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関西大学入学試験情報総合サイトKan-Dai web
入試関連イベントの情報や最新情報など受験生を応援するコンテンツが満載！

イベント情報以外にも、研究紹介、学生インタビューなども随時更新しています。

https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_law/URL

法学部のさらに詳しい情報、最新のトピックスを知るには、「法学部ホームページ」をご確認ください。

カリキュラムに関する情報と学生のコメントが充実！

法学部ホームページ

関西大学の入試日程やポイントをチェック！
入試情報2

入試イベントの詳細を掲載！
イベント情報1

関西大学入試センター
公式Instagram

6
関西大学の最新ニュースをお届けします。
キャッチ！ Kan-Daiニュース3

最新情報を手に入れよう!

法学 部
URL https://www.kansai-u.ac.jp/Fc_law/ 〒564‐8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
Tel.（06）6368‐1121（大代表） e-mail k-hobun@ml.kandai.jp
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千里山キャンパス 

阪急電鉄「大阪梅田」駅から、「北千里」行で
「関大前」駅下車（この間約２０分）、すぐ。また
は「京都河原町」行の場合「淡路」駅下車、
「北千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車。

大阪（大阪梅田）からのアクセス 

Osaka Metro堺筋線（阪急電鉄に相互乗
り入れ）が阪急電鉄「淡路」駅を経て「関大
前」駅に直通しています。

Osaka Metro利用のアクセス 

阪急電鉄「大阪梅田」行で「淡路」駅下車、「北
千里」行に乗り換えて「関大前」駅下車、すぐ。

京都（京都河原町）からのアクセス 

大阪モノレール「大阪空港」駅から
「門真市（かどまし）」行で「山田」駅
下車、阪急電鉄に乗り換え「関大
前」駅下車（この間約３０分）、すぐ。

大阪国際（伊丹）空港からの
アクセス 

JR「新大阪」駅からOsaka Metro御堂筋
線「なかもず（方面）」行で「西中島南方」
駅下車、阪急電鉄に乗り換え「南方（み
なみかた）」駅から「淡路」駅を経て「関大
前」駅下車（この間約３０分）、すぐ。

新幹線「新大阪」駅からの
アクセス 

入試関連イベントや関大生の
学生生活など、役立つ情報を
お届けします。 2次元コードを
読み取って、「友だち追加」を
してください。

5 関西大学入試センター
×LINE公式アカウント

至大阪梅田

学部別・日程別などで入試情報をわかりやすく紹介しま
す。入試シーズンは志願者・合格者数速報を掲載。

オープンキャンパスや入試説明会など、入試イベントの最新
情報と参加メリットをいち早くお伝えします。受験生は必見！

各種イベントやキャンパス風景などを切り取った写真・
動画を通し、関西大学の魅力を発信します。

関西大学に関するニュースをまとめました。最新情報を
キャッチしよう！

DAILY VLOG4

関大生の1日を動画で体験！ キャンパスの雰囲気、ゼミ
やサークルの魅力を感じてみよう！

パソコン・
スマートフォン
どちらからでも
アクセスできます。
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キャンパスライフをバーチャル体験！



関西大学の法学部生は、法学・政治学という複眼的な視点で、

過去から現在までの政治・社会・経済・国際などの仕組みを学び、

新たに発生する諸問題を法的・政治的に解決するためのトレーニングを積んでいます。

多様化が進む社会を
「法と政治」の視点からとらえ、
課題の解決をめざす。

1実践的なカリキュラム～目標に応じて選べるコース・プログラム～
法曹・公務員・民間企業といった進路をめざす学生に対して、実践的に学べるコース・プログラムを提供しています。

3各界で活躍する卒業生～法曹・公務員・民間企業における高い評価～

明治以来の歴史を誇る「法の関大」から、法律と政治の知識を備えた有為な人材を毎年多数社会に輩出しています。

2 137年間の学びの伝統～関西初の法律学校から続く歴史～

1886年に関西初の法律学校として創立して以来、常に効果的で充実した法学教育を行うための努力を続けています。

関西大学法学部の    つの特徴
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関西大学法学部の学びの領域

Contents
法学部について

4年間の学び

法曹をめざす

01

03

05

公務員として活躍する

民間企業をめざす

法学部の就職力

07

09

11

法学部のあゆみ/
学部長メッセージ

教員紹介

13

14

ビジネス法科目群 国際関係科目群

法職科目群

公共政策科目群 法政史・法政理論
科目群

政治学科目群

導入演習 基礎演習

発展演習 専門演習

3

01 02



多様な専門講義科目を６つの科目群に分類し、学生が自身の履修プランを組み立てる際の指針としています。
法学・政治学の基礎的な学びと、興味・関心・進路に応じた科目群を掛け合わせて学ぶことができます。

