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 法学類月報の発行に寄せて 中村正人 1 

 法学類長就任のご挨拶 石田道彦 7 

 退職に寄せて 西岡晋 22 

 祝！法学類プロモーションビデオ完成！！ 伊藤健 33 

 法学類「カイチ」キャラクターデザインコンテスト 受賞作品発表！ 49 

 法学類長就任のご挨拶 合田篤子 53 

 

連載 法学類の先生 

 第 1回 平川英子 先生 2 

 第 2回 山本竜大 先生 3 

 第 3回 山崎友也 先生 4 

 第 4回 村上裕 先生 5 

 第 5回 生田省悟 先生 6 

 第 6回 丸本由美子 先生 8 

 第 7回 福本知行 先生 9 

 第 8回 東川浩二 先生 10 

 第 9回 羽賀由利子 先生 11 

 第 10回 西村茂 先生 12 

 第 11回 西岡晋 先生 13 

 第 12回 中村正人 先生 14 

 第 13回 名古道功 先生 15 

 第 14回 仲正昌樹 先生 16 

 第 15回 永江亘 先生 17 

 第 16回 永井善之 先生 18 

 第 17回 櫻井利夫 先生 19 

 第 18回 齊藤高広 先生 20 

 第 19回 合田篤子 先生 21 

 第 20回 髙秀成 先生 23 

 第 21回 木村高宏 先生 24 

 第 22回 岡田浩 先生 25 

 第 23回 大友信秀 先生 26 

 第 24号 大貝葵 先生 27 

 第 25回 長内祐樹 先生 28 



 第 26回 石田道彦 先生 29 

 第 27回 河合晃一 先生 30 

 第 28回 稲角光恵 先生 31 

 第 29回 足立英彦 先生 32 （完） 

 

連載 教員エッセイ 

 第 1回 宮本誠子 先生（法務研究科 民法） 34 

 第 2 回 「ふつうに」＋「ヤバい」＝？ 山本竜大 先生（政治コミュニケーション論） 

35 

 第 3回 批判する前に「理解」を 山崎友也 先生（憲法） 36 

 第 4回 三浦久德 先生（法務研究科 労働法・倒産法） 37 

 第 5回 イチゴ大福もいいが、トマト大福が一番好き 村上裕 先生（商法） 38 

 第 6回 景品競争の意義と限界―退職に寄せて― 齊藤高広 先生（経済法） 39 

 第 7 回 研究の軌跡を振り返る―定年退職を迎えるにあたって― 櫻井利夫 先生（西洋

法制史） 40 

 第 8回 本間学 先生（法務研究科 民事訴訟法） 41 

 第 9回 丸本由美子 先生（日本法制史） 42 

 第 10 回 『民事裁判入門（民事裁判と現代社会）講義案』 福本知行 先生（民事訴訟

法）43 

 第 11回 舟橋秀明 先生（法務研究科 民法） 44 

 第 12回 平川英子 先生（税財政法） 45 

 第 13回 「嘘とごまかしとフェイクニュース」東川浩二 先生（外国法） 46 

 第 14回 「現代と伝統が共存する町での毎日」洪淳康 先生（経済法） 47 

 第 15回 「気分転換の効用」 羽賀由利子 先生（国際私法・国際取引法） 48 

 第 16回 「転任に添えて」 永江亘 先生（商法・会社法） 50 

 第 17回 「教員生活を振返って」 名古道功 先生（労働法） 51 

 第 18回 「退職のご挨拶」 西村茂 先生（政治社会学） 52 

 第 19回 わたしのライフワーク「法教育」（ついでに金沢法友会への入会勧誘？） 野坂

佳生 先生（法務研究科・民事実務） 54 

 第 20回 「宮守坂」について 中村正人 先生（東洋法制史） 55 

 第 21回 基礎教養としての演劇 仲正昌樹 先生（政治思想史） 56 

 第 22回 山本竜大 先生（政治コミュニケーション論） 57 

 第 23回 自身を知る 長瀬貴志 先生（法務研究科・民事実務） 58 

 第 24回 新任の挨拶 本田哲也 先生 59 

 第 25回 講義について 脇田将典 先生 60 

 



