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 担当科目：行政法 

先を見通す「目」を養う
法学部長　倉澤　生雄

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。昨年から日常生活の中で、コロナウィルス感染及びその対策を意
識しない日などなく、コロナウィルスに振り回されたと思っている人も多いのではないでしょうか。
　４月から新たに大学生活が始まり、これから法律を学んでいく皆さんに向けて、私から励ましのメッセージを送
りたいと思います。当たり前のことですが、法律を学んでもコロナウィルスに感染しないというわけにはいきませ
ん。それゆえ、松山大学は、コロナ感染対策をきちんと講じていきます。それでは、このような状況下で法律を学
ぶことによって、みなさんにとって何かいいことが待っているのでしょうか。この問いに対して、自信をもって「は
い。」と答えることができます。まず、法律を学ぶことによって、コロナウィルスをめぐる政府及び都道府県など
の対応に、ただ受け身に回って振り回されることがなくなります。さらには、その先を見通す目を持てるようになっ
ていくからです。
　一つ例を挙げましょう。現代の社会では、政府及び都道府県の活動は法律に基づいて実施することが基本とされ
ています。新型インフルエンザ対策特別措置法に基づいて内閣総理大臣が緊急事態宣言を行い、都道府県知事が各
事業者に対して営業自粛要請を行い、または必要な措置を講じます。また、感染症予防法に基づいて都道府県知事
が、感染症に感染していると疑われる者に対し検査または入院を勧告し、必要があれば入院をさせるという仕組み
を作っています。法律を学ぶことによって、これらの法律に規定されていることを正確に読み取れるようになり、
法制度の仕組みを正確に理解できるようになります。実は、この枠組みを正しく理解できている人は案外と少ない
のです。次に、この枠組みを把握すると、現行法の至らないところが目につくようになり、それを解消するための
見通しを立てることができるようになります。昨今では、都道府県知事の活動に強制力がなく、措置を拒んだ者、
入院を拒んだ者に対して、制裁を科そうという議論が出てきています。では、制裁を科すことで、効果的に感染症
を収束させることができるのだろうか。それとも、何か他に代替案はないのだろうか。このようなことを含めて考
えられるようになっていくのです。
　このように現状を正確に把握すること、そして、解決方向を考えていくこと、このような学びは、みなさんが高
校まで行ってきた勉強と全く性質の異なる営みです。大学生となった今、ぜひ、みなさんには法律を真摯に学ぶこ
とにより、先を見通す「目」を養ってほしいと考えています。

牧本　公明 准教授　憲法Ⅰ（人権）
　皆さんは、これからの法学部での学びを通じて様々な能力を身に着け、社会へ羽ばたいていくことになります。そのために法学部では様々な
科目を用意しています。その中で私が担当している科目は、「憲法Ⅰ（人権）」です。これは法学部１年次生で履修する数少ない専門科目の一つ
であり、卒業するために必ず単位修得しなければならない「必修科目」でもあります。憲法といえば、高校での「政治経済」や「現代社会」の
授業で学んだことがある、皆さんにとって他の法律に比べてなじみのある法だと思います。しかし、高校までの社会科としての憲法の学びと、
大学における法律学としての憲法の学びは異なります。特に大きな違いは、大学においては憲法に「何が」書かれているのかを知るとともに、
それが「なぜ」憲法に書かれているのかを理解することが大事になってくるということです。この「なぜ」をきちんと理解するためには、その
内容に込められている思想（考え方）の内容やその歴史的背景についても理解する必要があり、そのことについても「憲法Ⅰ（人権）」の講義
ではお話します。
　憲法は国の根本法であり、憲法を知ることは、国の「姿」を知ることです。「必修科目」ということで単位修得に目が行きがちですが、折角
法学部で学ぶのですから、憲法を楽しみながら学んでいただければと思います。

