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ようこそ國學院大學法学部へ！

　世の中には争いが絶えず起きています。人々が幸せになるためには法律や政治が必要です。法学
部に入ったみなさんは、人間・社会・国家がどのような争いをしてきたのか、争いをどのように解
決するのが適切なのか、争いを生じさせない制度はどうあるべきか、といったことについて考え続
けます。
　その結果、みなさんは人間や社会を広く、深く、理解することができます。また、自分とは意見
が異なる他者と議論し、論理的に相手を説得するコミュニケーション力が身につきます。
　法学部出身の人々が、法律家となるだけでなく、社会のさまざまな分野で活躍してきたのは、社
会で活躍するために必要な知識や一般的スキルを修得しやすい学問を学んだからに他なりません。
　現在、國學院大學法学部は改革を急ピッチで進めています。特に、学生さんが能動的に学びやす
いアクティブラーニング型授業をどんどん増加させています。その授業の様子をつぶさに紹介した、
本学法学部教員である中川孝博先生の著書『法学部は甦る！（上）──初年次教育の改革』も先日出
版され、大学関係者に衝撃を与えているところです。
　まだまだ改革途上ではありますが、おかげさまで、現段階においてもその成果は出てきています。
　まず就職面では、公務員になる卒業生を多数輩出しています。市役所などの職員や警察官になっ
た人、さらには国家公務員として厚生労働省、国土交通省、金融庁、宮内庁に入った人も出ました。
　一般企業への就職もご安心ください。木村誠『就職力で見抜く！沈む大学 伸びる大学』によると、
國學院大學は、就職率が上昇した大学第１位です。全国100以上存在する法学系統学部の中にお
ける就職率ランキングでは第９位となっています。　※大学通信調べ
　進学の面でも目覚ましい成果を上げています。たとえば、一橋大、中央大、早稲田大など、司法
試験合格率の高い法科大学院に毎年合格者を出しています。これらの卒業生の多くは現行カリキュ
ラムで学んだ人たちですが、その中からは司法試験に一発で合格した人も出ており、特に法律専門
職専攻第１期生はこれまでに23名中５名が最終合格しています。また、学者となることを目指し
て勉学にまい進し、たとえば一橋大の大学院修士課程に進学している卒業生もいます。
　さらに、現役３年生で合格率9.95%という難関資格試験である行政書士試験に合格した学生も
います。
　法律・政治系科目は全て渋谷キャンパスで開講しています。文化の
最先端を肌で感じながら学べるという点も國學院大學の魅力です

（キャンパス自体は静謐な環境が保たれておりますのでご安心くださ
い）。また渋谷駅からは、東京地裁、最高裁、国会議事堂など全て30
分以内に到着できます。国政の中心に簡単にアクセスできるという地
の利をぜひ活かしていただければと思います。
　このパンフレットをきっかけに、國學院大學法学部の「熱い現在」
にご注目ください。そして、多くの方々がこの知的共同体に加わり、
実力をつけて元気よく巣立っていくことを願っております。
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　國學院大學法学部facebookでは國學院
大學法学部の現在をヴィヴィッドにお伝え
しています。アクティブラーニング型授業
の動画からゼミ紹介、学内イベント、オー
プンキャンパス情報まで、様々な情報を配
信しております。ぜひご覧下さい。

　https : / /www. facebook .com/
kokugakuinlaw

・ 國 學 院 大 學 法 学 部 f a c e b o o k は 、
facebookのアカウントをお持ちでない
方も見ることができます。

・ facebookのアカウントをお持ちの方
は、國學院大學法学部facebookに「い
いね！」を押していただくことで、自動
的にご自分のfacebookに情報が送られ
てきます。どうぞご活用下さい。

國學院大學法学部 facebook 
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■法律のプロフェッショナルを目指す人ヘ ■教員と学生の距離が近い「少人数教育」

■基礎を固めた後に、
　演習・展開ヘ

　法律専門職専攻は、法律関係の専門的職業を志望す
る人のための専攻です。具体的には、裁判官・検察官・
弁護士をはじめ、司法書士・行政書士などの資格職や
裁判所書記官・事務官に加えて、国家公務員、地方公
務員、民間企業の法務職などを対象としています。

　法律専門職専攻の最大の特色は、「少人数教育」です。
教員と学生の距離が近く、教員と学生の対話を通じて
知識を深めていくなど「双方向性」を確保しやすい教
育環境が整備されています。

　法律専門職専攻は、将来これら
の専門的職業に就くことを既に希
望していて、大学においてそのた
めの勉強を集中的に進めようとし
ている人に最適の専攻です。それ
は、早い段階から「基礎からの徹
底教育」を行い、「体系的・積み
上げ型教育」を施すことによって、
応用の勉強までしつかり取り組む
ことになるからです。

自分を鍛える

法律専門職専攻

　民法は、日常生活にかかわる権利・義務を定めており、私たちにとっ
てもっとも身近な法律です。売買や貸借などの財産関係と、夫婦や親子
などの家族関係を規律し、条文は1044条まであります。冒頭の１条か
ら174条の２までが民法総則で、民法全体(主に財産関係)の共通則がお
かれています。民法総則の講義では、いわゆる「法律行為」論が中心と
なりますが、「人」「住所」「物」「条件」「期限」「期間」「時効」などの規定は、
他の法律を学ぶうえでも基本知識として重要です。１年生のときにしっ
かりと学ぶことが肝要です。

門広先生（民法）Message
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　法律専門職専攻には、法科大学院を経て法曹三者(裁判官・検察官・弁護士)を目指す人が多数在籍しています。
法曹三者はまさに法律専門職の頂点に位置する職種で、司法試験という難関を突破しないとなることはできませ
ん。法曹三者に少しでも興味のある人は是非28ページ以下の特集を読んでください。法律の知識を活かして社
会のために貢献しましよう。

■導入科目では、法律学を勉強
する上で欠かせない基礎を学び
ます。これらの科目で４年間勉
強するための基礎力をつけま
しょう。また、共通科目を受講
することで幅広い知識を身に付
けることもできます。

■基礎科目では、法律学の重要
な基本分野を学びます。卒業す
るにはそのほとんどを取らなく
てはなりませんので、きちんと
履修して、法律学の専門知識の
基本を身に付けましょう。展開
科目では、法律をめぐる新しく
て複雑な問題を学びます。

■３年生から演習科目が始まり
ます。これまで学んできた知識
を活かして、応用力(問題発見
能力・問題解決能力)を高める
ことに努めましょう。演習科目
では、判例を分析したり、法律
問題について報告したりするこ
とが求められますので、自ら学
ぶという習慣を身に付けて、「自
分を鍛えるJことが大事です。

　法律専門職専攻の１番の魅力は、少人数での授業のため、先生方との距離が近
いことです。大人数の前ではなかなか質問しづらいと思いますが、少人数での授
業が多いため、発言や質問をしやすく、分からないこともその場で聞くことがで
きます。授業外の時間も、授業で分からなかったことはもちろん、進路等の相談
についても丁寧に対応していただいています。また、公務員試験やロースクール
進学を希望している人が多いので、授業の雰囲気もとてもいいです。

法律専門職専攻４年柏木 円花 さん Student voice

１年生

導入科目 基礎科目 シチズンシップ科目 共通科目

基礎演習
刑事手続法概論
民事手続法概論

憲法Ⅰ
刑法総論
民法（総則）
民法（債権各論）

法と社会参加
法教育入門
など

比較法入門
犯罪学入門
政治学概論
など

２年生

導入科目 基礎科目 展開科目 共通科目

判例演習 憲法Ⅱ
刑法各論
民法（物権）
民法（債権総論）
民事訴訟法
会社法
行政法Ⅰ
刑事訴訟法

商取引法
知的財産法
法的思考
現代外国法事情
など

国際法の基礎
外書講読(法律)Ⅰ
行政学
など

３年生
４年生

演習科目 基礎科目 展開科目 共通科目

憲法応用演習
刑法応用演習
民法応用演習
行政法応用演習
争点研究演習
臨床法学演習
法教育演習

行政法Ⅱ 民法・親族
民法・相続
金融サービス法
など

行政法Ⅲ
刑事政策
国際組織法
労働法
国際私法
社会学
地方自治論
など

履修モデル

法律専門職専攻

●法科大学院(ロースクール)とは？



本久先生（M）　こんにちは。本日は、法律専門職専攻の２年生お
よび４年生の学生さん４名に集っていただきました。まずは、自
己紹介をお願いします。
落合さん（O）　こんにちは。４年の落合遥香です。就職先は、証
券会社に総合職として内定しています。本日は、卒業を控えた者
として、大学生活を振り返ってみたいと思います。
安川君（Y）　どうも、２年の安川友規です。まだ、進路は決って
いません。
田中君（T）　こんにちは。２年の田中亮です。特別区の公務員を
目指しています。今のところ、順調に科目をこなしています。
工藤君（K）　工藤です。進路は未定です。２年生ということもあ
り、毎日の勉強で手一杯という感じですね。
M　本日は、それぞれのお立場から存分にお願いします。それで
は、さっそく法律専門職を志望した動機から。

O　私は、まず法律をきっちりと専門的に学んでおけば、つぶし
が効くだろうということが１つ、そして、本学の専門職専攻であ
れば、講義を３年までに取り切ることができるので、資格取得に

も、公務員試験にも、民間
への就職にも有利というこ
とがもう１つです。結局、
私は、就職の途を選びまし
たが、法律専門職を専攻し
て本当に良かったなあと
思っているところです。
Y　僕は、地元の先輩から
の一言が大きかった。先輩
は、本学法律専門職専攻の
先輩でもあるんだけど、「法
律は知っておいて損はな
い。法律は自分を守る手段
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法律専門職専攻学生座談会

「専門職専攻の日常・非日常」

だ」と言ってくれた。
T　僕は、入学時から公務員志望だったので、試験のために法律
を専門的に勉強したかったことと、奨学金制度が充実しているこ
とです。
K　皆に言われてしまった。僕も法律は知っておいて損はないと
いう感じです。
M　皆さんの発言は、法律を専門的に学ぶことによって、多様な
進路が開けてくるということ、その意味で、法律専門職専攻といっ
ても、いわゆる司法職のみが念頭にあるわけではないということ
を示していると思います。

次に、入学後はどんな感じでした？
O　法律専門職専攻は、通年科目が多いので、最初は大変でした。
通年科目では、1年間の学習の成果を、後期になって論述で問わ
れるわけで、当たり前のことですが、一夜漬けというわけにはい
きません。学習も計画的にしなければならないし、失敗した場合
のダメージも大きいです。要は慣れなんですが。
Y　僕は、1年次、2年次の基礎ゼミと民法総則をきっちり履修
したお陰で、通年科目の論述もなんとかこなせるようになりまし
た。新1年生に言ってやりたいですね。ともかく「基礎をしっかり」
と。基礎がしっかりしていれば、論述で大きく外すことはありま
せん。
K　通年科目が多く、試験は論述が基本ということで、単位が取
りにくいことは間違いない。
T　確かに通年科目が多いけれども、少人数クラスが多いので、
講義が一方向でなかったことで、救われました。

M　というと？
T　少人数なので、先生は学生にガンガン当ててきます。発言を
成績で評価する先生もいます。で、分からない所があれば、ノー
トを持って行って、先生に添削してもらえるんです。僕は、たく落合 遙香 さん
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さん添削に出したなあ。
Y　学生からすると、発言
することによって、頭に
入ってくるということもあ
る。
自分の場合がそうで、授業
外で定期試験のための勉強
を別個にやるよりも、授業
中にドンドン発言して、そ
の場で頭に入れていく方法
が効果的だった。つまり、
その方が楽だということ。
K　先生が学生の顔と名前
を覚えているというのが、法律専門職専攻の良いところだと思う。
先生に気軽に分からない点を質問できる。
M　講義が双方向的になるというのは素晴しいですね。また、本
学法学部は、アクティヴラーニングの手法を積極的に取り入れて
いますが、法律専門職専攻のような専門教育で生かされているの
は、まさに理想と感じます。しかし、特に１年次、2年次は苦し
いこともあったのでは。
O　１年次、２年次は、毎日大学に通っていました。それで、一
日に３コマはあるという。世間の大学生イメージとは違うかもし
れません。
Y　僕たちは、まさに２年を終ったばかりで、苦しかったことは
否定できないけれど、法律は、最初が肝心なので。繰り返しにな
りますが、「基礎をしっかり」ということを実感しています。
T　そうそう。基礎的な法律科目を短期に集中して履修するから
こそ、体で覚えるといったら変だけれども、法律的なものの考え
方が身に付いたところもある。
M　法律専門職専攻の負担の大きさは、実は、法律の学び方にマッ
チしているということで、教員の言いたいことを先回りしてくれ
ているような。これはさらに気合を入れて授業しなければという
気になりました。

他に法律専門職の特徴はないですか？
O　先生が変わらないということがある。科目の先生がずっと同
じ先生。

Y　つまり、ある科目を落
しても、別の先生に変更す
ることはできない。逆にい
うと、教員の「傾向」みた
いなものは把握しやすい。
T　この点は、やはり先程
の繰り返しになってしま
うけれど、その先生に、ど
んどん添削をお願いする
などして、苦手意識を克服
するのが一番です。
O　私は、フェローをよく
利用しました。本学には、

フェロー制度があり、法律を専攻する都内の大学院生の方が
チューターをしてくれます。
M なるほど、教員に直に当る前に、専門のチューターに聴いて
おいた方が学生さんにとっては安心かもしれない。
では、そろそろこの座談会も御仕舞いに近づきつつあるのですが、
まずは、せっかく４年生と２年生が同席しているので、４年から
２年に何かアドヴァイスありませんか。
O 卒業を控えて思うことは、時間が予想以上にあっという間に
過ぎてしまったということです。そして、進路のことは、なるべ
く早く、例えば、１年生の頃からでもしっかりと考えておいた方
がいいでしょう。また、最初に述べました通り、単位は３年生ま
でに取り切った方がいい。そのためにも、１年生から計画性をもっ
て勉強する必要があります。
M　ありがとうございます。２年生の諸君は肝に銘じておくよう
に。それでは、本当にラストです。これから本学法律専門職専攻
を志望する受験生の皆様にメッセージをお願いします。
O　卒業間近の私からまずお伝えしたいのは、法律専門職専攻を
選んで良かったということです。民間企業に就職するのに何故と
思われるかもしれません
が、先程も申しました通り、
実は、法律専門職専攻では、
単位を集中して取り切るこ
とで、幅の広い進路選択が
可能になります。また、ど
んな学科も、マスターする
にはそれなりの努力が必要
です。私は、大人数教育だ
と授業についていけなかっ
たと思います。少人数で
きっちりと法律を学ぶこと
ができる法律専門職専攻だ
からこそ授業についてこれたんです。
Y　受験生に向けてのメッセージということであれば、いいたい
ことは一つで、「ちゃんと勉強しよう」ということに尽きます。
なぜなら、まずは大学に合格しないと何も始まらないので。
T　確かに、眼の前の課題を片付けることが先決でしょう。でも、
僕は、敢えて、受験生の皆様にいいたい。大学は通過点、就活も
通過点、見据えるべきは、その次だと。その意味で、何を自分は
目指すのかを、１年かけてでもいいので、じっくり考えてみてく
ださい。
K　大学に入れば、可能性が広がります。私は、大学に入って、
いろんな学問があることを学びました。皆とは、ちょっと違う意
見になるのか分かりませんが、大学の自由さを実感してほしいで
す。
M　本日の皆様のご発言には、教員として啓発されるところが多
く、また、受験生の皆様にも良い意味で刺激的であったと思いま
す。少人数でみっちり法律をマスターでき、意外にも、進路は幅
広いという法律専門職専攻の魅力を十分にお伝えすることができ
たのではと思います。本日は、どうもありがとうございました。

