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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。

養成する人材像
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

　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）

岡山大学法学部長に就任して３年目（２期目）を
迎えました。この２年間、未曽有のコロナ禍に悩ま
されてきましたが、多くの方々、とりわけ高校生と
その保護者の方々、高校関係者の方々に支えて頂い
たおかげで、これまで通り新入生をお迎えし、卒業
生を送り出すことができました。この場をお借り
して厚く御礼申し上げます。

さて、岡山大学法学部には、３つの強みがあり
ます。第１に、「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。

第２に、そのきめ細かい教育に支えられた、「試
験に強い」学部といえます。国家公務員試験の総合
職や一般職の試験で全国トップレベルの合格率を挙
げております。また、司法試験についても、多くの
岡大法学部生が岡大ロースクールに進学して全国
有数の合格率を挙げています。

第３は、教育の「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。

ところで、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」
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！

～「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

深い法知識が要求される職業を
目指していることに加え、法学に
面白さを感じ、更に深く詳しく学
びたいと思い、法曹プログラムに
所属しました。また、私は邦楽部
に所属しており、学業と部活動の
双方で互いに高め合える仲間に恵
まれ、日々楽しみながら生活して
います。学部での学びも勿論大切
ですが、今まで以上に自発的に行
動し、多方面から知識・経験等を
得て、それらを取りこぼすことな
く、将来へと繋げていきたいと
思っています。

“法学”と一言にいっても、憲
法から政治や思想とその歴史まで、
幅広い分野に跨っています。いわ
ば、法と社会との繋がりを探求す
る学問です。私は、そのスタート
ラインに立ったばかりですが、各
講義を通して、既に多くの学びを
得ていることを実感しています。

将来は“バイリンガル法律家”
になることが目標です。私は英語
で国際バカロレアDPを修了した
ため、英語力には自信があります
が、それを維持し更に強化するた
めに、グローバル人材育成特別
コース(Gコース)を履修してい
ます。月曜日と木曜日の７・８ 
限目は、Gコースの授業です。

2年生1年生

3年生 4年生

自発的に行動するバイリンガル法律家を目指して
福本 唯央那高山 蓮汰 鳥取県立米子東高等学校 卒業広島県 AICJ高等学校 卒業

地域の活性化のために 自分史上最大の挑戦
石田 朗穂 井ノ原 和香川県 尽誠学園高等学校 卒業 鹿児島県立川内高等学校 卒業

〈福本さんの時間割〉〈高山さんの時間割〉

〈石田さんの時間割〉 〈井ノ原さんの時間割〉

入学後の約２年間は、コロナウ
イルスの影響もあり、思うような
学生生活を送ることが出来ず、ス
トレスや不安を感じる日々を過ご
していました。現在は、オンライ
ン授業にも慣れ、徐々に対面授業
が再開されたことで、周りの学生
から良い刺激を受けながら、勉学
に励むことができています。また、
社会貢献にも挑戦したいと考え、
今年から地元丸亀の観光大使とし
て活動しています。学業と両立さ
せながら、地域の活性化に貢献し
ていきたいと思います。

私は、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響で学部生の間に留学
することができませんでした。
そこで、専門性を高めた上で留学
しようと考え、大学院への進学を
目指すことにしました。現在は、
科目等履修生の制度を利用し、学
部の授業と並行して、大学院の授
業を先行履修し、今後に訪れる留
学の機会を最大限に活かすための
準備をしています。大学院進学と
留学は、私にとって今までにない
挑戦です。みなさんも岡山大学で
人生最大のチャレンジしてみま
せんか？

月 火 水 木 金
1

会社法ab
2
3 演習Ⅰ

（国際政治学） 民法Ⅰ（法曹）
4
5

民法Ⅰ（法曹） 憲法Ⅰ（法曹） 憲法（人権）ab 英語（R＆W）
6
7

生活と物理学 物権法
8

月 火 水 木 金
1

行政救済法Ⅰab 社会保障法ab 国際家族法a
2
3

法哲学 刑事訴訟法ab 演習Ⅱ（刑訴法） 税法a
4
5

国際法各論a 労働法ab
6
7

生活と物理学 契約法 刑法各論a 民事訴訟法ab
8

月 火 水 木 金
1 韓国語初級

法の歴史と思想 教養としての
地理学2 英語（リーディング）

3 情報処理入門 情報処理入門
法解釈の基礎

4 キャリア形成基礎講座 法政基礎演習 岡山大学入門講座

5
憲法入門

韓国語初級

6 英語（リスニング）

7 上級英語
（Academic Class1） 現代政治入門 Gコース入門

8

月 火 水 木 金
1

アジア法ab Leadership and SDGs
（院）2

3
演習Ⅱ（国際法） 政治過程論Ⅰ

4
5

国際法各論a 国際公務論（院）
6
7 社会文化学

基礎論１（院）8



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。

❶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。

❷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。

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～

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。
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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。