銭　偉栄 教授　民法Ｉ（総則）
　皆さんがこれから勉強していくことになる諸法の中で、私たちの生活にもっとも密接にかかわっているのが民法です。しかし、民法の内容が
あまりにも豊富で、しかも複雑であるため、それに圧倒されてただちに勉強意欲を喪失してしまう人もいるでしょう。受講生の皆さんが民法の
知識の森の中で迷子にならないように、民法Ｉ（総則）では、「人」「物」「契約」という３つのキーワードを中心に授業を展開していきます。
　たとえば、あなたが親の同伴でスマートフォン販売店から念願のスマートフォンを購入して使えるようにしたとしましょう。この例では、あ
なたと親、スマートフォン販売店は民法にいう「人」に、スマートフォンは「物」にそれぞれあたります。そして、スマートフォンを購入して
使えるようにする行為は「契約」（この契約は「通信サービス契約」という）に該当します。皆さんがはじめてスマートフォンを購入したとき
に次のような疑問を感じたことはありませんか（おそらくなかったでしょう）。この契約を締結するときに親が同伴しなければならなかったの
はなぜでしょうか。または反対に、親が自分の代わりに、あるいは親の同意でこの契約を締結できたのはなぜでしょうか。また、本を買うとき
はいつも自分一人でできたのに、本を売るときは親の同意を求められるのはなぜでしょうか。
　受講生の皆さん、この３つのキーワードを道しるべに、さまざまな疑問を持ちつつ、民法という知識の森を探検してみませんか。

明照　博章 教授　刑法Ⅰ（総論）
一　はじめに
　　�　「刑法Ⅰ（総論）」では、「法律科目の答案を作成する上で最低限度必要となる形式により記載できる技能（「法律文章のルールに従って、
正確に記載できる技能」）」を修得することが目標となる。これを要素に区切って説明すると、次のようになる。

二　到達目標
　　受講生は、
　　・犯罪の一般的成立要件について、基本概念の定義を筆記により表現できる。
　　・犯罪の一般的成立要件に関係する概念を用いて、争いのある事案を筆記により解決案を提示できる。
　　・法的思考方法を用いて、争いのある事案を筆記により解決案を提示できる。
三　目標達成のための手段（及び採点方法）
　　�　上記の目標を達成するために、「刑法Ⅰ（総論）」では、「解答例」（担当者が作成したもの）を暗記することになるが、これは、「刑法Ⅰ（総論）」
の学習が今後の法学部における学習の基礎となり、解答例を「正確に覚える」ことが、同時に「書く技術」の修得につながるからである。

　　�　したがって、解答例の記憶から逃げないでいただきたい。「刑法Ⅰ（総論）」の単位を修得するための暗記は、大学における学習の基礎で
あり、4年間で大学を卒業できる可能性が格段に高まるからである。

四　最後に
　　�　皆さんには、無限の可能性があります。そして、その可能性を具体化する能力もあります。自分を信じて課題に取り組んでほしいと思います。

教員からのメッセージ

法学部オリジナルサイトにアクセスすると、「教員からのお便り」がご覧になれます。　http://law.matsuyama-u.ac.jp/top



■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■
国家公務員採用総合職試験 200,000 国家公務員採用総合職試験 200,000
国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験） 30,000 司法試験 300,000
国税専門官採用試験 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
裁判所事務官採用試験一般職（大卒程度試験） 100,000 司法書士試験 200,000
労働基準監督官A 30,000 （注）同一資格・能力での申請は１回に限ります。
財務専門官 30,000
公認会計士試験 300,000
税理士試験（全科目合格） 200,000
税理士試験（１科目合格につき） 30,000
社会保険労務士試験 100,000
行政書士試験 30,000
法学検定試験（アドバンスト〈上級〉コース） 30,000
不動産鑑定士試験 300,000
宅地建物取引士資格試験 30,000

（※ この他にも奨励金対象の資格があります）

愛媛県内で唯一の、四国の私立大でただ一つの法学部
　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っています。
　本学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っています。

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。 

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
るものが多いため、奨励金制度を活用して資格を取る学
生が増えています。
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2020年３月卒業生
就職者 177名／就職希望者 187名　就職率：94.7％