法律専門職専攻　学生座談会

安川 友規 さん

工藤　幹 さん

田中　亮 さん

３月９日金曜日10:00より、２号館法廷教室にて
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　法律専門職専攻は少人数のクラスということも
あり、授業には緊張感があって気の抜けない日々
でした。大学で初めて本格的に学んだ法律の科目
は、難しいものばかりでしたが、授業中に生じた
疑問などについて友人に相談したり、先生に質問
をしに行ったりすることで理解を深めることがで
きたように思います。法律専門職専攻特有ともい
える、少人数ゆえの先生と学生との距離の近さが、
とても有難かったです。履修科目が多く、大変な
時期もありましたが、志の高い友人や、親身になっ
て一緒に考えてくれる先生方に恵まれ、なんとか
４年間を終えることができました。皆さんも、ぜ
ひ法律専門職専攻で学んでみてください。

　専門職専攻における学生生活は、ほぼ法律と触
れあっていたという印象です。
　日常生活において、法律を知っているか否かは、
重要な差を生じると思います。自分や身近な人が
紛争に巻き込まれたときには、ここで培った知識
がきっと役にたつでしょう。
　法律専門職専攻では１、２年次にみっちり基礎
固めをし、３年次以降にその基礎を発展させてい
くカリキュラムとなっています。教科書だけでは
理解しきれない、より実用的な知識を身に付けら
れる環境がここには整っていると思います。

法律専門職専攻
卒業生からのメッセージ

奥
お く

平
ひ ら

 隼
は や

人
と

  さん

笠
か さ

井
い

 将
ま さ

宏
ひ ろ

  さん

若
わ か

林
ばやし

 秀
ひ で

亮
あ き

  さん

就職先

就職先

就職先

日本年金機構

中野区役所

東京地方裁判所（裁判所職員）

春
か す

日
が

 真
ま

奈
な

美
み

  さん
進学先
一橋大学法科大学院

森
も り

田
た

 大
ひ ろ

樹
き

  さん
就職先
スターツコーポレーション
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法律専門職専攻　卒業生からのメッセージ

　私は大学に入る前から法律に興味があり、法律
科目を重点的に学修したいと思いこの専攻に進み
ました。この専攻で一番良かった感じたことは、
少人数制です。そのため先生方との距離が近く疑
問に思ったことはすぐに質問でき、学生同士でも
勉強会をしたり試験に関する情報交換をして法科
大学院入試に臨むことができました。
　この専攻は易しくはないかもしれませんが、そ
れだけやりがいがあり、学年が上がるごとに自分
の実力がついてくることを実感することができま
す。勉強する環境が整っているのでとてもオスス
メです！

　法律専門職のカリキュラムは他学科に比較する
とかなり厳しいです。特に２年次までの必修科目
が多く、他学科の人を羨ましくを感じたり、また
ついていくことに不安を感じたりすることもあり
ました。しかし、近い距離から、理解するまで丁
寧に教えてくださる先生方や、仲間意識の強い友
人達に支えられ、何とか乗り越えることができま
した。
　専門職専攻では、より専門性のある深い学びが
できます。法律専門職やロースクールを目指す方
は勿論、法律に興味を持ったばかりの方にとって
も、学ぶための良い環境となると思います。 

　法律専門職専攻は、大変なこともたくさんあ
りますが、その分やりがいや充実感を味わえる
専攻だと思います。法律科目の予習や復習は、
一つ一つがしんどく感じるかもしれませんが、
終わってみるとどれも取り組んで良かったと思
うものばかりです。4年間でいろいろな経験を
することができ、互いに切磋琢磨できる貴重な
友だちを作ることもできました。改めて、この
専攻を選んで良かったと思っています。より法
律と深く関われるこの専攻の良さを感じなが
ら、たくさんのことを学び、充実した大学生活
を送ってください。全ては自分次第です。

　法律専門職専攻は、名前の通り法律科目に力
を入れている専攻なので、1、2年生の授業は
とても大変です。しかし少人数で先生との距離
が近いため、わからないことがあれば友人や先
生に質問しやすく、勉強しやすい環境でした。
また、必修科目が1、2年に集中しているため、
3年生からは自分の進路に合わせた学生生活を
送ることが出来ます。そのため私も早い時期か
ら公務員試験の勉強に取り組むことが出来、無
事に第1志望に合格することが出来ました。皆
さんもたくさん遊んで、たくさん勉強して、悔
いの無い学生生活を送って下さい。

　法律専門職専攻は、少人数教育と双方向性の
ある講義を特徴とする専攻です。
　ただ講義を聞くだけではなく、講義中に先生と
やり取りをしたり、あるいは学生同士で議論した
りといった形で講義が進んでいきます。
　そのため、講義を有意義なものにするにあたっ
て多くの予習や復習が求められ、また課題も多く
出されることになります。
　私も正直大変だと思ったことはありましたが、
この専攻で培った力は公務員試験受験に非常に
役立ちました。
　あなたもこの法律専門職専攻で、司法試験や
公務員試験などに繋がる法学の力をつけません
か。

　私は入学前から法律に興味があり、せっかくな
らしっかり学びたいと思い、法律専門職専攻へと
進学しました。１・２年次は必修科目の多さに何
度も挫けそうになりましたが、法律専門職専攻は
少人数制で、生徒と教授の距離が近く、分からな
いところは何度も質問をし、友人と励まし合いな
がら何とか乗り越えることができました。そのお
かげで、３・４年次の応用演習では、今まで習っ
た知識を活かし、互いに意見を発表し合うことで、
相手の考えを理解し、また、自分の考えをしっか
りと伝える力が身に付きました。
　皆さんも是非、法律専門職専攻で、高い志を持っ
た仲間たちと共に、夢を勝ち取ってください。高

た か

橋
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ゆ

衣
い

  さん
就職先
三菱東京UFJ銀行

山
や ま

口
ぐ ち
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や
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  さん
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な が
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や ま

 結
ゆ い
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な

  さん

進学先

就職先

早稲田大学法科大学院

システム情報
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■幅広い選択肢から見つけ出す
　法律専攻は、まだはっきりした将来の志望はないが
法律や政治を学びながら将来の方向性を見つけたい
人、「自分で自分を試したい」と考えている人に適し
た専攻です。
　法律や政治は対象の広い学問ですし、法学部を卒業
した後の進路も民間企業への就職、公務員・教員、資
格試験受験、大学院進学などさまざまです。
　そこで、國學院大學法学部では、そのような人のた
めに法律専攻を用意しました。カリキュラムも「自分
を試す、自分で試す」ことができるように設計されて

　法律専攻では自分の将来の進路・目標について考えてもらうために１年次に「キャリア・プランニング」を受講
します。ここでは、「働くこと」に関心を持った上で、どのような企業があるか？自分の得意分野・苦手分野は何か？
他者と協力して働くことができるか？自分を表現できるか？就職に必要な基礎知識・応用能力はあるか？といった
内容を学んでいきます。自分にあった仕事を見つけることは、これからの人生を有意義に過ごすためにも重要です。
そのための土台をしっかり築き上げていきます。 

　「公共政策」とは、行政によって行われるさまざまな活動全般をさします。例えば、社会保障、道路など
の社会資本整備、犯罪者の取締り・処罰、青少年に対する教育、地域文化の保護・発展などです。
　このコースでは、公共政策に関連する法律を学びます。１〜２年生で憲法・民法・刑法といった土台とな
る法律科目を学び、その後は自分の志向に応じて専門科目群を自由に選択し、専門性を高めます。例えば、
警察官になりたい学生の場合は、３年生以降、刑事訴訟法・刑事政策・少年法などの科目を履修します。

　企業が利益を求めて活動を行っていく際に関わる法律を中心に学習します。企業に就職してビジネスマン・
ビジネスウーマンとして活躍するためには、企業や企業活動に関する法律知識は必須です。取引先と契約を
結ぶ際の内容、会社から解雇・配置転換・減俸などを言い渡されたときの対応など、企業に就職した際に知っ
ておくべき法律はたくさんあります。現代のビジネス社会で自己実現をはかっていくためにもビジネスに関
わる法を学ぶことは有意義です。

　法というルールは、社会においてトラブルを解決したり、トラブルが生じないように様々な利益を調整す
るという形で機能します。そして法は、主に国会における政治的な議論を通じて作られ、一人ひとりの国民
は、国会などにおける自分たちの代表者を選挙という政治制度を通じて選んでいます。このコースでは、法、
政治または社会の現状を把握し、それらのあり方や機能を歴史的な、またはグローバルな観点から分析し、
さらにその分析の結果から社会にある問題を発見・解決する能力を涵養します。

自分を試す、自分で試す

法 律 専 攻

●「キャリア・プランニング」

います。
　たとえば、１年生は全員、大学で学ぶことの意義と
将来の目標について考えるための「キャリア・プラン
ニング」という科目を履修します。また、「公共政策
と法」「ビジネスと法」「政治と法の基礎」の３つのコー
スが設置され、それぞれ履修モデルが用意されていま
す。コースごとに設定された特徴的な科目群の中か
ら—定数の科目を修得すれば、それ以外の科目の履修
については基本的に学生の選択に委ねられているとい
う、科目選択の自由度や柔軟性が非常に高い専攻です。

■３つのコース （2017年４月現在）

公共政策と法
コース

ビジネスと法
コース

政治と法の
基礎コース

※2018年度からコースが変更される可能性があります。詳しくはHPにてお知らせいたします。
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　國學院大學の法律専攻の魅力は、「法学の考え方を身につけながら、自分の探求
したいものを見つけ出せる」ところにあると感じています。法学部は、法律を丸暗
記するのではなく、法律的な考え方を身につけるところです。講義ではしばしば教
授から意見を求められ、「なぜそう考えるのか」と問われることもありますが、最
初は自分の考えを組み立てることに、とても苦労しました。しかし、１・２年次に

「基礎演習」で細やかに答案を採点して頂き、分からない所は「フェロー」に通い
繰り返し質問をすることで、考え方を成長させ、意見を主張する方法を身につける
ことができました。自身の意見を持てるようになった後は、法学は何倍も楽しくな
ります。そのおかげで私は昨年「行政書士」の取得に挑戦し、無事合格することが
できました。私がここまで法学に夢中になれたのは、「自分の意見を持てるよう成
長できる」國學院大学法学部の環境があってこそだと思います。

法律専攻４年降矢 悠司 さん Student voice

履修モデル （2017年４月現在）

法律専攻

　「行政法1/2A/2B」や「演習」を担当しています。行政法は、行政
がかかわるさまざまな法を横断的かつ体系的に扱う法分野であり、難解
であるという声をよく耳にします。そこで、講義では、身近で想像しや
すい例（まちづくり、建築行政、食品衛生行政、廃棄物処理行政など）を
共通事例として取り上げ、これらに共通する法原理・理論・制度などを
浮かび上がらせて行政法の理解を進められるように心がけています。
　環境行政法をテーマとする「演習」では、ゼミ生自らが現行法や判例・
学説とその問題点・解決策などを調べてまとめ、文章や口頭で発表し、
ゼミ生全員で議論を進めていきます。他大学との合同ゼミ合宿や現地調
査を達して、これらの学習を進めることもあります。「演習」では、ゼ
ミ生一人一人か主役となることが求められるのです。

川合 敏樹 准教授 （行政法・環境法）Message

１年生

公共政策と法コース ビジネスと法コース 政治と法の基礎コース

法と社会参加、政治と社会参加、行政と市民生活、法教育入門　キャリア・プランニング

基礎演習　憲法Ⅰ　民法・総則　民法・債権各論　裁判法Ａ　裁判法Ｂ
比較法入門　犯罪学入門　政治学概論　国際政治入門　など

政治学概論　国際政治入門
政治哲学入門　比較政治入門
地域研究入門　比較法入門
犯罪学入門　憲法Ⅰなど

２年生
憲法Ⅱ　行政法Ⅰ　刑法総論
刑法各論　民法・物権
民法・債権総論　会社法　刑事訴訟法
国際法の基礎　判例演習　など

会社法　憲法Ⅱ
民法・物権　民法・債権総論
判例演習　外書講読(法律)Ⅰ　など

政治学　行政学　国際政治
日本政治思想史　西洋政治思想史
日本外交史　アジア政治史
日本の政治　国際法の基礎　など

３年生
４年生

行政法Ⅱ　行政法Ⅲ　少年法
民法・親族　民法・相続
民事訴訟法　税法　労働法
社会保障法　刑事政策
法制史　地方自治論
演習　臨床法学演習
法教育演習　地域研究演習　など

商取引法　金融サービス法
商事決済法　企業法務
民事訴訟法　倒産法
不動産登記法　環境法
経済法　消費者法　労働法
国際私法　国際経済取引法
演習　臨床法学演習　など

比較政治　地方自治論　社会学
地域研究　選挙論　NPO論
福祉国家論　政治文化論
ジェンダー論　環境政治学
平和研究　法哲学　外国法
法制史　法社会学
演習　地域研究演習　など
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法律専攻学生座談会

「私たちのゼミを紹介します」

　法律専攻では３年生になると「演習（ゼミ）」を受講できる
ようになります。ゼミは専門的な知識をより深く学ぶために
はお勧めです。でも、ゼミでは何をどのように学ぶのでしょ
う？今日は３人の先輩に、それぞれのゼミの様子を語ってい
ただきましょう。

