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学部長挨拶
また、平成24年度からは世界展開力強化事業の一環と
して留学生の派遣を行っており、平成27年度からはＧＶ
（Global Vantage）プログラムという英語教育にも重点を
置いた学部・大学院の一貫教育を実施しています。そこで
は、平成6年に他大学に先駆けて大学院に開設した、英語の
みで教育をする国際ビジネスコースでの経験を活かした教
育を行います。

九州大学法学部長

田中

教雄

これらの科目やプログラムを履修することによって、ルー
ルの形成・解釈・適用に関する基礎的な知識をしっかりと身
に付け、日本の法や政治に関する考え方を社会・世界に向け
て発信できる、地域社会・日本社会・国際社会をリードする

法学部に関心のある皆さまへ
九州大学法学部は、
法学・政治学教育を通じて、
地域杜会、

人材になっていただきたいと思います。
九州大学法学部は、弁護士・裁判官・検事、公務員、企業・
団体の職員、国際機関やNGOの職員、大学等の研究者など
を養成してきました。最近でも、卒業生のうち法科大学院等

日本社会、国際社会でリーダーシップを発揮しうる創造性

の大学院への進学が約15％、国家公務員、地方公務員等が

豊かな人材の養成を目指しています。

約25％、
民間企業が約40％、
そのほかが約20％です。
「その

そもそも法学・政治学とは何でしょうか。

ほか」には、司法書士などの資格取得を目指している者が含

社会のあるところに法あり、
といわれることがありますが、

まれています。法曹や公務員は当然ですが、民間企業でも、

社会生活を営むうえで、何らかのルールが必要であることは

契約を中心とした取引先とのトラブルに関する法律、会社に

疑いないでしょう。ルールがあれば、ほかの人の行動も予測

関する法律、企業の買収や合併に関する法律、銀行・証券・

することができ、安心して暮らすことができます。社会生活

保険などの金融に関する法律、公正かつ自由な競争に関す

でのトラブルを未然に防ぐこともできます。また、仮にトラブ

る法律、特許権などの知的財産に関する法律、労働法など、

ルが起きたときにも、ルールにしたがって解決できます。

いろいろな場面において、
法律の知識が必要とされています。

法は、社会生活におけるルールの１つです。法学・政治学

1924年に九州帝国大学法文学部として設置されて以

は、このようなルールがどのように作られるのか、作られた

来、１万７千人を越える卒業生を輩出しています。どの年代

ルールがどのように維持・修正されるのか、また、どのように

にも卒業生がおり、同窓会をはじめ多くの卒業生から、様々

理解され、
適用されるべきなのか、
さらには、
どのような歴史

な形で大学での教育及び卒業後の活動を支援していただい

を持っているのか、どのようなルールが望ましいのか、どの

ています。九州大学法学部は、90年を越える長い伝統を継

ように使われているのか等について研究する学問です。

承し、高い志を持って法学・政治学を学ぼうとされている皆

最近では、社会のグローバル化に伴って、日本人や日本の

さんを心から歓迎します。

企業が世界中に出かけていって活動しています。逆に世界
中の人や企業が日本に来て活動をしています。このように
グローバル化した社会では、多様な文化・価値観を持った人
たちと共に仕事をし、生活しなければなりません。その多様
な文化・価値観の中で、皆が従うべきルールを形成し、解釈
し、適用することが必要になっています。
法学・政治学の重要性は、より一層増しています。
九州大学法学部では、法学・政治学に関する多くの科目を
提供しています。法学関係では、弁護士・裁判官・検察官や公
務員になる場合に必須の「憲法」
・
「民法」
・
「刑法」をはじめ、
会社法を中心とする「商法」、裁判の手続きについて定めて
いる「民事訴訟法」
・
「刑事訴訟法」のほか、
「国際法」や「知的
財産法」等を提供しています。また、法の歴史に関する「法制
史」、法を哲学的に検討する「法哲学」、法が実際にどのよう
に使われているかを問題にする「法社会学」もあります。
政治学についても、
「 政治学」のほか、政治の歴史に関する
「政治史」や「国際政治学」などがあります。
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カリキュラム

法学部カリキュラムのしくみ
学生のニーズに応じた積み上げ学習を保障する総合教育
基幹教育科目

モジュールⅠ
法学部
の
専攻教育科目

（36単位以上）
（1年次）
（128単位以上）

（80単位以上）

・入門科目
・基盤科目
・展開科目

2

・ 基幹教育（教養教育）科目
・ 言語（外国語）科目
・ 健康・スポーツ科目

モジュールⅡ

・ 高年次基幹教育科目
・ 他学部の専攻教育科目

（12単位以上）
（2年次以降）

など

（２年次以降）

九州大学法学部の授業科目は、勉学の中心となる法学部

「法学部の専攻教育科目」は、箱崎キャンパスにおいて、法

の専攻教育科目と、基幹教育科目を二本柱としています。後

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

者は九州大学が、文系・理系のあらゆる学問領域をカバー

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

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

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

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

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

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

には、外国人教員や弁護士など、多彩な顔ぶれが含まれ、日

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

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

て、外国語科目・情報処理科目等の履修、さらには、経済学・

します。

歴史学・哲学・生命科学・工学などの他の専門科目の履修が

入学当初の１年間は、基幹教育科目を通じて
「大学での学

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

び」に必要な基礎的スキルと知的基礎体力を身につけ、
２年

科目群は、九州大学全学の教員の協力により実施され、入

次以降の法学・政治学の専攻教育では、積み上げ型に配置

学後最初の１年間は、主として基幹教育科目を伊都キャン

された入門・基盤・展開科目を、学生各人のニーズに即して、

パスで履修することになります。

段階的・体系的に履修することができるのです。

ローマ法（五十君教授）

刑事政策（土井教授）

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2014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）。

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、少年法、刑事政策
など

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

4. 国際関係法学

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

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

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

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

で、九大法学部では基礎法学教育を重視しています。

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

（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、ローマ
法、法社会学、比較法、中国法など

2. 公法・社会法学

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、国際私法、国際取引法、知的財産法など

5. 政治学

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

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

認識」を深めること、および「人権の尊重」や「公共性の実現」が

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

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

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

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

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

ステムを構想することを学びます。

のの見方を学ぶものです。

（主な授業科目）
憲法、行政法、地方自治法、租税法、行政学、労働法、社会保障法
など

九大法

（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

検索

少人数ゼミナールの重視
法政基礎演習（関口教授）

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
（ゼミ）
を重視してきたことが挙げられます。
現在も
各種のゼミを多数配置し、
ことに、
３年次・４年次の「高年
次ゼミ」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を担当しています。ゼミという場
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。
また、
１年次の基幹教育セミナー、
２年次の法政基礎
演習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。ゼミ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。
法政基礎演習（南野教授）
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講義紹介

法学部 1 年生
講 義 紹 介

南野

森

法学入門
板書もほとんどない

先生

し、 出席確認も宿題

法学部に入ったからといって、九大では、 ― 東大や京大も同じです

もない …と戸惑うだ

が ― 法学の授業がすぐに毎日始まるわけではありません。法学は「大

ろうと思います。板書

人の学問」とも言われますが、きちんと理解するのが難しいところがあり、

やプリントの 無い な

いきなり１年生から法学にどっぷり浸かるよりは、最初の半年や１年、歴

かで、 学生は集中し

史学、哲学、論理学などの一般教養（と外国語）の勉学に費やした方が

て先生の講義を聞き、

有効だという考えからです。また、せっかく総合大学（University）に入っ

何が重要で何が重要

たのに最初から最後まで専門の勉強のみというのは、もったいないとも

でないかを即座に判

言えるでしょう。とはいえ、法学部に入ったのに法学の授業がゼロでは

断し、ノートにまとめ

それもまた面白くない…。そこで九大法学部では、１年生の前期に講義

ていかなくてはならないわけですから、90 分講義が終わると多くの学生

科目「法学入門」と「政治学入門」を提供しています。

はヘトヘトになります。しかしこういう努力を続けることによって、他人

この講義では、１年生全員が入る大教室で、教員が 90 分間、延々と一

の難しい（退屈な？）話を聞き、考え、まとめるという、将来どのよう

方的に話し続けます。このような授業スタイルには、高校の授業に比べ

な分野に進むことになっても必要になる能力を身につけなくてはならな

れば約２倍の長さがあるし、先生は教室の前の方でマイクで喋っているし、

いのです。法学部は昔から「潰しがきく」などと言われ、実際さまざまな
分野への進路が存在しています（決して全員が司法試験を目指すわけで
はありません！）が、実はそれは、このような法学教育の（一見すると退
屈そうな）スタイルが様々な分野で活躍できる「強い頭」を育ててきた
からかもしれません。
法学の勉強は、一に読むこと、二に読むことです。教員が薦めるさまざ
まな本や論文を読み、考えること（さらに自分の考えたことを友人と議
論すること）が法学部では不可欠です。そしてそもそも法律とは、社会を
良くするための道具です。したがって、読書好きで、日本や世界の様々な

4

問題に関心がある（＝日頃から新聞をきちんと読んでいるような）高校
生は、法学部にとくに向いているでしょう。退屈そうに見える講義でも、
聞き続け、考え続け、そして家や図書館で読み続けると、あるとき突然
面白くなってくるはずですよ。いかにも昔ながらの大学らしい「法学入門」
の講義、どうぞお楽しみに！

講 義 紹 介

岡﨑

晴輝

政治学入門

先生

意見を変える勇気を持つことが、民主政治においては決定的に重要です。
それを学ぶ機会は、しかし、決して多くはありません。そこで政治学入門

皆さんの多くは、法学部では「法」について学ぶことができる、と考え

では、「住民投票は是か非か」、「衆議院にふさわしいのは小選挙区制か

ていることでしょう。もちろん、間違いではありません。しかし法学部では、

比例代表制か」といった論点をめぐって、主要な論拠を検討し、受講生

法学だけでなく政治学も学ぶことができます。法学部が法曹養成だけでな

同士で討論した後、e-Learning System で投票する、ということを試み

く公務員養成という社会的役割を担ってきたため、法学と政治学という二

ています。写真は、法学部１年生が選挙制度をめぐって討論している姿を

本立てになっているのです。しかし、それだけではありません。二本立て

写したものです。

になっていのは、そもそも法と政治が密接不可分であるからでもあります。

政治学入門の授業評価は、法学入門の授業評価と同じく、インターネッ

法は「政治の世界」で制定され、時に解釈・運用されています。他方、政

トで公開されています（九大法 HP →在学生→法学部生→時間割・シラ

治は「法の支配」という理念の下で行われています。法学と政治学という

バス等）。授業の雰囲気を知るためにも、ぜひご覧になってください。

二本立てになっているのには、こうした実際的・本質的理由があるのです。
さて、皆さんが九州大学法学部に入学すると、他の基幹教育科目に加
えて、さっそく法学入門と政治学入門を受講することになります。政治学
入門では、90 分×15 回の授業を通じて、日本政治に関する基礎知識を
学んでいきます。特に工夫しているのは、次の二点です。まず、可能なか
ぎり一次資料に基づいて、日本政治の実態を理解するように心掛けてい
ます。たとえば、政治にカネ（政治資金）がかかると言われますが、そ
のことを一般的知識として学ぶのではなく、首相の政治資金収支報告書
を分析することを通じて具体的に学ぶようにしています。一次資料を記載
した詳細なレジュメを配布しているのは、そのためです。
もう一つ工夫しているのは、討論の機会を設けるようにしていることで
す。いうまでもなく、異なる意見を持つ市民同士が討論し、時に自分の

