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　現代はポスト冷戦の時代と言われています。
冷戦が終結してからはや30年近い月日が流
れましたが、冷戦後の新たな秩序の形成をめ
ぐる議論の中で脚光を浴びることになったの
が、グローバル・ガバナンスという考え方で
す。この言葉を直訳すると「地球規模の統治」
ということになりますが、その考え方の背景
には、これまでの国家中心の国際秩序とは
違って、たとえば、国連やＮＧＯ、多国籍企
業や地方自治体といった国家以外の様々なア
クターの存在を含めて、地球温暖化や放射能
汚染などのいわゆるグローバル・イシューに
有効に対処し得る協力のネットワークを構築
しようという基本的な理念があります。また、
こうしたグローバル・ガバナンスを下支えす
る議論として今日盛んに論じられるものとし
て、グッド・ガバナンスという考え方があり
ます。これは、地域的もしくは国家的な規模
のレベルにおいて、先進国が開発途上国にお
ける「よき統治」の構築プロセスを支援する
という文脈の中で、グローバル・ガバナンス
をめぐる議論としばしば結びつけられて論じ

　岡山大学法学部の歴史は、岡山大学の創立に際し、
中四国で初めての法学科として法文学部法学科が設
立された1949年に始まります。1980年に法文学
部の改組が行われ、法学科が分離し、現在の法学部
になりました。法文学部法学科設立以来、一貫して
法学・政治学の専門教育の拠点として、官界、実業
界、教育界等の多方面に数多くの人材を輩出し、と
りわけ法曹（裁判官、検察官、弁護士）の輩出は中
四国では最多を誇ります。その後、2004年に大学
院法務研究科が設置された際に、第二部法学科が夜
間主コースに改組され、現在に至っています。

岡山大学法学部の沿革

情報力・行動力・自己実現力
岡山大学法学部では、この３つを備え、グローバルに活躍できる人材の育成を目指しています。

教育内容・特色

　現実社会で生起する諸問題に対して柔軟かつ適切な判断を行うため、法学
および政治学を学ぶことを通して、以下の資質を備えた人材を育成します。
❶�人間性に富む豊かな教養【教養】
　社会の多様な問題に対して関心を持ち、主体的な問題解決に向けての理論的思考力・判断力・創
造力を有し、人間性や倫理観に裏打ちされた基礎的な教養を身につけている。
❷�リーガル・マインドの涵養【専門性】
　法や政治等に関して実践的課題に対応できるリーガル・マインド（法的思考能力）を身につけ、
社会に貢献できる。
❸�情報を科学的に分析する能力【情報力】
　現代社会の諸問題について、その歴史性や国際的比較等多角的な視点から理解し、科学的に分析
する能力を身につけ、それを効果的に情報発信できる。
❹�グローバル化および情報化する社会で活躍できるコミュニケーション能力【行動力】
　コミュニケーション能力と情報活用能力を身につけ、的確に行動できる。
❺�課題を発見し、自ら判断し解決しようとする意欲と能力【自己実現力】
　現代社会に生起する諸事象から課題を発見し、自ら判断し解決しようとする意欲と能力を身につ
けている。

求める学生

　高校までの学習を通じて形成された学力を重視
しつつ、社会に対する広範な関心を持ち、幅広い
視点から柔軟にものごとを考えようとする学生や、
世界の動きに関心があり、グローバルな視点を
持って活躍したいという意欲のある学生の入学を
求めています。
　また、将来の職業との関係では、裁判官、検察
官、弁護士などの法律専門職や公務員、民間企業
などで活躍することを志望する学生を歓迎します。
　入学後の学修のため、国語・外国語の２教科を
中心に読解力、思考力、表現力を養い、まんべん
なく基礎学力を積み上げ、着実に学習する態度を
身につけていることが望まれます。

