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学部長からのメッセージ

専門性・情報力・行動力
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
法学・政治学の学びを通じて、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ことのできる、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】
グローバル化が進む現代社会に対する深い理解とともに、国家、行政、企業、学校、家庭その

他様々な社会集団、社会活動に起因する諸問題に対して、柔軟かつ適正な判断を行うための論理力、
分析力、創造力を身につけ、多角的な視野から柔軟かつ適正な判断ができる。
❷��リーガル・マインドの涵養【専門性】
法や政治等に関する実践的課題に対応できる法的思考能力（リーガル・マインド）を身につけ、

持続可能な社会の実現への貢献を目指して、具体的な問題に解決策を提示することができる。
❸��情報を科学的に分析する能力【情報力】
グローバル化が進む現代社会の諸問題について、歴史的および国際的な視野から多角的に捉える

とともに、法学および政治学等の知識を活用して科学的に分析、判断し、取り組むべき具体的な課題
を明らかにすることができる。
❹��コミュニケーション能力【行動力】
多様性や包摂性といった共生・共創のための国際感覚とともに、グローバル化および情報化す

る社会で多様な人々と協働して活躍できるコミュニケーション能力を身につけ、持続可能な社会の
実現に向けて、自らの意見を論理的に展開し、的確に行動することができる。
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】
持続可能な社会の実現に向けて、現代社会に生起する諸事象から法学および政治学に関連する

課題を発見し、生涯にわたって自己と他者または社会とのつながりの中で調和を保ちつつ、自ら
判断し解決しようとする姿勢と解決のための基礎的な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
黒神 直純

私の専門は国際法です。なかでも国連のよう
な国家が集まって作った国際機構を中心に研究
してまいりました。国際機構を支えているのは
事務局で働く国際公務員と呼ばれる人たちです。
彼らがいなければ、国連のような巨大な組織も
活動できません。組織を動かすには人が重要な
のです。
さて、岡山大学法学部の強みの１つは、「きめ

細かい教育」です。入学から卒業まで少人数の
演習（ゼミ）が開講され、１学年200名を超す
多くの学生１人１人に対して、常に必ず１名の
教員が指導教員となります。教員間の連携もス
ムーズで、学生もどの先生にも相談ができるよ
うなアットホームな雰囲気があります。
岡山大学法学部のもう１つの強みは、「グロー

バル化」です。法学部の学生は、英語の学習に
も熱心で、留学する学生の数も大学全体でトッ
プレベルです。こうした学生のニーズに応える
べく、「グローバル法政科目群」を全学生が修め
るように設定されています。将来、官公庁や民
間企業、あるいは法曹などいかなる進路に進も

うとも、こうしたグローバルな知見を身に着け
た厚みのある人材を常に輩出していることがわ
が法学部の強みです。
法学部で学習する法学や政治学などの内容は、

どの大学でもたいてい同じものです。問題は、
それを教えてくれる教員の熱意、また、共に学
ぶ刺激を与え合う仲間です。岡山大学法学部を
ひとことで表すと、私は自信を持って次のよう
にいえます。

「学生が輝く学部、人が羽ばたく学部」

冒頭で述べたように組織を動かすには人が重
要です。わが法学部の財産は人、その中心は紛
れもなく学生です。岡山大学法学部では、学生
が輝き、卒業後は立派に社会で羽ばたいていま
す。教育・研究に励む教員もみな学界や社会で
羽ばたいています。
こういう人たちに囲まれて学生生活を過ごし

たいと思いませんか。岡山大学法学部での４年
間、後悔はさせません。ぜひ私たちと一緒に学
びましょう！

　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

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）

～「学生が輝く学部、人が羽ばたく学部」～
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法学部在学生の声

私は、日々の学習に好奇心を
持って取り組むことで、暮らしの
あらゆる事柄に法が関わっている
ことに気づきました。日常生活で
見聞きする諸問題と授業で得られ
た知識が繋がったときに、法学を
学ぶ面白さを感じます。また、私
は法学部の仲間と共に中高生への
法教育活動を行っており、この活
動を通して、自分自身も学びを深
められています。２年次には民法
のゼミに所属し、さらに日常生活
と法の関係について理解を深めて
いきたいと思っています。