Current News 最近の出来事から 

 シンポジウム「憲法 96条改正問題を考える」参加記 新保秀樹 1 

 外国法ゼミ，関西学院大学英米法ゼミと合同ゼミ 東川浩二 2 

 研究報告会「選挙と現代政治と社会との関わり：2013 年参議院選挙の事例から」 岡田

浩・山本竜大 6 

 「法教育教材コンクール」で 4年連続の受賞 鈴木健晃 7 

 「選挙に関する出前授業」 岡田浩 11 

 「社会保障法 7大学合同ゼミ」 石田道彦 12 

 平成 26年度金沢市条例企画立案研修（行政法ゼミ） 長内祐樹 13 

 「新入生履修相談会」の開催 中村柊志 19 

 独自教材による実践授業～高大連携講座より～ 福本知行 22 

 金沢大学・九州大学 国際私法合同ゼミを開催 山根拓也 23 

 知的財産法ゼミ 秋田合宿リポート 山本幸輔 23 

 仏トゥールーズ第 1キャピトル大学と研究協力協定を調印 髙秀成 24 

 裁判官による特別講演会を開催 法学類広報委員会 25 

 法学検定試験で合格率 1位獲得！ 中村正人 28 

 法学類初！「貿易実務検定」合格者が出ました！ 羽賀由利子 30 

 「警察官採用面接試験のためのセミナー」 大貝葵 31 

 社会保障法合同ゼミ合宿 山田浩平 35 

 「現代政治コンペ 2016」優秀賞受賞 岩木楓馬 37 

 法学類特別講演会開催「薬物依存からの回復～富山ダルクとかなざわ HARP の挑戦～」 

大貝葵 39 

 「貿易実務検定」B級合格者が出ました！ 羽賀由利子 41 

 刑事訴訟法ゼミ 立正大学との合同ゼミ合宿開催 松田昌之 46 

 政策過程論ゼミ 5大学合同ゼミへの参加と研究発表 竹見晃輔 50 

 民法（髙）ゼミ 立教大学との合同ディベート大会 55 

 法学類の学類章を作りました！ 57 

 「法と教育学会で報告を行いました」 金子朋矢 58 

 「立教大学との合同ゼミを終えて」 山崎友也 59 

 「法学類月報」総目次作りました 60 

 

法学類公認サークル活動報告 

 金沢法友会「岡山大学交流会プロジェクト」 佐藤輝明 1 

 地域ブランディング研究会（ちい研） 鈴木真理・松岡花苗 4 

 金沢法友会（法教育研究部会） 竹山大智 5 

 金沢大学模擬裁判会（通称：もぎさい） 川畠慶大 6 



 金沢法友会・ネゴシエーションプロジェクト（通称：ネゴプロ） 池上陽子・中澤乙見 10 

 金沢大学法律相談所（通称：法相） 高井俊樹 12 

 模擬国連北陸支部（通称：模擬国） 大島健輔 14 

 金沢法友会（消費者教育プロジェクト） 水谷優希・村田光 17 

 金沢法友会 裁判所・検察庁見学 五十嵐里奈・矢崎真衣 21 

 模擬国連北陸支部 「第 21回模擬国連会議北陸大会」を開催 美濃口裕 25 

 高齢消費者被害防止寸劇出前講座（金沢法友会） 滝川まりこ 26 

 模擬裁判会 第 6回外部公演開催 芳賀祐介 28 

 「法と教育学会」＆社会見学を企画して 福本知行 34 

 法律相談所創立 60周年にあたって 西田航 38 

 模擬裁判会外部公演 2017「桃太郎はヒーローか？」 長谷川大稀 40 

 「民事無料法律相談」の対応状況（2016年分） 41 

 金沢法友会が日本学生法教育連合会との交流会を開催 森村匠 48 

 高校生への法教育実践リポート（金沢法友会） 福本知行 51 

 「民事無料法律相談の対応状況」（2017年分） 53 

 

就職活動体験記 

 「長い就職活動の中で」 倉光晶彦 2 

 「いろんな人といろんな話を」 徳光律子 4 

 「本音を伝える」ということ 森山優衣 16 

 「好きな言葉」 西門純平 17 

 「働く大人たちから」 岩田沙織 18 

 「就活プレイボーイ」 唐嶋孝明 27 

 「主張する勇気を持とう」 川畠慶大 29 

 「人」という決め手 安川祥大郎 36 

 「パラダイムシフトを試みよう」 人脈形成の大切さ 末永大和 38 

 「続けられることを仕事に」 中山知孝 51 

 「きっかけを見つけること」 池野祥弘 52 

 

体験記 

 レーゲンスブルク大学ドイツ語サーコースに参加して 田上智也 3 

 「懸賞論文の執筆から学んだこと」 酒井陽子 9 

 「Scottish Independence――エジンバラで見たもの」 村田光・水谷優希 13 

 オルレアン大学の語学研修に参加して 勝田大貴 24 

 極東連邦大学（ウラジオストク）でのサマースクールを通して 三村侑意 36 

 



