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　「法学部での学びがよく分からない」という声を、ほかならぬ法学部生から聞くことがありま
す。大学入試の際に、あまり深く考えなかったけれど、実際のところ、自分は、別に法律家になり
たいわけでも、政治家を目指しているわけでもないのに、どうして法律や政治について専門的
な勉強に四苦八苦しなければならないのか、というわけです。しかしながら、このような悩みは、
法学部生にとって、学習の意義を問う良いきっかけになりますし、将来を定める際に避けては
通れない関門といえます。
　前提として、法律や政治は、私たちが生きる社会と連動した一種のシステムです。ということ
は、法律学や政治学の最終的な目標は、「自分たちの社会が現在どのようなものであるのかを
知り、自分たちの社会を今後どのようなものとしていくのかについて考える」という点に求められ
ることになります。
　そのうえで、法学部での学習は、このような目標との関係で、いかに位置づけられるのでしょ
うか。ここで、昨今の世論に目を向けると、極論同士が激しく衝突し、その際には、両者がどこま
でも感情論に終始したり、自身にとっての正義を掲げて相手を一方的に攻撃するといった場面
が珍しくありません。このような平行線を打破するためには、相対立する複数の見解に、客観
的に耳を傾け、それぞれの長所と短所を丁寧に分析し、その結果として自身の支持するに
至った立場を、反対する相手方との会話の中で、冷静に説明し、相手方からの反応にも答え
ながら、最終的には相互の納得を達成するという姿勢と技能が必要となります。こうした論理
的な思考、すなわち「理屈」こそ、法学部での学びを通じて法学部生が得る最大の収穫であ
り、法律や政治の専門的な知識は、意見構築と相手方の説得にとって最大の武器となりえま
す。
　國學院大學法学部では、このような学びを提供すべく、「法律専門職専攻」、「法律専攻」お
よび「政治専攻」の3つを設け、それぞれにおいて、4年後の将来を見据え、双方向学習を目指
すプログラムを用意しています。本ガイドブックが、皆さんを國學院大學法学部の入口へと誘う
「導きの書」となることを心から期待しています。
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國學院大學法学部 facebook 

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。

・ 國學院大學法学部facebook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。

https://www.facebook.com/kokugakuinlaw



　法律専攻は、法律や政治を学びながら将来の方向性を
見つけたいと考えている人に適した専攻です。
　法学部を卒業した後の進路は、公務員・教員、民間企業
への就職、法科大学院ほかの大学院進学などさまざまで
す。そこで、國學院大學法学部は、法律や政治に関心はあ
るが将来の方向性については思索中の方のために、法律
専攻を用意しました。
　法律専攻には、「法律学の基本と応用」コースと「政治
と法の基礎」コースの２コースが設けられています。「法
律学の基本と応用」コースのカリキュラムは、易しい内容
から難しい内容へと段階的に学ぶスモール・ステップの考
え方に基づいています。「政治と法の基礎」コースのカリ

　法律専攻では、初学者が1年次後期からはじまる本格的な法学学修にスムーズに取り組むことができるよう準備す
るための科目として、1年次前期に「公法入門」「刑事法入門」「民事法入門」が開講されます。これらの科目の授業は、ア
クティブ・ラーニング（能動的学習）の諸技法を活用するなどして実施されます。

　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。

　法という規範（ルール）は、社会で発生した紛争（トラブル）を処理したり、紛争（トラブル）が生じないよう予
め諸利益を調整したりする機能を有します。このコースでは、いわゆる六法（憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟
法・刑事訴訟法）や行政法・国際法などについてひろく学んだうえで、その後は各自の志向に応じて専門性を高
めます。これらの学びを通じて、法的知識を活用して問題の本質を捉えこれに論理的解決を与える力を涵養し
ます。

　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。

キュラムは、基礎法学や政治についても幅広く学ぶこと
ができるよう設計されています。
　1年生は、「公法入門」「刑事法入門」「民事法入門」など
の科目から法律の基本を学びはじめるとともに、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。その
後、コース毎に設定された特徴的な科目群の中から一定
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、将来の方向性を見据えて学生が自分で自由に組み立
てることができます。この意味で、法律専攻は、柔軟に履
修科目を選択できる専攻です。
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法律学の
基本と応用
コース

