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　「同志社大学大学院法学研究科」のパンフレットを手にとっ
てくださり、ありがとうございます。

　今から約50年前の1970年、4年制大学への進学率は男性
で27％、女性ではわずか7%でした。現在は男女ともに50％を
超えています。今や、「大学を卒業した」というだけでは、珍しく
ありません。
　しかし、22歳の人のうち、大学院生の占める割合は6％程度
です。理系では、学部卒業者の40％ほどが大学院へ進学しま
すが、文系学部では、まだ希少性が高いです。
　学部を3年で終えて大学院へ進学するとなると、希少性は、
さらに高まります。
　「飛び入学」では学部を中退する必要がありますが、学内
進学であれば、「法学部早期卒業制度」を利用し、学部を3年で
卒業したうえで進学できます。「３＋２」の5年、つまり、通常の
学部在学期間（4年）に1年加えるだけで、高度な「専門性」を
手に入れることができます。
　研究者の養成は大学院の重要な役割の一つですが、本研究
科は、それとともに約30年前から、数多くの修了者を企業や
官公庁へ送り出してきました。企業法務に特化した教育プロ
グラム（企業法務プロフェッショナル育成プログラム）も設けて
います。
　取引相手と交渉して合意に導く、トラブルが生じれば、資料
を収集して対応する、会議においては論点を整理し、議論を
リードする、データを分析して今後の方針を定める…そんな
スキルは、どのような職業でも生かすことができます。もし、それを
外国語で行えるとすれば、大いに「強み」になるでしょう。

　学部卒業後、留学を考えている人もおられるかもしれません。
今の時代、留学経験のある人は多いでしょうが、海外でのイン
ターンシップを経験した人、海外の大学で学位を取得した
人となると、少ないのではないでしょうか。本研究科では、「次
世代リーダー養成プログラム」として、院生に、独自の留学
プログラム（ダブルディグリープログラム、単位互換プログラ
ム）や外国の法律・政治関連機関・団体でのインターンシップ
の機会を提供しています。

　大学院への進学は、決して楽な道ではありません。大学院で
の授業は少人数で行われます。報告の担当は頻繁にまわって
きますし、報告を担当しない場合でも、毎回、発言を求められ
ます。多くの資料を読み込み、修士論文も書き上げなければ
なりません。何の目的もなく進学すると、たちまち、挫折してしま
うでしょう。
　しかし、あなたが、本気で「専門性」を身につけたいと考えて
おられるならば、私たちは、大いに歓迎します。あなたとお会い
できることを楽しみにしております。
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同志社大学大学院法学研究科は、これまで法学と政

治学の研究機関であると同時に、法曹養成の役割を

担ってきました。しかし、2004年に、法曹養成に特化

したロースクール（法科大学院）が開設されたこと

で、法学研究科の新しい役割が明確となりました。

21世紀の社会は、法曹以外にも、法律や政治に関す

る高度の専門的素養を備えた人材を必要としていま

す。たとえば、司法書士や税理士などの各種の資格

試験合格者、公務員、民間企業の法務セクション・

スタッフ、国際機関の職員などです。こうした社会の

ニーズに応えるため、法学研究科では、カリキュラム

を抜本的に見直し、多様なキャリア設計に対応する

充実した教育体制を整えました。また、博士後期

課程を経て、研究者として活躍する人材も輩出して

います。

伝統と実績を誇る法学研究科では、変わるものと

変わらないものがあります。「リーガルマインド」や

「合理的思考」を備えたプロフェッショナルの養成

は、法学研究科が引き続き担う役割です。それと同時

に、法と政治の世界は質と量も変化し続けていま

す。法学研究科は、そうした変化に柔軟に対応できる

人材の育成にも、力を注いでいます。多くの皆さんが、

この恵まれた研究環境で互いに切磋琢磨され、高めら

れた実力を社会で遺憾なく発揮されることを期待して

います。

同志社大学大学院法学研究科は、これからの新しい

時代にチャレンジする学生たちを待っています。

新たな時代を担う
スペシャリストを育成します

MESSAGE

法学研究科
時代の要請に応える
高度な専門性、

新たな時代を築く総合力

資格試験

公務員

研究者

企業法務
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　「国際関係・地域研究」「政治過程」「政治史・政治思想」の
3つの分野について、近年の学問動向を反映した標準的な
科目を設置しています。政治学のどの領域についても、深く
専門的に研究することができます。また、1年次春学期の「政
治学基礎」では、政治学に関する基本的な知識や研究論文
の要件などについて学習します。学部で政治学を専攻した学
生はもとより、専攻しなかった学生でも、努力次第で大学院
教育に適応できるよう配慮されています。

　私法学専攻では、「民法」「商法」「民事訴訟法」「国際私
法」といった私法系の科目や、「労働法」「知的財産法」「経済
法」などの現代的な科目を設置しています。
　公法学専攻では、「憲法」「行政法」「刑法」「国際法」といっ
た公法系の科目や、「法哲学」「法社会学」「法制史」などの基
礎法科目を設けています。
　両専攻では、基幹科目に加え、共通科目として、キャリア設
計を踏まえた多様な科目を用意しています。例えば、資格試
験受験に有益な判例研究を内容とする科目（「ケーススタ
ディ民法1・2」「ケーススタディ憲法」など）や、企業法務ス
タッフにとって重要度の高いビジネス関連科目（「ビジネス
契約法」「ビジネスと知的財産法」「コーポレート・ファイナン
ス」など）です。これら科目の履修によって、将来、志望する進
路に進んだときに役立つ専門的な知識と洗練されたリーガ
ルマインドの修得をサポートしていきます。
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法学研究科では「政治学」「私法学」「公

