
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 :

編 　 集  :

学　 章

2 0 1 8 年度  学部 案 内

世 界 へ の 扉 を 開く

法学部

岡山大学

Fac u lt y  of  L aw

Ok aya m a Uni v er sit y



2 0 1 8 年度  学部 案 内

世 界 へ の 扉 を 開く

法学部

岡山大学

Fac u lt y  of  L aw

Ok aya m a Uni v er sit y

学部長からのメッセージ

　現代では数え切れないほどの法律が定めら
れています。しかし、こうした法律をすべて
学ぶことが法学部での学習の目的ではありま
せんし、そんなことは不可能です。法学部で
学ぶのは、民法や憲法などの基本的な法律や
政治学です。そこで身につけられるのは、具
体的な法的ルールに関する知識であるよりは、
むしろ法律をもとにいろいろな問題について
考える、その方法です。基本的な問題点を整
理し、法が採っている議論の筋道を理解でき
ていれば、法改正などがあったとしても一か
ら法的ルールを学び直す必要はありません。
なによりもこうした思考方法、議論の仕方を
身につけることによって、問題点を整理し、

　岡山大学法学部の歴史は、岡山大学の創立に際し、
中四国唯一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

広い視野・柔軟な思考力・公共精神
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市民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、以下の能力の発展・向上を目指します。
❶ それぞれの法分野について基礎的な知識と理論を修得し、論理的かつ合理的に問題を解決できる法
的思考能力（リーガル・マインド）
❷ 政治や社会について多角的な視点から理解し、現代社会に生起する諸問題を自ら発見し解決しよう
とする意欲と能力
❸ 国際社会に関する理解をもち、グローバル化・情報化する社会で活躍できるコミュニケーション能
力と情報活用能力

求める人材

　高校までの学習を通じて形成された学力を重視しつつ、以下のような資質をもった学生を求めます。
❶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人
❷自ら課題を発見し、ねばり強く考え、自ら判断していこうとする人
❸世界の動きに関心があり、グローバルな視点をもって活躍したいという意欲のある人
　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
波多野 敏

問題についての理解を深め、自説に固執する
こと無く、さまざまな立場のメリットデメ
リットを考え、問題への合理的な対処を考え
てゆくことができるようになるはずです。
　法や政治を学ぶということは、さまざまな
問題を適確に整理し、筋道だって考えた上で、
適切な判断をする能力、そして、その判断を
分かりやすく人に説明する能力を養うことで
す。こうした思考力、判断力、表現力は社会
を公正に運営してゆくために不可欠の能力で
す。最初は馴染みにくいかもしれませんが、
法学を勉強することで、これからの世界を更
新してゆくための大きな力を身につけること
ができるのです。

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、学生
生活の中で生まれる様々な興味・
関心に幅広く応えてくれる点です。
私は国際法に関心があって法学部
に進学しましたが、初めて選挙に
参加した際に政治への関心も強く
なりました。そのため、少人数制
のゼミで政治を深く学びながら、
授業では国際法等の学習を進めて
います。自分の投じた一票に責任
を持てる大人になることが私の目
標です。

　岡山大学法学部の魅力は、一人
一人が学びたいことを学ぶことが
できることにあると思います。私
は国際法に興味があったため、国
際法のゼミに入ったり、英語で講
義が行われるものを履修しました。
法学部だけでなく、他学部の講義
も履修することができるので幅広
い知識を身につけることができま
した。その他にも留学を経験させ
ていただくなど自分を成長させる
機会は数多くあります。岡山大学
法学部で、自分の可能性に挑戦し
てみませんか。

法学部在学生の声

　大学には自由が多いということ
が、高校との最も大きな違いだと
感じます。どのように時間を過ご
し、どの講義を受けるかというこ
とを自分で決めることができます。
もちろん自由の裏には、責任があ
るのですから、大変だと思うこと
もあります。しかし、様々な場所
から同じ学問を修めるために集
まった仲間と過ごす時間は、とて
も楽しいです。今は、アルバイト
など講義以外の活動からも、たく
さんのことを学びながら充実した
生活を送っています。