佐古田先生（Ｓ）　こんにちは。今日はよろしくお願いします。
ではまず自己紹介をお願いします。
野間さん（N）　中川ゼミ４年の野間あり葉です。ゼミでは
刑事訴訟法を勉強しています。昨年のゼミでは再審制度の証
拠開示について研究し、論文を書きました。
栗原さん（Ｋ）　大江ゼミ４年の栗原彩圭です。模擬裁判を
通して民法や民事訴訟法を学ぶゼミに所属しています。
津田さん（T）　川合ゼミ４年の津田星奈です。ゼミでは討
論をしながら行政法について理解を深めています。
Ｓ　それでは早速ですが、皆さんはどんな理由で今のゼミを
選んだのですか？また、ゼミはどんな様子ですか？
Ｎ　きっかけは裁判法Ａの授業です。裁判法Ａは通常の座学

ではなく、グループワー
クを中心とした授業だっ
たのですが、その授業が
面白く、また先生の人柄
に惹かれ、その後も中川
先生の授業をとりまし
た。そして刑事訴訟法、
刑事訴訟法Ⅱを勉強する
うちにもっと深く勉強し
たいと思い、中川ゼミに
入りました。
Ｓ　入ってみてどうでし
たか？

Ｎ　めちゃくちゃハードなゼミです。法学会主催の懸賞論文
に応募することになっているので、1年間かけて論文を作成
するのですが、論文作成もさることながら、中川ゼミは本当
に先輩が優秀な人たちばかりで、ゼミで報告したときの先輩
からの指摘や批判が半端ではないんです。結果を出さないと
認められないゼミです。
Ｓ　なぜそんなハードなゼミに入ったのですか？
Ｎ　４年間の大学生活を終えたときに、ただ法学部を卒業し
ましたではなく、何を残したかったからです。ひとつの専門
分野を深めて、自分はこの分野で負けないというものを作り
たかった。それで力のつくゼミに入りたいと考えました。
Ｔ　偉い。ちゃんと先まで考えて敢えて大変な道を選んだのね。
Ｎ　ゼミでは、報告の1週間前にレジュメを配布して、聞く
方も１週間かけて準備をします。そして報告当日にはぎっし
り批判や質問が書き込まれたレジュメを返されるのです。「こ
こどういう意味？」とか、「もっと文献挙げて」とか。ゼミ
の時間に報告者はそれに一つ一つ答えていかなければなりま
せん。そうやって皆のフィードバックを受けて、研究を深め
ていくので、ゼミは厳しいけど、とても実力がつきます。
Ｓ　その分、他の人のテーマについても勉強しなければいけ
ないのですね。
Ｎ　皆に指摘してもらうから、自分も指摘せざるを得ず、他
の人のテーマについても勉強してからゼミに臨むので、必然
的に皆のテーマに詳しくなれます。
Ｓ　栗原さんはいかがですか？
Ｋ　幼い頃に認知症の祖母が訪問販売で必要もない布団を買
う契約をしてしまったのですが、自分が何もできなかったこ
とが悔しくて、知識を身につけたいと思い、法学部に入りま
した。それで自然と、民法や消費者法などに興味を持ち、法
的なトラブルの解決方法を学びたいと思い、模擬裁判のゼミ
に入りました。野間  あり葉さん
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　ゼミでは、前期はまず
シナリオ作りをします。
私のグループは、ネコを
売った後にネコが病気に
かかっていたことが発覚
したという事件につき、
シナリオを作りました。
そして後期は法廷教室
で、実際に民事の模擬裁
判を行います。ゼミ生が
原告、被告、弁護士、裁
判官などの役割を演じま
す。原告が訴状を作成し
て訴えを提起した後、口
頭弁論や弁論準備手続、証人尋問等が行われ、最後は裁判官
が判決を下します。私は被告役でした。
Ｓ　実演するのは楽しそうですね。ちなみに、勝訴できまし
たか？
Ｋ　勝ちました（笑）。法律構成もうまくいきましたし、証
拠が不十分な事件だったので、証人尋問での裁判官の心証が
決め手となったのだと思います。
Ｓ　津田さんはいかがですか？
Ｔ　私は１年生の時に総合講座で川合先生の水俣病について
の講義を受け、とても印象的で興味深かったので、それをきっ
かけに行政法１の授業をとったら、行政法が意外と身近な問
題だということに気がついたんです。例えば、日本には銃刀
法があるけれど海外からサーベルをお土産に持ち帰ることが
できるかとか、住宅地に突然高層マンションを建てることが
できるかとか。そこでさらに関心が高まって、ゼミに入りま
した。ゼミでは、まず報告担当者が、事件の概要、判例、学
説を調べて報告し、自分の意見を発表します。その報告をも
とにゼミ生全員で討論します。ゼミ生から出た質問は基本的
に報告者が答えることになっていますが、ゼミ生で解決でき
ない問題は、先生がとてもわかりやすく解説して下さいます。
時に、議論が白熱して、時間を忘れて討論することもありま
した。
Ｎ　ふたりとも身近な問題から、ゼミを選んだのですね。
Ｔ　実際、友達が、高層マンション建設の住民説明会がある
と聞いて行ってみたらしいんです。後からこれって何か意味
があるのと聞かれて、日照や水道水に影響が出る可能性があ
ることや類似の事件の判例など、ゼミで勉強したことを話し
てあげたりしました。知識がなければ反対したくても反対で
きませんから、しっかり学ぶことは重要だと感じました。
Ｓ　ゼミでは合宿などもあるのですか？
Ｎ　中川ゼミは勉強合宿です。毎年法科大学院に進む人もい
ますから、実力をつけるための合宿です。
Ｔ　川合ゼミはモンゴリアンビレッジでゲルに泊まりまし
た。そこまで行く途中も川遊びや魚釣りをしたり、バーベ
キューをしたりしました。親睦が目的でしたが、夏にその合
宿があったからお互いにより親しくなれて、後期は勉強でわ
からないことがあれば、先輩にも気軽に質問できる雰囲気が

できました。合宿のお陰で皆、勉強に対する意識が高まりま
した。
Ｓ　ゼミでどんな能力が養われましたか。
Ｔ　行政法・環境法の知識を得られただけでなく、討論をす
るので、自分の意見をしっかり準備して発言する、そして他
の人の意見を聴いて吸収し、そこに柔軟に答えていくという
力がついたと思います。ゼミに入る前は、色々なことを聞か
れても深く考えず、なんとなくいいんじゃないかとしか思っ
ていませんでしたが、ゼミに入ってからは、きちんと理由を
積み上げて答えを出すことが日常生活でも癖になりました。
自分の意見を出しつつも、周りの意見も聞く柔軟さも身につ
いたと思います。
Ｋ　自分が紛争にかかわったときに、どういう行動をとるべ
きなのかを学ぶことができました。紛争を解決するための知
識は、同時に紛争を防止するための知識でもあります。何事
も、先を見通して綿密に備えておくことが必要だと感じてい
ます。
Ｎ　ゼミでは資料の集め方、論文の書き方、人の書いたもの
について指摘・批判する力など、多くのことを学びましたが、
一番大きいのは、ひとつの分野についてスペシャリストにな
れるということです。私は再審について研究しましたが、再
審については誰にも負けないというくらい一生懸命やってき
たという自負があります。１年かけて論文を書くことで、内
容の深さを追い求めることができました。
Ｓ　それでは最後に、高校生へのメッセージをお願いします。
Ｔ　國學院大學法学部法律専攻では、１、２年生のうちに様々
な法律科目を自由に選択することができます。たくさんの選
択肢、様々なチャンスがあるので、その中で自分が突き詰め
て勉強したい、ここにすごく興味があるということがきっと
できてくると思います。そこをぜひ3，4年のゼミで深めて
下さい。そのことが、就職や進学など、将来につながってい
くと思います。國學院にはたくさんのゼミがあり、学ぶ環境
も整っています。どの道を選ぶにせよ、応援してくれる大学
だと思います。
Ｎ　知識豊富で優秀な教授がたくさんいるので、自分が知識
を得たいと思ったときに100％返してくれる環境が國學院
にはあります。自分が知りたいことに絶対答えてくれる先生
がいます。私はそうでした。学生の知的好奇心を満たしてく
れることは國學院の大き
な魅力だと思います。
Ｋ　私はこの大学で、自
分が頑張ったことは、誰
かしら見ていてくれると
感じています。努力して
いる人を必ず見てくれて
いて、陰の努力が評価さ
れていることを感じま
す。高校生の皆さんにも
ぜひお勧めします。

法律専攻　学生座談会

栗原  彩圭 さん

津田  星奈 さん
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　私が所属した行政法ゼミでは、最新の判例につ
いて検討・討議を行いました。ゼミでは、知識を
修得するのみならず、先生や他のゼミ生の意見に
対し、自分の意見を適切な根拠を示して論理的に
主張していくことが要求されます。そこで培った
能力は、就職活動の面接や集団討論等で発揮する
ことができました。ゼミや授業に真剣に取り組ん
で良かったと思っています。
　法学部は計画的に単位を取得していけば３年次
で卒業要件を満たすことができるため、就職活動
は単位の心配なく行うことができました。大学４
年間は長いようであっという間です。興味を持っ
たことに挑戦してぜひ充実した４年間を過ごして
ください。

　法律専攻は３つのコースから自分にあったコー
スを選択して履修を組むので、在学中から将来像
を深く考えることができます。コースごとに定め
られた一定の科目を履修すれば他の科目の履修が
可能で、知識の幅を広げられます。私は公共政策
と法コースを選択しながらビジネスや国際関係の
法律科目を履修することで多くの知識を身につけ
ることができました。勉学以外では所属する男子
バスケットボール部で多くの部員と日々上を目指
して練習を行い、体育連合会所属部会として胸を
張ることができる活動を行いました。
　大学での４年間は自分を大きく変えることがで
きる大きなチャンスです。将来何をやりたいか目
標を定め、チャレンジ精神をもって、有意義で楽
しい大学生活をお過ごしください。

法律専攻
卒業生からのメッセージ

大
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さ

  さん
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あ ら

木
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ね

  さん

橋
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  さん

就職先

就職先

就職先

アディーレ法律事務所

みずほフィナンシャルグループ

埼玉県庁

齊
さ い

藤
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ゆ う

人
と

  さん
就職先
皇宮警察本部

泉
いずみ

　宣
の ぶ

明
あ き

  さん
就職先
東京国税局
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法律専攻　卒業生からのメッセージ

　大学では、法律を始め、歴史、経済、政治、経
営、会計を中心に学ばせていただきました。その
中で、自分が勤める監査法人という存在を知りま
したし、他には資格勉強や仕事、プライベート（！）
でも國學院での学びが活きていると感じます。
　例えば、皆さんは買い物をした時に、それが壊
れていたらどうしますか？当然、返品あるいは直
してもらいますよね。でも、それが法律という文
脈において、当然に導かれる結論でしょうか？ま
た、その商品を売った相手が外国企業だったらど
うでしょう。当然に日本の法律が適用されるで
しょうか？答えは國學院大學で！

　私は選択の幅が広い法律専攻で様々な科目を学
びました。そこで私は"家族法"という分野に出会
い、自分を大きく成長させることができました。
知識を深めるため、家族法ゼミに所属し、主に民
法改正案作りに取り組みました。ゼミでは様々な
意見があり、他の人を説得する難しさを実感しま
したが、仲間と協力してひとつのことをやりきっ
た時の達成感は格別です。ゼミでは多くのことを
学びましたが、就職活動には欠かすことのできな
い「相手に分かりやすく自分の考えを伝える力」
を養うことができました。皆さんにも法学部で素
敵な出会いがありますように祈っております。

　法律は私たちの生活にとってとても身近なも
のであるにも関わらず、中学や高校ではほとん
ど学ぶ機会がなく、もっと専門的に学びたいと
思い法学部へ進学しました。大学ではディベー
ト形式の授業が多いため、法律の知識はもちろ
ん、そのような授業を通じて自主性や人との繋
がりを培うことができたと感じています。また、
法学部に入って法律の難解さ、法律を学ぶこと
の難しさを感じ、以前の私のような法律を詳し
く知らない人々の手助けが少しでもできればと
思い、法律事務所への就職を決めました。みな
さんも法学部で自分の将来に繋がる実りある４
年間を過ごしていただけたらと思います。

　私が法学部を選んだ理由は、私たちの生活や
行動の規範となっている法律について深く知り
たいと考えたからです。授業を通して様々な法
律に触れたことで、世間で起きているできごと
をより明確に理解できるようになりました。ま
た、私は民事訴訟法のゼミに所属し、他大学と
のディベートを主な活動として行っていまし
た。その活動を通し、社会人になって活かせる
自主性・積極性を身につけられたと思います。
大学では、新たな知識や、多くの人との出会い
があります。皆さんも出会いを活かし、充実し
た大学生活をお過ごしください。

　法律を学ぶことは法律を知ることだけではな
く、法律を通して現代社会の基盤や問題点につ
いて知ることにつながります。私は法学部に入
学し、様々なスタイルの講義や先生に刺激を受
け、自分の視野が広がりました。その中でも現
代社会の課題に、近い立場で取り組みたいと思
い、公務員を目指しました。もちろん公務員の
試験勉強は楽ではありません。しかし、國學院
大學には学力試験や面接、マナーまでもサポー
トしていただける環境が揃っています。私も最
後まで支えていただき、内定を一緒に喜んでく
れる先生もできました。ぜひ皆さんも國學院大
學で新しいご自分と出会って下さい。

　私は法学部で４年間を過ごし、「考える力」を
身に付けました。専門的な法律を学ぶ際、講義を
受動的に聞くだけでは、自分の本当の知識にはな
りません。常に頭の中で自分の考えを持ち、図書
館にある資料や判例などを活用しながら知識を深
めていくことが大切で、このことを意識すること
で法律を学ぶ面白さに気がつきました。
　３年次からはゼミに所属し少年法の研究を行い
ました。自分でテーマを設定し、１年をかけて１
つの論文を執筆します。考えがまとまらず、行き
詰まることもありましたが、先生の指導や他のゼ
ミ生との議論をもとに論文を完成させることがで
きました。ぜひ皆さんも法学部で学ぶ楽しさを実
感してください。

臼
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大
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  さん
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川崎市立西中原中学校（教諭）
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西
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雄
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堀
ほ り

口
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 美
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  さん

就職先

就職先

あずさ監査法人

三菱東京ＵＦＪ銀行



　政治専攻は、「政治を勉強したい」という明確な目
標を持った人のための専攻です。本学の政治専攻の特
色を３つ挙げるとすれば、「歴史」・「現場」・「討論」と
いうことになります。

14

■「歴史」を知る

■「現場」を見る

■「討論」で磨く

　まずは「歴史」ですが、現代の政治を理解するにも、
歴史的な視点から分析することが重要です。日本政治
史・西洋政治史・国際関係史などの歴史系科目は特に
１・２年次に受講することになります。