法学」の3つの専攻を設け、それぞれの分

野で専門的な知識と能力を修得できるカ

リキュラムを導入しています。

理論的学習のみならず、実務家を交えた

ディスカッションなどを通して、リサーチ

能力とバランス感覚を備えた総合力・判

断力のある人材の育成を目指します。

最先端の教育カリキュラム  で法学・政治学を多面的に学ぶ

将来のキャリアに直結する
3つの専攻で高度な理論や
知識を体系的に修得

2021年度 設置科目一覧

政治学専攻

政治学基礎

社会調査論

計量政治学

国際関係1（国際関係理論）

国際関係2（国際政治経済論）

国際関係3（国際安全保障論）

国際関係4（国際組織論）

国際関係5（国際関係史）

国際関係6（外交政策論）

地域研究1（中国）

地域研究2（東南アジア）

地域研究3（南アジア）

地域研究4（中東）

地域研究5（ヨーロッパ）

地域研究6（アメリカ）

政治過程1（政治過程論）

政治過程2（政治行動論）

政治過程3（政治経済学）

政治過程4（選挙研究）

政治過程5（比較政治）

政治過程6（行政学）

政治過程7（地方政府論）

政治史1（日本政治史1）

政治史2（日本政治史2）

政治史3（日本政治史資料講読）

政治史4（ヨーロッパ政治史1）

政治史5（ヨーロッパ政治史2）

政治思想1（西洋政治思想史）

政治思想2（現代の政治理論）

政治思想3（日本政治思想史）

政治思想4
（日本政治思想史資料講読）

テーマ研究 論文指導 文献研究 研究科間協定科目 大学院特殊講義

2021年度 設置科目一覧

基幹科目 共通科目

民法演習Ⅰ

民法演習Ⅱ

民法演習Ⅲ

民法演習Ⅳ

商法演習Ⅰ

商法演習Ⅱ

商法演習Ⅲ

経済法演習

民事訴訟法演習Ⅰ

民事訴訟法演習Ⅱ

知的財産法演習Ⅰ

知的財産法演習Ⅱ

国際私法演習

労働法演習Ⅰ

労働法演習Ⅱ

憲法演習Ⅰ

憲法演習Ⅱ

行政法演習Ⅰ

行政法演習Ⅱ

税法演習

刑法演習Ⅰ

刑法演習Ⅱ

刑事訴訟法演習

刑事学演習

国際法演習Ⅰ

国際法演習Ⅱ

法哲学演習

法思想史演習

法社会学演習

英米法演習

日本法史演習

西洋法史演習

東洋法史演習

ビジネス契約法

消費者法

金融取引法

経済刑法

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ファイナンス

金融商品取引法

M&A

企業活動と経済法

企業税法

法律英語

担保権実行法

倒産処理法

国際取引法

国際経済法

国際民事訴訟法

国際知的財産法

ビジネスと知的財産法

企業人事と労働法

企業法務と労働法

企業法務ベーシック

企業法務エシックス

企業法務アドバンス

憲法

行政法

税法

刑法

刑事訴訟法

国際法

民法１

民法２

商法

民事訴訟法

研究科間協定科目 グローバル科目

大学院特殊講義 リーガル・フィールドワーク 論文指導

政治学 専攻

博士課程（前期）／ 30単位以上取得／修士論文
※他専攻、他研究科の科目からも選択履修ができます。

私法学 専攻

公法学 専攻

博士課程（前期）／ 30単位以上取得／修士論文
※他専攻、他研究科の科目からも選択履修ができます。

私法学専攻 公法学専攻 ビジネス関連科目 ケーススタディ

英語

ドイツ語

フランス語

文献研究

CURRICULUM
専 攻 カリキュラム



　法学研究科では、自ら研究テーマを設定し、それに沿って自律的に研究を進め
ていきます。その過程においては、専門知識の修得に留まらず、自分で物事を考
えて行動する主体性、そして問題の本質を体系的に捉えて合理的な解決策を導
き出す論理的思考力を徹底して鍛えることができます。
　そこで培った経験は、社会に出てから幾度となく直面するであろう未知の課題
を解決に導く力となるでしょう。これは、コロナ禍という人類が予想だにしていな
かった危機に立ち向かうにあたり、社会で必ず求められる能力であると思います。
　そして何より、これらの能力を身につけるための環境が法学研究科には整っ
ています。先生方による手厚い指導や高い志を持った仲間から受ける刺激、学
生の多様なキャリアプランに応じた充実のカリキュラムは、自分自身の能力を飛
躍的に向上させると同時に自分では発見することができない新たな可能性を引
き出します。
 皆さんも、法学研究科で濃密な2年間を過ごして、自分の可能性を広げてみま
せんか。