岡山大学法学部長
河原 祐馬

られるものですが、こうしたグッド・ガバナ
ンスの構築との関係で不可欠の前提となるも
のが法の支配に立脚した市民社会をめぐる伝
統的な論議であると言えます。
　法学・政治学という学問は、日本が明治維
新の折に近代国家という政治制度を西欧から
輸入して以来、こうした法の支配に立脚した
市民社会の形成という問題と深く結びつけら
れつつ知的な発展を遂げてきており、それ故
に、法学・政治学教育は、ガバナンスに関わ
る冷戦後の新たな国際秩序の形成をめぐる今
日の一連の議論とも密接な関係性をもってお
ります。岡山大学法学部は戦後、中四国有数
の法学・政治学教育の拠点としての役割を
担っており、これまで日本における法の支配
と市民社会の形成を支える数多の人材を法曹
や官公庁、民間企業等の各界に送り出してお
ります。岡山大学法学部で学ばれることが、
地域社会においてはもちろんのこと、ここで
話しました冷戦後の新たなガバナンスの有り
様にも大きく寄与するものとなることを願っ
ています。

2004～
法務研究科
（法科大学院）

2004～
法学部法学科
（昼間コース・
夜間主コース）1980～

法学部第二部
法学科

1965～
法文学部
第二部法学科

1954～
法経短期大学部

1980～
法学部法学科

1949～
法文学部法学科

2006～
社会文化科学
研究科

（博士前期課程・
博士後期課程）

1993～
文化科学研究科
（博士課程） 2004～

文化科学研究科
（博士前期課程・
博士後期課程）1971～

法学研究科
（修士課程）
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　岡山大学法学部の魅力は、物事を
考える機会が多く得られるという点
にあると思います。私は憲法のゼミ
に所属し、仲間とともに学んでいく
中で知識や理解を深め、法律に向き
合うにあたっての視座を養うことが
できました。また、昨年にはインター
ンシップとして法律事務所での２週
間の就業体験をさせていただきまし
た。実務家の方に直接お話を伺う中
で、机の上だけでは学べない業務内
容や自身の将来像についての具体的
なイメージを獲得することができま
した。

法学部在学生の声

　大学生の大きな魅力は自立でき
るということだと思います。自分
で決めるということは想像以上に
難しいことですが、充実感もあり、
とても楽しく生活することができ
ています。私は政治学に興味が
あって法学部に進学しましたが、
これからより専門的な講義を履修
していくためにも今を大切にし、
自立した生活を送っていきたいで
す。また、いつかは留学を経験し
ようと考えており、語学力や精神
力も大きく鍛えたいと思っていま
す。

1年生 2年生

3年生 4年生

自立へ向かって
西田 理人 香川県立丸亀高等学校

プラスαの学びができる環境

自分の夢を実現できる場所

藤原 桜海

田中 里奈

岡山県立岡山操山高等学校

岡山県立岡山操山高等学校

充実した思考の日々
福田 力希斗 山口県立下関西高等学校

〈西田さんの時間割〉 〈藤原さんの時間割〉

〈田中さんの時間割〉

月 火 水 木 金
1 グローバル経済

入門2 演習Ⅰ

3
憲法（人権）a 人文学講義

（アジア史a）
人文学講義

（英語圏文学a）
人文学概説
（心理学1a）4

5
会社法a 会計学入門 経済経営特殊講義 物権法

6
7

国際法総論a
8

月 火 水 木 金
1

社会保障法a 経済法a
2
3

法哲学 演習Ⅱ 行政学a
4
5

民事手続法概論 契約法 行政救済法Ⅰa
6
7

政治哲学
8

〈福田さんの時間割〉
月 火 水 木 金

1
2
3 リーガル

ライティング
演習Ⅴ

演習Ⅱ
4
5
6
7
8

　岡山大学には楽しみながら学べる
環境があります。まず、私は放課後、
学内にある留学生との交流施設
（L-café）に通い、外国人の友達と
英語での会話を楽しんでいます。こ
の体験で、単に語学力が身に付いた
だけでなく、学生との交流を通して
外国の文化や価値観を肌で感じるこ
ともできました。また、講義では話
が面白く魅力的な先生方がこちらの
興味関心をどんどん引き出してくだ
さいます。先生方や仲間達と共に好
きな分野を突き詰めて学べるこの環
境は本当に恵まれていると感じてい
ます。