法学部 2 年生
講 義 紹 介

赤坂

憲法

幸一

先生

Q. 大学の授業と高校の授業の違いはありますか？
ある程度の授業の指針があり、できるだけそれに沿うようにして、進行

Q. ま ず、『憲法』とはどのような科目ですか？

していく点に関しては高校の授業とあまり変わりはありません。ただし、

― いい質問ですね（笑）
。真面目に答えると、国

大学の場合、指導教員によって、取り扱う分野の濃淡がはっきりしていて、

家の統治システムの基本的なあり方や、国家・公権

その点に関しては、高校とは異なるかも知れません。

力が侵害してはならない基本権のあり方について、

また、高校とは違って、複数の教科書を比べて読むことが大事になって

検 討 す る も の で す。 憲 法 に 当 た るドイ ツ 語 は

きます。というのも、同じ分野を扱う教科書であっても、記述が大きく違っ

Verfassung、英語は Constitution ですが、どちらも「構造」という意味

たり、体系すら異なっていたりすることがあるからです。なぜそのような

を持っています。一つの国の基本的な統治組織の在り方について規律す

違いがあるのかについて考えることが、大学での勉強とも言えると思い

るのが、最も中心的な憲法の関心事だといえるでしょう。こういった事柄

ます。

について学習するのが、法学部2年次の憲法１・憲法２です。

 校を卒業し大学で憲法を学ぶ面白さは何ですか？
Q. 高
現在、安全保障法制の議論が国会をにぎわせていますが、これらは、

Q. 大学に入るにあたって高校生のうちにやっておくべきことは？
そんな背伸びをする必要はなく、高校生の間は高校生としてなすべき
こと、目の前にあることに、真剣に取り組んでもらいたいと思います。そ

日本という国の統治がどのように行われるのかにかかわる問題です。憲

の一つに、大きな進路選択の問題があります。自分の適正や興味を考えて、

法は、この「どのように統治を行うべきか」だけではなく、
「どの統治の

もっともすすみたい道を、自らの手で選び取ってもらいたいと思います。

内容をどのように決めるのか」をめぐる学問領域です。今まで皆さんは、

ある作家が言いました、「仕事に愛のない男は大成しない」と。もちろん

国政といっても、どこか遠いところで知らない人たちが決めているものと

これは、女性を含むすべての人に当てはまる言葉・メッセージです。

思っていなかったでしょうか。その仕組みを学ぶことで、日本という国の
動かし方がより身近になるはずです。次の参議院選挙からは 18 歳で有権

Q. 最後に高校生へのメッセージをお願いします。

者となります。まさしく皆さんこそが、一人の主権者として、この国の統

繰り返しになりますが、今という時間を無駄にせずに、一つ一つのこと

治にかかわっていくわけで、これまでよりは身近なものとして、憲法を感

に真剣にたち向ってほしいと思います。継続は力なりとはよく言ったもので、

じていただけるのではないかと思います。

毎日真剣に取り組んでいると、ある日、いろいろなことがうまく呑み込め
る瞬間というのがあります。いつそれが訪れるかは、前もってはわからな
い。でも、続けていれば、必ず道は開けるものと信じて、毎日を真剣に
過ごしていただければ、と願っています。

講 義 紹 介

行政法

深澤龍一郎

先生

Q. 行政法とはどのような科目ですか？
いきなり難しい質問ですね。そもそも「行政法」
という名前の法律が存在しているわけではなく、行

Q. 講義はどのように行われるのですか？
講義は「行政過程論」と「行政救済論」に分けて行われ、行政活動の
あり方や行政活動によって権利侵害を被った人をどう救済するかについて
学びます。基本的な行政法の知識をもとに具体的な問題を学生に考えさ
せるような講義をしています。ロースクール（法科大学院）で授業をした

政に関する法を総称して「行政法」といいます。行

経験を踏まえて、学部の講義のやり方を考えていますので、学部でしっか

政に関する法といっても様々なものがあるので、一

り勉強しておけば、ロースクールに進学してもそれほど大変ではないでしょ

概に分かりやすい説明をするのは非常に難しいですね。行政法の主な役

う。時には弁護士や公務員の立場にたって具体的な事案の解決法を考え

割といえるのは、行政が国民全体の生活や国の産業を発展させていく過

ることもあり、頭が鍛えられること間違いなしですね。

程で、国民個人の受ける被害をできるかぎり小さくしていくことでしょう。

Q. 具体的にいうとどうなりますか？

Q. 最後に高校生に向けてひと言お願いします。
法学部に入学してからは、自主的にしないかぎり、理系科目に関する

皆さんが理解しやすい例を出すなら、行政法律の１つである道路交通

勉強をしっかり行う機会というのはあまりありません。もちろん理系科目

法ですね。この法律は私たちの生活に身近な自動車の運転等について規

の基礎的な講義もありますが、やはり専門の法学や政治学の講義に重点

制しています。自動車は非常に便利で国民の生活や産業に不可欠なもの

が置かれることになってきます。ただ行政法に関していうと、例えば遺伝

ですが、同時に危険をともなう乗り物であり、命に関わる事故を起こすこ

子や原子力等についてある程度の知識がないと理解を十分に深められな

ともあります。だからといって全面的に自動車の運転を禁止するわけには

いこともあるため、幅広い知識が必要となってきます。そのため、皆さん

いかないでしょう。そこで、道路交通法は自動車の便利さを確保しなが

大学受験の勉強で非常に大変だとは思いますが、うまくそれとバランスを

ら事故の危険を防止しようとするのです。このように行政は国民全体の

とりながら様々な分野の教養を身につけておいてほしいです。高校生のう

利益である公益を実現するために活動していて、行政法はその公益実現

ちは視野を広く、１つの分野にしぼらないことが重要だと思います。私は

を規律する法といえます。道路交通法といえば、最近一部が改正されて自

大学入学時は農学部で、その後転学部して法学部に進むことになったの

転車の運転に関する規制が厳しくなりましたね。皆さん自転車に乗る機

ですが、理系の知識も確実に生きていたなと感じています。ぜひとも早い

会が多いと思うので、違反することにならないよう注意してください。

段階から様々な学問に触れてみてください！
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講義紹介

民法

講 義 紹 介

七戸

克彦

先生

Q. 民法学の魅力とは
民法は、私たちの普段の日常生活を規律する、い

様に、大人の社会人として生きていくためには、大人の社会人が用いて
いる用語とルールを覚える必要があります。

Q. 海外留学のすすめ

ちばん身近な法律です。たとえば1月1日の午後3時

大学に入ると、今までと格段に違った広い世界に飛び込んでゆくチャン

に「24 時間後に返すから 1000 円貸して」という

スが用意されています。僕は、個人的には、海外留学を強くお勧めします。

約束をした場合と、「1日後に返すから1000円貸し

なるべく早い時期に、外国で見聞を広めることは、何よりも人間を大きく

て」という約束をした場合では、返す時刻が違うのですが、そういった

成長させます。大学の4年間が終わってしまえば、海外留学の機会はまず

事柄も民法は定めていて、24 時間後に返す約束の場合には、1 月 2 日の

ありません。人生で一度限りの機会を、みすみす逃す手はないと思います。

午後3時に返さなければならないのですが（民法139条）、1日後に返す
約束の場合には、1月2日の満了（24時）までに返せばよい（民法140

Q. 高校時代にやっておくべきこと

条本文・141 条）というのが民法のルールです。ただし、午前 0 時に約

何といっても語学、しかもしゃべる訓練です。語学の勉強は、ピアノと

束をした場合には、例外的に、当日の満了時（24時）に返さなければな

一緒で、年をとってから始めても、絶対に上達しません。単語量は詰め

りません（民法 140 条ただし書）。そんな感じの、ごく普通の日常生活に

込み勉強でなんとかなりますが、発音に関しては、大人になってしまうと、

関する基本的ルールを定めているのが民法で、刑法の殺人罪とか内乱罪

もはや矯正ができないのです。早い時期の留学を勧めるのも同じ理由で

とか、そういった条文のお世話になる人はほとんどいないけれども、普

すが、外国人が違和感を覚えないような発音を身につけられるのは、せ

段の生活そのものが実は民法によって規律されている、というのが民法

いぜい高校生までです。

学の魅力かな、優等生的な回答としては。

Q. 大学での勉強について
民法に限らず、大学

6

やサッカーに特別な用語とルールを覚えなければプレイできないのと同

Q. オススメの本
僕が高校生だった頃、図書室の本の貸し出しはカード式だったのですが、
借りようとした本が、ことごとく特定の人物によって読まれており、その

の 法 律 学 の 勉 強 は、

下に名前を書くのが屈辱的で、毎日貸出限度いっぱいの本を読んでは返

要するに、裁判官や検

すことをしていました。そのうち向こうも僕の存在に気づいて、お互いに

察官や弁護士が法廷

張り合って図書カードの名前書き競争のようになっていきましたが、その

で使っている言葉、公

とき格好つけて格調高い本を大量に読んだことが、今となっては大変役

務員が公文書で使って

に立っています。1学年上の女子で、後に一緒に図書委員をやりましたが、

いる正式な用語を、自

そんな話はどうでもいい（笑）。今の高校生は、格好つけて格調高い本

由に操れるようにする

を大量に読む機会も、女子と知り合いになる機会もなくて残念ですね。

ための訓練です。野球

法政基礎演習
遠藤

歩

先生

【概要】
法政基礎演習遠藤クラスでは、最高裁判所の民事に関する
判例を取り上げて、独特の文章構成と言い回しを持つ判例を
どのように読んでいくかということに焦点を当てた勉強を
行っています。離婚や不法行為、売買など、比較的身近で、内容
的にもなるべくシンプルな判例を取り上げて、いかに判例を
読み解くかを皆で議論しながら学んでいます。目標は、独力で
判例を読める力を身に付けることです。
【授業の流れ】
一つの判例ごとに２〜４人の担当者でレジュメを作成し、事
案の概要、第一審、第二審、最高裁判決、関連判例、私見を発表
します。それぞれの項目で区切りながら、その都度疑問点や意
見などを先生やTA（ティーチングアシスト：大学院生による
授業運営のお手伝い）を交えながら話し合います。何気ない一
つの質問が重要な論点を引き出すこともあり、少人数ならで
はの深い議論へと発展します。議論の際には、先生が外国法と
日本法の比較を行ってくださることもあり、
これが学生にとっ
て大きな刺激となっています。