政治と法の
基礎
コース

● 「公法入門」「刑事法入門」「民事法入門」とは？

● 「キャリア・プランニング」とは？

■基本を学び、幅広い科目から選択する

■２つのコース （2018年度より）

基本を学び、自分で組み立てる

法律専攻

　法律専攻の魅力は、「幅広く学ぶことができ、その中で興味を持った学問を深く追求
できる」ところにあると感じています。法律専攻は、1年次では法律学や政治学の基礎
を幅広く履修をすることができ、3年次からはそれぞれの科目を深く学べる環境があ
ります。私も入学当初は、興味の持てる科目があまり無かったので、法学や政治学、歴
史など幅広く履修しました。そして、広く学んでいく中で、私は刑法に出会い、興味を
持ちました。そのため、私は刑法を深く追求したいと思い、3年次には刑法ゼミに所属
しました。ゼミでは、授業で扱えなかったものや、刑法に関わる法律を学ぶことで、刑法
への理解を深めることが出来ました。今では刑法を深く学んだことで、新聞やニュース
の刑事事件の内容は一通り理解することが出来ます。私がここまでの力をつけること
が出来たのは、「幅広く学ぶことができ、深く追求できる」法律専攻の環境があったか
らだと思います。

法律専攻4年
松井 正道さん 

S t u d e n t  V o i c e

佐古田 真紀子 准教授 
（民事手続法）

　「民事手続法概論」、「民事訴訟法ⅠＡＢ」、「演習」等を担当しています。民事
訴訟法は、民法や商法等の実体法上の権利を実現するための手続を規定
する法律です。訴訟制度は学生のみなさんに馴染みが薄いため、1年生の
「民事手続法概論」ではロールプレイや証人尋問の寸劇などを取り入れ、訴
訟の仕組みがイメージしやすくなるように工夫しています。その後、２年生
の「民事訴訟法ⅠＡＢ」で本格的な理論を学びます。
　3年生から始まる「演習」では、全国から15大学が参加する合同ゼミを目
標に活動を行っています。ゼミ生が主体となり、判例や論文を読み込んで
立論し、合同ゼミ当日に他大学のゼミと討論を行うのですが、その過程で、
学生たちは、いかに立論して相手を説得するかを、時に楽しく、時に真剣に
議論します。ゼミ活動を通して学生達は大きく成長し、自信と達成感を得て
就活に臨みます。

Message

１年生

２年生

３年生

4年生

法律学の基本と応用コース 政治と法の基礎コース
公法入門　刑事法入門　民事法入門　キャリア・プランニング

憲法ⅠＡ　民法・総則　民法・債権各論Ａ
刑法各論Ⅰ　刑事手続法概論　民事手続法概論

会社法の基礎　国際法の基礎
憲法ⅠＢ／ⅡＡ／ⅡＢ　行政法ⅠＡ／ⅠＢ
刑法総論Ⅰ 刑法各論Ⅱ 刑事訴訟法ⅠＡ／ⅠＢ
犯罪学Ａ／Ｂ　民法・物権Ａ／Ｂ
民法・債権総論Ａ／Ｂ　民法・債権各論Ｂ
民事訴訟法ⅠＡ／ⅠＢ　国家と国際法　　

憲法Ⅲ 行政法ⅡＡ／ⅡＢ 環境法 行政組織法　地方自治法　刑法総論Ⅱ
少年法Ａ／Ｂ　刑事政策Ａ／Ｂ　民法・親族　民法・相続　民事訴訟法Ⅱ
民事執行・保全法Ａ／Ｂ　倒産法Ａ／Ｂ　株式会社法ⅠＡ／ⅠＢ／Ⅱ
商取引法Ａ／Ｂ　商事決済法Ａ／Ｂ　金融サービス法Ａ／Ｂ　個人と国際法
国際紛争処理法　国際人権・人道法　国際組織法総論　国際組織法各論
国際私法Ａ／Ｂ　国際経済取引法　税法Ａ／Ｂ　企業法務　不動産登記法
労働法Ａ／Ｂ　社会保障法Ａ／Ｂ　経済法Ａ／Ｂ　知的財産法Ａ／Ｂ
医事法　消費者法　演習　　　　

