
 　   2012 年度より採用

  法学部カリキュラム
種別 分野 1 年次以上 2 年次以上 3 年次以上 4 年次以上 卒業に必要な単位数

演　　習 ○基礎演習Ⅰ (4) 基礎演習Ⅱ (4) ◎専門演習Ⅰ (4) ◎専門演習Ⅱ (2) 専門演習Ⅰ・Ⅱ

を含め 6 単位以上卒業論文 卒業論文 (4)

法

　
　政

　
　科

　
　目

コ
ー
ス
科
目

全コース

共通必修

○法律学入門（4） 12 単位以上 64 単位以上
○政治学入門（4）
◎憲法Ⅰ（人権）（4）
◎民法Ⅰ（総則）（4）
◎刑法Ⅰ（総論）（4）

選択必修

憲法Ⅱ（統治）（4） 民法Ⅱ（物権）（4） 刑法Ⅱ（各論）（4） 12 単位以上
行政法Ⅰ（作用法）（4） 民法Ⅲ（債権総論）（4）

民法Ⅳ（債権各論）（4） 民事訴訟法Ⅰ（4） 12 単位以上
会社法（4） 刑事訴訟法Ⅰ（4）
手形・小切手法（4）

選択

松山大学の歩み (2) 地方自治法（4） 労働法Ⅰ（4） 法社会学（4）
租税法（4） 社会保障法（4） 判例読解 1 ～ 19（2）
環境法Ⅰ（2） 国際法（4） 論文作法（法律）1 ～ 15（2）
環境法Ⅱ（2） 政治学 (4) 論文作法（政治）1 ～ 4（2）
消費者法（2） 政治過程論（4） 外国書講読 1 ～ 19（4）
商法総則・商行為法（4） 政治外交史Ⅰ（4） 法政特別講義
知的所有権法（2） 政治外交史Ⅱ（4） リレー講座
国際私法（4） 法制史（4）

行政法Ⅱ（救済法）(4) 労働法Ⅱ（4）
民法Ⅴ ( 家族法）(4) 政治思想史 (4)
経済法（4） 行政学 (4)
企業法務（4） 国際政治（4）
民事訴訟法Ⅱ（4） 国際組織論 (2)
刑事政策（4） 法哲学（4）
刑事訴訟法Ⅱ（4）

種別 分野 1 年次以上 2 年次以上 3 年次以上 4 年次以上 卒業に必要な単位数

演　　習 ○基礎演習Ⅰ (4) 基礎演習Ⅱ (4) ◎専門演習Ⅰ (4) ◎専門演習Ⅱ (2) 専門演習Ⅰ・Ⅱ

を含め 6 単位以上卒業論文 卒業論文 (4)

法

　
　政

　
　科

　
　目

コ
ー
ス
科
目

全コース

共通必修

○法律学入門（4） 12 単位以上 64 単位以上
○政治学入門（4）
◎憲法Ⅰ（人権）（4）
◎民法Ⅰ（総則）（4）
◎刑法Ⅰ（総論）（4）

選択必修

憲法Ⅱ（統治）（4） 刑法Ⅱ（各論）（4） 政治学 (4) 12 単位以上
民法Ⅲ（債権総論）（4） 労働法Ⅰ（4）

会社法（4） 行政学（4） 12 単位以上
刑事訴訟法Ⅰ（4） 法哲学（4）
労働法Ⅱ (4)

選択

松山大学の歩み (2) 行政法Ⅰ（作用法）（4） 知的所有権法（2） 法社会学（4）
地方自治法（4） 国際私法（4） 判例読解 1 ～ 19（2）
租税法（4） 社会保障法（4） 論文作法（法律）1 ～ 15（2）
環境法Ⅰ（2） 国際法（4） 論文作法（政治）1 ～ 4（2）
環境法Ⅱ（2） 政治過程論（4） 外国書講読 1 ～ 19（4）
民法Ⅱ（物権）(4) 政治外交史Ⅰ（4） 法政特別講義
消費者法（2） 政治外交史Ⅱ（4） リレー講座
商法総則・商行為法（4） 法制史（4）