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。
本学法学部卒業生が、新司法試験に合格しております。

卒業生からのメッセージ
https:// law.matsuyamau.ac.jp/archives/category/alumni

▼ 主な就職先（2020）
愛媛県商工会連合会
伊予鉄総合企画株式会社
一般社団法人日本自動車連盟
公益財団法人愛媛県学校給食会
社会保険診療報酬支払基金
全国健康保険協会
日本年金機構
ＡＮＡ関西空港株式会社
株式会社ＡＮＡエアサービス松山
株式会社伊予鉄グループ
四国旅客鉄道株式会社
森実運輸株式会社
西日本旅客鉄道株式会社
ネッツトヨタ愛媛株式会社
株式会社イズミ
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
株式会社フジ
株式会社ホンダ四輪販売四国
株式会社よんやく
株式会社レデイ薬局
株式会社伊予鉄髙島屋
株式会社西四国マツダ
ブリッジインターナショナル株式会社
行政書士法人えひめサポート総合法務事務所
国立大学法人愛媛大学
えひめ中央農業協同組合
岡三証券株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社愛媛銀行
株式会社伊予銀行
株式会社香川銀行
株式会社四国銀行
株式会社百十四銀行
共栄火災海上保険株式会社

広島県信用農業協同組合連合会
香川県信用組合
香川県信用保証協会
松山市農業協同組合
全国共済農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会
株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
株式会社ＮＴＴフィールドテクノ
株式会社コラボハウス
株式会社一宮工務店
積水ハウス株式会社
松山総合開発株式会社
　ＡＮＡクラウンプラザホテル松山
株式会社キュービック
東京コンピュータサービス株式会社
セキ株式会社

【公務】
愛媛県警察
愛媛県公立学校教員
愛媛県職員
宇和島市役所
高知市役所
国家公務員（行政）
国家公務員（国税専門官）
今治市立小学校教員
山口県警察
四万十市役所
自衛官
松山市消防局
松山市役所
新居浜市役所
大阪府警察
徳島県警察
八幡浜市役所

就 職状況

資格取得をサポート

法律を専門に学ぶ「法学部」法学科

2020年度、
法学部卒業生が２名、

司法試験に合格しました！！

松大みきゃん



　法学部のディプロマ・ポリシーに掲げる人材の養成のため、以下のカリキュラム・ポリシーを策定し、それに
基づく教育課程を編成し、実践します。
　①�現代社会において活躍するために必要な教養や基礎能力を修得するために教養教育科目、言語文化科目、健
康文化科目及び他学部の科目を配します。

　②�法律又は政治に関する専門用語を用いて書かれた文章の内容を正確に理解することができる人材を養成する
ため、法学部専門科目を配置します。

　③�法律又は政治に関する専門用語を用いて述べられた発言の内容を正確に理解することができる人材を養成す
るため、法学部専門科目及び基礎演習科目を配置します。

　④�法律又は政治に関する専門的知識、思考方法を用いて自分の考えを構築し、それを他者に正確に伝達するこ
とができる人材を養成するために専門演習科目を配置します。

法学部のカリキュラム・ポリシー

　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。
　２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。

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、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
の体得を図るとともに、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。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。

・松山大学の歩み
　「自校史教育」として、法学部開設25周年の2013年を機に�
開設され「松山大学の学生であることの誇り」を持たせ、
大学に入学した意味を考え、大学での研究生活を充実させると
ともに、卒業後の行動の指針とすることを目的としています。
また、校訓 ｢三実｣ を揺るぎない本学の教育理念として再定位
することにつながる講義です。

３ コース制 「自分の立ち位置」を意識して選ぶ３コース制

法学部カリキュラム リーガル・マインドの養成



(　) 内の数字は単位数である。

学科目／年次 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 １年次 ２年次 ３年次 ４年次
前 後 前 後 前 後 前 後