4年間の学び

【法学・政治学の魅力に触れる】1年次 【興味や目標　 に応じて専門性を高める】2年次 【論理的に考え、説得的に語る力を獲得する】3・4年次

戸毛 隆之介さん
（大阪／府立泉陽高校出身）

2年次生

関西大学の法学部は歴史があり、有名だったことで興味をもちました。実際にオープンキャンパスで訪れた際、広く
てきれいなキャンパスに憧れを抱き、入学を決めました。民法と公共政策に興味があるので、現在は１年次の基幹科
目の延長として民法・憲法など基礎的な科目を中心に履修し、発展演習では公共政策について学んでいます。1年
次の基幹科目は、法律と政治の両方の科目が幅広く学べることから、法律系だけでなく、関連する政治系の科目も
選択するきっかけにもなりました。法律が関わる資格試験は多いので、法律全般を広く学べる法学部での学びは、
資格試験の取得などにも生かせそうだと感じています。また、法律の知識だけでなく、授業の中で法律の理論や捉え
方を学ぶことで、実務的な思考力や対応力を身に付け、就職や将来の仕事につなげていきたいと考えています。

実務的な思考力や対応力を磨き、
将来の進路に生かしていきたいと思います。

関西大学は、関西で初めての本格的な法律教育機関である関西法律学校を前身とする大学であることや、政治系
科目と法律系科目の両方を自由に学べるスタイルであることに魅力を感じ、入学を決意しました。法学部の学びは、
授業を受ける上で必要なことを学べる導入演習によって1年次に学びの土台作りができることや、法律や政治につ
いて一通り学べる「基幹科目」があり、そこから自分の興味のある分野に出合えるカリキュラムであることが良い点だ
と思います。現在はゼミで、読み手によって価値判断が分かれる判決を題材に、民法の議論の作法と法的な価値
判断の在り方を学んでいます。今後はさらに法的な価値判断の在り方についての理解を深めていくことで、自分の
価値判断の在り方も見つめ直していきたいと考えています。

法的な価値判断の在り方を学ぶことで、
自分自身の価値判断の在り方も見つめています。

青砥 有里さん
（大阪／ルネサンス大阪高校出身）

4年次生

現代政治論1・2

憲法1・2

民法1・2

基礎法学

刑法各論

すべての1年次生が履修し、自分が何に興味や関心を持っ
ているのか、1年間にわたる授業を通じてじっくり見極めます。

自分の関心のある授業を見つけや すくするために、約150ある専門講義科目を6つの科目群に分類して
います。コース制や専攻ではありま せん。■基幹科目

+

本学部教員が執筆した独自の教材「Civis 
Academicus」を使って、法学・政治学を学
ぶのに必要なスキルを身に付けることをめ
ざしています。報告・討論の仕方、レポート
やレジュメの作成方法を学ぶほか、図書館
の利用方法、判例データベースの活用方
法を学ぶクラスや裁判所見学を行うクラス
などもあります。

１年次の秋からは、基礎演習がスタートします。
導入演習では、共通のシラバスやテキストを
使って、どのクラスもほぼ同じような授業が行わ
れるのに対して、基礎演習では、各教員の専門
分野に沿って授業が組み立てられています。毎
年３０以上の授業が開講されており、少人数制
のクラスの中で、教員ともっとも近い距離で、興
味のある授業を受けることができます。

基幹科目は「法学部でできること」を知るため
に、すべての１年次生が履修する講義科目で
す。自由に授業を履修するには、まずは専門
分野の基礎を知る必要があります。自分の興
味を見つけるためのチャンスがこの基幹科目
なのです。

3年次からは、専任教員が原則として2年間連続して、専門演習を開講し
ます（1年開講の演習もあります）。受講生は自己の興味・関心や目標と
する進路にあわせて、所属する演習を自由に選択することができます。必
修科目ではありませんが、1・2年次までの基礎的な法学・政治学の学び
を発展させ、法学部生としての専門的知識を磨くために、ぜひ積極的に
取り組んでください。専門演習では、さまざまなテーマについて、講義より
も深く学習することができます。また、4年次には卒業論文を完成させるた
めの指導科目である「研究論文」も別途設けられています。