行政法Ⅱ（救済法）(4) 民事訴訟法Ⅱ（4）
民法Ⅳ（債権各論）（4） 刑事政策（4）
民法Ⅴ（家族法）(4) 刑事訴訟法Ⅱ（4）
手形・小切手法（4） 政治思想史 (4)
経済法（4） 国際政治（4）
企業法務（4） 国際組織論 (2)
民事訴訟法Ⅰ（4）

　法学部は、「必要最小限の規制以外は自由とし、問題解決につき憲法と法律に基づいて処理される社会」
（この社会は、「法化社会」と呼ばれており、「日本近代法の父」であるギュスターヴ＝エミール＝ボアソナー
ドの言う「人を害する勿 ( なか ) れ」という原理を反映した社会を指します）に移行した「わが国の現状」
を前提として、カリキュラムを設定しています。
　「法化社会」では、法的問題の解決に際し、最終的には法的処理がなされますので、そこで生き残るた
めには、法的思考能力およびその運用能力（リーガルマインド）の涵養が必須となります。そして、こ
れらの能力は、歴史的に蓄積された実定法に関する学説、判例の研究はもちろん、実定法の基礎に関す
る法哲学および政治哲学についての考究を通じて涵養され、「自分の立ち位置」をはっきりさせることに
つながります。
　このリーガルマインドを涵養するために、法学部は、法律学および政治学を伝統的な学問体系に沿っ
て配置するカリキュラムを設定しています。

◎必修科目　　○履修義務付け科目

主要科目の概要（◎必修科目／○履修義務付け科目）
 

○法律学入門
　法律学の学びをスタートさせる学生を対象として、法律が関係す
る受講者に身近な問題を採り上げつつ、それを通して、法解釈の基
礎となる事項やわが国の法体系を理解することを目的とします。

○政治学入門
　この講義は、「政治」という営みを理解するために政治学の基本概
念について理解することを目的とします。

◎憲法Ⅰ（人権）
　日本国憲法の中で主に「基本的人権」の領域について取り扱い、社
会に存在する人権問題を発掘する「眼力」を身につけ、他者の人権に
対して敏感になってもらうことを目標とします。

◎民法Ⅰ（総則）
　民法解釈学を学ぶにあたり、民法全体に共通するルールをまとめた
民法総則について、その基本的な制度を理解することを目的とします。

◎刑法Ⅰ（総論）
　「刑法総論」を通して「社会の在り方」について考え、法律学にお
いて要求されている「形式」を修得することを目標とします。

◎専門演習Ⅰ・Ⅱ / ○基礎演習Ⅰ / 基礎演習Ⅱ
　法学部では、少人数制のゼミ形式の授業において、法学を中心とし
たきめ細やかな指導を行ないます。３、４年次はより専門的な法学を
学ぶことができます。

・判例読解
　重要判例を分析することにより、その制度の趣旨と内容に対する基
本的な理解を深め、法律文書を読む能力の養成を目的とする講義です。

・リレー講座（自治体）
　1923 年に創立された松山高等商業学校以来の建学の精神「三実主
義」が愛媛県内にどのような質量で定着してきたかというテーマで、
2012 年と 2013 年は愛媛県知事をはじめ、県内の 11 市 9 町の首長
にリレーで順番に情報を提供していただき、本学学生のアイデンティ
ティの向上を図る講義が行われています。

主要科目の概要主要科目の概要主要科目の概要主要科目の概要主要科目の概要主要科目の概要主要科目の概要主要科目の概要（（◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目◎必修科目／○履修義務付け科目））

○法律学入門
　法律学の学びをスタートさせる学生を対象として、法律が関係す
る受講者に身近な問題を採り上げつつ、それを通して、法解釈の基
礎となる事項やわが国の法体系を理解することを目的とします。

○政治学入門
この講義は、「政治」という営みを理解するために政治学の基本概

念について理解することを目的とします。

◎憲法Ⅰ（人権）
　日本国憲法の中で主に「基本的人権」の領域について取り扱い、社
会に存在する人権問題を発掘する「眼力」を身につけ、他者の人権に
対して敏感になってもらうことを目標とします。