教
　
　
養
　
　
教
　
　
育
　
　
科
　
　
目

人文科学
関係

哲学Ⅰ（2）
哲学Ⅱ（2）
論理学Ⅰ（2）
論理学Ⅱ（2）
歴史学Ⅰ（2）
歴史学Ⅱ（2）

倫理学Ⅰ（2）
倫理学Ⅱ（2）
現代地理学Ⅰ（2）
現代地理学Ⅱ（2）
文学（国文学）（2）
心理学（2）

芸術（音楽）（2）
芸術（美術）（2）
宗教学Ⅰ（2）
宗教学Ⅱ（2）
比較文化論Ⅰ（2）
比較文化論Ⅱ（2）
教養教育特殊講義（人文科学）

文章表現Ⅰ（2）
文章表現Ⅱ（2）

４単位
以上

16単位
以上社会科学

関係

経済学の基礎Ⅰ（2）
経済学の基礎Ⅱ（2）
経営学の基礎Ⅰ（2）
経営学の基礎Ⅱ（2）
社会学の基礎Ⅰ（2）
社会学の基礎Ⅱ（2）

宗教と世界Ⅰ（2）
宗教と世界Ⅱ（2）
地域と福祉（2）
国際関係論Ⅰ（2）
国際関係論Ⅱ（2）
教養教育特殊講義（社会科学）

４単位
以上

自然科学
関係

統計学Ⅰ（2）
統計学Ⅱ（2）
情報科学Ⅰ（2）
情報科学Ⅱ（2）
情報セキュリティ（2）
プログラミングの基礎（2）

メディア・リテラシー（2）
科学史（2）
数学Ⅰ（2）
数学Ⅱ（2）
生物学（2）
物理学（2）

化学（2）
地学（2）
薬と健康（2）
環境学Ⅰ（2）
環境学Ⅱ（2）
教養教育特殊講義（自然科学）

４単位
以上

総合関係 ITスキルズ（2）
教養教育特殊講義（総合教養）

キャリア
教育関係

教養教育特殊講義（キャリア教育）インターンシップ活用Ⅰ（2）
インターンシップ活用Ⅱ（2）

インターンシップ研修A（2）
インターンシップ研修B（1）

言
　
　
　
語
　
　
　
文
　
　
　
化
　
　
　
科
　
　
　
目

言　　語　　文　　化　　基　　礎　　科　　目

ベーシック
コース

◎初級英語Ⅰ（2）
◎初級英語Ⅱ（2）

◎初級英語Ⅲ(発表)（1）
◎初級英語Ⅲ(受容)（1）

６単位

14単位
以上

スタンダード
コース

◎中級英語Ⅰ（2）
◎中級英語Ⅱ(発表)（1）
◎中級英語Ⅱ(受容)（1）

◎中級英語Ⅲ(発表)（1）
◎中級英語Ⅲ(受容)（1）

アドバンスト
コース

◎上級英語Ⅰ(発表)（1）
◎上級英語Ⅰ(受容)（1）
◎上級英語Ⅱ(発表)（1）
◎上級英語Ⅱ(受容)（1）

◎上級英語Ⅲ(発表)（1）
◎上級英語Ⅲ(受容)（1）

選択必修

ドイツ語１（2）
ドイツ語２（2）
フランス語１（2）
フランス語２（2）

スペイン語１（2）
スペイン語２（2）

日本語１（1）
日本語２（1）

日本語３（1）
日本語４（1） １言語

４単位
以上

中国語１（2）
中国語２（2）
韓国語１（2）
韓国語２（2）

ドイツ語３（2）
ドイツ語４（2）
フランス語３（2）
フランス語４（2）

中国語３（2）
中国語４（2）
韓国語３（2）
韓国語４（2）

２単
位以
上

４単
位以
上

言
　
　
語
　
　
文
　
　
化
　
　
応
　
　
用
　
　
科
　
　
目

外国語検定Ⅰ（2～4）
外国語検定Ⅱ（2～4）
事前研修A
海外語学研修A
語学助成研修

英語プレゼンテーションⅠ（2）
英語プレゼンテーションⅡ（2）
英語コミュニケーションⅠ（2）
英語コミュニケーションⅡ（2）
英語ライティングⅠ（2）
英語ライティングⅡ（2）
英語リーディングⅠ（2）
英語リーディングⅡ（2）
TOEIC対策Ⅰ（2）
TOEIC対策Ⅱ（2）
TOEIC対策Ⅲ（2）
TOEIC対策Ⅳ（2）
英語テーマ別講座（2）
ドイツ語キャリアアップⅠ（2）
ドイツ語キャリアアップⅡ（2）
ドイツ語キャリアアップⅢ（2）
ドイツ語コミュニケーションⅠ（2）
ドイツ語コミュニケーションⅡ（2）
ドイツ語コミュニケーションⅢ（2）
ドイツ語コミュニケーションⅣ（2）
ドイツ語ライティングⅠ（2）
ドイツ語ライティングⅡ（2）
ドイツ語リーディングⅠ（2）
ドイツ語リーディングⅡ（2）
ドイツ語ステップアップⅠ（2）
ドイツ語ステップアップⅡ（2）