法と社会参加　政治と社会参加　法教育入門
行政と市民生活　法学（日本国憲法）
憲法ⅠＡ　刑法各論Ⅰ　民法・総則
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　日本政治史Ａ／Ｂ　西洋政治史Ａ／Ｂ
20世紀の政治Ａ／Ｂ　国際関係史Ａ／Ｂ
政治学　行政学Ａ／Ｂ　国際政治Ａ／Ｂ
日本政治思想史Ａ／Ｂ　西洋政治思想史Ａ／Ｂ
日本外交史Ａ／Ｂ　アジア政治史Ａ／Ｂ
日本の政治Ａ／Ｂ　メディア論　社会運動論
政治家論　政党論　外書講読Ⅰ

法哲学Ａ／Ｂ　外国法Ａ／Ｂ　法制史Ａ／Ｂ
法社会学Ａ／Ｂ　社会学Ａ／Ｂ　政治哲学Ａ／Ｂ
比較政治Ａ／Ｂ　地方自治論Ａ／Ｂ　
地域研究　政策過程論　選挙論　ＮＰＯ論　福祉国家論
政治文化論　政治心理学　政治変動論
ジェンダー論　環境政治学　平和研究　
外書講読Ⅱ
演習　

履修モデル（2018年度以降） 

法
律
専
攻



S：刑法です。ほかには高齢化社会ということもあって社会福祉に関

する法律に関心を持つようになりました。

A：ありがとうございました。では荻野さん、どういう人が法学部での

勉強に向いていると思いますか。

O：いろいろな視点で物事を見られる人だと思います。あるひとつの

判例がこうだからといって、この法律はこのような捉え方しかできな

いと考えるのではなく、他にもこういう見方もできるのではないかと

様々な考え方ができる人が向いているのではないでしょうか。そうい

う人は法律を勉強していて楽しいと思います。

A：なるほど。ありがとうございます。内田さんは大学に入って自分は

こう変わったと思う点はありますか？

U：生活に自由度が増し、自分に伴う責任もまた大きくなるにつれて、

行動や発言といったことも自分でしっかりと考えていかなければな

りません。それだけに、自立心を成長させることができたと思います。

A：それは大学生としてそうなったのか、それとも法律を勉強してそう

なったのでしょうか。

U：両方ありますね。ただ、法律が、日本の基盤というか社会生活の基

盤になっているので、そこをきちんと学べたからというのは強調した

いです。

A：澤田さんは法学を学んだことで、あるいは大学に進学して、ここが

変わったというところはありますか。

S：自分はこういう人間で、こういう性格なんだと気付けたことだと思

います。つまり、アイデンティティを確立できたということかもしれま

せん。大学という広く大きな環境だからこそいろいろな人に出会い、

さらにサークルやゼミなど様々な場に身を置いたことで自分を知る

ことができたという感じです。ちなみに、サークルは、アカペラ・サー

クルに所属しています。

A：荻野さんはどんなサークルに入っていますか。

O：私はバスケットボール・サークルに所属しています。

U：私も一緒のサークルです。

A：入学試験に関することなのですが、受験勉強について聞いてみた

いと思います。

S：受験を意識したのは高二になってからです。得意科目は楽しいの

で問題なかったのですが、苦手科目は大変でした。でもそこで差が生

じるので、苦手を克服することは大事ですね。

A：内田さんはいかがですか。高校時代はこうやって勉強したほうが

いいとか、何か思うことはありますか？

U：これは私の勉強スタイルなのですが、全教科の試験成績を同レベ

ルに持っていくことを目標にします。つまり得意科目の高得点にま

で、他の教科をがんばって合わせていくんです。

A：荻野さんはいかがですか。

O：とにかく授業をきちんと聞きます。そして、分からないところはその

ままにせず、すぐに誰かに質問します。分からないところをほっておかな

いで、必ず理解できるようにしました。あとで挽回するのは大変ですか

ら、私は、そうなる前に、ちょっと労力を払っておくという考え方です。

A：なるほど。皆さんは同じゼミですよね。ゼミでは特に何を学んでい

るのかをお話しください。そして、ゼミで、どんなことに興味を持った

のかも教えてください。

U：刑法についてみんなでいろいろな事例をあげたり、ニュースに

なっていることを取り上げるなどして学んでいます。例えば、横領罪