◎民法Ⅰ（総則）
民法解釈学を学ぶにあたり、民法全体に共通するルールをまとめた

民法総則について、その基本的な制度を理解することを目的とします。

◎刑法Ⅰ（総論）
「刑法総論」を通して「社会の在り方」について考え、法律学にお

いて要求されている「形式」を修得することを目標とします。

◎専門演習Ⅰ・Ⅱ / ○基礎演習Ⅰ / 基礎演習Ⅱ
法学部では、少人数制のゼミ形式の授業において、法学を中心とし

たきめ細やかな指導を行ないます。３、４年次はより専門的な法学を
学ぶことができます。

・判例読解
　重要判例を分析することにより、その制度の趣旨と内容に対する基
本的な理解を深め、法律文書を読む能力の養成を目的とする講義です。

・リレー講座（自治体）
　1923 年に創立された松山高等商業学校以来の建学の精神「三実主
義」が愛媛県内にどのような質量で定着してきたかというテーマで、
2012 年と 2013 年は愛媛県知事をはじめ、県内の 11 市 9 町の首長
にリレーで順番に情報を提供していただき、本学学生のアイデンティ
ティの向上を図る講義が行われています。

法学部の教育理念

司法コース司法コース司法コース 法律総合コース法律総合コース法律総合コース 公共政策コース公共政策コース公共政策コース公共政策コース公共政策コース公共政策コース

　　　　　　　人数教育　　　　　　　人数教育　　　　　　　人数教育少

　1 年次から法律学および政治学を学ぶことによって意識される「自分の立ち位置」を踏まえて、2 年次以降は、次
の 3 つのコースを選択してさらに高度に法律学および政治学を学修し、「自分の進むべき道」を確固たるものとします。
　なお、卒業の時点で「法律文章を『読み』『書き』することができ、法律用語を用いて論理的なコミュニケーショ
ンをとることができる能力」を有していることが、全コース共通の到達目標とされています。

　二年次よりコース選択によって履修条件が異なります。選択するコースは、到達目標に従って「司法コース」「法律総合コー

ス」「公共政策コース」の３つに分かれます。

　松山大学法学部では、創設以来、一貫して「少人数教育」を重視し、1 年次から演習（ゼミナール）
形式の授業を行っています。教員が直接学生と対話することにより、リーガルマインドの養成を図
るとともに、発表や討論といった他者との交流を通じて、事案分析力、問題解決力といった総合的
な人間力を養う体制を整えています。

「自分の立ち位置」を意識して選ぶ3コース制

［2 年次］（5 科目中 3 科目を修得しなければなりません）
　　　　憲法Ⅱ（統治）、民法Ⅱ（物権）、刑法Ⅱ（各論）、行政法Ⅰ（総論）、民法Ⅲ（債権総論）

［3 年次］ （5 科目中 3 科目を修得しなければなりません）
　　　　民法Ⅳ（債権各論）、会社法、刑事訴訟法Ⅰ、手形・小切手法、民事訴訟法Ⅰ

［2 年次］（5 科目中 3 科目を修得しなければなりません）
　　　　憲法Ⅱ（統治）、刑法Ⅱ（各論）、労働法Ⅰ、民法Ⅲ（債権総論）、政治学

［3 年次］（5 科目中 3 科目を修得しなければなりません）
　　　　会社法、刑事訴訟法Ⅰ、労働法Ⅱ、行政学、法哲学

［2 年次］（5 科目中 3 科目を修得しなければなりません）
　　　　憲法Ⅱ（統治）、民法Ⅱ（物権）、行政法Ⅰ（総論）、民法Ⅲ（債権総論）、政治学

［3 年次］（5 科目中 3 科目を修得しなければなりません）
　　　　民法Ⅳ（債権各論）、行政法Ⅱ（各論）、政治思想史、国際政治、行政学

　わが国の法体系に従った法解釈学の基礎を学修し、主に法曹あるいは公務員（法
律職）を志望する人を対象とするコース。

　日常的に生じうる問題について法的に考える基礎を学修し、主に民間企業への就
職を志望する者を対象とするコース。

　条例および政策の立案に関する基礎を学修し、主に公務員（行政職）を志望する
者を対象とするコース。

リーガルマインド
の養成

「自分の立ち位置」を意識して選ぶ3コース制　　　　　　　　コース制 ◀在学生アンケート 2013 ▶
　松山大学の在学生（法学部科目履修者）が答えた
アンケート結果です。