報告に対して質問や意見を述べる際には、発表された内容を受け止めたうえで、自分
自身はどのように考えるのかが最も大切にされます。
【ゼミの魅力】
先生は優しい言葉で分かりやすく解説してくださるので、
いつも議論の内容を深く理解
することができます。判例を読んで報告する作業は大変ですが、先生やTAの方に助けら
れ、ゼミ生はとても活発な討論を行うことができます。
また、報告を準備する過程で、今ま
で話すことのなかった人とも親しくなることができ、
新しい人間関係を築くことができま
す。
さらに、
懇親会では、
先生と身近に接しながらお話を伺うことができるので、
普段の授
業とは一味違った学びの機会や新鮮な発見があります。
このように、遠藤ゼミでは、判例
学習だけではなく、
法学や社会のことを幅広く学ぶことができ、
これがゼミの大きな魅力
となっています。

法学部 3・4 年生
3・4 年次は専攻教育科目の履修をつうじて、学生各自が自分自身の問題関心に沿った学びを深める期間です。 法学部教育の共
通インフラとも言うべき「基盤科目」の履修をふまえて、より多種多彩な「展開科目」群の中から各自のニーズに応じて自由に科
目選択を行い、卒業後の進路を見据えた自前の学修計画を立てることができます。また、3 年次から始まる高年次ゼミナールは、
少人数クラスの濃密な議論をつうじて高度な専門性を育む法学部教育のコアであり、ゼミナール担当教員は活発で個性豊かなゼミナー
ル運営に特に力を注いでいます。3・4 年次の目標は、学生一人ひとりが自分なりの明確な目的意識をもって専門性を高め、大学
での学びを実りあるものにすることです。法学部教員スタッフは、みなさんの目標達成に向けた学びを強力にサポートします。

法社会学

講 義 紹 介

江口

厚仁

先生

Q. 法社会学って何ですか？

法学分野ではど
ういう位置づけなんですか？

とりあえず法学部内文学部だと思ってくれればい

係」を築いていこうとすればいい。要はカップルと一緒ですよ！！（笑）
そういうことを考えていくのが僕の法社会学の授業かな。

Q. 九大法学部の魅力って何ですか？
九大法学部には、若手で、元気があって、国際的で、幅広く色んな仕
事をやっている教員がたくさんいます。だから、入学してから自分のやり

いですね（笑）
。法解釈は条文テキストの解釈だけ

たいことが固まってきたときに、それをサポートしてくれる、各人のニー

では完結しないでしょう？

ズに合わせて応答してくれる先生が必ずいます。

思想や歴史がどうして

も絡んでくる。そこの部分を中心に研究しているのが基礎法学で、法社会

たとえ入学前に強い決意とか方針とかはなくても、入ってからじっくり

学もその仲間です。方法論としては社会学を使います。だから同じ物事を

やりたいことを考え、その実現に向けて頑張る人を応援するスタッフ体制

見ても見方が変わる。実務家がやっていることから少し距離を置いて、

は充実していると思います。色んなことが出来る、やりたいことを探せる、

言わば法のレンズを相対化して、法という対象を少し冷めた目で見ている。

そういうのが九大法学部の魅力かな。

それが法社会学だと思います。

Q. 授業ではどのようなことをやっているのですか？

Q. 高校生に今やって欲しいことは何ですか？
とりあえず勉強するのは前提でしょうが（笑）、僕が高校生にやって欲

日常で起こる出来事を手がかりに、法的な現象を分析していきます。さっ

しいことは、「ジャンルを問わずに本を読め！！」ですね。「好きな著作家

き言ったように、社会学的観察方法は法律学とは別の方法です。たとえば、

は？」って聞かれたときに、すぐに２～３人の名前を挙げて熱く語れるく

一般人がトラブルを解決しようとする時と、法律家が出てきて法的な解決

らいには読んだ方がいい。そうすれば世界が広がるし、文章力をつける

を与えようとする時では、その方法や論点がズレますよね。そのズレは

には王道はなくて、やっぱり名文を読むしかないんだよね。この表現、素

消そうと思っても消せないんだとすれば、ズレている関係を建設的なも

敵だなって思いながら、時にその言い回しが自分でも使えるくらいに本

のにするにはどうしたらいいか、お互いがどう考えたらいいか、という

を読んで欲しいですね。

方向で議論をした方が実りがあるよね。
だから、まずはお互いがどうズレているかを知り、一心同体にはなら
ないにしても、少しずつ歩み寄って、片方だけでは出来なかった「いい関

これは、若いうちにしかできないことだからさ。知的好奇心とか、探究
心といったものを持ちながら、残りの高校生活を思いっきりエンジョイし
て欲しいね！
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講義紹介

講 義 紹 介

会社法

笠原

武朗

先生

Q. なぜ先生は会社法学者になったのでしょうか？
もともとは弁護士になろうと思って大学に入った
のですが、あるとき突然、大学での勉強が面白く感
じたからです。自分のずぼらな性格的に一般社会に
出て働くのは難しいと感じていましたので、研究者

社法はビジネスの世界で起こっている多くのことといろんな形で関わって
きます。世の中のダイナミックな（経済の）動きをいろんな角度から学ぶ
ことが、面白さの一つであるといえるかな。経済にも法学にも興味のあ
る人にはぴったりと言えるかもしれません。

Q. 会社法は実際の現場でどのように活用されているのでしょうか？
会社の設立、株式を買った人と会社との関係、会社がお金を集める方法、

という仕事に魅力を感じました。そのとき一番おもしろいと思っていたの

経営者が頑張って会社を経営するように仕向ける仕組み、会社同士が提携

がたまたま会社法でしたので商法研究者になりましたが、タイミングによっ

したり、他の会社の事業を買収したり、企業グループを形成したりする方法

てはほかの分野をやっていたかもしれませんね。いまだにプータロ―だっ

なんかが会社法に規定されています。そういうことに関わる現場では、会社

たかもしれませんが。ですから、何か熱い情熱を持って研究者になられ

法のあり方は関係者の行動に影響を与える一つの大きな要素となっています。

た他の先生方とは違い、おいらはろくでなしです。でも、商法は性に合っ

でも、みなさんが普通の会社に就職しても、法務部とか総務部とかに入っ

てたんでしょうね、今はすごく楽しいですよ。人生って分からんもんです。

たり、偉くなって取締役とかになったりしない限りは会社法を意識するこ
とはあまりないでしょうね。一方、証券会社とか（投資）銀行とかで働

Q. 会社法とは何ですか？

いたり、自分で起業したりするならば、会社法を意識せざるを得ないこと

一般的には、会社をめぐる利害関係人の調整を主な目的として会社の
組織や運営のあり方を定める法律と言われています。で、会社をめぐる利
害関係人というと、従業員とか取引先とか消費者とか、いろいろあるは

が多々あるかと思います。

Q. 高校生に向けてひと言お願いします。

ずなのですが、
「会社法」という名前の法律にはだいたいのところ、会社

なんでもいいのでとにかく本を読みましょう。あと、一時期法学部は人

に出資している株主とか会社にお金を貸している債権者ばっかりが出てく

気がなくなったようですが、実際に就職先を見ればわかるように、法学

る。だから、
「会社法」の授業ではとりあえず、そういう限られた利害関

部はプロの法律家だけではなくて、企業人や公務員等いろいろなものに

係人を念頭において勉強することになります。でも、会社法がそういうも

なれるという意味で将来の選択の幅が広がりますよ。法学は法律家にな

のでなくてはならないという理由はありません。

るためだけの学問ではないのでね。大学で専門的なことを学んでも、結局、
専門家にならない限りはたいがいのことは忘れてしまうでしょう。その時

Q. 会社法を学ぶ面白さは何でしょう？
8

動の多くの部分は、会社という仕組みを通じて行われていますので、会

に自分に残るのは頭の使い方ぐらいですが、それが残って、実社会を生

学生さんにとっては、会社法はよく知らない世界に関するものなので、
ピンとこないことが多いみたいですね。日本、というか世界中の経済活

講 義 紹 介

きていくのに一番役に立つのは法学だと思います。ぜひ法学部にいらっ
しゃってください。

刑事法学

豊崎

七絵

先生

Q. 刑事法学とは？
犯罪と刑罰に関わる法分野のことです。高校生の

でとことん考えるというプロセスの重要さ、面白さをぜひ知ってほしいです。

Q. 法律を勉強する意味ってなんでしょう？
法律を意識することなく、平穏な日常生活をおくることができれば、そ
れに越したことはないという考えもあるかもしれません（笑）。しかし、

皆さんは、ニュースで刑事事件に興味を持つことは

そうした私たちの生活も、憲法をはじめとする様々な法によって保障され

あっても、自分がその関係者や当事者になるという

ているものです。その仕組みを知ることは、社会のあり方や、自分の将

ことは想像しづらいかもしれません。しかし、警察

来を具体的に考える力になると思います。

官から職務質問や事情聴取を受けることは、誰でもありえます。選挙権
を持つようになれば、裁判員に選ばれる可能性もあります。あるいは、

Q. 九大生の雰囲気は？

ある日突然身に覚えのない事件で逮捕されることも、全く考えられない

聴講の真面目な姿勢やゼミでの活発な議論など、学生には一生懸命勉強

わけではありません。パソコン遠隔操作事件では、未成年の大学生が逮

しようという姿勢が感じられます。教員としても、大変やりがいがあります。

捕され、ウソの自白をさせられました。皆さんにとっても、意外と身近な
問題であると思えてきませんか。

Q. 高校と大学の違いはなんでしょう？

 の面白さとは？
Q. そ

大学、特に法学部では、先生の意見といえども、それを鵜呑みにするこ

刑事法学の中でも私が専門とするのは刑事訴訟法という、刑事事件の手

高校までの勉強では先生から正しい解答を教えてもらいがちですが、
となく、むしろ自分の意見を自分の言葉で表現することが求められます。

続を取り扱う法律です。
「手続」というと、犯人に刑罰を言い渡すための手

法律の条文一つに対して、さまざまな考え方（解釈論）が存在するとい

段、補助的なものという風に、イメージされるかもしれません。しかし「手

うのは、よくあります。それぞれの考え方についてよく検討し、これだと

続なくして刑罰なし」という格言にあるように、刑事裁判を経なければ刑

思うものを選び取る、あるいは新説を提案する（！）、そして異なる考え

罰を科すことはできないというところに、刑事訴訟法の独自の意味や価値

方を持つ人と活発に議論することこそ、大学の醍醐味ではないでしょうか。

があります。刑事事件については刑罰が峻厳であるということから、慎重
で適正な手続が求められるのです。
「こいつは犯人だからつるしあげろ」と

Q. 高校生にメッセージをお願いします！

いう短絡的な正義感では、本当の問題は見えてきません。その人は、実は

「公務員になりたい」、「弁護士になりたい」といった、どの職業に就き

犯人ではないかもしれないし（冤罪）
、犯人であるとしてもやむにやまれぬ

たいかというよりも、漠然としていてもよいので、社会でどのような役割

事情があったのかもしれない。刑事訴訟法を学ぶことによって、刑事事件

を果たしたいか、何をしたいかということをよく考え、その「初心」を大

はもちろん、いろいろな事柄に対して、多勢や権威に流されず、自分の頭

切にしてください。

講 義 紹 介

大賀

国際政治学

哲

先生

Q. 国際政治学とはどんな分野ですか？
国際政治学が大学で教えられるようになったのは

Q. ゼミではどんなことを教えられていますか？
講義は知識を吸収（インプット）する場、ゼミは知識を実践（アウトプッ
ト）する場と考えています。講義では、オーソドックスな国際政治学の理
論を学ぶことに重点を置いているので、ゼミではなるべく具体的な問題を