や詐欺罪などの様々な判例を取り上げ、こういう時はどうするとか、

最高裁の判例を参考にしながら皆で議論をし、深いところまで考えて

いきます。

S：興味を持った箇所なのですが、私は、放火罪です。刑法を学ぶ前ま

では、建物に火をつければどれも放火罪になると思っていました。で

も実は火を点けた場所やその対象などによって、成立範囲がかなり

異なります。あと、ゼミ合宿は、長野県の蓼科に行きました。

A：大学の寮ですよね。

U：はいそうです。ともかく広くて自然がいっぱいで空気が清廉で、と

ても楽しかったです。東京の狭い空間を出て、自然豊かな場所に行

き、みんなで勉強したり、ソフトボールをしたりしました。

O：あと、サッカーなどもやりました。朝から夕方まで、頭も身体も動

かして、夕ご飯はみんなでバーベキューをしました。

A：ゼミ合宿で一番記憶に残ってることはなんですか。

U：牧場に行きいろいろな動物と戯れて、大自然ならではの経験がで

きたことだと思います。

S：先輩が数日前から準備をしてビンゴ大会を開いてくれました。その

おかげでみんな楽しむことができました。夜の飲み会も楽しかったで

す。

O：私はやはりサッカー大会ですね。先生が思ったよりサッカーが上

手で、たぶん一番うまかったと思います。そういう先生の意外なとこ

ろも知ることができて合宿は本当に楽しかったです。

A：ゼミにいてよかったことはなんですか。

U：普段の生活であまり関わることのない人たちと関われたことで

す。同級生でも先輩でも、いろんな人の考え方や見方を知ることがで

きます。それを自分にどう活かせるか、ということを学べました。

S：もともと新聞を読んだりニュースを見たりすることが苦手でした

が、授業やゼミで習った内容の報道に触れると「あっ、これ」と耳目に

留まるようなりました。現実に起きている社会問題と自分との距離が

縮まり、つながったという感覚です。これから社会に出ていくうえで

大切なことを学んだと感じています。

O：刑法の知識が深まりました。授業だけでは考えられないことも、ゼ

ミではみんなと話し合いながら深く考えていくことができるので良

かったと思います。

A：内田さん、荻野さん、そして澤田さん。長時間、本当にありがとうご

ざいました。対談はこのぐらいで終了とさせて頂きます。

甘利先生（以下A）：法学部法律専攻の学生さんに集まって頂きまし

た。これから、法学部法律専攻を目指す方々のために、いくつかの質

問をしたいと思います。内田さん、荻野さん、澤田さん、よろしくお願

いします。まず、荻野さん。早速ですが、法律学に興味を持った経緯を

教えてください。

荻野さん（以下O）：私は高校生の時に警察官になりたいと思ってい

て、そこから法律学科に進むことを決めました。

警察官に興味を持った理由としては、自分では正義感が強い方だと

思っていて、その点を活かせる職業はなんだろう、と考えたときに浮

かんだのが警察官でした。

A：では、法学部に入ってみてどのように感じましたか。

O：高校まで法律という教科はなかったので、大学にはいって、はじめ

て知ることばかりでした。ただ、法律の勉強をしていると丁寧に知識

が増えていくので、勉強自体は大変ではなく、むしろ楽しく感じられ

ました。

A：荻野さん、ありがとうございます。では、他の方にも聞いてみたい

と思います。澤田さんはなぜ法学部に入ろうと思ったのですか。

澤田さん（以下S）：法学部に在籍している仲の良い先輩から話を聞

き、楽しそうだと思ったことがきっかけでした。

A：入学してもどうでしたか。

S：さっき、荻野さんが知識が積み重なっていくと言ったのですが、私

も同感です。そして、私の場合は、法律または刑事事件を通して、社会

や倫理、宗教といった文化的な要素についても多角的な視点を持て

るようになったと感じています。

A：澤田さんは将来どんな仕事に就きたいと思っていますか。

S：少子化が進むなか、子供を元気にしたり、地域を活性化したりと

いった地域創生に関わる仕事に興味があります。そういった業務に

おいて、社会福祉や児童虐待防止に関して学んだことを活かせたら

いいなと考えています。

A：さて、皆さんは、法学部に入り、勉強してみてどうでしたか。よろし