Ｑ 1. 松山大学の良いところは？
・大学の空気が明るい
・松山大学には 100 を超えるサークルがあります
・松山市の中心にあり交通の便が良い
・学費が安い
・学内の教室移動が比較的に楽
・キャンパスがきれい
・喫煙所がある
・教員の先生がやさしくて、講義外の生活でも様々

な形で手助けして下さって安心して大学生活を送
れる

・立地がよく、交通の便がよい
・言語科目を頑張れば留学しやすいし、留学の助成

金が出る
・教務課の人は優しいです
・トイレが清潔／きれいで落ち着くトイレが多い

・図書館の設備が素晴らしい
・物価が安い、家賃は日本一安い（県庁所在地）ら

しい
・留学生に対する学費減免制度がよい
・教務課や学生課が分かりやすいところにある
・就職活動のサポートが充実しているところがよい

と思う
・学食が街中のお店より美味しいし、バランスが取

れてる
・学生証でできることが多く便利で幸せ
・なんかのんびりして自由なところ
・松山市内の企業にＯＢ・ＯＧがたくさんいらっしゃ

るのは心強い

Ｑ２. 松大「法学部」の良いところは？
・法学部に来れば法律についてがっつり勉強するこ

とができます
・先生との距離が近く、親身になってくれる
・ニュースや社会での事件に興味をもつようになる
・ノートテイクなどの障がい学生支援を行っている

ところが良い

・先生の話が分かりやすい
・法学部の先生方はみんなユニーク
・見やすいレジュメを配ってくれる
・女子学生が多い
・やる気のない先生が法学部にはほとんどいない
・とくに若い先生は、学生視点ですごく話を聞いて

くれる
・図書館に法律の本が多い
・愛媛県のほぼすべての市町村の首長がきて講演を

してもらえる授業があります
・偉そうにしない先生がいるのは奇跡です
・世の中の犯罪のことがほとんど分かるようになっ

てきた
・法律の話ができると自慢できます
・松山大学には愛媛大学にはない法学部があります
・様々な講座が充実しています
・学部ごとに棟の縛りがなく、キャンパス内で様々

な学部の人と関われる
・公務員試験の科目がけっこうある
・就職活動は、卒論の心配をしなくていいので集中

して取り組める

Ｑ３. 在校生から受験生にアドバイス

・面接では即答せずに深く考えて自分なりの答えを
導くことが重要。

・受験勉強をし続けるのは苦しいかもしれない。だ
からたまに大学に入ってからしたいことについて
考えてみるといい。頑張って。

・法学部は入ってからも大変です。
・最期まであきらめず、自らが行きたいと思う大学

を目指して下さい。
・公務員になりたい高校生には是非松山大学に入学

してもらいたいです。
・外国人との交流に国際センターに来て欲しい。
・入学後のイメージをもって努力して下さい。
・得意科目をある程度絞っておさえるのも１つの手。
・頑張った分、受かったときの喜びは嬉しいもので

す。
・大変なこともあるかとあるとは思いますが、やり

たいこと、なりたいもののために全力を尽くして
下さい。

・真面目にコツコツ勉強しておいた方がよいです。

・公募推薦で受験しようと思っている人は、夏休み
前から対策を早めにした方がよいです。

・苦手な部分は全て得意にしておくべきです。受験
頑張って下さい。

・過去問をしっかり解いて練習する。
・後になって「こんなはずじゃなかった」と思うこ

とがないように、後悔のないように、今は全力で
向かっておいた方がよい。

・勉強をする時と勉強をしない時のメリハリをつけ
て休むときは休むといいと思います。

・大学に入れば、いくらでも自由な時間がつくれる
ので、今はツラくても勉強に集中し最後まであき
らめずに頑張って下さい !!