　次に「現場」です。政治を理解するには、「政治の
現場」を知ることも大切です。そのためにインターン
シップやフィールドワークの形で体験してもらう科目
を設けておりますし、オムニバス・セミナーなどで「現
場」で活動する人たちの話を聞くこともできます。

　最後は「討論」です。政治というものは他者との討
論で展開してゆくものです。そのために、政治専攻で
は１年生全員が基礎演習A・Bを学びます。また、２
年生以降は演習を2つまで履修できるようにしていま
す。さらに、「討論」の教育を充実させるために、政
治専攻は「少人数の学生と多人数の専任教員」で教育
を行います。

自分で動く、自分で論じる

政 治 専 攻

　政治学は捉えどころのない学問です。それは人間の考えることや行動、感情に捉えどこ
ろがないことの反映と見ることもできますが、そこに何ともいえない面白さがあります。
政治学を学ぶ意義の一つは、社会、そして人間に対する多面的な見方を身につけることだ
といえるでしょう（それは社会における問題解決のための手がかり・技法ともなります）。
　しかし、多面的な見方というものは、そうしようと思ったからといって、すぐにできる
ものではありません。さまざまな国や地域の実情を知り、先人たちの知的格闘に触れ、歴
史の重みを理解する、あるいは現場での体験などを通じて、初めて視野（地平）が少し広がったと実感できるはずです。
政治専攻では、そのような機会をたくさん用意しています。多様な意見に触れ、議論を戦わせる、あるいは一つの問題
についてとことん考え抜く、大学時代ならでは学びの場を、一緒につくっていきましょう。

藤嶋　亮 准教授 （比較政治）Message

■２つのコース

　将来的に政治家やジヤーナリスト、NPO職員といっ
た形で直接政治と関わりを持ちたいという人向けのコー
スです。「歴史」などの基礎知識を得た上で、「現場」の
経験を生かし、培った「討論」の能力を活用してくださ
い。特に「政治インターンシップ」が重要です。

　政治の現場よりも理論を深く学
びたいという人向けのコースで
す。進路としては、政治家に限ら
ず、一般企業や公務員・教員とし
て働くことも想定されています。

分析と応用
コース

理論と歴史
コース
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　「夏休みに新しいことに挑戦してみたい！」という思いから、一年次に政治インター
ンシップに参加しました。インターンシップを通じて、地方議員はほぼ休みもなく地
域のために働く、とても大変な仕事だということを実感しました。また、多くの人と
交わるなかで社会人としてのマナーも学ぶことができ、貴重な社会経験となりました。
　政治専攻は一学年50人程度であることから、学生の顔を覚えやすいと同時に先生
たちとの距離が近いことが最大の利点です。分からないことがあれば、すぐに授業後
や、研究室で先生に確認することができます。特に私の所属する行政学のゼミでは、
先生から直接いろんなお話を聞くことができるほか、実地調査や学生同士で議論する
なかで、自分の考えとは違った考えを吸収し、新たな発見につなげることができます。
　政治専攻は、意欲次第でどこまでも成長することができるところだと思います。

政治専攻３年今田 あき さん Student voice

１年生

分析と応用コース 理論と歴史コース
シチズンシップ科目　法と社会参加　政治と社会参加　行政と市民生活など    
キャリア科目　キャリア・プランニング    
入 門 科 目　国際政治入門　政治哲学入門　比較政治入門　政治学概論    
基 礎 科 目　現代社会論　現代の政治　基礎演習Ａ・Ｂ    
展 開 科 目　＜実　習＞政治インターンシップ(長期・短期)　フィールドワーク    
　　　　　　 ＜歴史系＞日本政治史　西洋政治史　20世紀の政治　国際関係史
専攻関連科目　＜法律系＞憲法Ⅰ
　　　　　　 ＜経済系＞経済理論入門　社会保障の基礎

２年生

基 礎 科 目　政治学 
演 習 科 目　演習Ⅰ

展 開 科 目　オムニバス・セミナー
 　 ＜分析系＞メディア論　社会運動論　政治家論
 　 ＜理論系＞日本の政治　国際政治　行政学
 　 ＜歴史系＞日本外交史　アジア政治史
専攻関連科目　＜法律系＞憲法Ⅱ　行政法Ⅰ　国家と国際法
　　　　　　 ＜経済系＞ミクロ経済学　マクロ経済学

展 開 科 目　オムニバス･セミナー
　　　　　　 ＜理論系＞日本の政治　国際政治　行政学
　　　　　　 　　　　　日本政治思想史　西洋政治思想史
　　　　　　 ＜歴史系＞日本外交史　アジア政治史
専攻関連科目　＜法律系＞憲法Ⅱ　行政法Ⅰ　国家と国際法
　　　　　　 ＜経済系＞ミクロ経済学　マクロ経済学

３年生
４年生

演 習 科 目　演習Ⅱ

展 開 科 目　＜実　習＞スタディー・ペーパー
　　　　　　 ＜分析系＞政策過程論　選挙論　ＮＰＯ論
　　　　　　　　　　　 ジェンダー論　環境政治学　平和研究
　　　　　　　　　　　  地域研究演習
　　　　　　 ＜理論系＞地方自治論　政治哲学　社会学
　　　　　　　　　　　 比較政治
専攻関連科目　＜法律系＞行政法Ⅱ　国際紛争処理法
　　　　　　　　　　　 国際人権・人道法
　　　　　　 ＜経済系＞公共部門と財政　など

　　　　　　 ＜実　習＞スタディー・ペーパー
　　　　　　 ＜理論系＞地方自治論　政治哲学　社会学
　　　　　　 　　　　　比較政治
　　　　　　 ＜分析系＞福祉国家論　政治文化論
　　　　　　 　　　　　政治心理学　政治変動論
　　　　　　 　　　　　地域研究　地域研究演習
専攻関連科目　＜法律系＞行政法Ⅱ　個人と国際法
　　　　　　　　　　　 国際人権・人道法
　　　　　　＜経済系＞少子高齢化社会と社会保障　など

履修モデル

政治専攻

　政治専攻では展開科目の一つとして「政治インターンシップ(長期・短期)」が開講されています。政治事務所・
官公庁・マスコミ・NPO等、政治と行政に関係するインターンシップ先で実習を行い、レポートを執筆すると単
位が認定されます。実習時間は「長期」については160時間、「短期」については80時間となります。政治や行政
の現場を知る貴重な機会ですので、積極的に参加しましよう。

●政治インターンシップとは？
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政治専攻学生座談会

「少人数から生まれる親密感」

宮下先生（Ｙ）　座談会ですので、政治専攻について自由に語ってくださ
い。
蓮見さん（Ｈ）　えっ、なにから話せばいいんですか？「こんにちは！」
からですか？
Ｙ　あのね！（笑）・・・。じゃ、まず入った時の印象から。

政治専攻に入学してみて
Ｈ　まず、少人数だなっていう印象かな。
森本さん（M）　クラス単位の講義があって、高校と変わらないんだなっ
て思った。
飯島さん（Ｉ）　印象？なんだろ、なんだろ？
Ｈ　演習？しょっぱなからあったよね！
Ｉ　うん、基礎演習。
Ｈ　１年生の時がさ、めっちゃ密度濃かった気がする。他では１年生の
時はゆるいのに。だいたい３年生くらいが山でしょ？
Ｉ　そうだよね。でもうちの場合、そのあと自由に学べる。自分の興味
で勉強してくださいって感じ。
Ｍ　うんうん。
Ｈ　楽しようと思えばできるし。
M　「楽する」？これ録ってるんだよ、録ってるよ！

Ｉ・Ｈ　はははは！
Ｙ　「ポジティブに話し
て」って言ったでしょ！
Ｈ　あ〜、ボロが出る〜！

（笑）
Ｉ　でもそのあと、いろい
ろやりたいことと両立がし
やすいと思う。自由度高く
なるから。
M　それにレジュメ作るの
とかも、１年のキソエンで
やっておいたから、ゼミに
入って苦労しなかったり。
Ｈ　あ、やり方教わったも
んね、「こういうふうにや
るんですよ」って。

Ｉ　そうそう。
Ｈ　それで２年でゼミですぐ実践、みたいな。
Ｉ　２年からゼミが始まるっていうのもいいよね。他では３・４年で
しょ？しかも他では・・
M　全員ゼミに入れないんでしょ？うちは全員入れるっていうのがいい
よねー。
Ｈ　学生の数に対して、先生の数も多いから、「好きな先生選べる」み
たいな。
Ｉ　自分に合う先生、絶対いるじゃん、なんか研究分野とか・・
M　先生も、フレンドリーっていうか、話しやすい。
Ｉ　それはめっちゃあるわ。
Ｈ　でも知られすぎて怖かったわ。あんまり関わっていないのに、あっ
ちから・・『ぺこり』！
M　顔と名前が・・一致している！
Ｉ　人数が少ないから、情報共有している・・・法学部のfacebookで見
たんだけど、政治専攻の会議で・・ありますよね？
Ｙ　あるある。
Ｉ　基礎演習で、「この学生はこう」って、一人一人・・
Ｈ　ええっー！
Ｙ　学期の終わりごとに、政治専攻の先生のスタッフ会議を開いて、だ
から前期の終わりには「基礎演習Ａ」を担当した４人の先生が、担当し
た学生一人ひとりについて「こんな学生です」という簡単なコメントを
書いて、スタッフ全体で共有するの。そして後期の終わりには「基礎演
習Ｂ」の担当教員４人が同じように・・
Ｉ　すごいな、そのシステムは。
M　見られている・・

「ゼミはお風呂場で決めた」？
Ｙ　じゃ、次はゼミの話で。
Ｈ　ゼミは、最終的にはお風呂場で決めました。
Ｉ　なにそれ！？しかもこれ、録られてるよ・・
M　カットでしょ！それとも小見出し？
Ｙ　それいいかも！
M・Ｉ・Ｈ　あははは！ヤバい！
Ｙ　それはともかく、ゼミ始まってみたら、どうだった？
Ｈ　ぎびしかった・・・すごく。でも飲み会が・・森本 優希 さん
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Ｙ　あの、いきなり「飲み
会」じゃなくて、ゼミの内
容の話を・・（苦笑）
M・Ｉ　あははは。
Ｈ　茢田ゼミでは、毎回質
問なり発言なりしなきゃい
けなくて、その内容もいい
加減だと、めちゃくちゃ
突っ込まれるので、かなり
鍛えられる。
Ｉ　それはいいよねー。う
ちの藤嶋ゼミはそう厳しく
ない。
M　宮下ゼミは自然体でい
られるゼミで、意見は言う
んだけど、その場で考えた

ことを自然に言えばよくって、政治に詳しい人もあまりそうでない人も
受け入れてくれる感じ。
Ｉ　へえー。
M　あと、うちのゼミは他のゼミと合同で飲み会やるんだけど、ゼミの
枠を超えて仲がいいのがいいなって思う。

政治インターンシップ
Ｙ　じゃあ次に、政治インターンシップについては？うちの政治専攻は、

「現場を見よう」って主義なんですけど、やってみてどうでした？
Ｉ　私は、正直に言うと、「早く何かしたい」、「何かしなきゃ」という
気持ちで、國學院の政治専攻の環境を最大限に生かして「早く何かやろ
う」と思って参加しました。入学して最初の政治専攻ガイダンスで「こ
ういう制度があります」って聞いて、「行くわ！」って。
で議員さんのところでインターンやったんだけど、その議員さんとつな
がりのある人の選挙に応援で関わって、その人当選したんだけど、自分
が関わった人が「政治家」になるのが見れたのが「現場に関われた」気
がした。
そういうことがあって、私、インターンシップを紹介するNPOのスタッ
フになったんだもん。
M　そういう「先駆者」が周りにいたから、私もやってみようと思った
んだ。
Ｈ　私は衆議院議員のところに行ったんだけど、やっぱりつながりのあ
る区議会議員さんの活動も手伝ったし、ちょうど参議院議員選挙もあっ
て、国会での活動も見れたし、地元での選挙活動も経験できた。
でも地元活動でポスター貼らせてもらったりもしたけど、日本って・・
あ、こんな大それたこと言っちゃっていいのかな・・政治について冷淡
だし、厳しい。政治に関わることが、なんか変な人だと思われちゃう。
M　政治家の印象って、めっちゃ変わるよね。マスコミは、悪い印象を
取り上げるけど。
Ｉ　足で稼ぐっていうか・・・
Ｈ　休日なんてないしね。
Ｉ　マスコミも、特に地方議員って取り上げないじゃん！すごいそれっ
て、やってほしいなって思う。
Ｈ　あと、そこで学んだ「社会人マナー」ってあるよね。いろいろ。
Ｉ　なんかさー、普通だったら、親と先生以外の大人と関わらないじゃ
ん。その中で完全な第三者目線で自分のことを見てくれる。それは貴重
だなって思う。就活を目の前にして・・・

政治専攻のつながり
Ｙ　ところで飯島さんって、4月に新入生に「学生によるガイダンス」
やってくれてたでしょ。学生が自分たちで新入生にガイダンスやるって、
他じゃ絶対・・

Ｈ・M　ないよね！
Ｉ　ほんとに、それは・・・政治専攻では、後輩が先輩を見かけたら、「あ、
○○さん！」って声をかけてくる、そういう循環ができてて、そこに先
生もいて、先生見ても、「あっ政治の先生だ」って１年生の時からわか
るし、だから「こんにちは」とかいうし、・・・
M　だから一体感あるよね。
Ｈ　１クラスだしね！
Ｙ　すごいと思ったのは、学生によるガイダンスも、一番最初の年だけ
教員が声をかけて始まったんだけど、そのあとは自然に学生の間で受け
継がれていって。
Ｉ　そう、先輩からメールきて、「飯島、幹事やらない？」って。そし
てそこからまた私が「協力してほしい」って同期や後輩に言った時に、
みんな応えてくれるのがすごいなって思いますね。「じゃ、俺は○○係
やるよ」とか。
Ｙ　はじめに全体の説明やって、そのあと新入生を何人かのグループに
分けてそこに先輩が一人ずつ付いて質問に答えたりする、それを自分た
ちで考えたってすごいなと思ったんだけど。
Ｈ　ありがたかったよね。あの時はまだなんもわからない状態だから。
高校まではさ、授業は組まれている状態だったからさ。
M　そう、どの講義をとったらいいかわかんない。どうやって時間割を
組めばいいか。
Ｉ　入った時の、履修の組み方がわからないって気持ちがわかるから、
すごい加担したくなっちゃうんだよね、後輩の「わからない」っていう
気持ちに。