❶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。

❷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。

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・政治学に関する科目のほか経済学部で開講される
「共通科目」の授業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。

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～

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

カリキュラムチャート（夜間主コース）カリキュラムチャート（昼間コース）

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

３年次２年次１年次 ４年次

専
門
教
育
科
目

法曹プログラム ＋ 早期卒業 法科大学院進学

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：�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：�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

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

３コース共通

コ
ー
ス
選
択

Gコース生のみの授業が
あり、留学に興味がある友
人を作ることができました。
また、授業では、ネイティ
ブの先生や留学経験者の先
生より実践的な英語を学べ
るので、留学に必要な英語
資格の取得や、留学先の文
化理解に役立ちました。
留学先の大学では、現地
の学生のみならず、さまざまな国から集まった留学生
同士の交流があり、日々の会話の中で色々な文化や価
値観を実感しました。講義ではグループワークや発表
が多くあり、知識のみならず思考の仕方を学ぶことが
できました。

ユニリーバ・ジャパン 勤務
三程 愛渚 国際法ゼミ　2021年度卒業

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。

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。

 
―
  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ーベイ校、
�  ��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

これまでの主な留学先

 ― 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
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、ロースクール（法科大学院）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、
岡山大学大学院法務研究科の入学試験において、筆記試験が免除されます。
2021年度には、４名が早期卒業し、本学のロースクールに進学しました。
現在、法曹プログラムには、50名（17名の３年生と33名の２年生）が

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。

岡山大学大学院法務研究科 在学
石谷 愛理 刑事訴訟法ゼミ　2021年度卒業

卒業生からのメッセージ

入学直後は、司法試験の
勉強を何から始めればよい
か分からず、定期試験に向
けてただ闇雲に暗記する勉
強をしていました。しかし、
法曹プログラムに所属して
から、先生や先輩方に指南
を仰ぎ、司法試験を意識し
た逆算式の勉強方法が身に
つきました。また、質問や
添削指導の機会を利用することで、勉強のモチベー
ションにも繋がりました。法曹プログラムで到達目標
を意識しながら体系的にインプットできたおかげで、
法科大学院入学後もアウトプット中心の学びへスムー
ズに移行することができています。

進路について

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。また、法学部公認サークル「岡山大学法友会」が地域
の中高生を対象に実施している法教育・消費者教育を支援し
ています。消費者教育に対する法友会の貢献は高く評価され、
2021年には消費
者庁「消費者支援
功労者表彰」の内
閣総理大臣表彰に
選ばれました。�

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、2021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４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。

公務員を目指して

試験に強い岡山大学

2021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・進学先官公庁等

岡山県庁
広島県庁
香川県庁
島根県庁
山口県庁
兵庫県庁
東京都庁
岡山市役所
岡山地方検察庁
岡山地方裁判所

岡山地方法務局
岡山労働局
広島国税局
高松地方検察庁
高松国税局
松山地方裁判所
鳥取地方裁判所
松江地方検察庁
経済産業省四国経済産業局
公正取引委員会中国支所

民間企業
日本郵便
三菱電機
JFEスチール
日本ハム
清水建設
中国銀行
四国電力
読売新聞西部本社

MS＆ADシステムズ
ヴイエムウェア
プライマル
日立システムズ
オロ
代官山税理士法人
タカヤ株式会社
タツタ電線

株式会社ニトリ
朝日生命
兵庫信用金庫
日本通運
カチタス

その他
12.7%

公務員
52.0%
公務員
52.0%

大学院
進学者
8.6%

大学院
進学者
8.6%

教育・学習支援業 1.8%教育・学習支援業 1.8%

情報通信業 5.0%情報通信業 5.0%

学術研究，専門・　　　
技術サービス業 5.0%
学術研究，専門・　　　
技術サービス業 5.0%

製造業 3.2%製造業 3.2%
卸売・小売業 3.2%卸売・小売業 3.2%
金融・保険業 3.2%金融・保険業 3.2%
運輸・郵便業 2.3%運輸・郵便業 2.3%