フランス語キャリアアップⅠ（2）
フランス語キャリアアップⅡ（2）
フランス語キャリアアップⅢ（2）
フランス語コミュニケーションⅠ(2)
フランス語コミュニケーションⅡ(2)
フランス語コミュニケーションⅢ(2)
フランス語コミュニケーションⅣ(2)
フランス語ライティングⅠ（2）
フランス語ライティングⅡ（2）
フランス語リーディングⅠ（2）
フランス語リーディングⅡ（2）
フランス語ステップアップ（2）
中国語キャリアアップⅠ（2）
中国語キャリアアップⅡ（2）
中国語キャリアアップⅢ（2）
中国語コミュニケーションⅠ（2）
中国語コミュニケーションⅡ（2）
中国語コミュニケーションⅢ（2）
中国語コミュニケーションⅣ（2）
中国語ライティングⅠ（2）
中国語ライティングⅡ（2）
中国語リーディングⅠ（2）
中国語リーディングⅡ（2）
中国語ステップアップ（2）
韓国語キャリアアップⅠ（2）
韓国語キャリアアップⅡ（2）

韓国語キャリアアップⅢ（2）
韓国語コミュニケーションⅠ（2）
韓国語コミュニケーションⅡ（2）
韓国語コミュニケーションⅢ（2）
韓国語コミュニケーションⅣ（2）
韓国語ライティングⅠ（2）
韓国語ライティングⅡ（2）
韓国語リーディングⅠ（2）
韓国語リーディングⅡ（2）
韓国語ステップアップ（2）
スペイン語キャリアアップⅠ（2）
スペイン語キャリアアップⅡ（2）
スペイン語コミュニケーションⅠ（2）
スペイン語コミュニケーションⅡ（2）
スペイン語コミュニケーションⅢ（2）
スペイン語ステップアップ（2）
事前研修B
海外語学研修B
言語文化特殊講座

応用日本語Ⅰ（2）
応用日本語Ⅱ（2）
応用日本語Ⅲ（2）
応用日本語Ⅳ（2）

言
語
文
化

講
義
科
目

言語学Ⅰ（2）
言語学Ⅱ（2）
英語圏文学Ⅰ（2）
英語圏文学Ⅱ（2）

初習言語文化研究（2） 言語文化特殊講義

健　　康　　文　　化　　科　　目

健康生活
ラケットスポーツⅠ（2）
ラケットスポーツⅡ（2）
ボールゲームスポーツⅠ（2）
ボールゲームスポーツⅡ（2）

フィットネス（2）
スポーツトレーニング（2）
レクリエーション（2）
武道（2）

リハビリテーション（2）
カヌー�（2）
ゴルフ（2）
スキー（2）

スポーツ
科学

身体運動学（2） スポーツ医学（2）

健康文化
演習

健康文化演習Ⅰ（4） 健康文化演習Ⅱ（4） 健康文化演習Ⅲ（2）

体育（教職）体育（教職）（2）

専攻領域にかかわらず大学生として、また一般市民として必要な、基礎
的な教養やスキルを修得します。全コース

成績が確定したら、ここに修得できた単位数を記入して確認しましょう。



◎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 １年次 ２年次 ３年次 ４年次
前 後 前 後 前 後 前 後

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）
○政治学入門（4）
◎憲法Ⅰ（人権）（4）
◎民法Ⅰ（総則）（4）
◎刑法Ⅰ（総論）（4）