　岡山大学法学部の魅力のひとつ
は、学生一人一人の興味や関心に
応じて、学びたいことを学べる環
境が整っているところです。法学
部では、専門科目はもちろん、外
国語や他学部の科目も受講するこ
とができ、法学部生各々の目標に
応じて幅広く知識を深められます。
私は以前から関心があった国際法
のゼミに入り英語の講義を履修し
ています。多くの時間を自分のた
めに使える学生であるからこそ自
分が好きなことを学びたいと思い
ます。

月 火 水 木 金
1 英語

コミュニケーション
Ⅱ-1

中国語初級Ⅰ-1
（読本）2

3 情報処理入門1 法政基礎演習 情報処理入門1
法の歴史と思想

4 全学ガイダンスⅠ
大学入門講座

全学ガイダンスⅡ
キャリア形成

5 中国語初級Ⅰ-1
（文法） 憲法入門

英語
コミュニケーション

Ⅲ-1

法解釈の基礎a

6
7

現代政治入門 郷土の歴史から学
ぶ財政論8



１年次 ２年次 ３年次 ４年次

教養教育科目
○導入教育科目
○知的理解科目
○実践知・感性科目
○言語科目　など 「契約法」

「刑法総論」
「会社法」
など

○市民法系の科目
「親族法」「相続法」「刑法各論」「刑事訴訟法」
「企業取引法」「民事訴訟法」「国際取引法」
「アジア法」「演習」　など

専門教育科目

「憲法」
「民法総則・物権総論」
「現代社会と政治」
など 「行政法」など

○公共政策系の科目
「税法」「雇用関係法」「国際法各論」「国連法」
「西洋政治思想史」「比較政治」「行政学」
「法哲学」「法史学」「法社会学概論」「演習」
など

「国際法概論」
「国際政治論」
など

法学部の教育体制 ～多様なカリキュラムときめ細かな指導体制～

法学と政治学を学ぶ 
～多様な教育体制～

　岡山大学の教育は、全学部の
学生が共通に学習する教養教育
科目と、各学部で実施される専
門教育科目（専門科目）の２つに
大別されます。その中で、法学部
では、学生が自分の関心や目的
に沿って法学・政治学を効果的
に学ぶことができるように、多
様な教育体制が組まれています。

段階的・体系的に
配置された専門科目

　法学部の教育は、社会で必要な広い視野とリー
ガル・マインド（法的思考能力）を身につけるこ
とを目標としています。そのため、昼間コースで
は、１年次に入門科目を中心とした基礎的な専門
科目（法政基礎科目）を学び、２年次から本格的
に専門科目（法政共通科目、グローバル法政科目）
を学んでいきます。これらをベースにして３年次
以降はより応用的な科目に進みます。
　主に３年次以降に配当される専門科目について
は、公務員を目指す「公共法政コース」、民間企
業を目指す「企業法務コース」および法律専門職
を目指す「法律専門職コース」の３つの履修コー
スを置き、学生の皆さんの体系的な学習をサポー
トしています。�

各学年での少人数教育
　きめ細かい指導に基づく少人数教育が各
学年で実施されており、個別の報告と議論
を通じてより理解を深めることができます。

①ガイダンス科目 ― 法政基礎演習
　�まず１年次生には、学生生活上のガイダ
ンスを兼ねた入門科目として「法政基礎
演習」が開講されています。裁判傍聴な
ども行います。