不動産業 1.4%

医療・保険・福祉・　　　
介護事業 1.4%

建設業 0.5%

大学院
【法科大学院】
岡山大学
大阪大学

【その他大学院】
岡山大学大学院社会
文化科学研究科
岡山大学大学院教育学
研究科

中国財務局
大阪国税局
神戸税関
国税庁
日本銀行
国立大学法人岡山大学
国立大学法人長崎大学

卒業生からのメッセージ
三菱電機株式会社 勤務
安藤 圭汰 憲法ゼミ　2021年度卒業

法学部で身につけた
こととして、「事例の中
で法的問題を見つけ、
ふさわしい法律条文を
適用する力」があります。
特に憲法ゼミでの活
動を通して、このよう
な力が身についたと考
えています。
私は現在、民間企業で
働いているので直接的に憲法に触れる機会は少ない
ですが、問題を特定して解決策を考える力は、働く
うえでも重要な力と実感しています。
このように、大学での学びの本質は今後の生活に
おいても価値があるものなので、学びを大切に大学
での生活を充実したものにしてください。

岡山県備中県民局高梁地域総務課 勤務
別府 央健 刑事訴訟法ゼミ　2021年度卒業

「立地やレベルからこ
こを選んだけれど、特に
夢はない…」。入学時の
自分はそんな状態でした。
しかし、岡山大学法学部
には様々な分野の法律に
触れ、自らの将来像を描
くことのできる環境が
整っていました。特に３
年次以降にはゼミ活動や
学部独自のインターンシップがあり、見識を深め、
卒業後の自分の姿を考える機会が多くありました。
その経験や培った法律的知識、幅広い視野は現在の
職務にも活きていることを実感しています。岡山大
学法学部で夢や目標を見つけ、それを実現するため
の４年間を過ごしてみませんか。



法友会・受賞の様子

進路について

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。また、法学部公認サークル「岡山大学法友会」が地域
の中高生を対象に実施している法教育・消費者教育を支援し
ています。消費者教育に対する法友会の貢献は高く評価され、
2021年には消費
者庁「消費者支援
功労者表彰」の内
閣総理大臣表彰に
選ばれました。 

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、2021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４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。

公務員を目指して

試験に強い岡山大学

2021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・進学先官公庁等

岡山県庁
広島県庁
香川県庁
島根県庁
山口県庁
兵庫県庁
東京都庁
岡山市役所
岡山地方検察庁
岡山地方裁判所

岡山地方法務局
岡山労働局
広島国税局
高松地方検察庁
高松国税局
松山地方裁判所
鳥取地方裁判所
松江地方検察庁
経済産業省四国経済産業局
公正取引委員会中国支所

民間企業
日本郵便
三菱電機
JFEスチール
日本ハム
清水建設
中国銀行
四国電力
読売新聞西部本社

MS＆ADシステムズ
ヴイエムウェア
プライマル
日立システムズ
オロ
代官山税理士法人
タカヤ株式会社
タツタ電線

株式会社ニトリ
朝日生命
兵庫信用金庫
日本通運
カチタス

その他
12.7%

公務員
52.0%
公務員
52.0%

大学院
進学者
8.6%

大学院
進学者
8.6%

教育・学習支援業 1.8%教育・学習支援業 1.8%

情報通信業 5.0%情報通信業 5.0%

学術研究，専門・　　　
技術サービス業 5.0%
学術研究，専門・　　　
技術サービス業 5.0%

製造業 3.2%製造業 3.2%
卸売・小売業 3.2%卸売・小売業 3.2%
金融・保険業 3.2%金融・保険業 3.2%
運輸・郵便業 2.3%運輸・郵便業 2.3%

不動産業 1.4%

医療・保険・福祉・　　　
介護事業 1.4%

建設業 0.5%

大学院
【法科大学院】

岡山大学
大阪大学

【その他大学院】
岡山大学大学院社会
文化科学研究科
岡山大学大学院教育学
研究科

中国財務局
大阪国税局
神戸税関
国税庁
日本銀行
国立大学法人岡山大学
国立大学法人長崎大学
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入学者選抜の概要
入学者選抜制度（2023年度選抜）

交通案内

岡山大学
位 置 図

入学者選抜状況（2022年度）

法学部法学科（昼間コース）
選抜区分 募集人員 選抜方法

一般選抜
（前期日程） 152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。

総合型選抜 40名
大学入学共通テスト（国語・外国語）、ペー
パーインタビュー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）
選抜区分 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。

総合型選抜 ５名
大学入学共通テスト（国語・外国語）、ペー
パーインタビューの結果および書類審査
を総合して決定。

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）
選抜区分 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 296名 163名 157名
一般選抜（後期日程） 32名 230名 38名 29名

総合型選抜 20名 68名 20名 20名

法学部法学科（夜間主コース）
選抜区分 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 42名 14名 13名
一般選抜（後期日程） ５名 46名 ６名 ４名

社会人選抜 ３名 ３名 ３名 ３名

●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、86 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。

●岡山桃太郎空港まで飛行機を利用する場合
・ 岡山桃太郎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。