初年次教育 自由に　選べる6つの科目群（2～4年次） 専門演習（ゼミ）

●基礎法学
●公法
●国際法
●刑事法
●民法
●商法

■ 基礎演習■導入演習

法律についての体 系的な知識を獲得することがで
きます。裁判官、弁 護士、検察官といった法曹をめ
ざす人も、この科目 群を中心に履修します。

法職
科目群

ビジネスに携わる 者にとって必要不可欠な法
的な知識を学び、 グローバル化するビジネスに
対応するための幅 広い視野を身につけます。

ビジネス法
科目群

公共問題を解決す るための法律やそれを所管す
る行政機構および その運営のメカニズムについ
ての理解を深めま す。

公共政策
科目群

歴史や思想の観 点から、法や政治のあり方に
ついてアプローチ し、現行の法制度や政治の
歴史と仕組みを学 びます。

法政史・法政
理論科目群

法学や政治学の観 点から国際的な紛争の法的・
政治的な解決につ いて検討していきます。

国際関係
科目群

社会全体に影響を及 ぼすような利害や価値の対立がど
のように政治的に解 決されるのかを、政治的なアクター
の行動や心理といっ た観点から明らかにします。

政治学
科目群

多彩に広がるゼミの研究領域

●経済法
●知的財産法
●民事訴訟法
●社会法
●政治学

科
目
例

科
目
例

科
目
例

科
目
例

科
目
例

科
目
例

●民法3・4　●刑事訴訟法1・2　●憲法3・4
●会社法1・2・3　●商法総則・商行為法
●民事訴訟法1・2・3　など

●会社法1・2・3　●労働法1・2
●知的財産法1・2　●国際取引法1・2
●有価証券法　●経済法1・2　など

●行政法1・2　●公共政策学1・2・3・4
●公務員論1・2　●社会政策1・2
●租税法1・2　●地方自治法　など

●ローマ法1・2　●法哲学1・2
●法思想史1・2　●日本法制史1・2
●政治思想史1・2　●法社会学1・2　など

●国際法1・2　●国際私法1・2
●比較憲法　●国際取引法1・2
●国際政治学1・2　●外交史1・2　など

●政治過程論1・2　●比較政治学1・2
●行政学1・2　●政治心理学1・2
●財政学1・2　●公共政策1・2　など

Curriculum

2年次 4年次
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本学法学部では、法曹を志す学生（法科大学院進学や司法試験予備試験受験希望者）が、法曹という職業の社会的役割や使命
を自覚し、進路選択のモチベーションを強化することを目的として、「法曹プログラム」を運営してきましたが、国の制度に則り、2019年
度入学生から、従来の「法曹プログラム」を軸とした、「関西大学法曹コース」を設置することとなりました。
なお、法曹コースの受講にあたっては、学業成績等による選考があります。

関西大学 法曹コース

「関西大学法曹コース」と「法曹プログラム」との関係
法曹コースを修了するための第一段階として、法曹プログラムが設けられています。法曹コースの骨格となる基本的な科目を体
系的に履修することができます。法曹コース受講者で、法曹プログラムの修了要件を満たしたものを「法曹プログラム修了者」と
して認定します。さらに、法曹コース修了要件を満たすことができた場合は、「関西大学法曹コース修了者」として認定します。な
お、ともに、成績証明書にその旨を記載します。

〈法曹コース履修者イメージ（学部3年＋大学院2年の場合）〉

法学部
1年次 2年次 3年次 1年次 2年次4年次

法科大学院

法曹コース

司
法
試
験

法
曹
と
し
て
活
躍

既
修
者
認
定

早
期
卒
業

修
了

※【本学法科大学院が実施する特別選抜入学試験】
　「５年一貫型教育選抜」：論文試験を実施せず、書類審査の得点（学部時代の成績を重視）及び面接試験の得点の合計点により合否を判定
　「開放型選抜」：書類審査、論文式試験（法律科目）の得点および面接試験の得点の合計点により合否を判定

▶法曹コース修了のメリット

法科大学院「特別選抜入学試験」への出願資格獲得が可能
「関西大学法曹コース」の修了に加えて、所定の要件を満たした場合、法科大学院（他大学も含む）が実施する「特別選抜入学試験」への
出願が可能となります。特別選抜入学試験には「5年一貫型教育選抜※」と「開放型選抜※」の2種類があります。

司法試験受験までの時間的・経済的負担の軽減
「関西大学法曹コース」の修了に加えて、所定の要件を満たし、早期卒業を認められることにより、学部３年+大学院２年の段階的・
一貫的な学習が可能となり、司法試験受験までの時間的・経済的負担が軽減されます。

1

2

特
別
選
抜
入
学
試
験

法曹をめざす

法学政治学科　4年次生 山中 優香さん 
（愛知／県立千種高校出身）

高校生のころから法学に興味があ
り、法律を理解していなければ損を
してしまうことさえあると考えていまし
た。それは逆に言えば、法律を知る
ことで自分自身や周囲の人を助けら
れるということです。そのため、法律
を専門的に学びたいという思いを抱
きました。関西大学の法学部を選ん
だのは、大学の看板学部と言えるほ
どの歴史と伝統があること、法律の
基礎から応用までを網羅的に学べ
る法曹コースが設置されていること
にひかれたからです。

法学とは、法律に学説を照合し、最善の解釈を検討する
学問。そして法律は、最善の解釈を検討するための道具
だと考えています。解釈に完璧な正解はなく、憲法や刑
法といった基礎科目、会社法などの応用科目で学んだ
知識をいかに活用し、論理的な結論を出すかが重要で
す。法学部での学びを通して、感情と根拠に折り合いを
つけた最善案を出す論理的思考力＝「法律という道具
の使い方」を修得できました。これを社会のために生か
し、人々のより良い暮らしにつなげたいです。

網羅的に学んだ法学の知識を生
かし、家族や友人、これまでお世話
になった地域の人々を支えるため、
出身地の愛知県に根差した企業
の法務部で活躍することをめざして
います。現在は、法律の知識量をさ
らに増やすことはもちろん、あらゆる
人の声に耳を傾ける傾聴スキルに
も磨きをかけている最中です。労働
時間や福利厚生を内側から見直
し、社員の健康的な生活と定着率
アップを実現する法務のスペシャリ
ストとして、企業の発展に貢献した
いです。

なぜ法学部への
進学を選んだ？

学びを通して成長
したと思う点は？

将来の目標は？

創立以来137年の伝統をもつ関西大学法学部からは、無数の法曹が輩出しています。
現在は法科大学院とのカリキュラム連携により、効果的、効率的に学びを進められる環境を整備しています。

法のスペシャリストとして活躍する

法曹をめざす　～法曹プログラムを軸とした法曹コース
法曹には、社会で生じている問題について（問題が生じないよう未然に防止することも含め）法律を適用して解決
することが求められます。そのためには、体系的・専門的な法知識を習得し、具体的な事例にも触れながら、（問題解
決のための）論理的な思考も身に付ける必要があります。法曹をめざす人はぜひ法曹コースへ。