12単位
以上

選択必修

憲法Ⅱ（統治）（4）
行政法Ⅰ（作用法）（4）

民法Ⅱ（物権）（4）
民法Ⅲ（債権総論）（4）

刑法Ⅱ（各論）（4） 12単位
以上

民法Ⅳ（契約）（4）
会社法（4）
手形・小切手法（4）

民事訴訟法（4）
刑事訴訟法（4） 12単位

以上

選択

松山大学の歩み（2） 地方自治法（4）
環境法（2）
消費者法（2）
商法（総則・商行為）（2）
会社法概論　（2）
労働法Ⅰ（4）
国際法（4）

政治学（4）
政治過程論（4）
政治外交史Ⅰ（4）
政治外交史Ⅱ（4）
法制史（4）
法社会学（4）

判例読解１～19（各2）
論文作法（法律）１～15（各2）
論文作法（政治）１～４（各2）
外国書講読１～19（各4）
法政特別講義
リレー講座

64単位
以上

行政法Ⅱ（救済法）（4）
民法Ⅴ（法定債権）（2）
民法Ⅵ（親族）（4）
民法Ⅶ（相続）（2）
企業法務（4）
民事執行・保全法、倒産法（4）
刑事政策論（2）
犯罪学（2）

少年法（2）
労働法Ⅱ（4）
政治思想史（4）
行政学（4）
国際政治（4）
国際組織論（2）
法哲学（4）

司法コース 　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。

◎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 １年次 ２年次 ３年次 ４年次
前 後 前 後 前 後 前 後

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）
○政治学入門（4）
◎憲法Ⅰ（人権）（4）
◎民法Ⅰ（総則）（4）
◎刑法Ⅰ（総論）（4）

12単位
以上

選択必修

憲法Ⅱ（統治）（4）
行政法Ⅰ（作用法）（4）

民法Ⅱ（物権）（4）
民法Ⅲ（債権総論）（4）

政治学（4） 12単位
以上

行政法Ⅱ（救済法）（4）
民法Ⅳ（契約）（4）
政治思想史（4）

行政学（4）
国際政治（4） 12単位

以上

選択

松山大学の歩み（2） 地方自治法（4）
環境法（2）
消費者法（2）
商法（総則・商行為）（2）
会社法概論（2）
刑法Ⅱ（各論）（4）
労働法Ⅰ（4）

国際法（4）
政治過程論（4）
政治外交史Ⅰ（4）
政治外交史Ⅱ（4）
法制史（4）
法社会学（4）

判例読解１～19（各2）
論文作法（法律）１～15（各2）
論文作法（政治）１～4（各2）
外国書講読１～19（各4）
法政特別講義
リレー講座

64単位
以上

民法Ⅴ（法定債権）（2）
民法Ⅵ（親族）（4）
民法Ⅶ（相続）（2）
会社法（4）
手形・小切手法（4）
企業法務（4）
民事訴訟法（4）
民事執行・保全法、倒産法（4）

刑事政策論（2）
犯罪学（2）
刑事訴訟法（4）
少年法（2）
労働法Ⅱ（4）
国際組織論（2）
法哲学（4）

公共政策コース 　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。

法律総合コース
◎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 １年次 ２年次 ３年次 ４年次
前 後 前 後 前 後 前 後

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）
○政治学入門（4）
◎憲法Ⅰ（人権）（4）
◎民法Ⅰ（総則）（4）
◎刑法Ⅰ（総論）（4）

12単位
以上

選択必修

憲法Ⅱ（統治）（4）
民法Ⅲ（債権総論）（4）

刑法Ⅱ（各論）（4）
労働法Ⅰ（4）

政治学（4） 12単位
以上

会社法（4）
刑事訴訟法（4）
民法Ⅵ（親族）（4）

行政学（4）
民法Ⅳ（債権各論）（4） 12単位

以上

選択

松山大学の歩み（2） 行政法Ⅰ（作用法）（4）
地方自治法（4）
環境法（2）
民法Ⅱ（物権）（4）
消費者法（2）
商法（総則・商行為）（2）
会社法概論（2）