1年生

3年生

2年生

4年生

自分で決めるということ
吉開 匠 岡山県立倉敷青陵高等学校

一生モノの知識と経験を
冨江 涼加 和歌山信愛高等学校

魅力あふれる学生生活
田中 里奈 岡山県立岡山操山高等学校

自分の成長に繋がる、「学びの場」
山岡 翔輝 岡山県立総社南高等学校

〈吉開さんの時間割〉 〈田中さんの時間割〉
月 火 水 木 金

1 現代の社会保障を
考える

人文学概説
（心理学2a）2 演習Ⅰ

3
憲法（人権）a 政治学a 上級英語

4
5

国際法総論a 経済経営特殊講義 物権法
6
7 グローバル

スタディズ１ 現代政治分析a
8

〈冨江さんの時間割〉 〈山岡さんの時間割〉
月 火 水 木 金

1 Reading English 
Law Literatures 

a
経済法a

2
3 演習Ⅱ

（国際法）
人文学講義

（英語圏文学a） 政治学a 行政学a
4
5

国際法各論a 統計学入門 経済経営特殊講義
6
7

政治哲学
8

月 火 水 木 金
1

社会保障法 刑事手続法概論 国際家族法a 経済法a
2
3 演習Ⅱ

（政治学） 行政学a
4
5

国際法各論a 雇用関係法a
6
7

情報法a 政治哲学
8

　大学生活も一年が経ち、本年度
からより多くの法学部専門科目を
履修できるようになったことで、
自分の将来に向けた勉強ができる
ことを実感しています。講義では、
私たちの生活と様々な法律との結
び付きを感じることができ、楽し
く学べています。私はグローバル
人材育成特別コースに所属し、英
語学習にも重点的に取り組んでい
ます。オーストラリアでの５週間
の語学研修を通して、英語力はも
ちろん、精神面でも大きく成長で
きたと思っています。

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Ⅰ
憲法入門

法政基礎演習 情報処理入門Ⅰ
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
キャリア基礎

5 中国語初級Ⅰ-1
（文法）

生活民法a 英語
コミュニケーション

Ⅲ-1

法解釈の基礎a

6
7 グローバル人材育

成コース特別入門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」
「演習Ⅰ」　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Ⅱ」　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Ⅱ」　
など

「国際法概論」
「国際政治論」
「演習Ⅰ」など

法学部の教育体制

グローバル化支援体制

～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法的
思考能力（リーガル・マインド）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ゼミナール ― 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。

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、50名以上の法学部生が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：国際家族法、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、雇用関係法、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28年度）

日々の様々な挑戦、
挫折、成功体験から、
主体性や思考力が身
につきました。

〈オーストラリア〉アデレード大学
坂根 万保

〈イギリス〉シェフィールド大学
松本 慶一

留学先において日本とは
異なる価値観に触れたり、
講義で積極的な発言を求
められる中で自己成長を
感じました。

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）

政治学は学際的な学問です。
大学の講義を通じて、政治学
という学問の面白さを知って
いただけたらと思います。
 河原 祐馬（国際政治学）

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：国際家族法、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、雇用関係法、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

　職業柄異動が多く、それに伴い対話の相手も様々で
すが、共通しているのは法律や立場を踏まえたうえで、
納得のいく説明をする必要があるということです。学
生時代にゼミや講義を通して、熱心で個性豊かな先生
方のもと、楽しみながら中立的立場で物事を考える力
を養えたことは、現在の職業に活かせていると実感し
ています。

● 岡山県 環境文化部 自然環境課 勤務
小林 ゆう

岡山大学法学部 平成26年度卒業

　岡山大学法学部で学んだ知識は、現在の職務でも大
変役立っています。一般企業も様々な法律の範囲内で
活動することが求められるため、それを学んだ上で社
会に出られたことは非常に大きなアドバンテージでし
た。岡山大学法学部には、あなたを人として成長させ
てくれる環境があります。ぜひ入学して、それを実感
してください。