Ｉ　で、私本当に政治選考入ってよかった。
Ｈ　唐突！（笑）
Ｉ　いろんなことやらせてもらえたし。
M　私は・・途中で政治に興味なくなる時期もじつはあったけど、勉強
することとは別に、雰囲気とかが他と違っていいから講義には出てて・・
でも、講義出てると、やっぱりそのうち、「あ、政治のことわかってき
てる！」みたいになって。
Ｉ　マジ政治専攻でよかった。ホントに思う。
M　うん、よかった。

最後に・・・
Ｙ　だいたい語り尽くしてもらえましたかね？まだ言い足りないこと、
あります？
Ｈ　う〜ん、なんだろ？「政治専攻はいいぞ！」かな。
Ｉ　留学行った時も、周りから何を勉強しているかすごい聞かれて、た
またまアメリカ大統領選の時だったからっていうのもあるんですけど現
地の学生からいろいろ聞かれて、少人数で勉強してきたから「自分が学
んできたのはこれだ」って
いうのがはっきり言えまし
たね。
他の日本人学生たちは自分
の学問のこと言えなかった
けど。
自分のやってきたことと絡
めていろいろ言えたり、逆
に聞けたりできたのは、
やっぱり政治専攻入ってよ
かったなって思いましたね。
M　じゃあ「いい専攻だ」っ
ていうことでまとめて・・
Ｙ　これでもういいです
か？それでは、今日はあり
がとうこざいました。

政治専攻　学生座談会

蓮見 真鈴 さん

飯島 奈保子 さん
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　「政治」と聞いてみなさんどのようなことを思
い浮かべますか。私は入学当初、政治は自分とは
かけ離れた世界で凄く偉い人たちが行っているも
ののような気がしていました。しかしこの政治専
攻で学んでいく中で、政治とは実はとても身近な
もので、私たちの生活に密接に関わっているとい
うことに気が付くことができました。
　政治専攻は頑張る人に手を差し伸べてくれる先
生方が沢山います。周りには様々な分野で活躍し、
刺激を与えてくれる友人たちがいます。そして、
自分の学びたいことに挑戦できる環境が整ってい
ます。私は政治専攻でとても濃く充実した４年間
を過ごすことができました。皆さんもこれだと思
えるものを見つけて充実した学生生活を送ってく
ださい。

　政治専攻には、たくさんの魅力があります。一
つ目は「人」です。他の専攻と比べて少人数であ
るため、クラスの仲が深まります。それだけでは
なく、先輩や後輩といった縦のつながりも多いの
でたくさんの人と交流をもつことができます。二
つ目は「チャレンジできる環境」です。ゼミナー
ルに２年次から所属することで、早くから専門分
野の研究を進めることができるほか、インターン
シップの機会が設けられており、政治の現場を肌
で感じることができます。政治専攻で過ごした４
年間は、毎日が刺激的でした。
　大学生活において求められるものは「主体性」
です。失敗を恐れず、多くのことに果敢にチャレ
ンジすることで新たな道を切り開いていってくだ
さい。

政治専攻
卒業生からのメッセージ
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就職先

小平市役所
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住友生命保険相互会社
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就職先
三井住友銀行(総合職リテールコース)
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政治専攻　卒業生からのメッセージ

　政治専攻は他専攻と比べて少人数であるため同
期との交流が深く、コミニュケーションが取りや
すい事が特徴です。また教授と学生との距離が近
いためユニークな授業が多く、柔軟な思考力を身
に付ける事が出来ました。
　授業の他にも政治インターンシップやフィール
ドワーク等、様々な実践プログラムが用意されて
いて、実際の政治の現場を経験する事で視野が広
がり、物事を多角的に捉える事が出来るようにな
ります。
　２年次から所属するゼミでは自分の興味のある
分野を深く追求できるので、将来像が描きやすく
なり、就活において非常に役立ちます。
　皆さんも貴重な経験ができる政治専攻にぜひ入
学して、素晴らしい同期と共に充実した４年間を
過ごして下さい。

　大学生活は一言で言うと「自由」です。４年
間の過ごし方に正解はないと思いますが、この
自由な時間を自分の成長のために使ってみては
いかがですか？
　私は政治家の下で１年間インターンシップを
してきました。応援会や選挙の手伝いを通して
実際に政治の現場を体験することができ、今の
政治の現状や課題について自分の言葉で語れる
ようになりました。
　政治専攻には政治を学ぶ環境があります。政
治インターンシップやゼミ・政治関連の授業な
どが充実しているだけではなく、そこに集まっ
てくる学生たちの個性的で多彩な価値観に触れ、
お互いの意見を交換する場があります。
　政治を学びたい皆さん！刺激的な環境の下で
仲間たちと学生生活を過ごし、更なる高みを目
指してみませんか！！

　大学は楽しみだけど不安も大きい、という方は
多いのではないでしょうか。私も４年前はそうで
した。レポートなんて書けるだろうか、難しい本
とか読めるのかな等、不安だらけでした。しかし、
政治専攻では１年次に必修で、その後の大学生
活に欠かせないレポートの書き方、発表の仕方等
を学ぶ"基礎演習"を履修したうえで、２年次から
のゼミに臨むというカリキュラムが組まれてお
り、早期に不安を払拭することができました。
　政治専攻には、困った時はしっかりサポートし
てくれる環境があります。勉強で躓いた時はもち
ろん、履修コースに悩んだ時、就活で悩んだ時も、
先生方には何度も相談に乗ってもらいました。今
はまだ不安な方も、ぜひ政治専攻で素敵な大学
生活を送ってください。

　私は元々、公務員志望だったので法学部を選
びました。法学部の中で、政治専攻を選んだ理
由は正直覚えていません。
　一言で「政治」といっても、政治学には「政
治史」や「比較政治」など様々な種類がありま
す。そんな中、政治専攻には数多くのゼミがあ
るので、自分の好きな分野を選んで学ぶことが
できます。また、政治専攻は少人数制というこ
ともあり、ゼミは教授や先輩、後輩との距離感
が近い傾向にあります。個人的には、國學院大
學(政治専攻)＝ゼミ　という印象があります。
そのくらい私の中では大きな存在でした。
　最後に、大学生活では何に重きを置くのかは
人それぞれです。色々なことに挑戦して、たく
さん失敗をして、自分に合っているものを見つ
けてください。

樺
か ば
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や ま

　匠
たくみ

  さん
就職先
株式会社JTB関東
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■卒業後の進路
　法学部生の卒業後の進路には、大きく分けると就職
と進学の二つがあります。一口に「就職」といっても、
①民間企業への就職、②官公庁・独立行政法人への就
職(公務員)、③資格を取って実務に就く、といった色々
なパターンがあります。また、進学については、特に
法科大学院を志望する学生が多数ですが、研究の大学

院（大学院法学研究科または法学政治学研究科）に進む
学生も見られます。
　いずれにしろ、４年間の学生生活の間にしっかり準
備しておかないと夢を掴むのは難しくなります。先輩
方のアドバイスを参考にして、卒業後の進路について
も考えてみましょう。

　将来の進路で最も多いのは民間企業への就職です。民間企業への就職活動（いわゆる就
活）の場合、特に人気企業には希望者が殺到しますし、そもそも多様な業種から自分にあっ
た職場を選ぶのも大変です。しかし、そのような状況でも頑張って内定を勝ち取った先輩
からアドバイスをもらいましょう。

民間企業に
就職する

　司法書士、行政書士、不動産鑑定士、社会保険労務士などの資格を得る道もあります。
資格取得で
自己実現を図る

　大学４年間だけでなく、もっと法律や政治を勉強したい、そんな求道者には大学院(法
学研究科)がお勧めです。
　大学院の勉強は学部の勉強とどう違うのでしょうか？また、どのような能力が求められ
るのでしょうか？本学の法学研究科で学ぶ大学院生に聞いてみましょう。

大学院進学で
「もっと勉強する」

　安定した職種であるため、官公庁への就職は根強い人気を誇っています。しかし、「公
務員」とはどのような職業なのでしょうか？そして、どのようなやりがいを感じることが
できるのでしょう？また、内定を勝ち取るためにはどのような対策が必要なのでしょう
か？各方面で活躍する先輩に聞いてみましょう。

公務員として
働く

　法曹三者（裁判官・検察官・弁護士）は法学部生にとってあこがれの職業です。しかし、
そのために、法科大学院に進学して法律をさらに究めた上で、司法試験に合格しなければ
なりません。この厳しくも有意義な道を進み始めた先輩からアドバイスをもらいましょう。

法科大学院進学で
法曹三者に

就職活動

公務員試験受験

資格試験受験

法科大学院進学

大学院進学

國學院大學
法学部

国家公務員、地方公務員、裁判所事務官、
検察事務官、警察官、消防士など

民間企業に就職

司法書士、行政書士、不動産鑑定士など

弁護士、裁判官、検察官

研究者など

将来：卒業した後を考えよう！
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■キャリアサポート−就職活動支援
　就職活動を行う際には、しっかり準備した上で臨む
ことがきわめて重要です。就職活動が短期化している
ことから、大学に入学したらすぐに就職を意識してお
く必要があります。國學院大學では、みなさんの希望
する進路を実現するために、様々な就職活動支援を企

画しています。下記の表にあるように、ガイダンスや
業界セミナー、卒業生や内定者との懇談会、大学内で
の会社説明会の開催など、就職活動を力強くサポート
していますので、入学後は是非気軽に参加してみてく
ださい。

民間企業に就職する

■主なセミナー・ガイダンスの例
講　　　座　　　名 内　　　　　　容

就活スタートガイダンス 就職活動の流れ、ポイントの説明。就職ナビサイトの登録。
インターンシップガイダンス インターンシップの参加方法。選考の対策。
リクルートスタイル＆マナーガイダンス 就職活動や社会で求められる身だしなみやビジネスマナーについての講座。
SPI対策講座 就職活動における筆記試験対策講座。
業界研究セミナー 各業界のリーディングカンパニーを学内に招いて行われる業界説明会。
模擬面接トレーニング 企業の採用担当者による模擬面接指導。
学内合同企業説明会 本学学生にお勧めしたい優良企業を学内に招いて行われる、企業説明会。
OB・OG訪問アドバイス会 大手優良企業・官公庁に勤務している卒業生を学内に招いて行われる、アドバイス会。
内定者アドバイス会 大手優良企業・官公庁に内定した4年生によるアドバイス会。

　國學院大學では、早期から自分自身の進路と向き合い主体的な学生生活を送るため、正
課授業やインターンシップ関連企画などを通じて、１年生の時からキャリア支援を行って
います。
　希望進路決定時期である３年生からは本格的な就職活動に向け、実践的なガイダンス・
講座を開催し、企業、公務員、教職に分け、履歴書の書き方から自己分析、業界研究、面
接指導会などきめ細やかな指導をしています。
　また、単に内定を得るためだけの支援ではなく、自身の人生を充実させるための学生生
活・就職活動となるようなサポートをしています。

キャリアサポート課　職員紹介　広瀬 健一 さんMessage

建設業・設備業・機械製造業… 鹿島建設　大成建設　東急建設　関電工　積水ハウス　大和ハウス工業　日本電気　富士通

化学工業・その他……………… パナソニック　セガホールディングス　タカラスタンダード　TOTO　岡村製作所　サッポロビール　
ニチレイフーズ　日本食研ホールディングス　大塚製薬　協和発酵キリン　塩野義製薬　久光製薬

印刷・マスコミ………………… 産業経済新聞社　静岡新聞社　テレビ朝日　静岡朝日テレビ　第一法規
小売……………………………… そごう・西武　東急ストア　セブン-イレブン・ジャパン　ローソン　三省堂書店　ニトリ
不動産業………………………… 住友林業　三井不動産リアルティ　三菱UFJ不動産販売　みずほ不動産販売　東急リバブル

銀行・証券等…………………… みずほ銀行　三井住友銀行　三菱東京UFJ銀行　りそなホールディングス　野村證券　大和証券　みずほ証券
SMBC日興証券　ゆうちょ銀行

生保・損保・その他…………… 日本生命保険　第一生命保険　住友生命保険　明治安田生命保険　かんぽ生命保険　
あいおいニッセイ同和損害保険　三井住友海上火災保険

運輸・通信・旅行・観光業…… JTB首都圏　日本通運　日本郵便　東日本旅客鉄道　東京地下鉄　エイチ・アイ・エス　日本航空　
全日本空輸　ＮＴＴドコモ　KDDI

サービス………………………… セコム　リクルートキャリア　綜合警備保障　マイナビ　帝国データバンク

●法学部卒業生の主な就職先 (一般企業過去５年間)

卒業後の進路

■就職活動サポートツール
企業大研究 本学独自取材で、各業界のリーディングカンパニーを紹介し、企業研究をサポートする冊子。
就活体験記 4年生や卒業生の就職活動情報を集めた冊子。先輩の就職活動を参考にして、早めの準備をしましょう。



　大学生になると「就職活動」という最大の難関が待って
います。しかし、しっかりと準備をすれば、この難関を乗
り切るのはそう大変ではありません。航空業界への就職を
果たした先輩にアドバイスを聞いてみましょう。

Q　こんにちは。全日本空輸会社（ANA）への就職、おめ
でとうございます。

山崎さん（以下、Y）　有難うございます。ANAは私にとっ
て第一志望の会社でしたので、ANAに就職できたことを
大変嬉しく思っております。

Q　なぜ航空業界を志望されたのですか。

Y　私は小さい頃に、家族旅行で飛行機に乗る機会が幾度
かありました。その時、いつも機内で客室乗務員の方が、
大変親切にして下さったことを今でも鮮明に覚えていま
す。そのため幼少期から航空業界に憧れていましたが、あ
くまでも漠然としたものでした。國學院大學進学後、ゼミ、
サークル及びアルバイトを経験していくにつれ、相手の立
場に立って考え、喜んでもらうことが好きであるという
サービス精神は、客室乗務員で生かせるのではないかと気
づき、挑戦したいと考え志望しました。
　
Q 内定を取るまでには色々と苦労したこともあったので
はないでしょうか。

Y　就活当初、私は学内面接で「印象がない」と言われ、
自分には他人に誇れるものが無いのではないかととても悩
みました。しかし、就活が進むにつれて自分と真摯に向き
合うことで、自分らしさを再発見することができました。
また、各種業界の説明会や選考を通じて、普段お会いする
ことができない方々から色々なアドバイスをいただけたこ
とも自信に繋がりました。更に、家族や友人からの支えも
力となり、私にとって大変有意義な経験となりました。