教員インタビュー

  上田 真二 教授
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多くの法学部生が卒業後の進路として、国や自治体の職員を選んでいます（12ページ参照）。言うまでもなく、国や自治体の仕事
は、法律や条例と密接に関わっています。そのため、憲法・民法・行政法などを学ぶ法学部生にとって、官公庁の職員は大学で学
んだ知識やスキルを生かせる職種の1つだと言えるでしょう。また実際の行政の運営や公共問題の解決には、政治学・行政学・
経済学などの知識のほか、政策的な思考も求められます。法学部のカリキュラムは、こうした国や自治体の職員に求められる幅広
い知識や思考力が身に付けられるように編成されています。

法学部のカリキュラムとの関係

キャンパス内で受講できる公務員試験対策講座（課外講座）

 エクステンション・リードセンター（KUEX）
公務員試験には、大きく分けて筆記試験と人物試験があり、それぞれ対策を行う必要があります。大学3年次生の春
学期開講の公務員試験対策講座から受講を開始し、約1年間をかけて準備を行った上で、公務員試験合格をめざす
流れが一般的です。エクステンション・リードセンターの講座は、市中の専門学校などと比べても低価格となっており、
関西大学の学生に合わせたカリキュラムをキャンパス内で受講することができます。公務員をめざす方は、ぜひ活用し
てください。

理論と実際のあいだで公共政策を考える
法的・政治的な問題解決が必要な場面はしばしばシビアであることから、私たちがおいそれと近づくことはできませ
ん。しかし、学生たちは講義では理論を学び、演習を通じて社会問題を調査分析することで実際の問題に向き合い、
将来に向けてのトレーニングとして、あるべき政策について研究を行っています。

教員インタビュー

公務員プログラムコーディネーター  石橋 章市朗 教授

公務員として働く卒業生が多いことも、法学部の特長です。公務員試験を踏まえたカリキュラムにより、
効率的に対策を進めることが可能です。また中学・高校の教員免許状の取得も可能です。

行政の担い手として社会を支える

公務員として活躍する

祖父が公務員として地域の人のため
に働いている姿を幼いころから見て
育ち、公共の利益のために働くこと
に魅力を感じて、公務員をめざしたい
と思うようになりました。さまざまな大
学を探していく中で、関西大学法学
部は130年以上の歴史と伝統があ
り、公務員志望者のための特修プロ
グラムが設けられていることを知り、
興味をもちました。そしてオープンキャ
ンパスで活気あふれる大学の雰囲
気に触れ、法学部への進学を決めま
した。

ただ課題を分析するだけでなく、課題解決に向けて施策を
検討する力が身に付きました。公務員プログラムでは、過
去に公務員試験で出題された課題に対してグループで解
決策を検討しますが、例えば女性活躍推進法の課題を考
える際、男性の育休不足や女性の働く意欲の低下など、
何を課題とするかで解決策が変わるため、グループ内の意
見交換と共通認識の確立が重要となります。そのような話
し合いを重ねていくことで、解決策の導き方とともに、グ
ループで課題に取り組む力を修得できたと思います。

大学で学ぶ知識や経験を最大限に
生かし、地域やその住民の方々に貢
献できるような行政職員になることを
目標にしています。幼いころから私の
中にある、「人の役に立ちたい。人を喜
ばせたい」という思いを常に忘れること
なく日々成長し続け、大きな視野をもっ
てその目標を実現できるようになりた
いです。

なぜ法学部への
進学を選んだ？

学びを通して成長
したと思う点は？

将来の目標は？

公務員に求められる知識が学べる授業例

科目名

憲法3・4

行政法1・2
租税法1・2

公共政策学1・2

憲法1・2
現代政治論1・2

政治過程論1・2

民法1・2
刑法各論

民法3～8

行政学1・2
社会保障法1・2

政治学原論1・2 （国際政治学1・2）

（経済原論1・2）
（財政学1・2）
（公務員論1・2）

科目群

法職科目群

公共政策科目群

政治学科目群

基幹科目

※カッコ内は各科目群の関連科目

実践的な授業を通じて、学習意欲や進路選択のモチベーションを維持・強化します。

公務員プログラム

国や自治体を知るには「政策」を理解することが有効でしょう。政策の立案と実施は、行政や公務員の重要な仕事の1つだからです。そこで本プログラムには、
社会問題の調査分析と施策立案のための授業が組み込まれています。なお、公務員プログラムの受講にあたっては、学業成績などによる選考があります。

2年次から開始

法学政治学科　3年次生 坂井 日那香さん 
（和歌山／県立新宮高校出身）
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法学部の講義・演習は民間企業へ就職後も役立ちます
民間企業への就職を希望する学生は、ビジネスの流れをイメージできるようになることが重要です。イメージできるよ
うになると、ビジネスを行うにあたって守るべき法律を理解しやすくもなります。法学部でも、例えば、会社法という科
目では、ビジネスの流れをイメージしてもらいながら講義・演習が進められます。