国際法（4）
政治過程論（4）
政治外交史Ⅰ（4）
政治外交史Ⅱ（4）
法制史（4）
法社会学（4）

判例読解１～19（各2）
論文作法（法律）１～15（各2）
論文作法（政治）１～4（各2）
外国書講読１～19（各4）
法政特別講義
リレー講座

64単位
以上

行政法Ⅱ（救済法）（4）
民法Ⅴ（法定債権）（2）
民法Ⅶ（相続）（2）
法哲学（4）
労働法Ⅱ（4）
手形・小切手法（4）
企業法務（4）
民事訴訟法（4）

民事執行・保全法、倒産法（4）
刑事政策論（2）
犯罪学（2）
少年法（2）
政治思想史（4）
国際政治　（4）
国際組織論（2）

　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。

自分のコースの「選択必修科目」（２・３年次配当）の５科目中３科目（12単位）を修得しなければなりません。



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。

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。

前 期 月 火 水 木 金
��8：30-10：00 中級英語Ⅰ ITスキルズ （教養教育）大学における

学びの視点‐法学部‐ 哲学Ⅰ
10：15-11：45 政治学入門 ドイツ語１ 基礎演習Ⅰ
12：30-14：00 法律学入門 中級英語Ⅰ
14：15-15：45 ラケットスポーツⅠ 政治学入門 ドイツ語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Ⅱ（発表）松山大学の歩み 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）ドイツ語２ 基礎演習Ⅰ
12：30-14：00 中級英語Ⅱ（受容）
14：15-15：45 憲法Ⅰ（人権） 歴史学Ⅱ （教養教育）

環境学Ⅱ ドイツ語２
16：00-17：30 国際関係論Ⅱ

○受講する科目を選択して登録する仕組みをしっかり理解してください。
○法政科目（法学系・政治学系の科目）は、２単位は週１回、４単位は週２回の授業となります。
○演習科目（ゼミ）は、通年（前期・後期）で週１回の授業です。
○ 「憲法Ⅰ（人権）」「民法Ⅰ（総則）」「刑法Ⅰ（総論）」（および語学の必修科目）は、単位修得できない場合、翌年以降

も履修が必要となるので、確実に単位修得ができるように授業に臨んでください。

前 期 月 火 水 木 金
��8：30-10：00 労働法Ⅰ 刑法Ⅱ（各論） 政治学
10：15-11：45 労働法Ⅰ 憲法Ⅱ（統治）民法Ⅱ（物件） 憲法Ⅱ（統治）
12：30-14：00 民法Ⅱ（物件）中国語キャリアアップⅡ 基礎演習Ⅱ
14：15-15：45 政治学 中級英語（発表） 刑法Ⅱ（各論）
16：00-17：30 リレー講座（自治体）

後 期 月 火 水 木 金
��8：30-10：00 行政法Ⅰ（作用法）
10：15-11：45 民法Ⅲ（債権総論） 民法Ⅲ（債権総論） 法制特別�特別刑法・

警察関係法

12：30-14：00 法制特別�特別刑法・
警察関係法

中国語キャリア
アップⅢ 基礎演習Ⅰ

14：15-15：45 中級英語（受容） 自然科学概論Ⅱ
16：00-17：30 行政法Ⅰ（作用法） リレー講座（自治体）

○１年次末に自ら選択したコースごとに卒業に必要な「選択必修科目」が異なりますので注意してください。
○ 自分のコースの「選択必修科目」（２年次配当）の中から、３科目（12単位）以上の法政科目の単位修得
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ができる
ように履修します。

○法政科目の選択必修科目を12単位以上修得できなかった場合は、翌年以降も履修が必要です。
○法政科目は選択肢が多いので、将来の進路を意識して履修してください。

前 期 月 火 水 木 金
��8：30-10：00 刑事訴訟法Ⅰ
10：15-11：45 会社法 比較文化論Ⅰ 民法Ⅳ（債権各論） 倫理学Ⅰ
12：30-14：00 民法Ⅳ（債権各論） 芸術Ⅰ 専門演習Ⅰ 商法総則・

商行為法

14：15-15：45 刑事訴訟法Ⅰ 会社法
16：00-17：30 商法総則・

商行為法

後 期 月 火 水 木 金
��8：30-10：00 民法Ⅴ（家族法）
10：15-11：45 手形・小切手法 民事訴訟法Ⅰ 民法Ⅳ（債権各論）
12：30-14：00 民法Ⅳ（債権各論） 専門演習Ⅰ 手形・小切手法
14：15-15：45
16：00-17：30 民事訴訟法Ⅰ 民法Ⅴ（家族法）