・積み重ねが大事。
・松大 HP には、先生方のプロフィールが掲載され

ているので是非参考にして欲しい。
・高校生のうちから新聞やニュースをチェックする

習慣をつけておいた方がいいと思う。
・受験時や大学での講義時等、松大に限らず英語は

必要となるので勉強しておくべきだと思う。
・大学での勉強は、高校までの勉強と比べて楽しい

ので、ぜひ大学に通って欲しい。
・今しんどい時期かもしれませんが、努力を重ねる

ことで結果が出ると思うのでがんばってください。
・不安になったら法学部の先輩達に相談いただけた

ら優しく対応してくれると思いますよ。　
・受験のときにできるだけ多くの情報を集め、いろ

んな選択肢がある方がいいと思います。
・みなさんの夢が叶うように応援しています。
・法律に興味のある方は、ぜひ法学部に入って学び

ましょう。
・後悔するなら、行動してから。迷うヒマがあるな

ら行動すべし。成功しても失敗しても、自分の損
になることはありません。

・法律という分野は高校にはないと思うので、新し
く何かを勉強したい人にはいい学部だと思います。

・春には素敵な仲間がたくさんできることを信じて
頑張って下さい。

［2013 年 11 月時点のアンケートです。さらに多く

のコメントをご覧になりたい方は「松山大学法学部

ホームページ」に是非アクセス下さい。］

Topics1：正義の女神「テミス」（本紙の表紙の像について）

ギリシャ神話における掟と正義の女神で、片手に天秤を持ち審判
を下す。目隠しをしているテミス像や、目を見開いているテミス像
などバリエーションがあるが、日本をはじめ世界の多くの最高裁判
所においてこの像が設置されている。もう一方の手には、剣を持っ
ているものも多い。

◎必修科目　　○履修義務付け科目◎必修科目　　○履修義務付け科目
種別 分野 1 年次以上 2 年次以上 3 年次以上 4 年次以上 卒業に必要な単位数

演　　習 ○基礎演習Ⅰ (4) 基礎演習Ⅱ (4) ◎専門演習Ⅰ (4) ◎専門演習Ⅱ (2) 専門演習Ⅰ・Ⅱ

を含め 6 単位以上卒業論文 卒業論文 (4)

法

　
　政

　
　科

　
　目

コ
ー
ス
科
目

全 コ ー ス　

共通必修

○法律学入門（4） 12 単位以上 64 単位以上
○政治学入門（4）
◎憲法Ⅰ（人権）（4）
◎民法Ⅰ（総則）（4）
◎刑法Ⅰ（総論）（4）

選択必修

憲法Ⅱ（統治）（4） 民法Ⅱ（物権）（4） 政治学（4） 12 単位以上
行政法Ⅰ（作用法）（4） 民法Ⅲ（債権総論）（4）

行政法Ⅱ（救済法）（4） 行政学（4） 12 単位以上
民法Ⅳ（債権各論）（4） 国際政治（4）
政治思想史（4）

選択

松山大学の歩み (2) 地方自治法（4） 刑法Ⅱ（各論）（4） 法社会学（4）
租税法（4） 労働法Ⅰ（4） 判例読解 1 ～ 19（2）
環境法Ⅰ（2） 社会保障法（4） 論文作法（法律）1 ～ 15（2）
環境法Ⅱ（2） 国際法（4） 論文作法（政治）1 ～ 4（2）
消費者法（2） 政治過程論（4） 外国書講読 1 ～ 19（4）
商法総則・商行為法（4） 政治外交史Ⅰ（4） 法政特別講義
知的所有権法（2） 政治外交史Ⅱ（4） リレー講座
国際私法（4） 法制史（4）

民法Ⅴ（家族法）(4) 刑事政策（4）
会社法（4） 刑事訴訟法Ⅰ（4）
手形・小切手法（4） 刑事訴訟法Ⅱ（4）
経済法（4） 労働法Ⅱ（4）
企業法務（4） 国際組織論 (2)
民事訴訟法Ⅰ (4) 法哲学（4）
民事訴訟法Ⅱ（4）