教員インタビュー

伊藤 吉洋 教授

法学政治学科　4年次生 藤田 凌輔さん 
（兵庫／県立明石城西高校出身）

仕事でも社会生活を送る上でも、法
律や規則が必ず関わってくると考え
たからです。ルールを漠然と守るので
はなく、法の本質と学び方を身に付
けることで、さまざまな問題に対応で
きるようになりたいと考えました。ま
た、高校生の時点では公務員をめざ
すか、民間企業で働きたいのか迷っ
ていたので、法律系と政治系の双
方を幅広く学べる関西大学に魅力
を感じました。

会社法ゼミの活動の一環として、学内のビジネスアイ
デアコンテスト「SFinX」に参加しました。これは理工系
学部の研究成果を事業化に生かすアイデアを競うコン
テストで、法学部からは初参加です。私たちのチームの
タイトルは「モーっと牛っと～酪農業界の未来のために
～」。現在の酪農業界が抱える課題を調査した上で、ド
ローン技術などを用いて、酪農業界の仕事の効率化と
生産性向上をめざす提案を行い、最優秀賞をいただく
ことができました。

製造業など人の暮らしを支える企業
で、人々の暮らしの質をさらに高める
ことが目標です。仕事においては社
内外の問題を解消し、利益を生み
出せる社会人になりたいです。憧れ
の働き方は、法的思考力とマーケ
ティングの知識を生かしつつ、さまざ
まな技術を課題解決につなげる役
割を果たすこと。法の知識を強みと
しつつ、実現可能性を意識した提
案を行う人材をめざします。

なぜ法学部への
進学を選んだ？

学びを通して成長
したと思う点は？

将来の目標は？

民間企業をめざす
卒業生は金融・保険業や製造業などをはじめ、さまざまな分野で活躍しています。
法学・政治学を中心とする学びが、業種・業界を問わず社会から求められているといえるでしょう。

ビジネスの第一線で活躍する

留学をめざす法学部生が自国の法や政治について学びながら、他国の学生と十分に知的な議論を行えるよう、
既存の文化と言葉の壁を突破することをめざします。

英語で発信する政治学プログラム
1年次から開始

法学部では、社会を動かすルールである法律や、それらが作られ、運用される環境としての
政治について学ぶことができます。
このプログラムでは、法学部で学ぶ内容を前提としながら、英語を媒体として議論を行う素
地を作ります。言語が異なれば、語彙が違うだけではなく、議論する際の論理的な構造も
違ってきます。自分の意見を英語で論理的に組み立てて、相手を説得することをめざします
が、相手の考えを尊重しながら聞く姿勢も同時に体得していきます。
なお、英語で発信する政治学プログラムの受講にあたっては、学業成績等による選考があ
ります。

ビジネス法プログラム
2年次から開始

ビジネス法プログラムは、民間企業をめざし、早期にビジネスの場で活躍するために必要な能
力を身に付けたい2年次生が選択可能です。新製品・新サービスの具体的な企画立案のため
のトレーニングに加え、ビジネス法務の豊富な経験を有する実務家の教員が作成したビジネス
の現場を想定した課題などに取り組みます。
なお、ビジネス法プログラムの受講にあたっては、学業成績等による選考があります。

法学部生の多くは、卒業後専門職に就くのではなく、一般企業に就職します。
法学・政治学の専門知識を身に付けつつ、社会人として活躍できるよう、
法学部ではビジネス法科目群で実践的な知識を得られる科目を提供しています。
さまざまなインターンシッププログラムや留学制度を利用し、単位を修得しつつ貴重な経験を積むことも可能です。

専門知・実践知を養い企業で活躍する
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一般企業・公務員・法曹界…と、法学部卒業生の活躍フィールドは多彩で、広がりをもっています。
法学部で身に付けた、社会で発生している複雑な問題を的確に判断・解決できる能力を生かして、さまざまな分野で活躍しています。

法学部の就職力

就職先の一例

2021年度 法学部生の就職状況OB･OG Message

中山 皓久 さん　（法学部 2020年3月卒業）

千葉地方検察庁

ゼミで政策過程を学んだ経験が、
検察事務官の日々の業務を支えています。

検察庁の中で検察事務官として、法律や規則に基づき、書類の点検や管理・把握を行っています。事件
が警察等から検察庁に送られてきた際に受理し、被疑者等の把握をすることも業務の一環です。被疑者
等の自由を制限する根拠となる書類を扱う部署ですので、常に緊張感と責任感をもって業務にあたってい
ます。現在の仕事では、ある事案に対し、どのような法律・条例のどの条文をもって適正な処罰を下すのか
常に考えなくてはいけません。ゼミ活動を通じて得た、法律や制度を背景から理解しようとする考え方が、現
在の業務に生きていると感じます。まだまだ多くの知識を身に付ける必要があるので、日々勉強という意識
をもち、その職責に伴う誇りと責任感をもって過ごしていきたいと思います。

横手 姫奈 さん　（法学部 2020年3月卒業）

富士通株式会社

自治体の仕事をICTを通してサポートする際に、
在学中に触れた法の知識と経験が役立っています。

自治体様向けのアカウント営業として、システムの拡販および保守サポート等を行っています。在学中
は、法社会学や比較法文化学を学ぶゼミに所属していました。裁判をめぐる法、社会、文化というテー
マに関する社会問題について、外国との比較を行いながら、ディスカッションを行い、解決策を検討し
ました。研究内容が仕事に直結することはあまりないですが、法律に触れた経験は役に立っています。
国の動向や各省庁からの政策等の情報を収集し、自治体様と今後の方針を協議したり、自治体様と
の契約事務において条文を読む機会が多々あり、対応に生かすことができています。人々の生活を支
える自治体様のお仕事を、ICTを通してサポートしていることに大きな魅力を感じています。