○ 自分のコースの「選択必修科目」（３年次配当）の中から、３科目（12単位）以上の法政科目の単位修得ができる
ように履修します。

○ ２年次の法政科目の「選択必修科目」で12単位の単位修得ができていない場合は、再履修が必要です。
○ ３年次の３月から就職活動が始まるので、可能な限り３年次で必要単位は修得するよう心掛けてください。

前 期 月 火 水 木 金
��8：30-10：00
10：15-11：45
12：30-14：00
14：15-15：45 法政特別講義�

（国家賠償法・公務員法）

16：00-17：30 　 専門演習Ⅱ

後 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 　 論文作法 専門演習Ⅱ

○卒業に必要な単位数は、合計132単位以上です。
○履修をする際には、自分の成績を正確に計算し、修得単位に余裕をもって登録することが肝要です。
○ 総単位や必修・選択必修の必要単位が足りない場合は、就職先が決まっていても、卒業できませんので注意してく

ださい。

履 修時間割例

１年次

２年次

３年次

４年次



２年次生の11月に「法学検定試験ベーシック〈基礎〉コース」を
確認テストとして全員受験します。

法学検定試験の特徴
１．法学全般に関するわが国唯一の検定試験
　　�全国規模で実施され，毎年，法学部在学・出身か否かを問わず，多くの学生や社会人等がチャレンジし
ています。

２．レベル・進路にあわせコースを選択できる
　　�ベーシック〈基礎〉コース（法学の初学者が知っておくべき基礎的なレベル）は，「法学入門」「憲法」「民
法」「刑法」といった基本法についての基礎的知識・能力を測る試験ですので，日常の学習のまとめや目
安として活用できます。また、２年次でベーシックコースを受験した後は、レベルを上げてチャレンジ
できます。

　　◆スタンダード〈中級〉コース（法学を専門的に学習する者が修得すべきレベル）
　　◆アドバンスト〈上級〉コース（法学を学ぶ者が目指すべき上級レベル）
３．就職・採用試験の場で威力を発揮
　　�大学受験時の偏差値ではなく，大学で何を学んだかを客観的に証明す
るツールとして，各企業や団体等の就職・採用試験の場で威力を発揮
します。

４．試験対策
　　�TKC法学検定試験学習ツールを推奨します。スマホやパソコンでいつ
でも、どこでも学習できます。

　　https://sp.lawlibrary.jp/lgs/hrcontents/houken/demo_houken.html

　2020年４月、松山大学法学研究科は、地域社会の強い要請に応えて開設に至りました。校訓「三実」と
いう教育理念のもと、アカデミックな研究者の視点を備えた高度な法的専門能力を主体的に活用できる人材
を育成しようと考えております。地域社会の中でも、日常生活の中で法律を用いて紛争解決を行う場面、法
律を用いて新たな仕組みを創造していく場面というものは着実に増えてきています。同時に、世の中の変遷
が非常に速いため、これまで通用していたルールを用いるだけでは、適切に対処できない事態に直面するこ
とも見込まれます。
　本研究科は、このような時代の中で法律を駆使
しながら事態を主体的に打開できる人材を育成し
たいと考えております。そのために、本研究科の
カリキュラムは、法律実務の能力を磨くことだけ
でなく、現在という時代を相対化する学問的な視
点も身に着けることを目指します。

法学検定試験  

松山大学大学院法学研究科  

松山大学大学院法学研究科が
育成する５つのプロフェッショナル

Ｐro１． 公務員など歴史を踏まえて法律を作り、活用する
プロフェッショナル

Ｐro２． 金融・商取引の分野で法律を踏まえて活躍する、
地域を活性化させるプロフェッショナル

Ｐro３． 警察官など、社会安全のために活躍する、法務分
野のプロフェッショナル

Ｐro４． 司法書士、行政書士、社会保険労務士など、社会
の法化を支えるプロフェッショナル

Ｐro５． 民間企業におけるコンプライアンスのプロフェッ
ショナル

https://www.matsuyama-u.ac.jp/faculty/daigakuin-law/
https://law.matsuyama-u.ac.jp/graduate_school

１年次生から
しっかりと

目標をもってね！

卒業後、大学院で
勉強するのも、
進路の選択肢♥

松大みきゃん

松大みきゃん