ければ、内田さんの勉強の仕方や、もし、うまくいかなかった勉強法

などがあれば、教えてください。

内田さん（以下U）：ひとつに絞ってやりすぎるのではなくて、幅広い

視野でものを見ることが大切かと思います。そして、法学は、どのよう

な科目にも共通するような議論と、それぞれの分野にある特徴がある

ので、この二つのことを意識していくことが重要ではないでしょうか。

そのことを意識すればそんなに大変ではないです。

A：法学部で「この勉強は面白いと思えたものはなんですか。澤田さ

ん、いかがですか。
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法律専 攻学生座談会

「法律専攻で学ぶこと」

澤田 柚香さん 

法
律
専
攻
　
学
生
座
談
会

内田 玲菜さん 荻野 美鈴さん 



　法律専門職専攻は、将来、法律関係の専門的職業に就
くこと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目標にする人を対象
としています。

　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30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に貢献
しましょう。
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●法科大学院(ロースクール)とは？

■法律のプロフェッショナルを目指す人ヘ

　法律専門職専攻の最大の特色は、「少人数教育」です。
学生と教員の距離が近く、学生と教員の対話を通じて知
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。

■学生と教員の距離が近い「少人数教育」

　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。早い
段階から法（律）学に関する「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、基礎
から応用の勉強までしっかり取り組むことができます。

■基礎を固めた後に、演習・展開科目ヘ

自分を鍛え、自らを律する

法律専門職
専攻

　法律専門職専攻で開講される法律科目は、ほとんどが50人程の少人数授業です。
これには、先生方が学生の顔と名前を覚えてくださることや、質問や発言がしやすいこ
となどの特長があります。そのため、私は何度も先生に疑問点を質問したり、個別に論
述課題の添削をして頂くなどして、法律学への理解を深めることができました。いつで
も質問などに快く応じてくださる先生方の存在は、学修を進める上で大きな安心感と
なっています。また、少人数であるために学生同士の距離も近く、居心地がとても良い
です。法科大学院進学や公務員試験合格等の高い目標を持つ学生も多く、非常に良
い刺激を受けながら学修ができています。これからも仲間と共に、お互いを高め合い
ながら頑張っていきたいです。

法律専門職専攻2年
真壁 ひなのさん 

S t u d e n t  V o i c e

関 哲夫 教授 
（刑法）

　刑法は２分野に分かれ、「刑法総論」は、「刑法」の「第１編　総則」を対象
に、基本原則、一般的成立要件、犯罪（者）の成立を排除する事由、刑罰、刑
法の適用範囲などを学習します（いま１つは「刑法各論」です）。
　犯罪（者）は、まず、①その成立要件を充たす必要があり、これを法律要
件（構成要件）該当性といいます。次に、②行為が違法である必要があり、
正当防衛など違法性を排除する事由が無いことで確認します。さらに、③
行為者が有責である必要があり、責任無能力など有責性を排除する事由
が無いことで確認します。つまり、「法律要件該当性─違法性─有責性」を
確定するのが犯罪（者）認定の作業なのです。
　セメスター制により、刑法総論は２つに分けられ、Ⅰは①法律要件該当性
を、Ⅱは②違法性・③有責性を学習します。刑法第８条で明らかなように、刑
法総論はすべての刑罰法規に妥当する内容ですから重要です。