丹後 雄一 さん　（法学部 2018年3月卒業）

神戸市役所

法律の読み解き方や地方自治について
学んだ経験がアドバンテージになっています。

地方公務員の仕事は法律・条例に基づいています。条例を拡大解釈や反対解釈で読み解くことも頻
繁にあり、文章として読むだけでは実際の業務には生かせません。また、条例を執行する立場となった
現在は、その条文がなす意味を理解しなくてはなりません。大学生の間に法律に触れ、その法律の読
み解き方や地方自治について知識を養った経験は、良いアドバンテージになっていると思います。ま
た、ゼミで専攻した政策過程論や公共政策、地方自治はより業務に近いものがあります。地方自治体
と地域団体や市会との関係性を知っていたことで、業務内容をスムーズに理解できました。ある課題に
対する解決策を講じるにも、地域団体や市会議員に相談する大切さを実感しています。

Career design

イオンクレジットサービス／大阪信用金庫／岡三証券／十六銀行／関西みらい銀行／紀陽銀行／京都銀行／三十三銀行／住友生命保険／全国共
済農業協同組合連合会／ソニー損害保険／損害保険ジャパン／ＳＯＭＰＯひまわり生命保険／太陽生命保険／大和証券／中国銀行／東京海上日
動調査サービス／南都銀行／日本政策金融公庫／日本生命保険／野村證券／百十四銀行／富国生命保険／みずほ銀行／みずほフィナンシャルグ
ループ／三井住友カード／三井住友銀行／三井住友信託銀行／明治安田生命保険／りそなグループ　など

金融業・
保険業

公務員・
公立学校
教員

国税専門官／国家公務員一般職／裁判所事務官一般職／防衛省自衛隊 自衛官候補生／防衛省自衛隊 幹部候補生／労働基準監督官／愛媛県職
員／大阪府職員／京都府職員／神奈川県職員／滋賀県職員／兵庫県職員／三重県職員／和歌山県職員／茨木市職員／今治市職員／大阪市職
員／大津市職員／岡谷市職員／加西市職員／岸和田市職員／京都市職員／神戸市職員／堺市職員／三田市職員／下関市職員／吹田市職員／東
大阪市職員／姫路市職員／広島市職員／福井市職員／八幡市職員／大阪府都市競艇企業団／警視庁／大阪府警察官／京都府警察官／兵庫県
警察官／福岡県警察官／大阪市消防吏員／加古川市消防吏員／京都市消防吏員／吹田市消防吏員／西宮市消防吏員／姫路市消防吏員　など

アクセンチュア／弁護士法人大江橋法律事務所／学校法人大阪医科薬科大学／国立大学法人大阪大学／学校法人関西大学／独立行政法人国立病
院機構／ＴＭＩ総合法律事務所／西日本高速道路／パーソルテンプスタッフ／パソナグループ／マイナビ／マンパワーグループ／三井住友トラスト・ビジネス
サービス／三菱重工冷熱　など

教育・広告・
その他
サービス業

アストラゼネカ／伊藤園／オカムラ／オリエンタルモーター／川崎重工業／キーエンス／キヤノンマシナリー／京セラ／コカ・コーラ ボトラーズジャパン／島津製
作所／信越化学工業／スズキ／ＳＵＢＡＲＵ／大日本印刷／ダイハツ工業／大陽日酸／ＤＩＣ／ＤＭＧ森精機／ニチバン／ニチレイ／ニチレイフーズ／日東電
工／日本ゼオン／日本電気／日本ハム／日本製鋼所／ノーリツ／白十字／パナソニック／富士電機／本田技研工業／丸大食品／三井Ｅ＆Ｓグループ／三菱
電機／三菱電機ビルテクノサービス／ミネベアミツミ／持田製薬グループ／森永乳業／山崎製パン／よつ葉乳業／ローム／ＹＫＫ ＡＰ　など

製造業

イオンリテール／岡谷鋼機／キヤノンマーケティングジャパン／コーナン商事／コスモ石油販売／シャープマーケティングジャパン／第一実業／東京青
果／長瀬産業／ニトリ／日本出版販売／ファーストリテイリンググループ／富士フイルムビジネスイノベーションジャパン／三菱商事ファッション／三菱マテ
リアルトレーディング／山善／ライフコーポレーション／リコージャパン　など

卸売業・
小売業

就職率

96. 6％
法学部の就職状況の特徴としては、公務員・公立学校教員への就職が16.9％で、例年、割合が高い傾向にあります。2021年度においても、国家公務員一般職、防衛省
自衛隊 幹部候補生を含めた国家公務員は30名、府県政令市の職員や教員、警察官などの地方公務員は70名、合わせて100名が公務員として就職しています。