山崎  莉奈　さん
國學院大學法学部2016年卒業

（法律専攻）
就職先：全日本空輸株式会社（ANA）

Q　就活をしていくうえでどのようなことを心がけていま
したか。

Y　まず、最初に心がけたことは、自分の目で見て感じた
ことを大切にするということです。就活中は様々な情報が
インターネットや口コミで入ってきます。確かにこうした
情報を入手することも重要なのですが、反面、振り回され
てしまう場合もあります。次に心がけたことは、自己分析
と企業分析です。自己分析については、私は特に「自分の
軸」、つまり自分にとって譲れない価値観を定めることに
しました。例えば、社風が自分に合っているか、やりがい
を感じることができるか、仕事を通じて自己成長できるか、
ということです。企業分析については、志望した企業の「企
業理念」を必ず最初に確認することで、その会社が何を目
指しているのかということを調査して企業分析をおこない
ました。

Q　就活をするにあたって法学部の授業は何か役に立ちま
したか。

Y　法学部は法律、つまり社会のルールを学ぶところです。
憲法、民法、刑法、会社法そのすべてが私達の生活に根づ
いています。私は航空業界だけではなく、他の業界もみて
いたのですが、どの企業についても通ずるものがあります。
私のように大学に入る時は、社会に出て何がしたいのか
はっきり決まっていなくても、在学中にきっとやりたいこ
とが見つかるのではないかと思います。
　私は刑法のゼミに所属していたのですが、自分が何を正
しいと思えるのかを考え、そしてそれを他人に伝える力が
養われたと思っています。前にも触れましたが、このこと
は「自分の軸」を定めるという点でも大変役立ちました。

Q　最後に今後の抱負と高校生へのメッセージをお願いします。

Y　これからは、一社会人として責任と誇りを持ち、日々
自己研鑽を積んでいきたいと思います。
　高校生の皆さんに私から唯一メッセージを送るとした
ら、「挑戦」する気持ちを大切にしてほしいということです。
私と共に、これからの未来へと羽ばたいていきましょう。

社会人として羽ばたこう
―「就活」のススメ

［対談］
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続いて、アパレル業界に就職した先輩の話も聞いてみましょう。

Ｑ　イッセイミヤケへの就職、おめでとうございます。
Ｈ　ありがとうございます。

Ｑ　大学生活４年間を振り返ってみて、いかがでしたか。
Ｈ　色々あった４年間でした。自分は最初、法律専門職専攻に
入学したんです。入学前は、大学では友達を作って和気あいあ
いと日々過ごすものと思っていたのですが、入ってみたら、法
律の勉強は難しいし、にもかかわらず専門職だけあって皆、積
極的に勉強に打ち込んでいるし。自分にはついて行けないと感
じて、悩んだ挙げ句、２年から法律専攻に転専攻しました。

Ｑ　そうだったのですね。転専攻してどうでしたか？
Ｈ　それがまた、途中から法律専攻に入ったため友達もできず、
勉強もよくわからないままで、２年次は悶々としながらひとり
で過ごしていました。それで講義の空き時間や放課後に、よく
大学の近くの代官山、青山、表参道、原宿などに足を運び、最
先端のカルチャーやファッションに触れました。そしてひとり
で過ごす中で、もっと他人とコミュニケーションをとらなけれ
ばと思い、アパレル業界でアルバイトを始めることにしました。

Ｑ　そのアルバイトをしてみて、いかがでしたか。
Ｈ　実にたくさんのことを学びました。特に大きかったのは、
日本がこれから大きく国際化していくことを肌身で感じたとい
うことです。そこで語学の勉強にも力を入れてTOEICにチャ
レンジしました。また、皆で協力し合って目標を達成すること
や、人とのつながりの大切さも学びました。

Ｑ　それはいい経験でしたね。ところで、その後、大学の勉強
の方はどうなったのでしょうか。
Ｈ　３年からゼミが始まったのですが、ゼミに入ったことが大
学生活のターニングポイントになりました。自分の入った行政
法ゼミは優秀な人が多くて、とても刺激を受けました。皆、しっ
かり判例を読み込んできて、きちんと自分の見解をまとめてく
るのです。自分も、先生の指導を受けたり、先輩や友人の報告

星加　久宜　さん
國學院大學法学部2017年卒業

（法律専攻）
就職先：イッセイミヤケ

を聞いているうちに、だんだん法律の勉強の仕方がわかってき
ました。そして他の講義を受ける際も、同じように勉強すれば
いいことがわかったんです。そうしたら行政法のみならず、国
際法などにも興味がわいてきました。先生にサポートしていた
だき、困難を乗り越えること、諦めずに頑張ることを学ぶこと
ができたと思っています。

Ｑ　そして就職活動が始まって、最初からアパレル業界を考え
ていたのですか。
Ｈ　いえ、最初はアパレルを物流で支えたいと思い、物流業界
を目指しました。でも第１志望の会社に最終面接で落ちてし
まったんです。ショックでしたが、それでも大学生活で困難を
乗り越えて這い上がることを学んだ経験から、それならば本当
に好きなファッションを仕事にしようと思い直し、比較的時期
の遅かったアパレル業界に志望を切り替えました。そして、ア
パレルで第１志望だったイッセイミヤケから内定をいただきま
した。

Ｑ　なぜイッセイミヤケだったのですか。
Ｈ　それまでアルバイトの経験で、多くの外国人のお客様に対
応してきましたが、せっかく来ていただいた海外のお客様には、
他国の商品ではなく、誇るべき日本のブランドを紹介したいと
思ったのです。イッセイミヤケは日本の伝統文化を活かしたデ
ザインを手がけるブランドです。國學院大學では共通教育科目
で美術史の授業があったのですが、そこで学んだことも就職活
動の面接で活かすことができました。

Ｑ　大学時代の様々な経験が結実して、内定へとつながったの
ですね。それでは最後に、高校生へのメッセージをお願いします。
Ｈ　國學院には面白い講義や素晴らしい先生が多くいます。ゼ
ミの先生や経験豊富な先輩方からたくさんの良いアドバイスを
受け、自分の就職活動や人生で使える術をこの國學院で見つけ
てください。そして学内だけにとどまらず、学外でも、自分の
興味のある分野について思う存分掘り下げてみてください。 大
学時代の自分だけの時間を有意義に過ごして、自分が何に興味
があり、どのようなキャリアパスを築いて行くかを考えてほし
いと思います。

文化の最先端・
渋谷で自分を発見

［対談］
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　法学部生の間では「公務員」は根強い人気を誇って
います。ただ、一口に「公務員」と言っても様々な職
種があります。例えば、国の機関で働く場合は「国家
公務員」、地方自治体で働く場合は「地方公務員」と
区別されますし、また、仕事の内容に応じて、総合職・
一般職（事務職）、地方上級・中級といった違いがあり
ます。その他、警察官や国税専門官、裁判所事務官と
いった特別の職種もあります。

　それぞれの職種ごとに異なる採用試験が実施されて
いますので、自分の希望に即した対策を採る必要があ
ります。いずれの職種でも、公務員に採用されるため
には、難関な筆記試験を突破した上で人物評価試験（面
接・集団討論・小論文等）を受けなければいけません。
夢をかなえるためには、試験対策を早めに始めること
が必要です。

公務員をめざす

■公務員試験対策・資格試験対策
　國學院大學では、公務員試験や資格試験を目指す学
生のために、特別に対策講座を実施しています(下の
表を参照)。試験で高得点をとるためには、基礎知識
を十分理解した上で、細かい知識を暗記したり、過去
間の傾向を分析したり、模擬試験を受験したりする必

要があります。法学部の授業だけでは、これらのテク
ニックを十分に身につけることは大変ですので、國學
院大學では、合格実績の高い予備校と提携して、通常
の価格よりも割安な価格で対策講座を受講できるよう
にしています。

１〜２年生を対象とした基礎力養成講座です。公務員試験の重要科目である憲法・民法・
数的処理・経済学を基礎から学びます。この講座で基礎力を身に付けて、３年次から本格
的な学習に移っていきましょう。

公務員基礎講座

警察官・消防官試験に備えた対策を実施します。
各種演習や公開模試、面接対策・時事対策なども含まれます。

公務員試験
國學院本科生

（警察官・消防官）

国家公務員事務職、地方上級、市役所職員などの公務員を目指す人向けの講座です。憲法・
民法・行政法といった法律科目のほか、経済学・政治学や一般知識に加えて、模擬試験時
事対策・面接対策なども含まれます。

公務員試験
國學院本科生

行政書士試験に短期集中で合格したい人のための対策講座です。法律系科目だけでなく、
一般知識問題についても対策を行います。

行政書士
速習本科生

公務員試験スケジュール

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ４年生 ４年生
４-５月 ６-７月 ８-９月

基礎知識の学習

出願・筆記試験

人物評価試験

試験対策（対策講座・過去問）

卒業後の進路



　公務員、特に国の中央省庁（いわゆる「霞が関」）の総合職は
法学部生にとって憧れの職業でもあります。しかし、そのため
には難関な試験を突破しなければなりません。その難関を突破
した先輩OGの貴重な体験談を聞いてみましょう。

Q　こんにちは。国土交通省への就職、おめでとうございます。
今どのようなお気持ちですか？

五十嵐君（以下、I）　ありがとうございます。国土交通省に合
格するとは正直なところ思っていませんでしたので、とてもう
れしいです。他方で、私が配属される関東運輸局は国民の生活
にも影響する仕事をしている部局なので、今から心を引き締め
ています。

Q　国交省はニュース等で比較的よく見聞きする省庁ですね。
五十嵐君が配属される国交省の関東運輸局は具体的にどのよう
な仕事をしているのでしょうか？ 

I　国土交通省は、国土の利用・開発・保全、社会資本の整備、
交通、観光、気象、海上保安の各業務を担っています。とりわ
け関東運輸局では、関東地方における交通、観光政策を行って
います。

Q　最近だと、大型観光バスが道路脇に転落して多数の死傷者
が出た事故に関して運航会社が許可を取り消されたという
ニュースがありましたが、許可を取り消したのが関東運輸局で
したね。なぜ志望したのですか？

I　新聞で少子高齢化の話題を目にしたときに、このまま人口
が減少し続けると経済力が衰退して次世代の負担が大きくなる
ことを知りました。そして、今の日本の経済力を維持、発展さ
せるためにはどうすれば良いかを自分なりに考えました。その
結果、比較的短時間で効果が望める観光政策が有効ではないか
と考え、その分野に携わりたいと考えたからです。
　また、国の機関で働きたいと考えたのは、自治体の垣根を越
えて観光政策に取り組むことにより、関東の定番化しつつある
観光地に対して新たな提案を行い、地元の方しか知らないよう

五十嵐  拓哉　さん
國學院大學法学部2016年卒業

（法律専門職専攻）
就職先：国土交通省

な今まで隠れていた名所等を積極的に勧めることで、関東一円
に観光客を呼び込みたいと考えたからです。

Q　なるほど。国全体の公益にかかわるような仕事をしたいと
考えていたということですね。でも、国家公務員になるのは大
変ですよね。どのような勉強をしましたか？

I　筆記試験には教養科目と専門科目があり、限られた時間の
中で多くの科目を勉強しなければなりません。対策としては頻
繁に出題される科目から勉強していきました。重要だと思うの
は数的処理と法律系科目です。特に法律系科目は、短期間での
勉強では身につきにくいですが、私は法律専門職専攻で国家一
般職よりも深いレベルの内容を学んでいたので、過去問を解く
以外に新たに対策をせずに済みました。このときは本当に大学
で法律の勉強をしておいて良かったと思いました。具体的な勉
強の方法としては、過去問を解きました。本試験では過去問の
類似問題が数多く出題されるので、過去問が概ね解ければ筆記
試験は通過できると実感しました。
　筆記試験と比べると軽視しがちですが、面接試験の対策も重
要です。私は、自己分析や文章力を向上させるためにキャリア
デザインという授業を履修したり、大学などで模擬面接を何度
も受けたりしました。ここでは苦しいときもありましたが、め
げずにやり切ったことが合格に繋がったと思います。また、業
務説明会に参加するなど、足で情報を稼ぐことも大切だと思い
ます。

Q　五十嵐君は大学でも成績優秀者に何回か選ばれていて、と
ても熱心に勉強していましたね。今回の合格はその賜物だと思
います。それでは、今後の抱負を聞かせてください。

I　交通、観光政策は国民生活になくてはならないものだと思
います。そのため、これらの政策を行う中で様々な困難に当た
ることもあると思います。しかし、運輸局の職員として安心、
安全、快適に利用できる交通、観光振興を実現するという使命
を忘れずに職務にあたり、国民の皆様から信頼される運輸・観
光行政を目指して全力で頑張ります。

Q　これからも活躍されることを期待しています。がんばって
ください。

中央省庁（霞が関）を
目指そう！

［対談］
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　地方公務員。法学部の学生の中でも「なりたい」と思う人の
多い職業です。どんな心構えで臨むと結果が出るのか、合格者
が語ってくれました。

Ｑ　松戸市役所への就職決定、おめでとうございます。
Ｔ　ありがとうございます。

Ｑ　ところで、いつ頃、どんな理由で地方公務員を目指すよう
になったのですか？
Ｔ　大学２年生になった時、サークルの先輩が就職活動をする
姿を見て、将来のことを考えるようになりました。多くの人の
役に立つ公共性のある仕事がしたいと思い、住民に近いところ
で働く地方公務員を目指すことにしました。

Ｑ　何かきっかけがあったのですか。
Ｔ　はい。私はもともと自分の住む地域に興味があり、ゴミ拾
いのボランティア活動をしていて、そこで街がきれいになる嬉
しさや楽しさを実感していました。また、松戸には市民ボラン
ティアの手によって花が育てられている公園があります。公園
を整備することで街が美しくなり、それによって住んでいる人
が街に愛着を感じたり、公園を訪れる人が増えたり、さらに街
のイメージが良くなって移り住む人が多くなれば、街が活性化
します。そんな風に地域のために働きたい、住民の方々と一緒
になって住みやすい街作りをしていきたいと思うようになりま
した。

Ｑ　なるほど。熱い思いがあったのですね。ところで公務員試
験は難関だといわれていますが、どのように取り組んでいたの
ですか？
Ｔ　大学2年の夏休みから予備校に通いはじめ、それ以外に毎
日2時間以上は必ず公務員試験の勉強をし、1問でも多く問題
を解くことを心がけました。3年の11月からは、やらなけれ
ばならない環境下に自分を置くため、毎朝同じ時間に自習室に
行き、そこで1日を過ごしました。机に向かう時間以外も無駄
にせず、例えば通学中も音楽プレイヤーに講義を入れて、ひた
すら聞き流したりしていたんです。また、自治体の説明会を聞
きに行って職員の姿を見て、自分もこうなりたい、自分も絶対
ここに来るんだと、テンションを高めました。