法学部の授業は多様です。憲法
や刑法のように具体的事件に法を
適用して妥当な結論を導く方法を
学ぶ科目もあれば、法社会学のよ
うに社会における現実的な法の作
用や法に対する人々の反応を観
察・分析する科目もあります。明
確な目的なく法学部に入学した私
ですが、講義によって異なるアプ
ローチで法について学んでいくう
ちに、法学の奥深さを知ることが
できました。一人暮らしを始め、
チアリーディング部に所属するな
ど新しいことにも挑戦しながら成
長していきたいです。

2年生1年生

3年生 4年生

法は日常生活の中にある自分の世界を広げる
渡邊 紗千奥隅 和音 岡山県立倉敷南高等学校 卒業兵庫県立加古川西高等学校 卒業

全力で挑戦できる環境 世界での学びと地域への貢献
林　 正則 中村 聡志広島県立広島国泰寺高等学校 卒業 岡山県立倉敷青陵高等学校 卒業

〈渡邊さんの時間割〉〈奥隅さんの時間割〉

〈林さんの時間割〉 〈中村さんの時間割〉

「大学で何をしたいか」考えて
いますか？是非、様々なことに挑
戦してください。私は弁護士とし
て働くため法曹プログラムに所属
し、早期卒業を目指しています。
法曹プログラムでは、「頑張らな
くては！」と思わせてくれる学友
とともに、法務研究科の先生の講
義や学修アドバイザーの助言を受
けながら勉強しています。また、
ウエイトトレーニング部に所属し
て、仲間と切磋琢磨しています。
勉強にも部活にも全力で取り組め
る環境が、岡山大学にはあります。

私の夢は地域産業の活性化に貢
献することです。地域産業も今後
さらに国際化していくと予想され
ます。そこで私は、入学後グロー
バル人材育成特別コースに入り、
2年次にはイギリスのケント大学
で1年間、国際政治学等を学びま
した。帰国後は国際法ゼミに所属
し、仲間との議論を通して理解を
深めています。国連安全保障を
テーマとしたゼミ論文の執筆にも
取り組んでいます。留学と法学部
で学んだ法的知識、ゼミで磨いた
多様な力を地域のために役立てた
いです。

月 火 水 木 金
1

国際法総論a 国際法総論b
2
3

演習Ⅰ（民法） 中等理科内容論
(生物科学Ⅰ) 政治学 生態学概論

4
5

法社会学概論 憲法（人権） 英語S&L
6
7

物権法
ダイバーシティ＆
インクルージョン

概論
会社法

8

月 火 水 木 金
1

企業取引法 民法Ⅲ（法曹） 刑事訴訟法 経済法 行政救済法Ⅰ
2
3

刑法（法曹） 演習Ⅱ（民法） 演習Ⅱ（労働法） 税法
4
5

刑法各論 刑法（法曹） 民法Ⅲ（法曹）
6
7

民事訴訟法 労働法 契約法
8

月 火 水 木 金
1 英語（スピーキング） 文化人類学への

招待2 韓国語初級

3 情報処理入門
憲法入門

法政基礎演習 情報処理入門 細胞学

4 キャリア形成基礎講座 岡山大学入門講座

5
法社会学概論

英語（ライティング） 法解釈の基礎

6 韓国語初級

7 アメリカ合衆国の
過去と現在 現代政治入門 ロシア語

ベーシック8

月 火 水 木 金
1

アジア法
2
3

演習Ⅱ（国際法）
4
5

政治過程論Ⅱ
6
7
8



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
学生に共通の教養教育科目と、
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。法学部では、学生の皆
さん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、選択肢の
多い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、現代社会に対する広い視野と
国際社会に関する理解、そして、そこで生起する
法的課題の解決・判断に必要なリーガルマインド
（法的思考能力）を身につけることを目標として
います。
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。
３年次からは、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」に分かれ、
卒業後の進路に応じて必要な応用科目を履修して
いきます。このように法学部のカリキュラムは、
学生が自分の希望や進路にあわせて、段階的かつ
体系的に学んでいけるよう工夫されています。