第一次大戦後なので、まだ100 年くらい。法学部の

取り上げて、みんなで問題解決の方法を考えてもらうようにしています。

授業の中では歴史が浅い分野のひとつです。二つの

国際機関・多国籍企業・NGO などの市民社会を中心にトランスナショナ

世界大戦と国際連盟、国際連合という現実政治の要
請の中で国際政治学が生まれていきます。そのため時期によって主要なテー
マが変化していくという特徴があります。当初は戦争回避、戦争防止など
の平和研究や外交研究、冷戦期は戦略研究や安全保障、グローバル化が
進むと国際政治経済、1990 年代以降は移民・難民や環境問題なども国

ル関係論を学んでいます。今年は国際政治の中での多国籍企業の問題と
いうことで、「企業の社会的責任」について検討しています。

Q. 先生はイギリスに留学されていたそうですが、留学に関してア
ドバイスをお願いします。

際政治学の重要なテーマになっていきます。200 近い国家が共存する国

留学すると、だいたい二種類に分かれます。その国にどっぷりはまって「外

際社会の中で、それぞれの問題に適した方法で問題解決を考えていく必

国かぶれ」になる人と、その国の問題点が目につくようになって逆に「日

要があります。

本志向」になる人。留学当初は慣れないことばかりで刺激もあって楽し

Q. なぜ大学の先生になろうと思ったのですか？
政治に興味を持ったのは中学生のときです。ドイツでベルリンの壁が崩
壊し、中国で天安門事件が起こり、国家ってなんなんだろう？と漠然と考
えるようになりました。高校生の頃にはカンボジア PKO で明石康さんが
活躍されていて、国連に興味を持つようになりました。その後イギリスに
留学して、大学院生のときに 9.11 のテロが起きてとてもショックを受け
ました。当事者としてではなく、一歩離れたところから問題解決のメカニ

いのですが、半年くらい経つと生活にも慣れてきて、このくらいから二極
分化が進みます（笑）。しかし、どちらかに偏った考えというのは、せっ
かく留学してるのにもったいないです。日本は日本で、外国は外国で、そ
れぞれの良いところを大事にする柔軟性を持ってほしいと思います。

Q. 高校生に向けてひと言お願いします。
少し難しい言い方をすると、
「知る」という行為には「コストがかかる」
ということです。分からないことがあったときに、本を読んだり、図書館

ズムを考える「研究者」という仕事を強く意識するようになったのはそ

で調べたり、人に訊いたり。手間暇かかって面倒くさいです。でも、
「知る」

の頃からです。

というのはそういうことなんです。ネットで調べても分からないようなこ
とにこそ価値があります。大学に入ったら、「知る」ためのコストを惜し
まない人になって欲しいと思います。

外書講読ラテン語（直江教授）
政治学原論（蓮見准教授）
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ゼミ紹介

松 井 ゼ ミ

国際取引法

国際取引法ゼミでは、国際取引法をはじめ、その知識を用いた
国際取引の実務としての交渉や仲裁について学んでいます。例え
ば、M&A交渉や、商品の納期遅れから発生した違約金請求事件の
仲裁などを、企業の幹部や代理人に扮して実践します。その際、戦
略を練るための論理的思考とビジネスマンとしてのパフォーマン
ス力が身に付きます。11月末にある大学対抗交渉コンペティショ
ンという全国大会に向けて、前期には東京に遠征をし、東大、学習
院、上智、慶応などの学生たちと練習試合を行っています。大会の
準備期間２か月間は、朝から晩までゼミのメンバーと議論をし続
け、苦楽を共にしながら全員で優勝を目指して日々明るく楽しく
頑張っています！

大学対抗交渉コンペティションとは？
毎年11月末に、2日間にわたって行われる交渉・仲裁の全国
大会です。1日目には模擬仲裁を、2日目には模擬交渉を行い、各
大学の両日のチームの平均点で順位が決まります。交渉、仲裁と
も、国際企業間のビジネスを題材とした問題であり、約2カ月かけ
て英文契約書を含む数十頁の問題に取り組みます。各大学は架空
のネゴランド国のレッド社あるいはアービトリア国のブルー社の
いずれかを担当します。各大学ごとに大会に向けて全力で、取り組
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むことで、グローバルな世界で新しい価値を創造し対立を乗り越
えることができる、
「世界に通じる交渉者を育む」
ことを目的とし
ています。オーストラリア国内の大学合同チームや香港大学、東京
大学、京都大学など、国内外から優秀な大学が20校ほど集まり全
力でぶつかりあう、非常にレベルの高い大会です。九州大学は、
こ
こ3年5位、3位、2位と上位入賞を続けています。

松井ゼミの魅力は何か？
「大変だけど楽しい」
これが松井ゼミの魅力です。ゼミの内容はハードなものが多い
ですし、他のゼミに比べても多くの時間を費やすことも多いです。
ですが、その分、達成感であったり自分の成長を感じつつ、充実し
た時間を過ごすことが出来ます。
また、onとoﬀの切り替えがかなりはっきりしているので、やるときはやる。楽しむときは思いっき
り楽しむ！というふうにメリハリのついた学生生活を送ることが出来るのも大きな魅力です。ゼミ旅行やBBQ、遠征や飲み会など、
1年間楽しめるイベントが盛りだくさんです！OB/OGさんとのつながりも強く、卒業されてからもOB指導や懇親会など、
いろいろ
な場面で助けてくださる優しい先輩方が多くいらっしゃいます。
加えて、松井ゼミは11月のコンペティションに向けて、全員で一つの目標に向かって同じ時間を過ごすので、
とてもゼミ生の仲が
良く、チームワーク力のあるゼミです。困ったときに支え合うことのできる、
よい仲間が多くいることも大きな魅力の一つであると
思います。

最後に
大学で、みんなで一生懸命一つの目標に向かって取り組む経験がしたい、九州だけでなく、全国の優秀な仲間と戦って自分を成
長させたい、
メリハリのある生活がしたい、
いい仲間がほしい。
もしその一つでもあてはまることがあれば、松井ゼミはとてもおす
すめのゼミです。
しっかり勉強をしつつ、楽しむときは楽しむ。ぜひ、後半の大学生活を方向付けるゼミ選びの一つの選択肢として
松井ゼミも、のぞいてみていただけたらと思います。
きっと後悔のない、
3，
4年生活を送ることができると思いますよ。

南 野 ゼ ミ

憲法

憲法って何？

国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を中心とする漠然とした
内容が、高校までの授業で習う日本国憲法の内容だったと思います。
そして、憲法の勉強といえば、
テストに出そうなことを覚えてそのまま
書くだけで、
あまり面白くないと感じた人も多いと思います。
しかし、南
野ゼミでは、
ただ覚えるだけではなく、
もっと深い内容を学びます。例
えば、憲法21条は、表現の自由を保障しています。
では、なぜ表現の
自由は保障されているのでしょうか。
また、政治的な発言と、友達との
何気ない会話とは同じように保障されるのでしょうか。
これらの問題
に一義的な
「答え」
はありません。
ここで
「答えが一つではないから大
変…」
と思えばそれまでですが、
むしろそこには
「答えが一つではない
面白さ」
があり、南野ゼミはまさにその
「面白さ」
を感じることができる
空間であると思います。
このような話をされると、
「憲法って難しそう」
と思った人もいるで
しょう。南野先生は、昨年AKB48の内山奈月さんと一緒に
『憲法主
義』
（PHP研究所）
という本を出版され、話題になっています。
この本
は、南野先生による当時高校生の内山さんへの集中講義を文字にし
たもので、憲法について、
とても分かりやすく解説していますので、ぜ
ひご一読ください。

ゼミって何？ その「面白さ」
とは？

国会議事堂見学

ディベート合宿

南野ゼミでは毎週、
１人の報告者が自らテーマを決めて予習文献
を配り、他の人はその文献を読み予習してゼミに臨みます。
しかし、
「答え合わせ」
をするためにゼミを行うのではありません。各人が配布
文献を中心とした予習を経て正しいと思った主張を、報告を受けた後
に展開します。答えは一通りでないため、同じ文献を読んで予習して
も、至った考えが皆同じということはほぼあり得ません。
だからこそ、
ゼミの仲間と熱い議論を交わすことができ、そしてその議論自体に
「覚えてテストで点を取ること」
とは比べ物にならない
「面白さ」
と
「価
値」
があります。

東京研修、他大学の憲法ゼミとの交流も

南野ゼミでは、毎年夏に、南野先生の幅広い人脈を支えとして、東
京研修と、早稲田・慶応・一橋など他大学とのディベート合宿とが実
施されます。東京研修では、最高裁や国会、霞ヶ関の省庁、有名法律
事務所、
そしてマスコミや有名企業の本社などを訪れますし、国会議
員や著名な方との面会の機会も多く、過去には、河野太郎議員や福
島みずほ議員、
ジャーナリストの田原総一朗氏とお会いした年もあり
ます。
ここ数年は毎年、最高裁判所判事に直接面会していただいてい
ます。
また、
ディベート合宿では、同世代の東京の大学生と憲法の議
論を戦わせ、大コンパも開かれるなど、
これまた大変貴重な経験とな
ります。
このような貴重な機会が設けられている南野ゼミは、九大の
なかでもピカイチのゼミだと思います！