他学部に比べ公務員に強い法学部

卸売業・小売業

12.2％

公務員・
公立学校教員

16.9％

教育・広告・
その他サービス業

16.9％

製造業

15.0％

金融業・保険業

12.4％

情報通信業

11.2％ 4.8％

建設業

3.8％不動産業・物品賃貸業

3.0％運輸業・郵便業

電気・ガス・熱供給・水道業 0.8％
0.2％農業・林業・漁業・鉱業
2.8％その他

ＳＣＳＫ／ＮＴＴデータシステム技術／ＮＥＣネッツエスアイ／ＮＴＴデータアイ／ＮＴＴデータＳＭＳ／ＮＴＴドコモ／大塚商会／オプテージ／兼松エレクト
ロニクス／コベルコシステム／ＪＦＥシステムズ／ジュピターテレコム／スミセイ情報システム／ＴＩＳ／西日本電信電話／日立システムズ／富士ソフ
ト／富士通Ｊａｐａｎ／三井住友トラスト・システム＆サービス　など

情報
通信業

一条工務店／住友林業／積水ハウスリフォーム／竹中工務店／飛島建設／三菱電機冷熱プラント　など建設業

イオンモール／近鉄不動産／ＪＲ西日本不動産開発／東急不動産／野村不動産アーバンネット／丸紅リアルエステートマネジメント／三井不動産レジデ
ンシャルリース／三菱地所リアルエステートサービス　など

不動産業・
物品賃貸業

センコー／日本貨物鉄道／日本通運／日本郵政グループ／阪急電鉄／阪急バス／阪急阪神エクスプレス／福山通運／三菱倉庫　など運輸業・
郵便業

関西電力／ＪＥＲＡ　など電気・ガス・
熱供給・水道業

北大阪農業協同組合／日本年金機構／独立行政法人福祉医療機構　などその他
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ボアソナード博士
（1825-1910）

1886年（明治19年）、関西大学の前身で
ある関西法律学校は大阪西区京町堀の願
宗寺を仮校舎として開校されました。

千里山に学舎を建設。法学部と商学
部の2学部を持つ大学として認可さ
れました。

児島惟謙 名誉校員
（1837-1908）

137年の伝統が支える関西大学法学部
　1886（明治19）年11月、大阪・西区京町堀に一つの私立学校が誕生し

ました。願宗寺という寺を借りて、夜間、青年たちに法学を教授したこの学

校の名は、関西法律学校。関西大学法学部の前身です。関西法律学校

は、関西で初めての本格的な法律教育機関。司法省顧問ボアソナード博

士に教えを受けた井上操、小倉久ら大阪在住の現職裁判官と、自由民権

運動家の吉田一士との協力によって創立されました。

　夕日の沈む頃から、向学心に燃える多数の青年がおしかけ、薄暗いラン

プの下で、熱心な講師たちによる真剣な授業が続けられました。講師たち

は、法律が市民のものであり、市民は法律によって、みずからを守るべきで

ある、と説きました。ボアソナード博士が、司法省法学校で、「日本の人民は、

権利の観念に乏しい。それゆえ、日本では権利の観念を鼓舞することが急

務である。諸君は裁判官や弁護士となるよりも、まず教師となって法学の普

及に努めるべきではないか。」と講じたことに感動した裁判官たちが、無報

酬で行っていた講義での真摯な熱意は、現在の関西大学法学部の講義

にも受け継がれています。また現職裁判官たちが、このような講義を行うに

は、彼らの上司であった大阪控訴院長児島惟謙の賛助が不可欠でした。

のちに大審院長となり、大津事件を契機とする「司法権の独立」問題に深く

かかわった児島惟謙の法学教育に対する姿勢と人となりが窺われます。

　1903（明治36）年には初めての自前の校舎となる江戸堀校舎を構え、

1905（明治38）年に専門学校令により、大学としての認可を得ました。これ

には、第6代学長である加太邦憲の功績によるところが大きいといえます。

1922（大正11）年に大学令による関西大学の認可を受けたときには、法律

学科と政治学科からなる法学部として出発しました。その後、文学科を包

合して法文学部となった時期もありましたが、1948（昭和23）年、新制大学

に移行した際に法学部となり、今日にいたっています。1947（昭和22）年、

岩崎卯一学長が唱えた「関大ルネッサンス」は学問の自由、真理の探究

への新たなスタートとなりました。法学部の研究・教育とそれを支える専任

スタッフは、その後充実の一途をたどり、いまでは関西でも最大級規模の

法学部となりました。1993（平成5）年、国際化や教育の質的向上といった

社会からの要望に応えるべく、カリキュラムの大幅改定を行い、より高い次

元での研究・教育を可能にしましたが、すべての問題が解決されたわけ

ではありませんでした。さらに高い次元での法学教育を行うべく、2008（平

成20）年、法学・政治学の両分野に精通し、現代の法化社会を生きる力

量をもった人材を輩出することを目的として、法律学科と政治学科を統合

し、法学政治学科を新設しました。複雑化、国際化が進み、変化の激しい

現代社会において、すべての学生が法学・政治学の両分野においてそ

の基礎を修得し、それぞれの志向や進路に向けた段階的で複合的な学

習ができるよう新しいカリキュラムを導入しています。

　設立時からの真摯な熱意を受け継ぐ関西大学法学部は、より効果的

で充実した法学教育を行うべく、いまも不断の努力を続けています。137

年の歴史に育まれ、常に取られてきたこの姿勢こそが、関西大学法学部

を進化させる原動力であると言えるでしょう。

関西大学法学部をめざす皆さんへ －学部長メッセージ－

法学部でできること。

法学部長　髙作 正博

法学部での学びは、広い意味での紛争、もめごとを公
平・公正に解決する力を身に付けることを一つの重要な
目的としています。どんな時代や社会でも、人々が共に生
きていく限り、必ず紛争は起きます。お金の貸し借りや、離
婚・相続をめぐる諍い。交通事故や振り込め詐欺等の事
件・事故。震災や感染症等の被害に対して国が十分な
救済措置を講じないことや、原発や軍用基地の設置等を