　なぜ大学院に進学するのでしょうか。関心のあるテーマを深めたいから、論理
的思考力・表現力を身につけたいから等、様々な理由があることでしょう。本研究
科には、このような主体性・積極性を有した大学院生をサポートする環境が整っ
ています。
　講義は基本的にゼミ形式ですので、報告を受け、ディスカッションに参加し、他
の院生や教員と議論を行うことによって、新たな知見や刺激が得られます。先生
方も院生を専門家として扱ってくださるため、かなり深い議論になることは言を
俟ちません。報告を担当する際には、周到な準備が求められ、知識だけではなく、
それを表現するスキルも鍛えられます。また、講義に限らず自主的な研究会を通
じて、前期課程や後期課程の垣根を超えた院生間の交流も積極的に行っていま
す。一人で机に向かう時間ももちろん大事ですが、研究の新しい視点やアイデア
は、友人との会話の中で生まれてくることも意外と多いのです。
　こうした環境が整った本研究科で、仲間とともに主体的・積極的な知的な背
伸びをしてみませんか。これまでとは違う充実した日々が待っているはずです。

　大学院へは様々な志を胸に抱いて入学する人がいますが、大学院での生活の
中心を占めるのが研究活動であることにはおおよそ違いがないでしょう。研究活
動では、先行研究から多くのことを学んだ上で、それらを分析し、さらには独自性
のある新たな視点や知見を生み出すことを試みます。そのためには、それぞれの
分野における専門的な技術を試行錯誤しながら身につけ、その技術を主体的に
用いることが必要となります。もちろん、専門的な技術は一朝一夕では身につか
ず、研究活動では多くの壁にも直面することでしょう。しかし、その壁を乗り越え
ようとするプロセスにおいては、大学生のころ以上に刺激的で知的な経験をする
ことができるはずです。そしてその経験は、専門的な技術とともに、大学院生が得
ることができる大きな財産となるでしょう。同志社大学大学院法学研究科という
充実した研究環境で、有意義な研究活動をおこなってみませんか。

入学

修了

ジェネラリスト+スペシャリスト

公務員 研究者 資格試験 民間企業

新たな時代を築く総合力 時代の要請に応える
高度な専門性

リーガル・フィールドワーク 論文指導

文献研究 大学院特殊講義

ケーススタディ テーマ研究

ビジネス関連科目 基幹科目

06 07

AGC株式会社
株式会社麻生
アヴァンス法務事務所
中央会計株式会社
第一生命保険株式会社
本田技研工業株式会社
JX金属株式会社
関西電力株式会社
キオクシア株式会社
KPMG税理士法人
京セラ株式会社
株式会社ロッテ

ミネベアミツミ株式会社
エム・エムブリッジ株式会社
株式会社日本製鋼所
日本生命保険相互会社
日本放送協会
大阪ガス株式会社
理想科学工業株式会社
株式会社SCREENホールディングス
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
株式会社シマノ
東京エレクトロン株式会社
株式会社東芝　　 　　　  ほか多数

同志社大学・法学研究科が目指すのは、

高度な知識を持ちながら、豊かな総合力

を有する人材の育成です。そのために、多

彩な専攻プログラムと最先端の施設・設

備、優秀かつ経験豊かな教授陣を整えて

います。こうした万全の研究環境が、専門

的できめ細かな指導を実現。

民間企業のほか、研究者、公務員など、政

治や法律のスペシャリストとして、活躍の

場が広がります。

就職先（ABC順）

国家公務員（総合職・一般職）
外務省専門職員
裁判所事務官（総合職・一般職）
家庭裁判所調査官補（総合職）
国税専門官 

労働基準監督官
法務省専門職員
国会職員
地方公務員
　　　　　　　　　　ほか多数

公務員試験

司法書士試験 
税理士試験 
弁理士試験 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか多数

行政書士試験
国会議員政策担当秘書資格試験　 

資格試験

研究者志望の人などは後期課程に進学します。最近では後期課程修了と
同時に博士号を取得する「課程博士」が増えています。

研究者

◉中国プロレタリア革命における康生の役割 
◉Continuity and Change in the UK Immigration Policy
◉アメリカ民事訴訟法における「自白の要求」に関する一考察
◉均衡処遇に関する理論的一考察　
　‒ 労働契約法20条最高裁判決及びパート・有期法8条を中心に ‒

◉長期保有株主への優遇策　‒ ロイヤルティ株式導入の是非 ‒
◉デジタルプラットフォーマーによるスタートアップ企業買収に対する企業結合規制
　‒ 競争法上の問題点の検討と展望 ‒
◉「年長少年を中心とする処遇の在り方」　‒ 米国少年司法との比較を中心に ‒
◉個人情報漏えい事件における判例法理の展開
◉島嶼領有権と海洋境界画定に関する一考察　
　‒ 東アジアにおける海洋問題を中心に ‒
◉源泉徴収制度の法的問題点

最近の修士論文のテーマ

法学研究科で得たもの

主体的・積極的な充実を

知的経験を通じて
専門的技術の獲得を

永井 賢

公法学専攻
博士課程（前期課程）2019年度生

石本 凌也

政治学専攻
博士課程（後期課程）2020年度生

田邊 健人

公法学専攻
博士課程（後期課程）2019年度生

豊かな総合力を備えた

スペシャリストの養成

CAREER
学 び からキャリアへ

　本研究科は「生きた法律」を学ぶことができる場所です。私は、企業法務の
道を目指し、早期卒業制度を利用して本研究科に進学しました。報告形式の
授業では、「なぜそう考えるか？」という疑問を自分に投げかけ、導き出した答
えを論理立てて話すということを繰り返し行います。そうすることで、法律知
識の習得はもちろんのこと、深い思考力と相手に伝える力を徹底的に鍛える
ことができます。そして、企業法務プログラムの実習（リーガル・フィールド
ワーク）では、日々の授業で身につけた法律が、ビジネスの世界でどのように
使われているのかを体感します。契約書の検討や打合せへの同席を通して、
法律が活用されている場面を目の当たりにし、「生きた法律」を学ぶことがで
きるのです。私は、このような本研究科での経験を就職活動においても存分
にアピールし、民間企業の法務部への就職という夢を叶えることができまし
た。皆さんも本研究科で、夢への第一歩を踏み出してみませんか。