それだけじゃない！
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福島みずほ議員と面談

ゼミ卒業旅行（台湾）

ほかにも、南野ゼミには九重登山合宿や卒業旅行等々、楽しいイベントが盛りだくさんです。毎年たくさんの先輩方が顔を出すOB会
にも、南野先生のお人柄が反映されているといえるでしょう。憲法に関心をもって、
というより、南野先生の人柄に惹かれてこのゼミを
選ぶ人も少なくありません。
そして、忘れてはならないのは、
ほぼ毎週のゼミ後に行く食事や飲み会です。
お忙しい先生も時々来て下さ
いますし、
そこでのくだらない会話や真面目な会話も、
ゼミ全体の絆を深めるきっかけとなり、
毎週の楽しみとなっています。
大学には、高校までにはない
「面白さ」
や
「楽しさ」
がたくさんありますが、
それらが凝縮されているのが南野ゼミだと思います。
南野ゼ
ミには、知的好奇心をくすぐったり、互いの絆を深めたりする
「仕掛け」
がたくさんあります。
その
「面白さ」
や
「楽しさ」
を是非皆さんにも
感じて頂きたいと思います。
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Q&A

九大法学部ってどんなところ？

Q&A

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？特色は？
A.私が九州大学法学部を志望

の進路がはっきり決まっていない方でも、法学部での学生生活

した理由は、大学での4年間を

が有意義なものになることは間違いありません。九州大学法

通じて自分の可能性を最大限に

学部での高レベルかつ柔軟な教育環境のもと、自分の可能性

広げることができると考えたか

を大きく羽ばたかせてみませんか。

らです。九州大学法学部では学
科、専攻のような学問分野相互

先輩から
ひとこと

の垣根を越えて、誰もが法律学
や政治学といった様々な分野か

何だかんだで旧帝大の１つであることは誇りです！

ら、自分の関心のあるテーマを自由に選択して学ぶことができ

ゼミがたくさんあるのは他ではあまりないと思います。自分

ます。つまり、法学部はあなたの潜在能力を最大限に引き出し、

の頭で考えて発言することにチャレンジしてください！

ありとあらゆる選択肢を提供してくれるのです。卒業された先
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九州から、全国から、色んな学生がやってきて楽しいです。

輩方の進路が、研究者、教師、裁判官や弁護士などの法曹、国・

先生方との距離が近いです！気軽に質問できたり、一緒に

地方公共団体の公務員、諸業種にわたる民間企業など多種多

コンパで盛り上がったりしてます！

様なものになっていることからも伺えます。確固たる将来像を

民間企業だけでなく公務員や法曹など色々な進路に先輩

胸に法学部を志望される方はもちろんですが、
まだ自分の将来

がいるので、貴重なお話が聴けることも。

Q.

大学生の時間割ってどんな感じですか？
A.学年ごとにかなり違います。

〈２年前期〉

1年生は基幹教育の授業なので、
理系の科目も含め好きな授業
が取れます。キャンパスが離れ
て い る の で、真 面 目 に 単 位 を
とっておかないと、2年生以降に
大変です（笑）。

月
1
2
3

法学部の専攻の授業が始まる
と、法学や政治学の講義を履修
することができます。履修の選択の幅は広いので、好きな講義
を選んで履修するということができます。
さらに3年生からは本

4
5

火

8：40

12：00

金

木

現代史Ⅲ

10：10
10：30

水

法文化学基礎

学術英語２
刑法Ⅰ
憲法Ⅰ
（刑法総論） (テストテイキング)（統治機構論）

13：00

法政基礎演習

14：30
14：50

憲法Ⅰ

16：20 （統治機構論）

民法Ⅰ
（民法総則）

刑法Ⅰ
（刑法総論）

フランス語Ⅲ

ローマ法

民法Ⅰ
（民法総則）

水

木

金

16：40
18：10

格的にゼミが始まり、
より深く学ぶことができます。
以下に2014年度の1年〜3年の時間割の例を掲載してい

〈３年前期〉

ます。

月
1

〈１年前期〉
月
1
2
3
4
5

8：40
10：10
10：30
12：00
13：00
14：30
14：50
16：20
16：40
18：10

図と理論

火

木

金

プログラミング
経済学入門 教育学入門
演習

健康･
スポーツ科目

課題協学Ａ

学術英語
リーディング･
リスニング

学術英語
課題協学Ａ ライティング･
スピーキング

基幹教育
セミナー

2
3

社会と数理科学 フランス語Ⅰ 政治学入門

フランス語Ⅰ
法学入門

水

4
5

LPセミナー

火

8：40

民法Ⅲ

10：10
10：30
12：00
13：00
14：30
14：50
16：20
16：40
18：10

行政法Ⅱ

民事訴訟法 刑事訴訟法 知的財産法

労働法

民事訴訟法演習

行政法Ⅱ

民事訴訟法

商法Ⅰ

民法Ⅲ

刑事訴訟法

労働法

知的財産法

商法Ⅰ
刑事政策ゼミ

憲法ゼミ

Q.

どんな部活やサークルがありますか
A.部活では体育会系は七大戦

サークルは自由に楽しく参加

（北海道大学・東北大学・東京大

することを目的としているとこ

学・名古屋大学・京都大学・大阪

ろが多いようです。目的や種類

大学・九州大学が参加する学生

も様々なサークルがあるので自

自身が運営する最大規模の大

分にあったところを探すことが

会）等を目指し、文化系は各種発

できるのも利点です。

表会や演奏会を目指してしっか
り練習をしていきます。

ここでは２つピックアップし
てみます。

九州大学ヨット部
という冒険性と己の限界に挑戦するスポーツ的特性からヨッ
ト競技はキングオブスポーツとも呼ばれます。普段の練習場所
である福岡市ヨットハーバーは多くの大学や高校も練習拠点
としている一大ヨット聖地であり、キャンパスから自転車圏内
ということもあり非常に恵まれた環境で練習ができます。本気
で文武両道を追求したい学生にはうってつけの部活です。
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九州大学ヨット部は創部1927年という日本で最も歴史と
由緒のあるヨット部の一つです。先輩方が積み上げてきた伝統
をもとに、
旧帝国大学が集う七大戦では現在５連覇、
過去10年
間で９回の優勝を誇ります。
また全国の大学生の頂点を決する
戦い、
「全日本インカレ」においてもトップレベルの争いをして
おり、
昨年は総合入賞を果たしました。
ヨット競技とは雄大な海
というフィールドにおいて、仲間と共に帆を張ったヨットに乗り
九大ヨット

込み、
風をつかんで船を走らせるという競技です。
海に乗り出す

検索

九大フィルハーモニー・オーケストラ
定期演奏会の他にも
自由にメンバーを組んで
アンサンブルを披露す
る部内発表会を行った
り、大学祭では音楽喫茶
を出店したりし、沢山の
お客様に生の演奏を楽
しんで頂いています。
また、
小学校や企業等
九大フィルハーモニー・オーケストラは、九州大学と福岡市近

の外部の団体からの依

郊の大学の学生で構成されており、 日本でも有数の長い歴史と

頼による演奏なども行っており、 大学以外の様々な場所におい

伝統を持つアマチュアオーケストラです。 1909年九州大学の前

ても幅広く音楽活動を展開しています。

身である福岡医科大学の榊保三郎氏によって創立され、
2009年
には九州大学に先立って創立100周年を迎えました。
現在、
約100名の現役部員が所属しており、
年２回開催される

九大フィル

検索

定期演奏会に向けて日々練習に励んでいます。

K YUSHU UNI VERSI T Y 2016

教員紹介

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

荒

2.おすすめの本

達也

ARA
TATSUYA

1. 商法
2. 苅谷剛彦編著『いまこの国で大
人になるということ』
（紀伊國屋書店）
3. Art is long, life is short.

3.高校生へのメッセージ

五十君麻里子

IGIMIMARIKO

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）
3. 『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。

赤坂

幸一

AKASAKA
KOICHI

赤松

秀岳

AKAMATSU
HIDETAKE

1. 憲法
2. 山室信一『法制官僚の時代』
3. 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. 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）
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。

出水

五十川直行

薫

IZUMI
KAORU

1. 政治学
2. 小熊英二『日本という国』
(理論社)
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。

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.
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井上

宜裕

INOUE
TAKAHIRO

井上

武史

INOUE
TAKESHI

入江

秀晃

IRIE
HIDEAKI

上田

純子

UEDA
JUNKO

1. 刑法
2. ウィリアム・パウンドストーン
『パラドックス大全』
3. 抱いた疑問はそのままにせず、
徹底的に考えてみましょう。法
的思考を身につけると、新たな
発見があるかもしれません。

1. 憲法
2. シイエス『第三身分とは何か』
（岩波文庫）
3. 法律という窓から、私たちの社
会を眺めてみましょう！ 思い
もよらなかった新たな発見が
あるはずです。

1. 紛争管理論、法社会学
2. 大村敦志『穂積重遠』
（ミネルヴァ書房）
3. 大学に来てください。そして、答
えがすぐに出ない問題に、いっ
しょに取り組みましょう。

1. 商法
2. 佐藤信『６０年代のリアル』
(ミネルヴァ書房,2011）
3. ファイト！

上田

江口

遠藤

大賀

竹志

UEDA
TAKESHI

1. 民事訴訟法
『福翁自伝』
(岩波文庫)
2. 福沢諭吉
3. ともに学びましょう

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）
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。

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）
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。

哲

OGA
TORU

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

大河原伸夫

OKAWARA
NOBUO

岡崎

晴輝

OKAZAKI
SEIKI

笠原

武朗

KASAHARA
TAKEAKI

木村

俊道

KIMURA
TOSHIMICHI

1. 政治理論
『政治の象徴作用』
2. エーデルマン
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・比較政治学
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. 商法
『フェ
2. サイモン・シン青木薫（訳）
ルマーの最終定理』
（新潮社）
3. お待ちしております。

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。

熊野

小池

河野

小島

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

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。

立

KOJIMA
RYU

1. 知的財産法、文化政策と法
2. 中村良夫『風景学入門』
（中公新書、1982）
3. 物事を多角的かつ批判的に観
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。
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酒匂

一郎

SAKO
ICHIRO

1. 法哲学・法思想史
『ペスト』
2. カミュ
3. 悉有仏性

スティーヴン・ヴァンアーツル

STEVEN
VAN
UYTSEL

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

七戸

克彦

SHICHINOHE
KATSUHIKO

嶋田

暁文

SHIMADA
AKIFUMI

シュテファン・ヴルブカ

STEFAN
WRBKA

1. 民法
2. 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）
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. 行政学
2. ツルーゲーネフ
『ルーヂン』
（中村融訳）岩波文庫、1961)
3. 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。

（特に消費者法）
、
1. ヨーロッパ私法
比較私法
2. Wrbka, European Consumer
Access to Justice Revisited
3. Den Mutigen gehört die Welt.