②ゼミ ― 演習Ⅰ 、演習Ⅱ
　�２年次以降は、少人数形式の演習（ゼミ）
が開講されています。２年次に開講され
る「演習Ⅰ」と、３・４年次生のための
「演習Ⅱ」があります。

カリキュラムチャート（夜間主コース）
　夜間主コースの教育課程は４
年間一貫教育で、１年次から専
門科目を履修することができ、
４年次まで系統立った学習がで
きるよう配慮された科目配当が
なされています。

グローバル化支援体制 岡山大学は、我が国のグローバル化を牽引する大学として、
全学を挙げて大学のグローバル化に取り組んでいます。

　岡山大学では、どの学部の学生も、英語力・書面審査等による選抜を経て、副専攻として
グローバル人材育成特別コース（Gコース）に所属することができます。
　毎年、多くの法学部生がGコースで学んでおり、法学部の授業のほかに、留学に必要な
総合的な英語力を養うためのプログラムや、英語による専門科目を履修しています。Gコー
スの学生の多くが、岡山大学と国際交流協定を結んでいる大学に長期留学したり、インター
ンシップ、サマースクールに参加したりするなど、海外での学びを経験します。

　岡山大学短期留学プログラム（EPOK）など全学の
プログラムを利用して留学する機会は、Gコースに
入っていない学生にも開かれています。さらに、法学
部では、英 語 の 専 門 科 目（Reading�English�Law�
Literatures、English�Common�Law�Precedent な
ど）や海外特別演習（短期の海外研修）を用意するな
ど、学生が海外の法や政治、文化に触れることができ
る機会を積極的に設けています。



 ― ケント大学、ヨークセントジョン大学
� 　�シェフィールド大学、エディンバラ大学
 ― カリフォルニア州立大学モントレイベイ校
 　 ダラスバプティスト大学
 ― ビショップス大学
 ― アデレード大学、南オーストラリア大学
� 　 ウエスタンオーストラリア大学
 ― 吉林大学
 ― 成均館大学校

イギリス

カナダアメリカ

カナダ

オーストラリア

中国
韓国

カリキュラムチャート（昼間コース）
３年次２年次１年次

３コース共通

コ
ー
ス
選
択

法政基礎科目
法律学への招待
憲法入門
民法総則
法実務入門
法解釈の基礎　など

法と政治の基礎理論
現代政治入門
政治思想史
法の歴史と思想

国際理解の出発点
国際政治入門
国際法入門

法政共通科目
実定法の基本を学ぶ
憲法（人権）
物権法
債権総論
刑法総論　など

政治というシステムを学ぶ
政治学
現代政治分析　など

法を多角的に理解する
法社会学概論　など

グローバル法政科目
国際秩序の構造を知る
国際政治論
国際法総論　など

公共法政コース

企業法務コース

法律専門職コース

グローバル法政科目：国際法各論、国際機構法　など

グローバル法政科目：国際取引法、国際法各論　など

コア科目：�公共政策論、行政法総論、税法、行政学、比較政治、法と正義　など

グローバル法政科目：国際取引法、アジア法　など
コア科目：�企業法務論、会社法、企業取引法、労働法、経済法、社会保障法　など

コア科目：�行政法総論、刑法各論、契約法、民事訴訟法、刑事訴訟法、
　　　　　リーガルライティング演習　など

大学での学び方
法政基礎演習

少人数教育
専門科目への架橋

演習Ⅰ
専門科目の探究

演習Ⅱ

教養教育科目

専
門
教
育
科
目

海外留学支援プログラム 
　■��岡山大学短期留学プログラム（EPOK）�［全学プログラム］
　■��岡山大学語学（英語）研修プログラム� ［全学プログラム］
　■��交流協定締結大学への留学
　　　（仏・ストラスブール大学、独・ベルリン自由大学、台湾・高雄大学　など）