めぐって深刻な軋轢が、国と住民、住民間で生じることも
あるでしょう。また、軋轢や諍いは、人と人との間に生ずる
だけでなく、国家と国家の間でも生じます。領土問題や戦
争です。法学部生は、法や政治に関する知識を身に付け
るだけではなく、紛争を公平・公正に解決する力を身に付
けていきます。このような力は、社会のさまざまな分野から
高く評価され、期待される能力です。

政治哲学・政治心理学の基礎研究

河村 厚 教授
政治哲学・政治心理学

アメリカ政治外交

大津留（北川） 智恵子 教授
国際政治学

政策過程と制度

石橋 章市朗 教授
政策過程論

戦後日本政治外交史

池田 慎太郎 教授
外交史

解雇制限と雇用保障法の研究

藤原 稔弘 教授
労働法

障がい者法の基礎理論

福島 豪 教授
社会保障法

労使自治の実現と法の役割

植村 新 准教授
労働法

EUの政治経済、地域統合

吉沢 晃 准教授
国際政治経済論

日本政治史・日本近現代史

若月 剛史 准教授
日本政治史

福祉政策、NPO論

廣川 嘉裕 教授
行政学

政党政治、政治体制、大都市圏の政治

森本 哲郎 教授
政治機構論

ハンナ・アーレントを中心とした政治思想史の研究

百木 漠 准教授
政治思想史

ヨーロッパ政治史

津田 由美子 教授
西洋政治史

現代日本政治と市民社会の研究

坂本 治也 教授
政治過程論

社会法

政治学

会社法・金融商品取引法の基本問題

上田 真二 教授
商　法

保険法・海商法に関する諸問題

金 玲 教授
商　法

商取引法全般

笹本 幸祐 教授
商　法

M&A（企業買収）における諸問題

伊藤 吉洋 教授
会社法

会社法と他の法領域との交錯・融合

原 弘明 教授
商法・会社法・保険法

市場メカニズムに係る法と政策

横田 直和 教授
経済法

特許法・著作権法を含む知的財産法の体系化

辰巳 直彦 教授
知的財産法

知的財産制度の国際的調和をめぐる諸問題

山名 美加 教授
知的財産法

親権と第三者

白須 真理子 准教授
民　法

肖像の商業利用の法的規律

隈元 利佳 准教授
民　法

民事訴訟における当事者の法的地位の解明

吉田 直弘 教授
民事訴訟法

判決効（主に既判力・執行力）の主観的範囲

池田 愛 准教授
民事訴訟法

商　法

民事訴訟法

経済法

知的財産法

法概念と政治的なるものの関係

木原 淳 教授
法哲学

中国古代の罪刑法定主義

佐立 治人 教授
東洋法制史

法意識、法文化をベースとした比較法社会学・比較法文化学

角田 猛之 教授
法社会学

近現代における法と法学の諸相

小石川 裕介 准教授
日本法制史

古代ローマ世界の法廷

粟辻 悠 准教授
ローマ法

租税法律主義と租税法の解釈・適用

浦東 久男 教授
租税法

人権論の基礎概念の解明

小泉 良幸 教授
憲　法

憲法学における民主制の規範理論

髙作 正博 教授
憲　法

環境管理をめぐる法と政策

田中 謙 教授
行政法・環境法

現代日本社会と憲法

吉田 栄司 教授
憲　法

憲法学の基礎理論

村田 尚紀 教授
憲　法

憲法上の権利保障

西村 枝美 教授
憲　法

行政権に対する法的統制

荒木 修 教授
行政法

基礎法学

公　法

役務提供契約の法理に関する研究

寺川 永 教授
民　法

債権法に関する現代的諸問題

馬場 圭太 教授
民　法

刑事学の諸問題・いじめ防止対策推進法の研究

永田 憲史 教授
刑事学

刑事訴訟法の理論研究

松代 剛枝 教授
刑事訴訟法

刑法学の基礎理論とその応用

飯島 暢 教授
刑　法

刑法の基本思想

葛原 力三 教授
刑　法

刑法学の基本問題

佐伯 和也 教授
刑　法

国際民事紛争の現代的課題

中村 知里 准教授
国際私法

国際法構想の史的展開

西 平等 教授
国際法

条約に関する国際法

中野 徹也 教授
国際法

契約関係における利益調整問題

久保 宏之 教授
民　法

リスク社会の民事責任

今野 正規 教授
民　法

民　法

国際法

刑事法

History

教員紹介
法学部のあゆみ Academic staff

研究テーマ

氏 名
専門領域

凡例

西欧中世盛期の法思想

市原 靖久 教授
法思想史 権利侵害と不当利得

村田 大樹 教授
民　法

所有問題（倒産・都市環境）における民法理論の役割

水野 𠮷章 教授
民　法

民法̶財産法・家族法の交錯̶

松尾 知子 教授
民　法

＜2022年4月現在＞
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