関口

武内

田中

正司

SEKIGUCHI
MASASHI

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

謙治

TAKEUCHI
KENJI

1. 刑事政策、少年法
2. 寺田寅彦『柿の種』
3. 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！

孝男

TANAKA
TAKAO

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。
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田中

教雄

TANAKA
NORIO

田淵

浩二

TABUCHI
KOJI

チャスラヴ・ペイヨヴィッチ

CASLAV
PEJOVIC

寺本

振透

TERAMOTO
SHINTO

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。

1. Maritime Law
『ファウスト』、
2. ゲーテ
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。
3. 自分のことを信じて！

1. 知的財産法、社会ネットワークと法
2. 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）
3. 普遍性のある法則を見つける力を
つけてください。

土井

豊崎

直江

西

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。

七絵

TOYOSAKI
NANAE

1. 刑事訴訟法
2. 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）
3. 青春を謳歌してください。

眞一

NAOE
SHINICHI

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

英昭

NISHI
HIDEAKI

1. 中国法、台湾法、東洋法制史
2. 村上淳一『〈法〉の歴史』
（東京大学出版会,1997）
3. 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。
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野澤

充

NOZAWA
MITSURU

蓮見

二郎

HASUMI
JIRO

韓

相熙

HAN
SANG
HEE

深澤龍一郎

FUKASAWA
RYUICHIRO

1. 刑法
2. 内田義彦『読書と社会科学』
（岩波新書）、
河合幹雄『終身刑の死角』
（洋泉社新書）
3. アクティブに学ぶことを心がけ
てください。

1. 政治学
2. 道田泰司・宮元博章・秋月りす
『クリティカル進化論』
（ 北大路
書房）
3. 大学時代にぜひ何か打ち込め
るものを見つけてください。

1. 国際関係法
2. アントワ ーヌ・ド・サン ＝ テグ
ジュペリ
『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。

1. 行政法
2. 山本夏彦『完本 文語文』
（文春文庫、2003）
3. 日々素朴な疑問を大切にしてく
ださい。

堀野

マーク・フェニック

松井

松生

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。工夫
して、
じっくり勉強しましょう。

1. Criminology
2. Michael Ondjaate,

MARK
DALTON
FENWICK

3. The important thing is not to
stop questioning.

仁

MATSUI
HITOSHI

1. 実務法学（弁護士）
2. 野田知佑『日本の川を旅する―
カヌー単独行』(新潮文庫)
3. 大学時代は、人生で最も時間を
自由に使うことのできる期間で
す。
この機会を生かして、貪欲に
いろいろな経験をしてください。

光正

MATSUO
MITSUMASA

1. 刑法
『哲学探究』
2. ウィトゲンシュタイン
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。

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。

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。

香山

高広

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）
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. 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）
3. 少年よ、大志を抱け！

KAYAMA
TAKAHIRO

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

和仁

かや

WANI
KAYA

1. 日本法制史
2. 春日太一『なぜ時代劇は滅びる
のか』
（新潮新書,2014）
3.「暇」
と
「無駄」を大切にしてくだ
さい。
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左上：伊都キャンパスセンターゾーン入口 右上：椎木（しいき）講堂
左下：ビッグオレンジ（書店等厚生施設） 右下：フーコーの振り子（ウエスト２号館）
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大学院案内

「九州大学大学院法学府」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

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

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

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

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

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

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

ると、はれて「博士（法学）」の学位が授与されます。博士後期課

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、

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

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

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

る人は、大学院法学府に進学することになります。

をとっています。

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

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

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。

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

長い伝統を誇る大学院法学府（旧・法学研究科）は、大学・研究

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、

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

日本人学生も
「国際コース」に入学することが可能です。

を輩出しています。
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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

２年間の修士課程には、後述する「国際コース」のほか、法学・

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

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

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

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

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、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

士（法学）」の学位が授与されます。

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

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

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。

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、

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。

民間企業・公務員等

大学・研究所等

法

曹

法学府
博士後期課程３年

法学府
修士課程２年

法務学府（法科大学院）
2 年／３年

法学部
学士課程４年
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ロースクール案内

「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、着実に行われています。裁

の教育システムとしました。2004年４月の開校以後、2015年

判員裁判の導入のほか、21世紀の日本を支える大きな司法制

4月現在までのところ、337名の修了生が司法試験に合格し、判

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

事・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

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

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

目的とした国家的ブロジェクトが、数々の困難にもかかわらず

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

進行しているのです。

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

2004年（平成16年）
４月から、日本全国に、法科大学院とい

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

う名の法曹養成のための大学院（日本版ロー・スクール）が開

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

設され現在に至っています。

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

法科大学院は、大学院のレベルに設置され、
２年間（法学既

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

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

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

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

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

すれば「法務博士（専門職）」の学位が与えられます）。

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

日本全国で毎年養成されるべき法曹のため原則として法科

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。
さら

大学院の卒業生のみが受験できる司法試験の合格者数を増加

に、現在、福岡市が裁判所・検察庁・弁護士会館を誘地する計画

させることにより、実働法曹人口を急速に拡大することが進行

の九大六本松跡地地区へ将来法科大学院のキャンパスを移転

しています。

する構想も正式に動き出しました。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

と政治に関する専門教育を行ってきました。

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

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

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。
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/
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ＧＶプログラム

九州大学法学部

ＧＶプログラム2015年スタート

日本人学生を対象にグローバルな
人材の育成を目指します
九州大学法学部は、2015年度から、日本人学生を対象に、
グローバ
ル人材の育成を目指して、英語による教育を重視した学士・修士一貫国
際ビジネス法プログラム「GV（Global Vantage）
プログラム」を設置
しました。
GVプログラムは、法学部プラス修士課程（LL.M.）の実質5年間で、
「グローバル・ローヤー」を育成します。ここでいう
「グローバル・ロー
ヤー」とは、
「各国の法
律家に互して、英語で交
渉し、契約書を起草し、
各国での法適合性を調
査し、国際ルールの策
定に参加するなど、国際
ビジネスの最先端で活
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躍する人材」です。
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国際交流

国際交流と国際教育
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、スーパーグローバル
大学創成支援トップ型「世界大学ランキングトップ100を目指す力のある、世界レベルの教育研究を行う大学」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。

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

九大法学部で
世界を広げましょう！
！

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。

（法学部）交換留学制度締結校
大学・学部

国名

締結時期

ティルブルグ大学ロースクール

オランダ

２００９年

レイキャビック大学・法学部

アイスランド

２００４年

華東政法大学(上海)

中国

２００５年

山東大学法学院(済南市)

中国

２００６年

西南政法大学(重慶市)

中国

２００６年

ボルドー政治学院

フランス

２００７年

ボン大学法・経済学部

ドイツ

２００８年

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

ハノーバー大学・法学部

ドイツ

２０１１年

レウヴェン・カトリック大学（大学院）

ベルギー

２０１２年

ブツェリウス法科大学院

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

ドイツ

２０１３年

の国際化にも一役買っています。

トゥルク大学・法学部

フィンランド

２０１３年

「留学はしたいけどなんだか不安だ」
という人は、
まず九州

ミュンスター大学・法学部

ドイツ

２０１３年

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

アテネオ・デ・マニラ大学・ロースクール（大学院）

フィリピン

２０１５年

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

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

Japan in Today s World（JTW）, Asia in Today s World
（ATW）やASEAN in Today s World（ASTW）があります。必

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サポートチームで

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

す。サポートチームは多くの留学生が最初に出会う日本人の友

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

人でもあります。
また、サポーターをすることで、日本にいなが

も進路選択のひとつとすることもできるでしょう。

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

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

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

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

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

ていて、法学部学生の参加も大歓迎です。

留学生の友好を深めるいい機会です。

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。
また、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。
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国際交流
留学体験記
【留学先】ティルブルグ大学（オランダ）
九州大学法学部3年 松本

祐樹
法哲学の試験に落第した
以外は、なんとか無事に
単位を取ることができま
した。なかでも、比較政治
機構という、世界中の憲
法を見ていこうという趣
旨 の 講 義 はとて も 面 白
く、未だに留学中取った
ノートを読み返したりし
ています。
このように留学生活を振り返ってみると、思い出を含めてたくさん
得るものがあったなあと感じます。なんとなく
「楽しそうだから」、
とい

私は、2014年８月〜2015年２月までの約半年間、法学部の部局間
協定を利用してオランダ南部にあるティルブルグ大学に留学していま

う理由であっても何であっても、一歩前に踏み出してみることが大切
なんじゃないかなと思います。

した。
留学に出かける前も、留学から帰ってきた後もそうですが、
「なぜ
留学する（した）の？」
と多くの人から聞かれます。それに対して、何か
明確にズバッと誰もが納得してくれるような返答ができるといいので
すが、僕の場合はそうではなく、大きな理由として
「楽しそうだから」
と
いったなんともはっきりしないことを毎回答えています。学部生の時に
留学する学生は、日本ではできない研究をするためにといった、従来、
大学における留学としてよくイメージされるような動機だけではなく、
語学が上手くなりたいからだとか、楽しく有意義な経験をしたいから
といった動機もいっしょに持っている人が多いんじゃないかなと思い
ます。
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楽しそうだから、
ということで
始めた留学でしたが、
もちろん楽
しくないこともありました。留学
生活を始めるうえでまず必要な
ものは、もちろん家、ということ
になるのですが、交換留学生に
対して留学先の大学から紹介し

そもそも僕がどのようにして留学に対して楽しそう、
という印象を

てもらった住居はすぐに他の留

持つに至ったのか、
と考えてみると、九大法学部が中心となって行って

学生でいっぱいになってしまい、

いる「大学の世界展開力強化事業」に参加したことが大きいように思

ネット上で探してみるにしても、

います。
アジアの有名大学の大学生を日本に受け入れたり、逆に九大の

留学で来る日本人をわざわざ顔

学生がそれらの大学を訪問したりする、すごく刺激的なプログラムで

合わせをせずに受け入れてくれ

す。僕はフィリピン、
マレーシア、タイに実際に行って、知的財産法による

るところはなかなか無いしで、い

無形文化遺産の保護について現地の学生たちと議論をしたり、タイの

ざオランダに行ってみたはいい

アユタヤの遺跡、マレーシ

ものの、住む家がないために、僕

アのマラッカの遺跡を訪れ

の留学生活はなかなかにハード

たりしました。すごく楽しい

な幕開けとなりました。友達の住

企画なので、参加してみて

居に一時的に居候させてもらいながら、留学先の大学に相談したり、

ください！

不動産屋に出かけていってつたない英語で交渉（？）
したりといった、
涙ぐましい努力の結果、結局大学の寮に入居することになりました。ギ

紙幅の関係で断念せざ
るを得ませんが、法学部の

リシャ、
フランス、ブラジル、韓国、
カナダ、
（そしてもちろんオランダ）
と

部局間交換留学について

いった様々な国から来た大学生たちとリビング、
トイレを共用で暮らす

も、また世界展開力強化事

ことになり、楽しみ反面少し不安に思いながら寮の扉を開けたことを

業についても、ここに書き

覚えています。多少、文化の違いというかなんというかそういったとこ

きれないほどたくさんの思

ろで折り合えないこともありましたが、毎週日にちを決めて夜ご飯を

い出があります。九州大学

作ったり、一緒に飲み

法学部に入学した際には、

に 出 か けていったり

是非、たくさんの思い出を

と、総じてすごく楽し

作ってほしいと思います。

い共同生活を送るこ
とができました。
肝心の勉学の方は
というと、最後まで結
局よく分からなかった
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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）