塚越　涼太　さん
國學院大學法学部2017年卒業

（法律専攻）
就職先：松戸市役所

Q　大変な打ち込みようですね。それでは学生時代は試験勉強
ずくめだったということですか？
Ｔ　いえ、そんなことはありません。人より早く始めた分、余
裕があったので、ゼミ活動にもしっかり取り組めましたし、サー
クルやアルバイト等もすべて並行して取り組むことができまし
た。それがすべて、就職に役立ったと思います。特にゼミは、
他大学とディベートをする大きな大会があり、その勉強は大変
だったのですが、一生懸命取り組んだ結果、その経験を就職の
面接試験でアピールすることができました。

Q　なるほど。就職では様々な面が評価されますが、早い時期
に筆記試験の勉強を始めたことで学生時代に色々な活動に取り
組めたことが結果へとつながったのですね。それでは大学の勉
強との兼ね合いはどうだったのでしょう？
Ｔ　公務員試験は憲法や民法、行政法などの法律科目が多く出
題されるので、法学部の授業で勉強したことはそのまま公務員
試験の役に立ちます。また、専門科目以外の授業でも、共通教
育科目で受けた様々な授業で一般的な教養が身につき、教養試
験や小論文、面接などで役立ちました。例えば、「地球と環境」
という講義の内容は、高校の地学をさらに専門化した内容でし
たが、非常に面白くて、履修後は、地球や宇宙に関するテレビ
のニュースを興味深く観るようになったんです。そのように知
的好奇心を駆り立てる授業は、公務員試験の勉強の原動力とな
りました。

Q　松戸市の職員として、ゆくゆくはどんなことに取り組みた
いですか。
Ｔ　松戸市は、首都圏にありながら豊かな自然があり、約300
の公園が存在します。私はこれらの公園の環境作りに携わりた
いと考えています。そして子どもからご年配の方まで様々な方
に楽しんでいただきたいです。

Ｑ　最後に、高校生へのメッセージをお願いします。
Ｔ　公務員試験は勉強が大変といわれますが、実際には勉強だ
けではなく、どういう人かも重視されます。公務員を目指すの
であれば、大学時代に様々な経験をして、人とのコミュニケー
ションの仕方を学んだり、見聞を広めたりして、自信を持って
就職活動に挑めるようにするといいと思います。
　それから、ぜひ、今住んでいる街を大切にしてください。自
治体では色々なことに取り組んでいますので、ぜひ街に興味を
もって欲しいと思います。

人の役に立っていることを
実感したい！

［対談］
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　日本の治安を守るために日々活躍している警察官は、法学部生に
とって人気の職業です。警察官としての第一歩を歩き始めた先輩に
体験談とアドバイスを聞いてみましょう。

Ｑ　こんにちは。長野県警への就職、おめでとうございます。

原君（以下、H）　ありがとうございます。警察官になることは私の
小さいころの夢だったので、その夢を実現できてとてもうれしく思
います。

Q　小さなころからの夢を実現できたというのはすばらしいです
ね。どのようなきっかけで警察官になりたいと思ったのですか？

H　私の小さいころ、学校の近くに交番がありました。そこにいる
お巡りさんに、私は良く挨拶をしていたのですが、その方は、それ
に対してきちんと返事をしてくれるなど、とても親しく接してくれ
ました。私は小さいながらも、このようなしっかりしたお巡りさん
がいることで自分たちが安心して生活できているのだと思うように
なりました。
　また、中学生のとき、私は先輩として後輩たちをまとめなければ
ならないことがありました。その際、自分がルールを作り、後輩た
ちにそれを守らせることになったのですが、そのためには自分自身
もルールを守らなければならないと考えていました。私は、性格的
に秩序正しいことが好きなのだと思います。
　このようなこともあって、警察官を希望しました。

Q　なるほど。でも警察官の仕事はとても大変ですよね。就職先を
決めるにあたって考えがふらついたりはしませんでしたか。

H　むしろ逆です。國學院大學に入学して上京しましたが、キャン
パスがある渋谷をはじめとして、警察官の方がパトロールをしてい
るのをよく見かけました。それを見て、このような人たちがいるか
らこそ、私たちが安心して生活することができているのだと再認識
し、ますます警察官になりたいと思うようになり、就職活動でも警
察官採用試験だけを受験しました。

Q　そうですか。警察官になろうという気持ちはずっと変わらな
かったわけですね。では、その目的を達成するために大学の勉強で
はどのようなことに重点を置きましたか？

H　刑事法の勉強に力を入れました。2年次に開講された甘利先生
の判例演習に参加するとともに、刑法総論・各論を受講して、刑事

原  裕太　さん
國學院大學法学部2016年卒業

（法律専攻）
就職先：長野県警

法の知識や考え方を身に着けようと努力しました。
　また、３・４年次には植村先生の憲法の演習に所属していました。
この演習に参加したのは、討論形式で授業が行われているのですが、
先輩たちの素晴らしいディベートを見て、自分のこのような能力を
身につけたいと考えたからです。

Q　なるほど。主に公法分野に力を入れたのですね。警察官になろ
うとするうえでこれらの分野を勉強することは重要だと思います。
次に警察官試験に向けた具体的な受験対策について教えてください。

H　やはり大学でも勉強とは別に試験対策をする必要があったの
で、３年生の６月から予備校（TAC）に通いました。
　受験勉強にはつらいこともありましたね。他人が理解しているこ
とを自分が理解できないときなどは、自分が本当に頑張れているの
かが分からず、ネガティブな気持ちになってしまいました。特に私
は、警察官試験のみを受験しようと思っていたので、不安になるこ
とが結構ありました。

Q　受験勉強はいつでもつらいですよね。よく頑張りましたね。

H　受験勉強にはつらいことだけでなく、自分にとってプラスにな
る面もあったと思います。警察官になるためには、自分がいままで
やってこなかったこともやらなければなりませんが、それができる
ように努力することで、自分の新しい面を見つけることができたと
思います。

Q　そのように前向きに取り組んだからこそ、良い結果を得られた
のだと思います。それでは、これからの抱負と高校生に向けてのメッ
セージをお願いします。

H　４月から警察学校が始まり、私は寮で生活をする予定になって
います。このようなことは初めてなので不安もあるのですが、これ
も一つの挑戦だと思っています。将来は誰にでも頼ってもらえるよ
うな警察官になりたいですね。
　大学は基本４年間で高校よりも長いのですが、ホントにあっとい
う間に過ぎてしまいます。時間を無駄にすることなく、有効に活用
したほうがいいですよ。また、大学にはいろいろなところから人が
あつまってくるし、年齢が異なる人とも付き合うことができて楽し
いです。頑張っている人も多いのでそのような人と切磋琢磨できま
す。そのような環境をぜひ活かしていってほしいと思います。

Q　ありがとうございました。地域の皆さんに安心感を与えること
ができるような警察官になってください。

警察官を目指して
－高校生の皆さんへアドバイス－

［対談］
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法科大学院（ロースクール）・法学研究科に進学する
■法曹三者とは？

■法学研究科での学び

　法学部への進学を希望するみなさんの中には、将来、
大学で身につけた法律の知識を活かせる仕事につきた
いと思う人も多いのではないでしようか。このような

「法律専門職」として代表的なのは、いわゆる「法曹
三者」と呼ばれる裁判官、検察官、弁護士の3つの職
業です。それぞれ役割が異なりますが、いずれも法に
もとづく正義を実現するための職業です。
　法曹三者になるためには司法試験に合格することが
必要ですが、この司法試験の受験資格を得るためには、

　國學院大學は、法学・政治学をより深く勉強する組
織として、「大学院法学研究科」を設置しています. (※
この法学研究科は、法曹三者養成のための「法科大学
院」とは異なりますので注意してください)。通常、
大学院は学部４年間の履修を終え卒業することが進学

原則として法科大学院に進学して一定の成績を収めな
ければなりません。つまり、大学で学部を卒業した後

（学部は法学部に限りません）、さらに法科大学院で学
ぶことによって新司法試験の受験資格が得られるので
す。
　法曹三者になるまでの道のりは長くて険しいのです
が、法律の知識を活かして正義のために貢献できるの
は法曹三者の魅力でもあります。みなさんも法学部で
切磋琢磨して法曹三者をめざしてみませんか？

の条件ですが、本学の法学研究科は、一定の条件を満
たすと学部３年終了後に進学することができます。特
に國學院大學出身者の場合、学部時代の成績が優秀で
あることを証明すれば、さらに進学しやすくなってい
ます。

学部卒業(法学部以外も可)
▼

法科大学院入試に合格し、法科大学院に進学
▼

既修コース(２年間) or 未修コース(３年間)を修了
▼

司法試験受験
▼

合格後、約１年間の司法修習

■合格までのみちのリ

●卒業生の合格実績 （過去４年間）

一橋大学法科大学院 九州大学法科大学院 横浜国立大学法科大学院

首都大学東京法科大学院 中央大学法科大学院 上智大学法科大学院

早稲田大学法科大学院 立教大学法科大学院

法政大学法科大学院 学習院大学法科大学院

卒業後の進路



　法科大学院から法曹三者への道は長く険しいものです。しか
し、夢をかなえるためには、この試練を乗り切らないといけま
せん。先輩OB のアドバイスを参考にして、みなさんもこの道
を目指してみませんか？

Q　木下さんは弁護士を目指して法科大学院に進学したそうで
すね。弁護士はニュースやテレビドラマ、映画等でよく登場す
るので誰でも知っていそうですが、実際にはどのような仕事を
しているのでしょうか？
K　弁護士というと裁判所で被告人の弁護をしているイメージ
が強いかもしれませんが、それ以外にもいろいろな仕事をして
います。まず、被疑者や被告人の弁護というのは刑事事件の場
合ですが、一般の市民の法的トラブルを扱う民事事件に当事者
から依頼を受けて関与することがあり、実際には刑事よりもむ
しろこちらのほうが多いみたいです。それから、裁判だけでな
く企業の法務にかかわることもありますし、地方公共団体で活
動することもあります。さらに、法制審議会のメンバーとなっ
て立法過程に関わる弁護士もいます。

Q　弁護士の活動範囲はかなり広いわけですね。では、木下さ
んはなぜ弁護士を目指しているのでしょうか？
K　そもそも法律に興味を持ったのは高校生のときに体験した
模擬授業でした。そこで、ある法律の文言の解釈にはいくつか
の可能性があり、それらのうちどれが妥当なのかを考えるのが
法律学であるということを教えてもらい、面白いと思ったので
す。弁護士を目指そうと思ったのは國學院大學に入学してから
です。児童虐待の問題に対して関心を持つようになったのです
が、幼少期の児童虐待は少年犯罪にも繋がる可能性があること
を知りました。そこで、これらの問題の解決に法律専門家であ
る弁護士として関わっていきたいと思ったのがきっかけでした。

Q　なるほど。では、かなり早い段階で法科大学院への進学を
考えていたのでしょうね。
K　そうですね。大学１年生のときにはすでに法科大学院への
進学を考えていました。私は最初、法律専攻に所属していまし
たが、法科大学院への進学を考えて１年生の終わりに法律専門
職専攻に転専攻しました。

木下  玲菜　さん
國學院大學法学部2015年卒業

（法律専門職専攻）
進学先：一橋大学法科大学院

Q　法律専門職専攻へ転専攻をした点が木下さんの特徴です
ね。なぜ転専攻したのでしょうか？
K　法律専攻では、学生は、一定の条件さえクリアすればかな
り自由に科目を選択できますが、授業によっては履修する学生
の数がとても多いことがあります。私は、１年間法律を勉強し
てみて少人数のクラスで勉強するほうが自分に向いているので
はないかと考えていました。ハードだとは聞いていましたが、
もっと法律を勉強したかったので転専攻を志願しました。また、
先生方との距離が近いのも専門職専攻の魅力でしたね。分から
ないところがあれば気楽に質問をしに行くことができ、勉強が
とてもしやすかったです。

Q　専門職専攻は法科大学院と目指す人にとってはお勧めとい
うことですね。でも、試験対策はそれなりに必要なのではない
かと思います。木下さんは、法科大学院に向けてどのように勉
強しましたか。
K　基本的には授業を大事にしました。授業に向けて予習・復
習をしっかり行い、授業中は集中して内容を理解することに努
めました。また、疑問を残さないように心がけていました。さっ
きも言いましたが、専門職専攻は先生との距離が近いので、疑
問点がでてきたときには積極的に先生のところに行くようにし
ました。もちろん入試の前には過去問を一生懸命解いたりもし
ましたが、中心としたのは授業をしっかり理解することです。

Q　授業内容をしっかり理解すれば法科大学院の入試にも十分
対応できるということですね。それでは最後に後輩たちに向け
てメッセージをお願いします。
K　國學院大學で学んだ基本的な知識は法科大学院でも十分通
用しています。なので、授業をしっかりと理解することに努め
てください。一橋大学の法科大学院は、意識の高い学生が多く、
一緒に勉強していてすごく刺激になります。このような人たち
と議論したり質問をし合いながら法律を学べることは将来法曹
となった時にきっと役立つと思います。その意味でも、法科大
学院はやりがいのあるところだと思います。ぜひ多くの皆さん
に法科大学院、さらには法曹を目指していただきたいと思います。

Q　今日はどうもありがとうございました。法科大学院での勉
強は大変だと思いますが、将来弁護士になって活躍されること
を期待しています。がんばってください。

法科大学院進学を目指す
皆さんへ

［対談］
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　学部を卒業すると大学院への道が開かれます。國學院大學で
も、法学・政治学をより深く勉強する組織として、「大学院法
学研究科」があります。（この法学研究科は、法曹三者養成の
ための「法科大学院」とは異なります。）でも、大学院とはどん
なところなのでしょうか？先輩院生に話を聞いてみましょう。

Q　「大学院」とはどのようなところですか？まずは制度の概
要を教えて下さい。
U　はい、大学院は２年間の前期課程（修士課程）と３年間の後
期課程（博士課程）の二つに分かれます。修士課程の場合、30
単位の取得と学位論文を書くことが要求されており、学位論文
を書き上げると、修士の証として学位（修士号）が授与されます。

Ｑ　海野さんは、学部卒業後１年で修士課程を終えたのですね。
U　はい、國學院大學には先取り履修制度があり、大学４年次
に修士１年として大学院の授業も履修したため、学部卒業後１
年で修士号を得ることができました。

