。それを担い得る人材を
多く輩出しているのが我々の母校・九州大学
であることに疑う余地はありません。みなさ
んも九大の門をくぐり、世界への第一歩を踏
み出してみませんか？
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　大学を卒業してから３年数か月。卒業直後
に、生まれてこの方離れたことのなかった福
岡を発ち、衆議院事務局に就職して国会の委
員会審議を補佐するための調査の仕事に従
事することになった。昨年８月には衆議院法
制局への出向を命じられ、現在は議員立法の
立案の補佐の仕事をしている。この間の環境
の変化が大きかったせいか、学生だったころ
のことを随分と昔のことに感じてしまうのが
不思議なものである。
　大学での思い出を考えていると、心の中に
当時の風景が浮かんでは消えていく。ある種
の心細さを感じながら通っていた六本松のこ
と。３人の先生方に囲まれ針のむしろに座る
ような心地で大橋洋一先生（現在学習院大学
教授）の行政法ゼミで発表をしたこと。講義時
間90分の４分の１ないし２分の１ほどが先生
の「枕」の話に費やされ、毎週のように時間を
延長した後に夕食（飲み会）に行っていた南野
先生の憲法ゼミのこと。若手の先生方の熱の
こもった講義を聴くことができたこと。毎年の
ように夏の合宿に出掛けた九重の研修所で
過ごした日々のこと。手島名誉教授の美声に
よる比較憲法の講義を受けることができた
こと。友人と就職や進学を喜び合ったこと。
思いもかけず卒業式で時計をもらったこと。

　思い出を挙げていけば切りがない。これら
の４年間の出来事が、あるいは、福岡の地に
ある九州大学法学部という場で一日一日を
積み重ねていったこと自体が、今の自分にど
のような影響を与えているだろうか。そのこ
とを考えても、それらがすっかりと自らの内
に取り込まれて自覚ができないせいか、まだ
現在から近い時期の出来事であるので客観
視することができないせいか、言語によって
表現することが難しい。しかし、それらが今の
「自分」というものを形作っていることは確か
である。
　なぜ自分が九州大学法学部に進もうと思
ったのかということを考えると、公のための
仕事をしたい、そのために勉強をしたいと
いうことが主立った理由だったと思う。この
パンフレットをひもといている皆さんにも、
それぞれの動機や背景があって、ここを目指
そうと考えていると思う。幸い、この学び舎に
学ぶことができることになれば、高いところ
を目指し、学生時代という、この時期にしかで
きない勉強をしてほしい。そのことにより、常
に変化の絶えない世界の中で、最後は自分の
頭と腹で考え、失敗をおそれずに、世のため
人のために動ける力を身に付けてほしい。
反省と自戒を込めて、そう思う。

三角　啓介
平成１９年卒業
衆議院事務局

（衆議院法制局に出向中）

　ゼミやサークル、大学の外でいろいろな人
と出会い、いろいろなものに触れて、たくさん
悩み、考えた大学時代。音楽、映画、美術、
旅・・・バイトでお金を貯めて何でもやってみ
たし、フランス留学も経験しました（もちろん
大学の勉強も。苦手な科目の成績はとことん
悪かったですが・・・）。今、私は共同通信社の
記者として働いていますが、振り返ると、九州
大学で培われた感性が、今の自分の大部分を
占めている気がします。
　大学時代の一番大きな体験は、やはり留学
でした。自分が「外国人」であるという状況が
何よりも新鮮だったし、またそれゆえに苦労
もしました。当たり前だと思っていたことが
覆されたり、知らなかった自分の一面を発見
したり。フランスは、自分の考えをはっきりと
言葉や行動に表す環境があり、また移民も多
く、言葉も肌の色も宗教も違う、さまざまな
人々が暮らす場所です。１２月、イルミネーシ
ョンが輝くパリのシャンゼリゼ通りで、イスラ
エルのガザ地区侵攻に抗議するデモに出く
わし、驚いたことがありました。そして、一方
で親イスラエルのデモが別の場所で行われ
ていたことを後に知った時は、問題を目の当
たりにした気がして、遠い国の話だと思って
いたことが現実の問題として感じられました。
約一年日本を離れて過ごして、「世界」の中の
「日本」について考えさせられました。楽しい

ことも辛いことも経験しましたが、留学を通
して、自分の中にブレない一点、価値観のよ
うなものが定まった気がしています。留学を
始めすべてのきっかけを与えてくれた、九州
大学の先生や先輩、友人に感謝したいです。
　記者として実際に働くようになってちょう
ど２ヶ月ほど経ち、正直、悩み苦しむことも多
いですが、何とか乗り切っているのは、大学時
代に身につけた「基礎体力」のおかげなのか
なぁ、と思います。ですから皆さんも、自分の
アンテナに引っかかることがあれば、まずは
何でも挑戦してみてください。結果はどうで
あれ、そこから学ぶことは多いと思います。
　最後に、自戒をこめて皆さんにお伝えした
いのは、いつでも謙虚な姿勢を忘れずに、と
いうことです。大学は、たくさん考えることが
できる場所ですが、自分自身を振り返れば、
自分の頭の中だけで考えて分かった気になり、
完結してしまいがちなところもあった気がし
ます。いろいろな立場の人と話をして、なるべ
く外にでて、まだまだ世界には知らないこと
がたくさんある、ということを忘れない姿勢
が大事だと思います。・・・偉そうなことを書い
てしまいましたが、まずは、楽しむことが一番
です！自由な時間を存分に使って、大学生活
を送ってください。応援しています。

比嘉　奈津子
平成２２年卒業
共同通信社

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。
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TEL 092-642-3166（ダイヤルイン）
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