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、個別報告、
班別学習、討論などを通じて、講義や
自主学習で得た知識の理解を深めます。

①ガイダンス科目 ― 法政基礎演習
　�１年次には、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。この
科目では裁判傍聴なども行います。

②ゼミ ― 演習Ⅰ 、演習Ⅱ
　�２年次には「演習Ⅰ」が、３･４年次
には「演習Ⅱ」が開講されています。
学年が上がるごとに内容がより専門
的になります。

カリキュラムチャート（夜間主コース）
夜間主コースでは、地域社会に
密着して活躍することのできる人
材を育成するために、2021年度
に新しいカリキュラムを導入しま
した。法学・政治学と経済学の「共
通科目」の授業や、地域社会で活
躍する公務員や企業人のお話を聞
く「公共政策論」「企業法務論」
などを受講することで、地域社会
の課題を解決するための、より実
践的な知識と素養を幅広く身に付
けることができます。

グローバル化支援体制 岡山大学は、日本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、英語による専門科目
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。

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
○汎用的技能と健康科目
○言語科目　など

〇法学・政治学系科目
「行政法入門」
「刑法総論」
「債権総論・担保物権法」
「国際法総論」「政治学」
� など

「行政訴訟法」「租税法」「刑法各論」「相続法」
「企業組織法」「企業取引法」「労働法」
「法哲学」「法史学」「政治思想史」
「国際法各論」「アジア法」「比較政治」「行政学」
� など

専門教育科目

〇法学・政治学系基礎科目
「憲法」
「民法総則・物権総論」
「現代社会と政治」
� など 〇社会連携科目

「公共政策論」「企業法務論」「経済経営特殊講義」など

〇経済学系科目
共通科目（６科目以上）
経済学部開講科目

共通科目（６科目以上）
経済学部開講科目



授業風景（講義）

法曹プログラム ＋ 早期卒業 法科大学院進学

大きく変化しつつある日本
の職場環境について、社会
に出る前に法の観点から一
緒に考えてみませんか。
� 土岐将仁�先生（労働法）

大学での学び方
法政基礎演習

少人数教育
専門科目への架け橋

演習Ⅰ
専門科目の探究

演習Ⅱ

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
生活民法
刑法入門
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
国際法秩序の構造を知る
国際法総論　など

公共法政コース 他学部開講科目：公共経済学、財政学　など

グローバル法政科目：国際法各論、国際機構法　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

企業法務コース 他学部開講科目：国際金融論、会計学　など

グローバル法政科目：国際法各論、アジア法、中国法　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

法律専門職コース

グローバル法政科目：国際法各論、国際家族法　など
コア科目：�行政法総論、刑法各論、刑事訴訟法、民事訴訟法、不動産登記法　など

私は中国法のゼミで日中の商取引について学び、中国
研修にも参加しました。現地の学生との意見交換を通し
て、広い視野や行動力を養うことができました。また、
大きく変化・成長する中国の経済社会には、金融の及ぼ
す影響が大きいことを実感しました。そこで私は、法律
等の専門的知識を活かしながら、人や経済社会を支える
金融のプロとして活躍できるキャリアを選択しました。
岡山大学法学部で培った行動力を糧に、金融の新たな時代を担い、未来に挑戦して
いきたいと望んでいます。

●�株式会社三井住友銀行 勤務
塩津 有里

岡山大学法学部 2020年度卒業

４年次

専
門
教
育
科
目

卒業生からのメッセージ

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］
　■  岡山大学海外語学研修 ［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、中国・北京大学、政法大学、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（故）金光富男様からの御寄附による給付型奨学金です。