法曹（弁護士・裁判官・検察官）
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。
ま
た、
このセミナーは、20年あまりの実績をもち、他の大学にはな
い九大法独自の試みとして、高く評価されています。
講義の終わりには、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、
このセミナー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。

●2015年講義予定
講義名
オリエンテーション

担当者
上田竹志 准教授

民

事

裁判官（福岡地方裁判所）

刑

事

弁護士（福岡県弁護士会）

民

事

弁護士（福岡県弁護士会）

刑

事

裁判官（福岡地方裁判所）

刑

事

検察官（福岡地方検察庁）

模擬裁判

弁護士、教員

模擬裁判を経験して
（参加した法学部１年生のアンケートより）
●実際に資料を読み、
自ら準備することで、
民事裁判の仕組みや
流れがよく分かりました。
また、弁護士の先生と直接話をする
機会があり、裁判についてや（司法試験についても多くのお話
を聞くことができました。
このような普段体験できないことを
経験できたので、
模擬裁判に参加してよかったと思いました。
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●模擬裁判を通して、一番楽しく感じたのは証人尋問の時です。
証人尋問の際に、証人から語られる新たな情報を即座に陳述
書の内容、証拠品に組み入れていく作業により、今までの陳述
書等の不明部分が明らかになるということがあったからで
す。
ミステリー小説を読んでいるような感覚でした。今日の模
擬裁判で、
裁判における楽しみを見いだせたことは、
今後の自
分の人生を決めるかもしれない大きな経験となりましたし、
法学習のモチベーションの強固な土台となると思いました。
●模擬裁判には、原告側代理人として参加しました。約1か月の
準備期間において、資料を読み込み、仲間と議論を重ね、今回
の争点を洗い出し、主尋問、反対尋問を考え、3回担当の弁護
士の先生とも打ち合わせしました。その中で、民事訴訟におけ
る知識を模擬裁判という場で応用することができ、実際に生
の法律の実務的な世界に触れ、充実した議論を行うことがで
き、非常に満足しました。今後はこの経験を法律の勉強に活か
していけたらいいと思っています。
●今回は証人として参加しました。証人なので実務の大変さな
どはよく分かりませんでしたが、裁判の流れや陳述書などの裁
判資料から、証人として筋の通った話を作り上げるのが大変
でした。当日は、実際に主尋問、反対尋問をされ、
とても緊張
したし、自分の主張を理解してほしいと思う証人の気持ちが
よく分かりました。
●今回、裁判官チームに参加させていただきましたが、原告、被
告、裁判官の各チームにそれぞれ弁護士の方がついて指導し
てくださったので、大変深い議論が出来たと思います。法服を
実際に着ることができたのも非常に良い経験でした。
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就職・進学について

就職・進学について
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

就職を希望する学生は、九州内外を問わず、有力民間企

す人たちが多くなっています。ロースクールは「専門職大

業に就職したり、あるいは国家公務員・地方公務員となる

学院」
で、修了後は「法務博士」の称号を得ることができま

人が多いです。法学部では、就職相談から、
インターンシッ

す。適性試験、入学試験から、入学後の勉強、さらに「新司

プ、就職ガイダンス、就職支援講演会、あるいは学修支援

法試験」、
また合格後も司法研修所での修養と、長期にわ

など、多くのチャンスを提供しています。また、法学部に

たる勉強が必要ですが、法学部ではロースクール進学を

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

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

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

輩が現にロースクールへと進学し、法曹資格を取得して

同、みなさん一人ひとりのサポートを行っています。小さ

います。さらに研究を志す人には、研究大学院修士課程、

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

博士後期課程への進学のため、ゼミや勉強会を中心とし

たシステムを積極活用してください。

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、
「学務部学生支援課」
という部署が担当しています。
「学務部学生支援課」
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。
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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「法学部企業セミナー」
（2014年度は2015年３月16日〜19日開催）
来年度の卒業予定者を対象（留学生含む）に、法学部におい
て「法学部企業セミナー」を開催しました。2014年度の参加企
業は、三菱UFJ信託銀行、富士フイルム、三菱ガス化学、東芝、西
日本旅客鉄道、
トヨタ自動車、東京海上日動火災保険、ふくお
かフィナンシャルグループ、IHI、鹿島、みずほフィナンシャルグ
ループ、新日鐵住金、三井住友信託銀行、関西電力、
トクヤマ、損
害保険ジャパン日本興亜、安川電機、
トヨタ自動車九州、三井住
友銀行、九州旅客鉄道、日立製作所、千趣会（ベルメゾン）、マル
ハニチロ、キリン、かんぽ生命、ゆうちょ銀行の26社です。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
を披露しました。

②「個別説明会」
本格的な採用段階の一歩としての「会社説明会」
「中央省庁説
明会」も法学部で開催しています。2014年度は、厚生労働省の
説明会、九大ＯＢ懇談会を開催しました。

③「模擬面接指導」

ビジネスマナーの基本やエントリーシートの書き方のポイントなどを紹介する「模擬面接指導」
を行いました。

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。

2014）

▲

■就職先
（2012
業

種

就職先

[( )内の数字は就職人数, 数字のない団体は1人]

地方公務員

福岡市（22） 福岡県（9） 熊本県（6） 鹿児島市（4） 大分市（4） 熊本市（4） 島根県（4）
宮崎県（4） 久留米市（3） 佐賀市（3） 広島市（3） 大分県（3） 愛媛県（3） 東京都（3）
鹿児島県（2） 長崎県（2） 佐世保市 東広島市 春日市 佐賀県 沖縄県

国家公務員

裁判所
（10） 福岡地方検察庁
（4） 厚生労働省
（3） 総務省
（3） 福岡国税局
（3） 福岡法務局
（3）
内閣府
（2） 財務省
（2） 会計検査院
（2） 福岡財務支局
（2） 法務省 労働基準監督署 福岡入国管理局

金融・保険

東京海上日動火災保険（10） 福岡銀行（7） 西日本シティ銀行（7） 三菱東京UFJ銀行（6）
ゆうちょ銀行（4） 住友生命保険（4） 明治安田生命保険（4） りそな銀行（3） 農林中央公庫（3）
商工組合中央金庫（3） 日本政策金融公庫（2） 大和証券（2） SMBC日興証券（2） 日本銀行（2）
損保ジャパン日本興亜（2） 日本政策投資銀行（2） 三井住友銀行 みずほフィナンシャルグループ
日本生命保険 鹿児島銀行 三菱UFJ信託銀行 九州労働金庫 三井住友信託銀行

マスコミ

NHK（2） 毎日新聞社（2） RKB毎日放送（2） FBS福岡放送 テレビ愛媛

情報・通信

ABC朝日放送

大分放送

NTTデータ
（3） 日立システムズ
（2） 富士通システムズイースト
（2） NTTデータ九州
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電気機器

三菱電機（4） 日立製作所（3） 富士通 シャープ 安川電機

輸送機器

トヨタ自動車九州（3） トヨタ自動車（2） 大島造船所（2） 三菱自動車

電気・ガス

九州電力（4） 電源開発

鉄鋼・機械

I H（2）
I
新日鉄住金

商社・小売業

中国電力

吉川工業

ミスターマックス
（2） 三菱商事

運輸・サービス

双日 ヨドバシカメラ クオカプランニング 博多大丸

西日本鉄道（6） 九州旅客鉄道（2） スターフライヤー

食品

本田技研工業

山九

JFE商事

郵船ロジスティクス 宮崎交通

日本たばこ産業 コカ・コーラウエスト サントリーホールディングス

その他

日本年金機構（2） 英進館

九州大学

電通九州

竹中工務店

中央出版

2014）

▲

■進学
（2012

熊本大学

進

学

大学院（33）
ロースクール（九州大学法科大学院45, その他の法科大学院29）
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卒業生を訪ねて
九州大学法学部を卒業した先輩方はどのような仕事をしているのでしょうか。そんな疑問にお答えするために、現役法学部生が、
東京で働いている九州大学法学部卒業生お二人にお話を伺ってきました。高校生のみなさんに向けたメッセージも頂きましたので、
ぜひ将来のことを思い描きながら読んでくださいね。

まず向かったのは東京都港区赤坂。近代的でおしゃれな

――福岡という土地を東京で働いている方の目線から考え

ビジネス街が広がっています。九州大学法学部 OB の小柳

ると新鮮です。その福岡で小柳さんはどのような大学時代

栄一朗さんにインタビューさせていただきました。

を送られましたか？
「民事訴訟法ゼミに所属していました。飲むことも多かった

こ やなぎ

えいいちろう

小柳 栄一朗

かな（笑）。思い入れのある六本松キャンパスがなくなっ
たのは寂しいですね…。法学部で学んだ物の考え方は今の

株式会社博報堂

仕事にも活きています。例えば、二つの企業の間に立って

第十一営業局第八アカウントチーム

双方の言い分の接点を見つける。こういう仕事ではまさに

アカウントディレクター

法の考え方が活きます。
」

平成3（1991）年九州大学法学部卒業
長崎県立諫早高等学校出身

――なるほど。
「法の考え方、特に解釈という手法は他の仕事にも繋がる
と思いますよ。大学というたんなる職業訓練校ではないア
カデミックな場所で考えを深めて広げる。そういうところに

――博報堂のような「広告会社」のお仕事はどういったも

法学部で学ぶ意義があるんじゃないかな。
」

のなのでしょうか？

――法学部ならではのメリットですね。では、学業以外では

「分かりやすく言えば、『広告をつくる会社』ですね。広告
を作って TV や新聞で流すというのが元々の仕事ですが、
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何をしていらっしゃいましたか？
「家庭教師のバイトで生徒を集めたり、カリキュラムを企画