熊本 葵

私法学専攻
博士課程（前期課程）2019年度生

夢を叶える第一歩
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政治学専攻
教員紹介

F A C U L T Y

私法学専攻
教員紹介

F A C U L T Y

FACULTY 教 員 紹 介 一 流 教 授 陣 による指 導 体 制でグロ ー バ ル な 視 点 を 育 む

 • 国際関係6
 • 地域研究1
 • 論文指導
 • 国際政治学特殊研究Ⅳ

浅野　亮

現代中国政治。将来、中国は国際社会
の中でどのような役割を果たすのか

 • 政治学基礎
 • 政治思想1
 • 政治思想2
 • 論文指導

長谷川 一年

西洋政治思想史、とくに近現代フランス
のナショナリズムとレイシズム

 • 政治学基礎
 • 計量政治学
 • 大学院特殊講義

 • Introduction to Japanese Politics
 • 論文指導

飯田　健

日本とアメリカを中心とする代表民主制
の機能に関するデータ分析

 • 政治過程 6
 • 政治過程 7
 • 論文指導
 • 行政学特殊研究

 

市川 喜崇
日本の中央―地方関係（その歴史的形
成、道州制、分権改革と平成合併の政治
過程など）

 • 論文指導
 • 大学院特殊講義
  

兼原 信克
日本の安全保障政策決定過程は、政
治、官僚、自衛隊、メディアの相関関係
の中でどう決まるのか

 • 論文指導
 • 政治史１
 • 政治史 2
 • 大学院特殊講義

森　靖夫

 • 政治過程1
 • 論文指導
 • 社会調査論
 • 政治過程論特殊研究

森　裕城

現代日本の政治過程（選挙、政党、利益
団体）に関する調査と分析

 • 国際関係3
 • 地域研究6
 • 論文指導
 • 国際政治学特殊研究Ⅰ

  

村田 晃嗣

戦後アメリカの外交政策、日米同盟の
歴史と課題

日本政治史、とりわけ政軍関係論や総
力戦体制論の再検討

 • 政治過程2
 • Public Opinion and Political Participation in Japan
 • 論文指導
 • 政治文化論特殊研究

西澤 由隆

世論調査データによる政治文化の国際
比較・統計分析

 • 政治過程 5
 • 政治史 4
 • 文献研究
 • 論文指導

 • 政治史特殊研究Ⅰ

力久 昌幸

EU離脱に伴う英欧関係および英国内地
域関係の変化

 • 国際関係1
 • 国際関係2
 • 論文指導
 • 国際政治学特殊研究Ⅱ

大矢根 聡

国際関係論、国際秩序をめぐる外交と
その理論的分析

 ・論文指導

 

深谷　格
相殺の構造と機能に関する研究、フラン
ス民法史の研究、明治前期の条理裁判
の研究

 ・論文指導

林　昭一

民事訴訟における証拠法に関する研究

 • 商法演習Ⅰ1
 • ケーススタディ商法
 • 金融取引法
 • コーポレート・ガバナンス

 • 論文指導
 • 商法特殊研究Ⅳ

舩津 浩司

会社法、金融・資本市場法

 • 民法演習Ⅱ2
 • 論文指導
 • 民法特殊研究Ⅳ
 
 

梶山 玉香

抵当権の本質と効力に関する研究

 • 民法演習Ⅲ1
 • 民法演習Ⅲ2
 • 論文指導
 • 民法特殊研究Ⅰ

神谷　遊

現代社会における家族法の機能

 • 商法演習Ⅲ 1
 • 商法演習Ⅲ２
 • 論文指導
 • 商法特殊研究Ⅱ

釜田 薫子

コーポレート・ガバナンスの日米比較研究

・ 商法演習Ⅰ2
・ コーポレート・ファイナンス
・ 金融商品取引法
・ 論文指導

・ 商法特殊研究Ⅲ

 

川口  恭弘

金融機関に関する法的諸問題、特に
会社法と交錯する問題についての研究

・民法演習Ⅰ1
・民法演習Ⅰ2
・文献研究（英語）
・論文指導

・民法特殊研究Ⅲ
・総合演習（法学）

 

川和 功子

契約法、不法行為法、消費者法、情報法
に関する比較法的研究

・ 民事訴訟法演習Ⅱ1
・ 民事訴訟法演習Ⅱ2
・ 担保権実行法
・ 文献研究（英語）　

・ 総合演習（法学）
・ 論文指導　
・ 民事訴訟法特殊研究Ⅰ

川嶋 四郎
民事訴訟法、民事執行・保全法、倒産
法、ADR、裁判制度論等の民事救済手
続システムについての総合的な研究

・リーガル・フィールドワーク
・企業法務ベーシック　・企業法務エシックス
・International Commercial Arbitration Moot 1
・International Commercial Arbitration Moot 2