Ｑ　大学院の授業はどのように行われるのですか？
U　通常の授業では、報告者があるテーマにつき、あらかじめ
文献を読んでまとめてきたレジュメに基づき報告し、その後、
受講生全員で討論をするという形で行われます。授業は少人数
で行われ、議論が白熱して喧嘩寸前だったこともしばしばでし
た。でもその日の夜には、一緒にラーメンを食べに行ったりし
たんです（笑）。楽しかったです。

Ｑ　仲がよかったのですね。ところで海野さんはどんなことを
専門に勉強したのですか。
U　修士論文のテーマは「ポストソ連諸国の競争的権威主義体
制」です。ソ連崩壊後、アルメニアとジョージアは似たような
環境にありましたが、アルメニアは政権が安定していったのに
対し、ジョージアではクーデターが起き政権が崩壊します。そ
の両国を比較し、要因を分析しました。

Ｑ　興味深いテーマです。海野さんは、どんなことが要因だと
考えたのですか？
U　アルメニアでは政権に様々な考えの人たちを多く組み込ん
だのに対し、ジョージアでは徐々に政権の中枢と異なる考え方

海野　慎介　さん
國學院大学法学部2016年卒業
國學院大學大学院法学研究科
修士課程2017年修了

の人たちが排除され、身内で固まっていったことが原因だと修
論では結論づけました。

Ｑ　大学院での生活はどのようなものですか。
U　授業数は限られていて、自由に自分の興味のある分野の勉
強に打ち込むことができます。一番印象深いのは、しばしば指
導教授の先生の研究室にお邪魔してお話を伺ったことです。先
生は、政治は人間がかかわることだから、どんなことに興味が
あってもすべては政治学につながるとお考えになり、色々な話
をしながら政治学的なものの考え方を学ぶことができました。
どんなテーマを取り上げても、それを否定することなく、政治
学的観点から突き詰めて一緒に考えて下さる方で、自分にとっ
ては大きな存在でした。

Ｑ　大学院だと先生とは近距離で接することになるのですね。
ところで大学院への進学は、海野さんにとってメリットがある
ものでしたか。
U　はい、大学院で学んで良かったと思っています。大学院で
自分の専門分野を深めたことで、じっくりと自分を見つめ直し、
自分のやりたいことを固めることができました。大学院に来て
はじめて書くことを職業にしたいと思うようになり、新聞社を
受けてみようと思ったのです。就職の面接でも、修論のテーマ
について話したら鋭いところを勉強していると評価していただ
きました。

Ｑ　新聞社に記者として採用されると伺いました。どんな仕事
がしたいですか。
U　政治・社会について、鋭く本質を突くような記事を書くの
が目標です。

Ｑ　ぜひご活躍を期待しています。それでは最後に、高校生の
みなさんへのメッセージをお願いします。
U　大学院では、自分の興味に従い、専門的に勉強することが
できます。単に知識を持ったり暗記したりするのではなく、問
題意識を持ち、自分の考えをもつ力が養われます。専門的なこ
とを深めつつも、好奇心旺盛に様々なことに興味を持って、疑
問に思うことを掘り下げて考えたいと思っている人には、ぜひ
大学院への進学をお薦めします。

Ｑ　どうもありがとうございました。

法学・政治学の道を究める
－大学院への誘い－

［対談］

Profile
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■ 法学部の入試の種類と日程

　11月中旬 公募制自己推薦（AO型）

　11月下旬 指定校推薦入試・外国人留学生

　11月中旬 学士・一般編入学

　１月中旬 V 方式Ⅰ期（センター試験利用型）

　２月上旬 A 日程（３教科型・得意科目重視型・学部学科特色型）

　２月下旬 B 日程（２教科型）、法学部特別選考

　３月上旬 V方式Ⅱ期（センター試験利用型）

定員構成 AO型 V方式
Ⅰ期

A日程 法学部
特別選考 B日程 V方式

Ⅱ期３教科型 得意科目
重視型

学部学科
特色型

法律専門職専攻 50人 ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法律専攻 400人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

政治専攻 50人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　これらのすべてが揃うと、「問題を発見し、その問題に
ついて情報を収集・整理・分析した上で、論理的な思考を
通じて解決策を導き出す」ことが可能になります。このよ
うな思考方法は、法律や政治を学び、実際に応用する上で

不可欠なものです。とは言え、いきなり４つすべてを身に
つけることは不可能なので、法学部では、これらの能力の
うち、少なくとも１つは入学前に身につけていて欲しいと
考え、それに応じて複数の種類の入試を実施しています。

入学試験………多様な入試制度
法学部では、様々な能力を有する学生を幅広く集めるために、多様な入試の制度を設けています。

必要なスキル…法学部が求める学生
法律や政治を学ぶ上で必要とされるスキル（能力）は、大まかに言って以下の４つがあります。

1 3

2 4

知識を体系的に蓄積し、
利用できる能力

物事を論理的に考えて
結論を導く能力

様々な出来事から
問題を発見する能力

情報を収集して、
整理・分析する能力

入試制度について

入試制度について
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　毎年、さまざまな受験生から不安の声が寄せられています。無用の不安を抱かずに、安心して受験に挑んでいただける
よう、法学部が独自に出題するAO型入試と、志願者が多いV方式、A方式、そして、「法学部特別選考」についてもこの
場を借りて少しアドヴァイスをしたいと思います。
⃝AO型
・オープン・キャンパスの「AO型入試説明会」にて具体的なアドヴァイスをいたしますので、ぜひご参加ください。また、

法学部webページにも有益な情報を掲載しますので、熟読してください。
・AO型入試の準備をする中で、「本当に自分の苦労は報われるのか？」と不安になる人もいるでしょう。不安を抱いたら、

一人で悩まず、オープン・キャンパスの「法学部相談ブース」に来てください。あなたの不安を解消させる様々な具体
的アドヴァイスが得られるでしょう。ちなみに、昨年度の法律専攻を例にとると、募集人員は24名だったのですが、
最終合格者は40名でした。國學院大學法学部でやっていけるというレベルに達していると私たちが判断したのに、相
対評価の手法を用いて1点刻みで不合格にする、ということはいたしません。ご安心ください！

・ALTレポートの作成に苦労される受験生が例年多いです。確かに大変でしょう。しかし、このレポートをきっちり仕上
げることができるということは、大学の授業において課されるさまざまなレポートや試験の書き方ができているという
ことを意味します。今あなたが経験している苦労は、入学後に必ず報われますよ！

・ちなみに、国家公務員総合職（昔の国家公務員Ⅰ種）に合格して厚労省に入った先輩は、AO型入試合格者です。みなさ
んもがんばってAO型にチャレンジしてください！

⃝V方式
・V方式はⅠ期とⅡ期の２回行われます。
・V方式は法学部の他専攻や、他学部他学科と併願可能です。併願される場合には受験料割引制度が適用されます。詳し

くは入試要項をご覧ください。
・予備校の合格予想点が異常に高く出る場合があります。予備校の合格予想点はあくまで目安にすぎないと考えてくださ

い。

⃝A方式
・A方式の入試は、３専攻全て、３日間実施されます。募集割合は、３専攻全て、３日間均等になりました。A方式の３

日間のうち、どの日を受験すれば有利でどの日を受験すれば不利ということはありません。お好きな日程をお選びくだ
さい。

・後述のように、絶対に國學院に入りたいので複数回受験したいという方を支援するために、受験料割引制度を用意して
います。どうぞご利用ください。

・３日間とも、素点ではなく、偏差値で判定されます。例えば、──あくもでも例ですが──世界史を選択した友人が
70点、日本史を選択したあなたは60点だったとします。しかし、世界史の平均点が70点だったとすると、友人の偏
差値は50になります。日本史の平均点が60点だったとすると、あなたの偏差値は50になります。素点では10点の差
があるのに、合否判定で用いられる偏差値は同じとなるのです。このように、選択科目をどれにするかによって有利・
不利の差がつかないように、偏差値で判定する方式をとっています。

・A日程２日目の入試は、「得意科目重視型」で、最高成績の科目を２倍に換算して判定されます。このような方式をとっ
ているため、「自分には際立った得意科目がないから、この入試では不利なのではないか」とお悩みの方はいらっしゃ
いませんか？　そのような悩みは不要です！　他を圧倒するような超得意科目を持っているという受験者の数は、全体
の中のほんの一握りにすぎません。「たまたま何かの理由で少しミスした科目があったとしても、一番良かった科目が
２倍換算されるので、ミスをカバーできる入試方式」とお考えになり、不安ではなく希望を抱いてチャレンジしていた
だければと思います。

・A入試３日目は「学部学科特色型」です。法学部では３専攻全てにおいて、「３教科受験だが、そのうち上位２科目の
偏差値合計で判定」という方式になります。この判定方式では、例えば当日、緊張してしまって１つめの科目の解答を
全て１問ずつずらしてマークしてしまった！という場合も、回復可能です。なにせ、その科目は判定の対象に入らなく
なるのですから（０点だと別ですが）。また、どうしても受験日までに不得意科目を十分に克服できなかったという方も、

AO型・V方式・A日程入試・法学部特別選考のアドヴァイス
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他の２科目で存分に勝負できるので、不得意科目が１つあるということが不利に働きません。ぜひチャレンジしてくだ
さい！

⃝法学部特別選考にもご注目ください！
・2014年12月に出された中教審答申は、１点刻みのペーパー試験のみに頼らない方式の入試制度へと移行するよう求

めており、この答申を受けて数年後にセンター試験が廃止されるなど、大学入試に大変革がなされます。私たちもこの
ような大変革の時代を前にして、新しい入試方式を設けました。この入試では、①みなさんが受験されたV方式Ⅰ期ま
たはA日程の点数、②みなさんがお書きになるエントリーシート、③高校の調査書の内容、をそれぞれABCD評価によ
り総合的に判定します。したがって、V方式Ⅰ期またはA日程では不合格となってしまったとしても、この「法学部特
別選考」では合格となることがあります。國學院大學法学部に何としてでも入りたいと強い意志を持つ方は、V方式ま
たはA日程を受験のうえで、ぜひこの入試もチャレンジしてください。

⃝國學院大學法学部の魅力をあらためてご確認ください！
・以上、受験を考えているみなさんを安心させるためにいくつかのアドヴァイスをしてきました。無用の不安から解放さ

れたところで、あらためてこのパンフレットの「はじめに」からじっくり読み直していただきたいと思います。高い就
職率、夢をかなえている先輩たちの声・・・國學院大學法学部に積極的にチャレンジしよう！と思っていただける情報が
たくさんあると思います。そして國學院大學法学facebookページもぜひ継続的にのぞいてみてください。どうか、不
安ではなく、希望を抱いて、積極的な気持ちで受験に臨んでください！

⃝國學院大學法学部にぜひとも入学したいという方のために、複数回受験のすすめ
・前述のように、V方式Ⅰ期Ⅱ期では他専攻や他学部他学科との併願が可能です。A・B日程では、受験日が重ならない

限り、異なる専攻を併願して受験することや、一つの専攻を複数回受験することが可能です。そして法学部特別選考は、
V方式Ⅰ期またはA日程を受験される（た）方が受験できます。以上のように複数の受験機会がありますので、１つの試
験で失敗したとしても他の試験で再挑戦できるのです。受験生のみなさんを支援すべく、A・B日程を複数回受験され
る場合には受験料割引制度をご用意しております。詳しくは入試要項をご覧ください。

・過去の入試では、A日程の３日間の中で、異なる専攻を併願して受験したり、１つの専攻を複数回受験したりした方の
割合は、専攻によっても異なりますが、おおよそ20〜30％でした。思い入れのある専攻を何度も挑戦し、合格を手に
された方は結構いるのです。みなさんもがんばってください。応援しています！

　オープン・キャンパスにおける法学部の企画は全て渋谷キャンパスで行います。ぜひおいでください。
　現在予定している法学部独自企画の一覧を挙げておきます。

企画名
國學院大學
法学部の

特色説明会
AO型入試の説明会

指定校推薦入試受験者・
AO型入試第一次選考
合格者最終チェックの

ための説明会
体験授業 法学部相談ブース

企画の内容

國學院大學法学部の
魅力を説明します。
志望校にするか否か
の判断材料にしてく
ださい。

AO型入試の対策を
一般的にアドヴァイ
スします。AO型入
試受験を考えている
人はぜひおいでくだ
さい。

指定校推薦入試の志願を
した方、AO型入試第一
次選考を通過された方に、
最終選考を勝ち抜くため
の具体的アドヴァイスを
します！

法学部の教員や現役
学生さんたちが登場
し、模擬講義や模擬
ゼミをします。授業
の雰囲気をつかんで
ください。

法学部の教育システムや入試対
策について、さまざまな質問に
お答えします。AO型入試を受
験する方は、進捗状況に応じて
継続的に訪れ、突っ込んだ質問
をするとよいでしょう。

 ５月14日（日） ○ ○ ○ ○

 ６月25日（日） ○ ○ ○ ○

 ８月 ４ 日（金） ○ ○ ○ ○

 ８月 ５ 日（土） ○ ○ ○ ○

 ８月27日（日） ○ ○ ○ ○

10月29日（日） ○ ○ ○

オープン・キャンパスとのリンク

入試制度について
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Faculty of Law

　國學院大學法学部ホームページ（HP）では、
入試に関する情報や授業に関する情報を随時載
せていきます。本学法学部のことをもっと知り
たい方は、一度のぞいてみてください。

國學院大學法学部HPアドレス

http://www.kokugakuin.ac.jp/law/

交通案内図

渋谷駅から
徒歩　JR（山手線）、東京メトロ（銀座線・半蔵門線・
　　　副都心線）、東急電鉄（東横線・田園都市線）、
　　　京王電鉄井の頭線から徒歩約13分
　　　JR埼京線-湘南新宿ライン　新南口から
　　　徒歩10分
バス　都営バス（東口バスターミナル54番のりば
　　　学03日赤医療センター行）「國學院大学前」
　　　下車【所要時間約10分】

表参道駅から
徒歩　東京メトロ（銀座線・半蔵門線・千代田線）
　　　から徒歩約15分

恵比寿駅から
徒歩　JR（山手線・湘南新宿ライン）、東京メト
　　　ロ（日比谷線）から徒歩約15分
バス　都営バス（西口ロータリー１番のりば　
　　　学06日赤医療センター行）「東四丁目」
　　　下車【所要時間約10分】

駅からの行き方

法学部ホームページの紹介

ローマ神話に登場する正義の女神ユスティティ
ア。左手の秤は衡平を量るもの、右手の剣は不
正と闘うためのもの。まさに世界の平和と秩序
を守り、正義を実現するシンボルです

「こくぴょん　法学部バージョン」

〒150-8440　東京都渋谷区東4-10-28
TEL 03-5466-0141（入学課）