金光奨学金 
法学部では、金光奨学金により法学部生の留学を支援しています。
※�金光奨学金とは、本学同窓生の金光富男様からの御寄附による給付型奨学金です。

法学部生の主な留学先（平成26年度～平成29年度）

全く異なる文化圏での生活
が私の中の価値観や思考に
多大な影響を与え、言語面
以外でも成長を感じました。

〈イギリス〉ケント大学
坂本 浩規

〈アメリカ〉ダラスバプティスト大学
黒田 佳那

ヒューストンで日系企業
の進出支援について学び
ました。海外で働くとい
う具体的なイメージを持
つことができました。

留学体験



授業風景授業風景（ゼミ）

規範、権限、履行･･････
ことばは難解ですが、法は
素朴でハンドメイドなもの
だと思います。
� 福重�さと子（行政法）

法は実社会の中でどのように
作用しているのでしょうか。
社会でのリアルな法のすがたに
ついて、一緒に考えましょう！
� 平田�彩子（法社会学）

国際社会にも「法」があります。
グローバルな時代をリーガルに
見通せる力を、法学部で身につ
けてみませんか。
� 二杉�健斗（国際法）

他学部開講科目：公共経済学、財政学　など

他学部開講科目：金融論、会計学　など

グローバル法政科目：国際法各論、国際機構法　など

グローバル法政科目：国際取引法、国際法各論　など

コア科目：�公共政策論、行政法総論、税法、行政学、比較政治、法と正義　など

グローバル法政科目：国際取引法、アジア法　など
コア科目：�企業法務論、会社法、企業取引法、労働法、経済法、社会保障法　など

コア科目：�行政法総論、刑法各論、契約法、民事訴訟法、刑事訴訟法、
　　　　　リーガルライティング演習　など

専門科目の探究
演習Ⅱ

　どこで就職し、どのような業務に携わるとしても、
公務員として働くには法律に関する知識が不可欠です。
私自身、ゼミや講義で培った条文を読み解く力、根拠
に基づいて論理的に判断する力が業務で活かされてい
ることを日々実感しています。また、岡山大学法学部
では、卒業生の約半数が公務員として就職しています。
同じ志を持つ仲間が多いのも岡山大学法学部で学ぶ強
みだと思います。

●�岡山県教育庁�教育政策課�勤務
谷田 裕亮

岡山大学法学部�平成28年度卒業

　どのような職場でも法律の知識は必須であり、社会
に出るとこれまで以上に法律を身近に感じるようにな
ります。岡山大学法学部には、法曹になるための勉強
のみならず、民間企業で役立つ法律も含め幅広く学習
できる環境があります。私自身、現在の職務や資格取
得に向けた勉強をする上で、大学で身につけた知識が
活かされていると実感しています。

●�みずほ銀行�京都中央支店�渉外２課�勤務
徳永 景子

岡山大学法学部�平成28年度卒業

　法学では、抽象的な概念が多く登場します。この抽
象的な概念を理解して具体的に使いこなすには、実践
的な練習が必要です。この点、岡山大学法学部には、
法務研究科（ロースクール）の教員による演習科目が
あり、具体的な事例をもとに、抽象的にしか理解して
いなかった知識を、事例解決にどう役立てるのかを学
ぶことができます。
　こういった演習科目が学部の段階から多く提供され
ているのは、岡山大学ならではの魅力ではないかと思
います。