寄稿 

 「法学・政治学をより深く学ぶために」 髙秀成 8 

 「入学してからこれまでを振り返って」 山口紗季 11 

 「前期を通して学んだこと」 木下延大 22 

 法学類の学務係（法・経済学務係） 田中里実 26 

 Report from Overseas 東川浩二 27 

 第 57階みずほ学術振興財団懸賞論文コンクール（法律・学生の部）受賞 高橋昂汰 32 

 18歳選挙権に関するテレビ取材企画に参加して 森村匠 34 

 入学からの半年を振り返って 金子朋矢 35 

 国際私法・国際取引法ゼミ 九州大学との合同ゼミ開催 新谷麻姫 37 

 Edinburgh特報その 1 エジンバラ大学法律英語研修が始まりました 羽賀由利子 39 

 Edinburgh特報その 2 エジンバラ大学法律英語研修を終えて 米澤京太 40 

 入学からの半年を振り返って 中島遼一 46 

 台湾留学を経て 土屋創平 47 

 税理士ってどうなん？！ 平川英子 50 

 Edinburghだより 2018 エジンバラ大学法律英語研修（第二期）を終えて 村角愛佳 52 

 「みずほ懸賞論文」の執筆をふりかえって 米澤響 55 

 入学からの半年を振り返って 内田昇吾 58 

 ニュージーランド・ワイカト大学語学研修２０１８夏 吉澤侑里 59 

 

先輩Message 

 「勉強のすゝめ」 長瀬貴志 5 

 「縁と運のために」 疋田哲朗 15 

 常に「自分への問いかけ」を 串崎浩 42 

 複雑で生きにくい今を生きていくために 坂口辰彦 44 

 なぜ公務員を目指すのですか？ 山崎詩朗 47 

 採用担当として聞きたい話 川畠慶大 54 

 時間とお金と僕 村田光 57 

 

講義室から 

 プロジェクト科目「法実務入門」 福本知行 14 

 外国法特講「交渉学」 東川浩二 20 

 

お知らせ 

 法学類短信 1 

 研究報告会「台湾における生活妨害の民事的救済」 3 



 「金沢大学開学記念無料法律相談」について 高井俊樹 7 

 2014年度スタート！新任教員と学生生活委員の紹介 7 

 新しい法学類グッズができました 7 

 公開講座「高校生から分かる法学・政治学の諸問題」を開講 8 

 オープンキャンパス・法学類企画のご案内 9 

 法学類パンフレットをリニューアルします！ 10 

 法学類特別講演会のお知らせ 12 

 模擬裁判会 第 5回外部公演「両の手」 榊原潤 15 

 出張法律相談（加賀市・白山市）のお知らせ 渡邉真琴 16 

 法学類手ぬぐいNEWバージョン登場！ 法学類広報委員会 16 

 教員の退職について 17 

 法科大学院を志望する法学類生への支援制度新設！ 佐藤美樹 18 

 公開講座「高校生から分かる法学・政治学の諸問題」を開講 19 

 金沢大学法学部廃止のお知らせ 19 

 昇任人事 19 

 きまっし！ オープンキャンパス 2015～法学類企画のご案内～ 20 

 「法学検定試験」受験料助成制度ができました！ 21 

 金沢大学開学記念 民事無料法律相談の開催 29 

 教員人事のお知らせ 29 

 公開講座「高校生から分かる法学・政治学の諸問題」を開講 30 

 きまっし！ オープンキャンパス 2016～法学類企画のご案内～ 31 

 法学類プロモーションビデオ近日公開！ 32 

 人事のお知らせ 32 

 貿易実務検定 B級合格者輩出 39 

 教員人事のお知らせ 41 

 人事のお知らせ 41 

 公開講座「高校生から分かる法学・政治学の諸問題」を開講 42 

 キャンパスビジット＆スタディプログラム ～法学類企画のご案内～ 43 

 人間社会系事務部学生課 係再編のお知らせ 43 

 大学院（法学・政治学専攻）入試 「台湾協定校特別選抜」を実施します 足立英彦 44 

 法学類の新キャラクター「カイチ」デザイン大募集！！ 45 

 教員人事のお知らせ 46 

 法学類「カイチ」デザインコンテスト 受賞作決定！ 48 

 法学類広報グッズに「ふろしき」が仲間入り！ 53 

 教員人事のお知らせ 53 

 公開講座「高校生から分かる法学・政治学の諸問題」を開講 54 



 キャンパスビジット＆スタディプログラム ～法学類企画のご案内～ 55 

 法曹養成支援プログラムが始動しています 野坂佳生・福本知行 56 

 法学類ショートムービーコンテスト開催！ 60 

 