Topics2：３法曹の記章（身につけるバッジ）

   左から、裁判官・検察官・
　弁護士の記章。身分を示す
　役割もあるために、法廷に
　入る際に必要となる。本学
　法学部卒業生からも、弁護士が誕生している。

　　　　　　　　　　　　　　　　３

左から、裁判官・検察官・



　　　　　就職状況

前 期 月 火 水 木 金
 8:30-10:00 判例読解
10:15-11:45 刑事政策
12:30-14:00 刑法エクササイズ 刑法概説 1 専門演習Ⅰ カウンセリング論
14:15-15:45
16:00-17:30

後 期 月 火 水 木 金
 8:30-10:00 法哲学 商法Ⅲ
10:15-11:45 刑事政策 商法Ⅲ 法哲学
12:30-14:00 専門演習Ⅰ カウンセリング論
14:15-15:45 芸術Ⅱ
16:00-17:30 刑法概説 2

前 期 月 火 水 木 金
 8:30-10:00 初級英語(発表) IT スキルズ
10:15-11:45 法学Ⅰ 政治学入門 中国語１ 基礎演習Ⅰ
12:30-14:00 法律学入門 初級英語(受容) 数学Ⅰ
14:15-15:45 哲学Ⅰ 政治学概論Ⅰ 政治学入門 中国語１
16:00-17:30 法律学入門

後 期 月 火 水 木 金
 8:30-10:00 中級英語(発表) 憲法Ⅰ(人権 ) 刑法Ⅰ(総論 ) 民法Ⅰ(総則 )
10:15-11:45 刑法Ⅰ(総論 ) 民法Ⅰ(総則 ) 中国語２ 基礎演習Ⅰ 経済学Ⅱ
12:30-14:00 中級英語(受容) 数学２
14:15-15:45 憲法Ⅰ(人権 ) 政治学概論Ⅱ 歴史２ 中国語２
16:00-17:30

前 期 月 火 水 木 金
 8:30-10:00 労働法Ⅰ 民法Ⅱ
10:15-11:45 労働法Ⅰ 民法Ⅱ
12:30-14:00 英語リーディングⅠ 基礎演習Ⅱ 憲法Ⅱ(統治 )
14:15-15:45 哲学Ⅰ 中級英語(受容) 刑法Ⅱ 文化史Ⅰ
16:00-17:30 刑法Ⅱ

前 期 月 火 水 木 金
 8:30-10:00
10:15-11:45
12:30-14:00
14:15-15:45
16:00-17:30 　 専門演習Ⅱ

後 期 月 火 水 木 金
 8:30-10:00 特別刑法・警察関係法
10:15-11:45
12:30-14:00 特別刑法・警察関係法
14:15-15:45
16:00-17:30 　 専門演習Ⅱ

後 期 月 火 水 木 金
 8:30-10:00 民法Ⅲ
10:15-11:45 消費者法 民法Ⅲ
12:30-14:00 英語テーマ別講座 スポーツ医学 基礎演習Ⅱ 憲法Ⅱ(統治 )
14:15-15:45 中級英語(発表)
16:00-17:30 法情報処理 担保物権法 Access Map