●�岡山大学大学院法務研究科�在学
吉本 啓貴

岡山大学法学部�平成28年度卒業

４年次

卒業生からのメッセージ

教員からのメッセージ



その他
8.0%
その他
8.0%

公務員
43.2%
公務員
43.2%

大学院
進学者
12.6%

大学院
進学者
12.6%金融・保険業 10.5%金融・保険業 10.5%

情報通信業 3.7%情報通信業 3.7%

卸売・小売業 2.6%卸売・小売業 2.6%

医療・保健・福祉・介護事業 1.1%医療・保健・福祉・介護事業 1.1%

教育・学習支援業 2.1%教育・学習支援業 2.1%

製造業 4.7%製造業 4.7%

運輸業、郵便業 2.6%運輸業、郵便業 2.6%

建設業 0.5%建設業 0.5%

サービス業 5.8%サービス業 5.8%

不動産・物品賃貸業 0.5%不動産・物品賃貸業 0.5%大学院以外の進学者 0.5%大学院以外の進学者 0.5%

電気・ガス・熱供給・水道業 1.6%電気・ガス・熱供給・水道業 1.6%

法律家を目指して
　裁判官、検察官、弁護士などの法律家になるためには、司
法試験に合格しなければなりません。法律家を目指す学生の
多くは、ロースクール（法科大学院）に進学して法律の勉強
をつづけ受験の準備をしています。岡山大学にもロースクー
ルがあり、毎年20名程度の法学部卒業生が学外も含めてロー
スクールに進学しています。そして、司法試験に晴れて合格
した後には、地域の法律事務所や企業等でも活躍しています。
岡山大学法学部には法律家を志望する学生向けに法律専門職
コースが設置されており、「法解釈の基礎」や「リーガルラ
イティング演習」などの授業では法務研究科の教員と法学部
の教員とが連携・協力をしつつ学生たちの修学を支援してい
ます。

　近年、法学部卒業生の約半数、100名近くが官公庁に就職
しています。公務員試験の多くには法律科目が課されており、
法学部生には依然として有利のようです。出身地の県庁や市
役所に勤める卒業生がやや多いですが、最近では、国家公務
員採用試験に挑む学生も増え、とくに一般職では平成29年
度の岡山大学全体の合格者数（行政・技術職ともに含む）は、
全国の国公立大学の中で第１位、私立大学を含めても第２位
になっています。多くの法学部生たちは、大学生協の公務員
講座も利用しながら、法学部の専門科目に真摯に取り組み、
公務員を目指して日々励んでいます。また１年間の短いコー
スもある大学院（社会文化科学研究科）に進学して専門性を
さらに高めたうえで公務員になる人もいます。

平成29年度卒業生の主な就職・進学先（昼間コースのみ）
分類別就職・進学先

※進路決定届の提出者を母数とする

キャリア支援 社会連携

　夏季休暇を利用して実施される民間企業、官公庁、弁護士
事務所などでの「就業体験実習」（インターンシップ）は、
職業への認識を深める最適の経験となります。またこれは、
法学部の正規の授業科目となっています。学内では、就職活
動ガイダンス、企業・官公庁説明会、公務員試験・法科大学
院試験対策講座などのサポートも利用することができます。

　中高生の「法に関する学習（法や規範の意義及び役割、司
法制度の在り方）」を支援する活動を岡山弁護士会と協力して
実施しています。法学部生も教材を作ったり、チューターと
してグループ討議で助言をしたりしています。法学部生にとっ
ても大学で学んだ法的知識を応用・活用する能力やコミュニ
ケーション能力と問題解決能力を高める機会となっています。

公務員を目指して

インターンシップ

官公庁
国税庁
財務局
皇宮警察
労働基準監督官
中国地方整備局
九州経済産業局
中国四国防衛局
広島入国管理局
岡山地方法務局
岡山地方検察庁
神戸税関
岡山県
岡山県警察