最近は広い分野で仕事をしています。マーケティングや新

したりもしましたね。」

商品の開発、全体的な経営戦略に携わることもあります。

――学生時代から企画する仕事がお好きだったんですね。

社名のロゴマークを担当することもありますよ。」

「確かに興味はあったな。
」

――とても広い分野でお仕事をされているんですね。小柳さ

――博報堂のような広告業界を目指すには学生時代から企

んは実際どのようなお仕事に携わっていらっしゃったのですか？

画に携わっておいた方がよいのでしょうか？

「入社した頃は新聞広告を扱っていました。その後は自動車

「学生時代にサークルで企画していればいいというわけで

会社や飲料会社も担当しました。つい最近は九州支社で働

はないですよ。実際の仕事とは全く別物ですから。そうで

いていましたよ。」

はなくて、『好奇心』や色んな方面から物事を考える『想

――そうだったんですね。東京と九州の違いって何でしょうか？
「やはり地域によってクライアントのカラーや仕事の規模は

像力』が大切です。この業界ではひょんなアイディアからヒッ
トが生まれるからね。
」

変わりますね。どういったものに興味があるのか、情報を
とる手段も変わってきますね。」
――なるほど。それでは大学生レベルではどのような違い
があるでしょうか？
「僕が大学生だった頃の福岡は、都会でもなく田舎でもな
いのびのびと過ごせる場所でしたね。僕は長崎の出身なん
ですが、福岡での大学生活というワンクッションを経たか
ら大都会である東京でも頑張れたと思います。今の福岡は
東京とそこまで変わらないけどやはり住みやすい。これか
ら伸びてくる土地だと思いますよ。アジアに近いという土
地柄は強みですね。」
――福岡から東京に就職するときにためらいはなかったんで
すか？
「もちろんありました。でも、ためらいよりも東京で一旗揚

――なるほど、好奇心と想像力が重要なんですね。では、
高校生のうちにやっておくべきことはありますか？

げてやるという負けん気のほうが強かった。大学時代に福

「勉強でいうと、英語はもちろんですが数学も大切だと思い

岡でワンクッションを置いたことで頑張ることができたのか

ます。数学の論理的思考は、法学部はもちろん社会でも必

な。
」

要ですね。あとは、近代史や世界情勢も知っていないとい
けないので社会科科目も大切ですね。
」

――高校生のときに学ぶ教科も社会で必要ということですね。
では勉強以外には何かありますか？

小柳さんはとても気さくな方で私たちの拙いインタビュー
にも終始笑顔で答えてくださいました。好奇心、想像力、

「自分の興味があることを探す力を養ってほしいな。」
――…難しそうですね。

そして楽しくやりたいという気持ちが、博報堂の「未来を
発明する会社へ。
」というビジョンの原動力であるように思

「確かに難しいことかもしれません。でも、興味があることは、

いました。
（小竹）

色々なことをやってみて見聞を広げて見つけるものだから、
たくさんのことに挑戦してください。」
――最後に、座右の銘はありますか？
「座右の銘は難しいな（笑）。でも常に思っていることは『楽
しくやりたい』ってことですね。楽しい気持ちでやらないと
自分も楽しくないし周りも楽しくないでしょ？

だから、仕

事も勉強も『楽しくやりたい』と思います。『楽しいことを
するために勉強をする』と考えてみたらどうでしょうか。」
――楽しさを忘れないということですね。本日は貴重なお
時間を頂戴しまして本当にありがとうございました。

続いてお邪魔したのは、住友生命東京本社です。こちら

してどう立ち向かっていけばいいのかを勉強したかったの

では、住友生命会長の佐藤義雄さんにお話を伺いました。

で政治学の道に進みました。
」

大先輩である佐藤さんの貴重なお話をお届けします。

――奇しくも現在安保法制が話題になっていますから、いま
政治学はオススメといったところでしょうか？

さ

とう

よし

「うーん、政治学でほんとに分かるかどうかは分からない

お

佐藤 義雄

けどね（笑）。ただ、政治学というのは非常に幅広い学問

住友生命保険相互会社取締役会長

ですし、経済学とも密接にかかわっている。政治学を勉強

昭和48（1973）年九州大学法学部卒業

したことで、物事を深く掘り下げてみるという姿勢が身に

福岡県立小倉高等学校出身

ついた気がしますし、これは仕事にも役立っているように

高校生にお勧めの本

感じます。視野を広げるというか、少し違う視点で物を考

①『代表的日本人』

えないと危ないんじゃないかとか、10 年後は全く違う世界

内村鑑三（岩波文庫、1995年）
②『後世最大への遺物―デンマルク国の話―』
内村鑑三（岩波文庫、2011年）

になっているんじゃないかとか、予測は難しいんだけどそ
ういった変化に対してうまく対応していくためには今のうち
に何をやっておく必要があるかを考えるべきだと社内でも言っ
ています

――保険会社で働く際に求められる能力や素質で学生時代
から磨いていけるようなものはありますか？
「 幅広い仕事なのでバラン

どちらかというと僕は歴史が好きなんだよね。政治学っ
てそういうのも一緒に学べるしね。政治学はまさに経済学
部と文学部と法学部のいいとこ取りみたいなものです（笑）。
」

スの取れた人がいいですね。
仕事柄営業が多いですので、
人のために役立ちたいとか、
人のために一生懸命やって
いこうという気持ちを持っ
ている人が向いているんじゃ
ないでしょうか。 自分のこ
とばかり考えているようで
はダメです。 相手に合わせ
て臨機応変に考えていける
人が成功すると思います。」
――法学部というとやはり法律学のイメージが強いのですが、

――九州大学というと「地方」の大学というのが事実として

佐藤さんは大学時代政治学を専攻なさっていたとお聞きしま

あるのですが、地方から大学に進学しようと思ったときに東

した。なぜ「政治学」だったのですか？

京や大阪ではなく九州大学に来るメリットっていうのはどう

「ちょうど僕らの頃は学生運動の時代で、世の中自体が政
治に関心があった時期だったんですよ。こういう時代に対

いったものがあると思いますか？
「えっ！？そんな難しいこと聞かれても困るよ（笑）。でも、
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九大というか福岡って結構面白い街ですよ。よく言われる
ことではあるけどオープンな感じがするでしょ？」

でしょう。
平常時には必ずしも必要ないのかもしれないんだけど、
いい意味での反骨精神、懐疑精神っていうのを持っていると、
違った時代になろうとしているときにずいぶん対処が変わっ
てくると思いますよ。そういうのを勉強できる雰囲気のあ
る学校だと思います。
」
――それでは最後に高校生に向けてメッセージをお願いします。
「これが 1 番難しいなぁ（笑）。僕は好奇心っていうのが大
事だと思うんですね。いくつになっても好奇心ってものが
ないといけませんよ。
すぐに新しいことに興味をもって勉強しようとか、そうい
う気持ちの原動力ってぜんぶ好奇心だと思うんですよね。
いろんなものを認めていく姿勢を持って、新しいものが
でてきたらちょこっとかじってみる。そして面白かったら深
く調べてみるっていう、そういったことが大事だと思います。

――土地柄的にアジアに近いというのが大きいのでしょうか？
「そうですね。東アジアに限らず、東南アジアにも近いし、

ですので私からは高校生のみなさんに向けて「好奇心旺盛
に」という言葉をお送りしたいと思います。」

昔からやっぱりいろんな人が行き来して、元寇なんかも来
たけれど（笑）、自由に海外と交流して、文化なんかも九州
から入ってきたものが多いと思うんですよね。だからそう
いう「自由闊達な交流」っていうのが本来できるロケーショ
ンにあるし、そういった受信発信をもっとやっていったら
いいと思いますよ。
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――本日はお忙しい中ありがとうございました。
大切なのは好奇心旺盛に幅広く興味・関心を持つこと。
九大だからこそ気付けること身につけられることがたくさ
んあるという可能性を佐藤さんは示してくださったように
思います。今回、大変お忙しい立場にいらっしゃるにもか
また、いい意味で「地方」っていうのは「中央」と違う
ので、大阪の反骨精神などがよく言われるけど、九大こそ

かわらず、貴重なお時間を割いていただいたことに改めて
お礼申しあげます。
（中野）

いい意味で反骨精神を発揮してもらわなきゃいけないと思
いますよ。物事を一通りの見方じゃなく、いろんな幅広い
見方で、
「こういう別の角度から見ると発想が違うね」って
いう、ちょっと一歩外れて、違う視点から見たらどうだろうっ
て考えていくにはちょうどいいロケーションなんじゃないで
すか。東京にいると目先のことばっかりになっちゃうから。
そういった「地方」で学ぶっていうことがいい刺激になる。

インタビュー：法学部３年
小竹有理香（福岡県立博多青松高等学校卒）
中野
引率：南野

裕登（熊本県立熊本高等学校卒）
森 教授（洛星高等学校卒）

本田裕美子 講師（大分県立大分上野丘高等学校卒）

アメリカの大学とかだって NY ばっかりにあるわけではない
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アクセス・教員近著

箱崎キャンパス
伊都キャンパス

JR
私鉄
地下鉄
都市高速
西九州道

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）
hgakusei@law.kyushu-u.ac.jp

九大法

検索

※高校への出張講義、講演などについても
お気軽にお問い合わせ下さい。
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九大法学部教員の主な近著
九大法HPでも随時紹介しています。

岡崎教授
【政治理論】
山岡龍一＝岡崎晴輝
（編著）
『市民自治の知識と実践』
放送大学教育振興会、2015年3月20日発行

嶋田准教授
【行政学】

赤松教授
【民法】

嶋田暁文
『みんなが幸せになるための
公務員の働き方』
学芸出版社、
2014年8月1日発行

赤松秀岳
『ロースクール演習／民法』
法学書院、
2015年1月17日発行

武内准教授
【少年法】
武内謙治
『少年法講義』
（法セミ Law Class シリーズ）
日本評論社、
2015年3月30日発行

村上教授
【行政法】
稲葉馨＝人見剛＝村上裕章＝前田雅子
『Legal Quest 行政法
〔第3版〕
』
有斐閣、
2015年3月30日発行

九大法学部１年生用の教科書

②笠木准教授
【社会保障法】
南野教授
【憲法】
南野 森
（編）
『法学の世界』
日本評論社、
2013年３月25日発行

五十君教授
【ローマ法】
井上教授
【刑法】
遠藤准教授
【比較法】
笠木准教授
【社会保障法】
笠原准教授
【商法】
小島准教授
【知的財産法】
豊崎准教授
【刑事訴訟法】
南野教授
【憲法】

岡崎教授
【政治理論】
木村教授
【政治学史】
嶋田准教授
【行政学】

南野 森
（編）
『ブリッジブック法学入門
〔第２版〕
』
信山社、
2013年４月17日発行

岡崎晴輝＝木村俊道
（編）
『はじめて学ぶ政治学
―古典・名著への誘い』
ミネルヴァ書房、2008年３月25日発行
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