小倉　隆
企業・ビジネス法務、国際契約法、国際
商事紛争解決の実務（交渉、仲裁、調停
を含む）

・論文指導

 

佐々木 典子
契約当事者以外の者が契約の成立
に関与した場合における三者間の法的
関係

・民事訴訟法演習Ⅰ１
・民事訴訟法演習Ⅰ２
・論文指導
・民事訴訟法特殊研究Ⅱ
 

岡田 幸宏

民事判決の効力に関する研究

・国際経済法
・経済法演習1
・経済法演習2
・論文指導

・経済法特殊研究
・総合演習（法学）

 

瀬領 真悟
市場経済下での企業・国家への法的規
律の研究（日米欧競争法の比較、貿易
紛争処理の研究）

・国際私法演習 1
・国際取引法
・国際民事訴訟法 
・Introduction to Japanese Law

・Research and Writing (Law)
・論文指導
・大学院特殊講義
・国際私法特殊研究Ⅰ

髙杉　直

国際私法・国際取引法・国際民事手
続法に関する研究

・International Arbitration
・Current Issues in Global Law
・論文指導
・国際私法特殊研究Ⅲ

髙橋 宏司

国際私法、国際民事訴訟法、国際取引
法、国際仲裁法、国際投資法

・労働法演習Ⅰ1
・労働法演習Ⅰ2
・企業人事と労働法
・企業法務と労働法

・論文指導
・労働法特殊研究Ⅰ
・総合演習（法学）
 

土田 道夫
労働法全般。労働法の中心を成す労働
契約の解釈論・政策論に重点を置いて
研究

・労働法演習Ⅱ1
・労働法演習Ⅱ2
・論文指導

上田 達子

労働法・社会保障法。とくに労働災害の
補償と予防に関する研究

・民法演習Ⅳ1
・民法演習Ⅳ2
・文献研究（ドイツ語）
・論文指導
 

・民法特殊研究Ⅱ

  

上田 誠一郎

契約の基礎理論の比較法的研究

・リーガル・フィールドワーク
・企業法務ベーシック
・企業法務エシックス
・企業法務アドバンス

渡邉 義広
労働法。特に労働関係の紛争解決機
関、労働凡例について。使用者側（企業
側）の立場からの検討

・論文指導
・商法特殊研究Ⅰ

 

山下 友信

保険、運送、金融取引を中心とする商取
引法、約款規制

・知的財産法演習Ⅱ1
・知的財産法演習Ⅱ2
・論文指導

山根 崇邦

営業秘密・限定提供データの保護

・論文指導
・商法特殊研究Ⅴ

 

木下 孝治

保険契約法・保険監督法

・民法演習Ⅱ1
・ケーススタディ民法1
・ケーススタディ民法2
・論文指導

荻野 奈緒

民事責任法における契約の領分

・倒産処理法
・論文指導
・民事訴訟法特殊研究Ⅲ
  

中西　正

民事手続法、倒産法（破産法、民事再生
法、会計更生法、会社法の特別清算）

林　貴美

家族の変容と国際私法

伊藤 靖史

株式会社の経営機構・財務・M&Aに関
する法的諸問題

 • 知的財産法演習Ⅰ1
 • 知的財産法演習Ⅰ2
 • 論文指導
 • 知的財産権法特殊研究

 • 総合演習（法学）

  

 • 国際私法演習 2
 • 文献研究（ドイツ語）
 • 論文指導
 • 国際私法特殊研究Ⅱ

 • 総合演習（法学）

  

 • 商法演習Ⅱ１
 • 商法演習Ⅱ 2
 • ケーススタディ商法
 • M&A

 • 論文指導
 • 商法特殊研究Ⅵ
 • 総合演習（法学）
 • 論文演習Ⅰ（判例研究）

井関 涼子

知的財産権の保護対象

 • 政治学基礎
 • Political Economy in the Asia-Pacific Region
 • International Relations Theory in the Asia-Pacific Region
 • 論文指導
 

寺田　貴

米中経済覇権競争とアジア太平洋地域
統合の関係

 • 国際関係 4　　　
 • 地域研究 5
 • 論文指導
 • 国際政治学特殊研究Ⅲ

 • 論文演習 
  （政治資料・データ研究）

鷲江 義勝

地域研究（欧州）、欧州同盟の政治
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次世代リーダー養成のための

PLPとは、国境を越えて地球規模で発生するさまざまな問題に対し多面的に取り組み、そして解決に貢献できる人材を育
てることを目指した法学研究科が実施している海外大学留学プログラムです。主に、外国のトップクラスの大学院で法学・
政治学を学ぶ機会を一人でも多くの日本人学生に提供することや、多くの国から留学生を同志社大学に迎え入れ、多文化
間交流を前提とした法律・政治学を学ぶ機会を創出することを目的としています。　現在、法学研究科では13大学と提携
を結び独自留学プログラムを実施しています。それぞれ欧州、アジア、北米地区の大学から、将来の目標に合わせてプログ
ラム選択することが可能です。

Prospective Leaders’ Programmes: 
Innovation and Diversity in Learning（PLP）

大学院を知的刺激にあふれた空間にするには、優秀な人材の確保こそが重要です。このため、本研究科では、入学者選抜にあたって、公平性、開放性、多様性を心掛け、法学部出身者だけ
でなく、それ以外の学部・研究科の出身者や社会人も積極的に受け入れています。