２年次２年次２年次

４年次４年次４年次

３年次３年次３年次

１年次１年次１年次

松山市にある法学部
法学部長　明 照  博 章

　日本は、現在、法化社会に移行しつつあります。法化社会とは、法的な関係を基盤として成立する社会であるため、そこに住む人々は、
法律家だけでなく市民にも、法に関する資質を身につけることが求められます。
　この要請に応えるべく、松山大学法学部では、学生が、①法律文章を客観的かつ論理的に読むことができ、②他人が述べた法的内容
について正確に理解でき、③自分の考えを専門演習で体得した思考方法に従って他人に口頭及び文章で伝達できる能力を体得し卒業で
きるため、法律文書作成に特化した「論文作法」や判例研究に特化した「判例読解」等の専門性の高い科目を設定すると共に、１年次
より４年次までゼミ形式によるクラスを設定することにより、個々の学生の志向に沿った指導にも心掛けております。
　法学部の卒業生は、司法試験、司法書士試験、不動産鑑定士試験及び社会保険労務士試験等に合格し、法化社会を支える人材となっ
ておりますが、法学部卒の第１号弁護士は、松山市内において活躍しております。また、地域社会を支える地方公務員（市町村、警察、
消防等）はもとより、国家公務員Ⅰ種試験（現：総合職試験）にも在学中に合格する者があらわれました。さらに、松山高等商業学校
を前身としその創立から 90年を迎えた松山大学は、伝統的に民間企業への就職が強く、その事情は法学部においても同様であります。
　松山大学法学部は、松山市（愛媛県内）にある唯一の法学部として、2013（平成 25）年に創設 25周年を迎えましたが、日本及び世
界全体の変化に対応できる「地域社会」に貢献する人材を輩出するため必要な教育環境の整備に努めてゆきたいと考えております。

　本学部は、愛媛県唯一の法学部であり、四国地方の中でも私立大学では唯一の法学部です。本法学部は、法学

科のみが置かれ、法学・法律学を専門として学ぶ教育体制をとりリーガルマインドの養成を行なっています。

　本学園を創設した三恩人の一人である加藤恒忠［拓川］翁は、１８７５( 明治８) 年に設立された司法省法学校

で法律を学んでおり、民法を起草した法典調査会民法起草委員と関わりをもちました。松山大学法学部は、この

由緒ある系譜を受け継ぎさらに発展させるべく、専門性の高い法学教育を行なっています。

2013 年 3 月卒業生
　　就職者 153 名／就職希望者 168 名
　　就職率：91.1％

　さらに、2010 年度、2011 年度には、本学法学部卒業生が、新司法試験に合格しております。

▼ 主な就職先 (2013)
㈱伊予銀行
㈱愛媛銀行
愛媛信用金庫
㈱四国銀行
㈱三井住友銀行
松山市農業協同組合
愛媛県信用農業協同組合連合会
えひめ中央農業協同組合
富士火災海上保険㈱
全国農業協同組合連合会
全国共済農業協同組合連合会
四国労働金庫
愛媛県信用保証協会
周桑農業協同組合
日本郵便㈱
松山総合開発株式会社 松山全日空ホテル
㈱ふなや
愛媛日産自動車㈱
㈱伊予鉄髙島屋
㈱モバイルコム
四国八洲薬品㈱
三菱鉛筆中国販売㈱
㈱株式会社フジ
㈱ハローズ
㈱株式会社フォードフジ
㈱コスモス薬品
愛媛大洋薬品㈱
栗田電機㈱
㈱トヨタレンタリース東四国
㈱今治デパート

愛媛県市町村職員共済組合
㈱エヌ・ティ・ティマーケティングアクト
愛媛県市町総合事務組合
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
愛媛綜合警備保障㈱
ベルモニー平安閣グループ
㈱フジ・トラベル・サービス
積水ハウス㈱
㈱サニクリーン四国
㈱セイコー不動産グループ
大和冷機工業㈱
帝人化成㈱
菊水化学工業株式会社
松山空港ビル㈱
福山通運㈱
　など（敬称略 順不同）

＊ 「公務」…公務員
　国家公務員（四国運輸局）
　愛媛県職員
　高知県職員
　愛媛県警察官
　警視庁
　香川県警察官
　大阪府警察官
　自衛官
　松山市役所
　伊予市役所
　笠岡市役所
　那覇市役所
　など