�
―
��アパラチア州立大学、ウィチタ州立大学、

�  ��カリフォルニア州立大学モントレイベイ校、
�  ��カリフォルニア州立大学イーストベイ校、ダラスバプティスト大学
� ―��エディンバラ大学、イーストアングリア大学、�  ��ヨークセントジョン大学

アメリカ

カナダイギリス

法学部生の主な留学先（過去５年間）

� ―�ビショップス大学
オーストラリア ―�アデレード大学

� ―�吉林大学
� ―�国立台湾大学

カナダ

中国
台湾

� ―�成均館大学校
� ―�マラヤ大学
� ―�ヤンゴン経済大学
� ―�チェンマイ大学

韓国
マレーシア
ミャンマー
タイ

法曹プログラム教員からのメッセージ
岡山大学法学部は、2020年４月に中四国地域で
初めて「法曹コース」（本学では「法曹プログラム」
と呼びます）を設置しました。これは、大学を３年
間で早期卒業して、法科大学院（ロースクール）の
２年間の既修者コースへ進学し、在学中に司法試験
を受験することで、従来よりも２～３年早く法曹と
して活躍できるという、画期的な制度です。
岡山大学法学部の法曹プログラムは、２年次から
始まります。法曹プログラムに所属した学生は、学
部の授業に加えて、法科大学院の教員によるハイレ
ベルな授業を前倒しで受けます。また、若手弁護士
や司法試験合格者による学修サポートも受けられま
す。そして、所定の成績を収めれば、岡山大学法科
大学院の入学試験において、筆記試験が免除されま
す。2021年度は48名（29名の３年生と19名の２
年生）が法曹プログラムに所属し、法曹になるとい
う共通の目標に向かって切磋琢磨しています。

岡山大学法学部で培われた力に「広く深く考える力」
があります。中でも俯瞰的思考力と分析的思考力が鍛え
られました。正解のない中で自分なりに条文を解釈し、
判例を参照し、広い視点から、なぜそのような結論に
至るのか、条文や制度の裏にどんな背景があるのかを
分析する力です。この力を武器に、１年間のイギリス
留学や世界ユースサミット参加などの貴重な経験を積め
た４年間は、大変充実したかけがえのないものでした。せっかくの大学生活、思う
存分チャレンジし、実り多きものにしてください。

●�独立行政法人国際協力機構（JICA） 勤務
松本 颯太

岡山大学法学部 2020年度卒業

私は入学時、法曹という仕事に漠然と憧れているだけ
でした。しかし、弁護士会による無料法律相談会への
参加や中高生への法教育活動に関わる中で、法の重要性
を実感し、法曹を志望する気持ちが高まりました。また、
女性の再婚禁止期間に関する違憲判決を学んだことから
諸外国と日本の法制度の違いに興味を持ち、イギリスに
留学して社会福祉制度や法制度を学びました。このよう
に多様な経験ができたのも、学業と両立して様々な挑戦ができる環境が岡山大学
法学部にあったからだと感じています。

●�岡山大学大学院法務研究科 在学
増原 七海 

岡山大学法学部 2020年度卒業

コロナ禍で世界は変化して
います。今後の世界をより
よいものにするため、法と
政治を僕らと一緒に学びま
しょう。
� 成廣孝�先生（比較政治）

グローバル社会において
国際「法」を知り、それ
を「力」に世界の舞台で
「SDGs未来」を一緒に考
えませんか？
� 張紅�先生（アジア法）



法律家を目指して
法律専門家のうち最高峰の法曹（裁判官、検察官、弁護士）
を目指す学生の多くが、ロースクール（法科大学院）に進学
して、司法試験合格に向けて法律の勉強を続けます。岡山大
学にもロースクール（岡山大学大学院法務研究科）があり、
毎年10名以上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、司法
修習を終えた卒業生の全員が、地域の法律事務所や企業等で
活躍しています。岡山大学法学部には法律専門家を志望する
学生向けに法律専門職コースが、その中でも法曹希望者には
最短5年で司法試験合格を目指す法曹プログラムが設置され
ています。法務研究科の教員が法学部生を対象に授業を行う
など、法務研究科と法学部とが連携・協力して、学生たちの
修学を支援しています。