東京都
和歌山県
兵庫県
香川県
山口県
岡山市
倉敷市
総社市
瀬戸内市
神戸市
姫路市
福山市

大学院進学
法科大学院
岡山大学
東京大学
神戸大学
名古屋大学
大阪市立大学
慶應義塾大学

その他大学院
岡山大学大学院社会文化科学研究科
一橋大学国際・公共政策大学院

民間企業
三菱東京UFJ銀行
みずほフィナンシャルグループ
伊予銀行
愛媛銀行
阿波銀行
野村證券
東京海上日動火災保険

損保ジャパン日本興亜
中国電力
リョービ
両備ホールディングス
セブンイレブンジャパン
NTTドコモ
マツダ

パナソニック
日東電工
JFEスチール

インターンシップ報告会

ジュニア・ロースクール（法教育）

進路について

ジュニア・ロースクール



http://www.okayama-u.ac.jp/user/law/ 岡山大学法学部

岡山大学 法学部
〒700-8530  岡山市北区津島中三丁目1番1号

岡山大学法学部教務担当（社会文化科学研究科等事務部）
Tel. 086-251-7364

岡山大学法学部情報委員会

お問合せ窓口 :
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岡山大学津島キャンパスへ行くには…

入試の概要

●JR「岡山」駅よりバスを利用する場合
・�運動公園口（西口）で岡電バス47系統に乗車し、バス停「岡
大西門」で下車し、徒歩で西門まで約２分。
・�後楽園口（東口）で岡電バス17（67）系統に乗車し、バス停「岡
大西門」で下車し、徒歩で西門まで約２分。
・�後楽園口（東口）で岡電バス16、26、36系統に乗車し、バス
停「岡山大学筋」で下車し、徒歩で西門まで約９分。
※�JR「法界院」駅（津山線）からも17（67）系統には乗車でき
ます。（バス停「法界院駅前」乗車）

●JR「岡山」駅よりタクシーを利用する場合
・運動公園口（西口）より約10分（約2.2km）。

●山陽自動車道を利用する場合
・�岡山I.C.（岡山出口）で下り、国道53号線にて岡山市内中心地
に向かって走行し、「岡大入口」交差点を左折し、「岡山大学筋」
を北行し、西門まで約700m。

●岡山空港まで飛行機を利用する場合
・�岡山空港から空港リムジンバス岡山駅行特急に乗車し、バス停
「岡山大学筋」で下車し、徒歩で西門まで約９分。

入試制度（2019年度入試）

交通案内

岡山大学
位置図

入試状況（2018年度）

法学部法学科（昼間コース）
入試方法 募集人員 選抜方法

一般入試
（前期日程） 141名

大学入試センター試験の教科は、国語、
地歴、公民、理科、数学、外国語の５教
科７科目または８科目、もしくは６教科
７科目または８科目。個別学力検査の教
科は、国語および外国語。

一般入試
（後期日程） 35名

大学入試センター試験の教科は、国語、
地歴、公民、理科、数学、外国語の５教
科７科目または８科目、もしくは６教科
７科目または８科目。個別学力検査は、
小論文。

アドミッション・オフィス入試
（AO入試） 20名 大学入試センター試験（外国語）、面接

の結果および書類審査を総合して決定。

国際バカロレア
入試 2名 書類審査（成績評価証明書、自己推薦書、

評価書）のみ。

法学部法学科（夜間主コース）
入試方法 募集人員 選抜方法

一般入試
（前期日程） 12名

大学入試センター試験の教科は、国語、
地歴、公民、数学、外国語の３教科４科
目、もしくは４教科４科目。個別学力検
査の教科は、国語および外国語。

一般入試
（後期日程） ５名

大学入試センター試験の教科は、国語、
地歴、公民、数学、外国語の３教科４科
目、もしくは４教科４科目。個別学力検
査は、小論文。

社会人入試 ３名
大学入試センター試験を免除し、書類審
査、小論文および面接の結果を総合して
決定。

法学部法学科（昼間コース）
入試方法 募集人員 志願者数 合格者数 入学者数

一般入試（前期日程） 141名 361名 160名 153名
一般入試（後期日程） 37名 202名 42名 36名
アドミッション・オフィス入試

（AO入試） 20名 51名 22名 22名

法学部法学科（夜間主コース）
入試方法 募集人員 志願者数 合格者数 入学者数

一般入試（前期日程） 12名 45名 14名 11名
一般入試（後期日程） ５名 64名 9名 7名
社会人入試 ３名 10名 3名 3名