可能性の扉を開く、幅広い受け入れ体制。

法学研究科合格者
出身大学データ* 同志社大学（法学部・商学部・政策学部・心理学部・理工学研究科）、大分大学（教育福祉学部）、龍谷大学（法学部）、島根大学（法文学部）、日本大学（法学部）

＊過去3年間の実績

多数精鋭を目指して

■飛び入学
学部３年終了時に所定の単位を優れた成績で修得し
た者は、試験を受けることができます。 

■社会人入試
キャリアアップを目指す社会人の要請に応えるため、社
会人対象の特別選抜入試を実施しています。｢早期卒
業見込み｣および｢飛び入学｣による出願者は、春期に
実施される入試においてのみ受験することができます。
＊募集人数は、一般入試、学部在学生特別選抜入試、
社会人特別選抜入試を含みます。

＊募集人数は、一般入試、学部在学生特別選抜入試、社会人特別選抜入試を含みます。

博士課程（前期課程）の入試は、秋期と春期に実施します。

博士課程
（前期課程）

政治学専攻

私法学専攻

公法学専攻

40名 

45名

45名

秋期：2021.8/16～8/27

春期：2022.1/12～1/19

2021.9/18

2022.2/19

2021.9/24

2022.2/25

課程 専攻 募集人数 * 出願期間 試験日 合格者発表 

入試情報

法学研究科では、急速な情報化に対応する情報システムと、休日や夜間も利用できる研究施設を提供しています。

各研究室には机・書架・ロッカーが設置さ
れ、学内LANによるインターネット接続も
可能です。必要に応じて休日・夜間も利用
することが可能なので、各自のスタイルに
合わせて自由に研究生活を設計すること
ができます。

■共同研究室

■PCルーム　■ラウンジ

法学、政治学関係の資料が専門書を
中心に豊富に揃っています。米国の
ロー・レビューの充実に見られるよう
に、洋書の割合が高く、判例・法令資料
も国内外ともに高い質・量を誇ってい
ます。閲覧室のパソコンから英米法、ド
イツ法、フランス法のデータベースへ
もアクセスできます。

■法学部研究室図書室
光塩館

研究環境

院生が抱えるさまざまな悩みや問題について教員と語り合う、「オフィス・アワー」を設けています。3名の専
攻教務主任が毎週1回、院生たちの質問や相談にこたえます。履修科目や研究内容または院生生活全般に
ついてなど、どんなことでも結構です。誠意をもって、院生一人ひとりの問題解決にのぞみます。

院生の問題をサポートする『オフィス・アワー』

Black well、C up、S pringer、O UP、S age、Wily、Elsevieなどの電子ジャーナルパッケージが導入され
ています。電子ジャーナルポータルサイトから、雑誌論文の全文を、学内ネットワークシステム経由でパソ
コンから閲覧することができます。また、各種データベースも充実しています。

今出川図書館

同志社大学では学修に専念できるよう本学独自の奨学金制度を設けています。その他、日本学生支援機構の奨学金にも出願することができます。

奨学金制度が意欲と熱意をサポート。

同志社大学大学院
奨学金

同志社大学大学院
特別奨学金

授業料相当額の1／2を給付（年額）

授業料相当額に120,000円を加えた額を給付（年額）

詳しくは... https://www.doshisha.ac.jp/scholarships/graduate/list.html

同志社大学大学院博士後期課程
若手研究者育成奨学金

日本学生支援機構大学院
奨学金

年間学費相当額（入学金を含む）を給付 

標準修業年限まで貸与

奨学金制度

TOPICS

ダブル・ディグリープログラム
・成均館大学（韓国）
・チューリッヒ大学（スイス）
・淡江大学（中国）
・タマサート大学（タイ）
・中華人民大学法学院（中国）
・東呉大学（台湾）
・リーズ大学（イギリス）
・中国政法大学（中国）

単位互換プログラム
・モントリオール大学（カナダ）
・中華人民大学国際関係学院（中国）
・チューリッヒ大学（スイス）
・東呉大学（台湾）
・トゥールーズ第1大学（フランス）
・シエナ大学（イタリア）
・雲南大学（中国）
・中国政法大学（中国）

各プログラムの詳細は法学部・法学研究科ホームページ内「次世代
リーダー養成プログラム」（https://law.doshisha.ac.jp/plp）、そして
最新情報はフェイスブック
（https://www.facebook.com/DoshishaUniv.GradSchlLaw.PLP）
を通じて順次公表していますので、それぞれご参照ください。

公法学専攻
教員紹介

F A C U L T Y
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・論文指導
・国際法特殊研究Ⅰ
・総合演習（法学）

新井　京

武力紛争法の現代的紛争への適用

・国際法演習Ⅰ1
・国際法演習Ⅰ2
・ケーススタディ国際法
・論文指導

・国際法特殊研究Ⅱ

浅田 正彦

国際安全保障法を中心とする国際法一般

・法哲学演習1
・文献研究（英語）  
・大学院特殊講義
・論文指導

・法哲学特殊研究Ⅰ
・論文演習Ⅱ（外国法研究）
・総合演習（法学）

濱 真一郎

現代正義論と価値多元論の可能性

・法哲学演習２
・文献研究（英語）
・大学院特殊講義
・論文指導

・法哲学特殊研究Ⅱ
  

 