近年では毎年、法学部卒業生の約半数、100名程度が官公
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
れているため、法学部生に有利です。出身地の県庁や市役所
に勤める卒業生が比較的多いですが、最近では、国家公務員
採用試験に挑む学生も増え、2020年度の岡山大学全体の合
格者数（行政・技術職共に含む）は、全国の国公私立大学の
なかで一般職では第１位、総合職でも第８位になっています。
多くの法学部生が、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。さらに専門性を高めたい人は、学部生の間に
大学院（岡山大学大学院社会文化科学研究科）の授業を履修し、
進学後１年で修士号を取得した上で公務員になることも可能
です。

キャリア支援 社会連携（法教育）
　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）」を支援するために、岡山弁護士会と協力し
て毎年「ジュニア・ロースクール岡山」を実施しています。
法学部生も授業を担当したり、チューターとしてグループ討
議で助言したりしています。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、コミュニケーション能力、
問題解決能力を高める機会になっています。

公務員を目指して

進路について

ジュニア・ロースクール

2020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・進学先官公庁

岡山地方裁判所
岡山地方検察庁
岡山地方法務局
岡山労働局
広島国税局
広島労働局
高松地方検察庁
松山地方法務局
松山地方検察庁
大阪国税局
人事院中国事務局
中国四国農政局

中国四国厚生局
中国財務局
中国運輸局
神戸税関
岡山県
広島県
鳥取県
島根県
香川県
岡山市
倉敷市
神戸市

民間企業
あいおいニッセイ同和損保
四国銀行
中国銀行
東京海上日動火災保険
日本生命
みずほフィナンシャルグループ
三井住友銀行
三井住友海上保険

日立システムズ
両備システムズ
NECソリューションイノベータ
NHK
TBSテレビ
岡山村田製作所
第一三共
日立造船

三菱電機
日本通運
両備ホールディングス
経営サポートカンパニー
天満屋ストア
青税理士法人
独立行政法人国際協力機構
国立大学法人岡山大学

その他
10.8%

公務員
48.8%
公務員
48.8%

大学院
進学者
8.9%

大学院
進学者
8.9%

製造業 4.2%製造業 4.2%

サービス業 3.3%サービス業 3.3%

情報通信業 5.2%情報通信業 5.2%

学術研究，専門・　　　
技術サービス業 1.9%
学術研究，専門・　　　
技術サービス業 1.9%

金融・保険業 7.5%金融・保険業 7.5%

運輸・郵便業 3.3%運輸・郵便業 3.3%

卸売・小売業 1.9%卸売・小売業 1.9%

建設業 1.9%

教育・学習支援業 1.4%

医療・保健・福祉・　　　
介護事業 0.9%

大学院
【法科大学院】
岡山大学
大阪大学
九州大学

【その他大学院】
岡山大学大学院社会文化科学研究科
大阪大学法学研究科
神戸大学法学研究科
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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（2022年度入試）

交通案内

岡山大学
位 置 図

入試状況（2021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

一般選抜
（前期日程） 140名

大学入学共通テストの教科は、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。

一般選抜
（後期日程） 32名

大学入学共通テストの教科は、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。

総合型選抜 20名 大学入学共通テスト（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
選抜 5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

一般選抜
（前期日程） 12名

大学入学共通テストの教科は、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。

一般選抜
（後期日程） ５名

大学入学共通テストの教科は、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。

社会人選抜 ３名 大学入学共通テストを免除し、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

一般選抜（前期日程） 140名 305名 163名 155名
一般選抜（後期日程） 35名 286名 37名 35名
総合型選抜 20名 64名 20名 19名

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

一般選抜（前期日程） 12名 38名 17名 15名
一般選抜（後期日程） ５名 70名 7名 6名
社会人選抜 ３名 1名 0名 0名