　法律職や公務員だけでなく、一般企業にも豊富な人材を輩出しています。

■在学中に資格取得した場合の奨励金■　　　　　　　 （単位：円） ■卒業後５年以内に資格取得した場合の奨励金■
 国家公務員採用 I 種試験 200,000  国家公務員採用Ⅰ種試験 200,000
 国税専門官採用試験 30,000  旧司法試験第二次試験 300,000
 国・公立の中学及び高校教員採用選考試験 30,000  公認会計士試験 300,000
 都道府県及び政令指定都市職員採用試験上級・Ｉ 類 30,000  税理士試験 ( 全科目合格 ) 200,000
 司法試験 300,000  不動産鑑定士試験 300,000
 司法書士試験 200,000  中小企業診断士試験 200,000
 税理士試験 ( 全科目合格 ) 200,000  司法書士試験 200,000
 税理士試験 (1 科目合格につき ) 30,000
 中小企業診断士試験 200,000
 社会保険労務士試験 100,000
 通関士試験 30,000
 行政書士試験 30,000
 法学検定試験 2 級 30,000
 不動産鑑定士試験 300,000
 宅地建物取引主任者資格試験 30,000

（※ この他にも奨励金対象の資格はあります）

資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度資格・能力取得奨励金制度

　松山大学では、資格・能力取得奨励金制度を充実さ
せています。 法学部で学ぶことのできる内容は、法律
専門職はもちろん、一般企業でも需要の高い資格に直
結するものが多いので、奨励金制度を活用して資格を
取る学生が増えています。

　　　教員からのメッセージ

　　法律を専門に学ぶ「法学部」法学科

明照 博章 教授 
 （MYOSHO Hiroaki ）
 担当科目：刑 法 

加藤 恒忠［拓川］翁
（Kato Tsunetada ［1859-1923］）

　本学園の建学の三恩人で、司法

省法学校にてフランス法を学ぶ。

ベルギー全権公使、衆議院議員、

貴族院議員、シベリア派遣特命全

権大使、松山市長を歴任する。 

愛媛県内で唯一の、四国の私立大でただ一つの法学部

鉄    道 

航空機

船
  フェリー

ＪＲ松山駅

ＪＲ松山駅

ＪＲ松山駅

高浜駅 古町駅

古町駅三津駅

松山空港

松山観光港
（広島・九州）

三津浜港
（山口）

鉄砲町

鉄砲町

鉄砲町

松

山

大

学

　

正

門

松山空港リムジンバスＪＲ松山駅前行（１７分）

観光港リムジンバスＪＲ松山駅前行（２０分）

〒 790-8578 松山市文京町 4-2　℡ 089-925-7111（代表）

入試に関するお問い合わせは、0120-4
シ コ ク コ イ ヨ

59514（入試課）
E-mail: mu-nyusi@matsuyama-u.jp

松山大学 HP は、
　http://www.matsuyama-u.ac.jp/

法学部 HP は、
　http://ghp01.matsuyama-u.ac.jp/law/

　　　　　       修時間割例

　　　　　　職状況 

　　　　　       修時間割例　　　　　       

　　　　　　職状況 　　　　　　

履

就

　
法律職や公務員を目指す学生を中心に履修例をご紹介します。

　
※履修例は、2013 年 12 月現在の在学生のものです。３年次と４年次の履修例は、旧カリキュラムに準拠しています。

　
新カリキュラム

　の履修例

　
　新カリキュラム

公務員志望の履修例

　
公務員採用決定者

   　の履修例

　
法科大学院進学

志望の履修例

伊予鉄道市内電車（１０分）

伊予鉄道高浜線（１５分）

伊予鉄道高浜線（１５分）

徒歩（３分）

徒歩（３分）

徒歩（３分）

連絡バス（３分）

路線バス（２５分）

伊予鉄道市内電車環状線（２０分）

伊予鉄道市内電車環状線（１５分）古町駅経由

タクシー（およそ１３分程度）約１２００円

タクシー（およそ２５分程度）約２４００円

タクシー（およそ２５分程度）約２４００円

タクシー（３分）

タクシー（およそ３０分程度）約２８００円

　　資格取得をサポート

　　　　　　

　　

　　

伊予鉄道市内電車（１０分）

鉄   道 

鉄   道 

わずかに雪の舞う松大キャンパス　　［2014.2.6 撮影］

松大正門からみた松大キャンパス　　［2014.2.6 撮影］

＊

◎「文学のまち」愛媛県 松山市
　正岡子規、夏目漱石、高浜虚子などの多くの文学者が過
ごした松山。その松山の市街地から程よい場所に松山大学
のキャンパスがあります。

松山市駅