● 三菱電機株式会社 中国支社 総務部 人事課 勤務
清水 俊助

岡山大学法学部 平成25年度卒業

　岡山大学法学部の授業では、法律の知識のみならず、
法的思考方法や判例の読み方など、法学を学ぶ面白さ
や魅力を知ることができました。コースが明確である
ことで、同じ進路の友人と切磋琢磨して学習すること
ができました。また、リーガルライティング演習等の
授業において、先生方の丁寧かつ的確なご指摘を少人
数で受けられるのは、岡山大学ならではの魅力だと思
います。

● 岡山大学大学院法務研究科
高橋 華子

岡山大学法学部 平成28年度卒業
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その他（未定など） 9.6%その他（未定など） 9.6%

公務員
50.3%
公務員
50.3%

大学院進学者 9.6%大学院進学者 9.6%

金融・保険業 8.0%金融・保険業 8.0%

情報通信業 7.0%情報通信業 7.0%

卸売・小売業 4.3%卸売・小売業 4.3%
医療・福祉業 2.1%医療・福祉業 2.1%

学術研究、専門・技術法務 2.1%学術研究、専門・技術法務 2.1%
教育、学習支援業 1.6%教育、学習支援業 1.6%

製造業 1.1%製造業 1.1%
運輸業、郵便業 1.1%運輸業、郵便業 1.1%

建設業 1.1%建設業 1.1%
サービス業 0.5%サービス業 0.5%

不動産・物品賃貸業 0.5%不動産・物品賃貸業 0.5% 宿泊・飲食業 0.5%宿泊・飲食業 0.5%
電気・ガス・熱供給・水道業 0.5%電気・ガス・熱供給・水道業 0.5%

法曹を目指して
　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。合格者の多くは、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はありますし（岡山大
学大学院法務研究科）、毎年20名程度の法学部卒業生が学内外
の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28年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、私大を含めても第３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。

近年の卒業生就職・進学先（昼間コースのみ）
分類別就職・進学先

（平成28年度、昼間コースのみ）
国家公務員
外務省
法務省
金融庁
岡山地方裁判所
山口地方裁判所
岡山地方検察庁
国土交通省四国地方整備局
国税庁大阪国税局
国税庁国税専門官
広島入国管理局
など

※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、行政官庁、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。

　中高校生の「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。法学部生も教材づくりやチューターと
してグループ討議で助言をしています。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

企業
みずほフィナンシャルグループ
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行
中国銀行
トマト銀行
おかやま信用金庫
野村證券
SMBC日興証券

地方公務員
岡山県　岡山市
倉敷市　津山市
広島県　広島市
香川県　高松市
東京都　兵庫県
山口県　島根県
名古屋市　姫路市
愛媛県　高知県
鳥取県
岡山県警察
など

大学院
東京大学大学院公共政策教育部
東京大学大学院新領域創成科学研究科
大阪大学大学院国際公共政策研究科
神戸大学大学院国際協力研究科
岡山大学社会文化科学研究科
など

法科大学院
京都大学
神戸大学
岡山大学
など

三菱UFJモルガン・スタンレー証券
日本政策金融公庫
農林中央金庫
東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険
日本生命保険
日本郵便
山陽放送
岡山放送
山陽新聞社

JR西日本
西日本電信電話
川崎重工業
三菱電機
鹿島建設
帝人
東芝メディカルシステムズ
イオンリテール
両備ホールディングス
など

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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岡山大学法学部岡山大学法学部

N
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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」で下車。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（2018年度入試）

交通案内

岡山大学
位置図

入試状況（2017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） 138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） 40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 若干名 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 310名 158名 148名
一般入試（後期日程） 40名 330名 47名 35名
アドミッション・オフィス入試

（AO入試） 20名 52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 49名 15名 10名
一般入試（後期日程） ５名 53名 14名 11名

社会人入試 ３名 4名 2名 2名