浅野 有紀

契約や不法行為法など私法の基礎理論
と法多元主義

・法思想史演習1
・法思想史演習2
・論文指導
・法思想史特殊研究
  

戒能 通弘

17世紀から19世紀までの近代英米の、
裁判をめぐる法思想について

・刑事訴訟法演習1
・刑事訴訟法演習2
・論文指導
・刑事訴訟法特殊研究Ⅰ

河村　博

捜査、起訴、第一審を中心とする21世紀
の日本の刑事手続法制の在り方

・憲法演習Ⅰ１
・憲法演習Ⅰ２
・論文指導
・憲法特殊研究Ⅰ

・総合演習（法学）
  

 

勝山 教子

憲法と議会制度
̶日仏比較を中心として̶

・刑法演習Ⅰ1
・刑法演習Ⅰ2
・刑事学演習１
・刑事学演習２
  

・文献研究（英語）
・論文指導
・刑法特殊研究Ⅰ
・刑事学特殊研究

・総合演習（法学）

川崎 友巳

経済犯罪への刑法上の対応

・行政法演習Ⅱ1
・行政法演習Ⅱ2
・文献研究（英語）
・論文指導

・行政法特殊研究Ⅴ

黒坂 則子

日米における環境規制の比較研究

・法社会学演習1
・法社会学演習2
・論文指導
・法社会学特殊研究

・総合演習（法学）
  

 

木下 麻奈子

法社会学・法心理学。とくに規範の生
成・構造・伝達に関する研究

・刑法演習Ⅱ 1
・刑法演習Ⅱ 2
・刑法特殊研究Ⅱ
  

松原 久利

違法性の錯誤と刑事責任

・日本法史演習1
・日本法史演習2
・Special Course in Japanese Law
・論文指導

・法制史特殊研究Ⅰ
・総合演習（法学）

西村 安博
日本法制史及び日本法文化論の研究
̶前近代社会の裁判規範及び裁判手
続過程の研究̶

・憲法演習Ⅱ 2
・論文指導
・憲法特殊研究Ⅱ

 

松本 哲治

経済的自由権、自己決定権などの憲法
上の基本的人権に関する解釈論

・ケーススタディ行政法
・論文指導
・行政法特殊研究Ⅰ

  

佐伯 祐二
アメリカ法との比較の観点を踏まえな
がらの、行政手続法、行政活動と司法救
済、公務員法の検討

・ケーススタディ刑事訴訟法
・刑事訴訟法特殊研究Ⅱ

洲見 光男

日本・アメリカ・ドイツの刑事手続の比
較研究

・行政法演習Ⅰ1
・行政法演習Ⅰ2
・論文指導
・行政法特殊研究Ⅱ

佐伯 彰洋

情報公開と個人情報保護

・ケーススタディ刑法
・経済刑法
・刑法特殊研究Ⅲ

十河 太朗

複数の人が犯罪に関与した場合におけ
る各自の刑事責任

・企業税法

占部 裕典

租税実体法、租税手続法における法解
釈上の問題について

・税法演習1
・税法演習2
・文献研究（英語）
・論文指導

・行政法特殊研究Ⅲ（税法を含む）
・総合演習（法学）

 

田中　治
税法および財政法の実証的研究（租税
裁判や租税立法、財政支出のあり方の
法的研究）

・論文指導
・行政法特殊研究Ⅳ
・総合演習（法学）

横田 光平

子どもに関する法の総合的理解



 

政治学専攻博士課程（前期）は、国際関係・地域研究、政
治過程、政治史・政治思想について、基幹科目の履修に
より、社会の諸問題に対する高度の考察・分析能力と実
務能力の養成を目指すことをとおして、高度かつ専門的
な知識、豊かな総合力をもって柔軟に対応することがで
きる能力を修得し、研究者のほか公務員、国際公務員、
企業の企画・総務部門、ジャーナリスト、ＮＧＯスタッフ
といった専門職などにおいて活躍する人材を育成するこ
とを目的とする。

政治学専攻博士課程（後期）は、政治学の各分野につい
て、専門的できめ細かな指導を行うことを通じて、研究
者あるいは行政・立法機関、企業などにおける実務家と
して広く学界で活躍する人材の養成を目指す。また、博
士学位取得に至るまでの体系的な学修システム（博士
学位取得プロセス）を運用するなかで、大学や研究機関
において研究活動を行う研究者の育成はもとより、実務
家として活動しながらも研究機関に所属する研究者と
積極的に連携した研究活動を展開し、その学術的成果
を広く社会に還元させることの出来る有為な人材を育
成することを目的とする。

●前期課程

□人材養成目的

法学研究科博士課程（前期課程）は、法学・政治学についての高度な専門的知識を修
得し、国際化・複雑化が進む現代社会に生じる多様な社会事象や問題を的確に分析
し、説得力のある議論を展開できる能力を備えた人材の養成を目的としています。そ
のために、次のような学生を求めています。

■法学研究科博士課程（前期課程）の求める学生像
1 法学・政治学に関する体系的知識とともに、社会科学に関する豊かな教養を備え、
　論理的思考力、外国語能力に優れた学生
2 幅広い視野のもとで主体的に研究をおこなう意欲を持つ学生
3 広く国際的な視点を持ち、社会における活躍の場を求める意欲に富む学生

■法学研究科博士課程（前期課程）の入学までに身につけてほしいこと
政治学専攻においては、国際関係・地域研究、政治過程、政治史・政治思想の3つの分
野に関する基礎的な知識を持つとともに、広く国内外の政治の動向やその影響につい
て考察できる能力を持つことが望ましい。私法学専攻、公法学専攻においては、自らが
研究対象とする法分野について学部レベルの精確な知識を持つとともに、関連する法
領域、とりわけ特別法を研究対象とする場合は前提となる一般法に関する広い知識
を持つことが望ましい。

■入学者選抜制度
上記の能力を確認するために、将来の研究に関する設計、および法学・政治学に関す
る高度な専門知識やスキルを修得するために必要な学習能力や態度を有しているか
どうかを、研究計画概要、筆記試験、口述試験等を通じて判定します。
また、多様な人材を獲得するために、学部在学生特別選抜入学試験、社会人特別選
抜入学試験や外国人留学生を対象とした入学試験を実施しています。

前期課程

法学研究科博士課程（後期課程）は、法学・政治学の分野において、研究活動の基盤
となる高度かつ専門的な識見を有し、国際化・複雑化が進む現代社会に生じる多様
な社会事象や問題を、独立した研究者として的確に分析し、独創的かつ有意義な情報
の発信ができる人材の養成を目的としています。そのために、次のような学生を求めて
います。
■法学研究科博士課程（後期課程）の求める学生像
1 法学・政治学に関する体系的知識のみならず、隣接諸科学に関する幅広い教養を
　備え、論理的思考力、外国語能力にとくに優れた学生
2 幅広い視野のもとで主体的に研究をおこなう強い意欲と能力を持つ学生
3 高度かつ専門的な識見に基づいて広く国際的な視点を持ち、社会における活躍の
　場を求める意欲に富む学生
■法学研究科博士課程（後期課程）の入学までに身につけてほしいこと
政治学専攻においては、国際関係・地域研究、政治過程、政治史・政治思想の3つの分
野に関する専門的な知識を持つとともに、広く国内外の政治の動向やその影響を、政
治学の理論と分析手法に基づいて考察できる能力を持つことが望ましい。
私法学専攻、公法学専攻においては、自らが研究の対象とする法分野に止まらず、そ
れを超えた広範な分野に関する深い理解を修得する一方で、法史的アプローチある
いは比較法的アプローチなどをはじめとする、研究を深化させるための様々な研究手
法の基礎を修得していることが望ましい。
■入学者選抜制度
上記の人材養成の目的に適うかどうか、以下について研究計画書、筆記試験、口述試
験等を通じて確認します。
1 修士論文または修士論文に相当する論文等の内容
2 研究計画書による将来の研究の方向性
3 研究者として必要な学力を有しているかどうか
また、多様な人材を獲得するため、外国人留学生を対象とした入学試験を実施して
います。

後期課程

□アドミッション・ポリシー

政治学専攻

●後期課程

私法学専攻博士課程（前期）は、民法・商法・民事手続
法・労働法・知的財産法・国際私法などの私法学科目に
ついて、基幹科目の履修により、現代社会において有用
な高度な理論と実務能力の養成を目指すことをとおし
て、高度かつ専門的な知識、豊かな総合力をもって柔軟
に対応することができる能力（高度のリーガルマインド）
を修得し、研究者のほか、公務員、企業の法務部門、司法
書士や税理士といった専門職などにおいて活躍する人
材を育成することを目的とする。

私法学専攻博士課程（後期）は、私法学の各分野におい
て、専門的できめ細かな指導を行うことを通じて、研究
者あるいは法曹界・行政・企業などにおける法律実務家
として広く学界で活躍する人材の養成を目指す。また、
博士学位取得に至るまでの体系的な学修システム（博
士学位取得プロセス）を運用するなかで、大学や研究機
関において研究活動を行う研究者の育成はもとより、実
務家として活動しながらも研究機関に所属する研究者
と積極的に連携した研究活動を展開し、その学術的成
果を広く社会に還元させることの出来る有為な人材を
育成することを目的とする。

●前期課程

私法学専攻

●後期課程

公法学専攻博士課程（前期）は、憲法・行政法・税法・刑
法・国際法などの公法学科目および法哲学・法思想史・
英米法・法社会学・法史学などの基礎法学科目につい
て、基幹科目の履修により、高度な理論と実務能力の養
成を目指すことをとおして、高度かつ専門的な知識、豊
かな総合力をもって柔軟に対応することができる能力
（高度のリーガルマインド）を修得し、研究者のほか、公
務員、企業の法務部門、司法書士や税理士などといった
専門職、国際公務員などにおいて活躍する人材を育成
することを目的とする。

公法学専攻博士課程（後期）は、公法学の各分野におい
て、専門的できめ細かな指導を行うことを通じて、研究
者あるいは法曹界・行政・企業などにおける法律実務家
として広く学界で活躍する人材の養成を目指す。また、
博士学位取得に至るまでの体系的な学修システム（博
士学位取得プロセス）を運用するなかで、大学や研究機
関において研究活動を行う研究者の育成はもとより、実
務家として活動しながらも研究機関に所属する研究者
と積極的に連携した研究活動を展開し、その学術的成
果を広く社会に還元させることの出来る有為な人材を
育成することを目的とする。

●前期課程

公法学専攻

●後期課程
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