Message

履修モデル
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共通科目

１年生

導入科目 基礎科目 シチズンシップ科目
基礎演習
民事手続法概論
刑事手続法概論

憲法ⅠＡ / ⅠＢ
刑法総論Ⅰ / Ⅱ
民法・総則
民法・債権各論

法学（日本国憲法）
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

比較法入門
犯罪学入門
政治学概論
国際政治入門
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ⅡＡ / ⅡＢ

行政法ⅠＡ / ⅠＢ
刑法各論Ⅰ / Ⅱ
刑事訴訟法ⅠＡ / ⅠＢ
民法・物権
民法・債権総論
会社法ⅠＡ / ⅠＢ
民事訴訟法ⅠＡ / ⅠＢ

商取引法Ａ / Ｂ
知的財産法
法的思考Ａ / Ｂ
現代外国法事情Ａ / Ｂ

犯罪学Ａ / Ｂ
法制史Ａ / Ｂ
法社会学Ａ / Ｂ
国際法の基礎
国家と国際法
外書講読（法律）Ⅰ
行政学Ａ / Ｂ
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Ⅰ/Ⅱ
刑法応用演習Ⅰ/Ⅱ
民法応用演習Ⅰ/Ⅱ
行政法応用演習Ⅰ/Ⅱ
争点研究演習
臨床法学演習
法教育演習

行政法ⅡＡ / ⅡＢ 民法・親族
民法・相続
金融サービス法Ａ/Ｂ

憲法Ⅲ
刑事訴訟法Ⅱ
少年法Ａ / Ｂ
会社法Ⅱ
民事訴訟法Ⅱ
民事執行・保全法Ａ/Ｂ
倒産法Ａ / Ｂ
労働法Ａ / Ｂ
国際人権・人道法
など

■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、自
らを律するJことが大事です。



りきついようにも思いますが。
Ｍ：正直に言ってカリキュラムはとてつもなくきつかったです（笑）。
入学当初はアルバイトもしたいなと思っていたのですが、１年前期で
それは無理だとわかり、学生生活が落ち着くまではやらないと決めま
した。２年までは学業に専念していました。特に２年の後期は試験科
目が多くきつかったです。

Ｔ：赤岩さんと成田さんは転専攻したことで２年生になって環境がが
らりと変わったと思いますが、いかがですか。
Ｈ：１年の時は、授業優先でしたが、アルバイトもして部活もして友達
とも遊んでと、いろいろ手を出してました。転専攻をすれば、２年生の
時点で、法律の勉強では他の学生と差があり、それを自分で補う分、
勉強量も上乗せされることになります。この点でより厳しくなるだろ
うと覚悟していたので、なんとか乗り切ることができました。高校の
時のように毎日朝から学校に行き勉強し、試験対策の勉強も１か月く
らい前から計画的に始めるなどして頑張れれば大丈夫だと思いまし
た。

Ｔ：赤岩さんは２年生になってからもアルバイトや部活を続けていま
したか。
Ｈ：続けていました。ただしテストの時はバイトの時間を減らしても
らったり、部活も授業を優先にして続けていました。

Ｔ：成田さんはいかがですか。
Ａ：１年生の頃はわりと自由に時間を費やしていたのですが、法律専
門職専攻に移ってからはそれがちょっと減ったかな、という印象で
す。勉強の忙しさは当然ありましたし、それも日によって差がありま
した。たとえば１日に法律系科目の授業が３時限もある曜日などは、
復習に追われてしまいます。そのため勉強と自分の時間の過ごし方
にどう折り合いをつけるかといった工夫が必要でした。

Ｔ：法律専門職専攻を志望する生徒さん、あるいは後輩に、勉強面で
のアドバイスがあればお願いします。
Ｍ：図書館に法学関連の本や参考書がたくさんあるので、わからない
ところは調べること。そしていろいろな種類のものを読み比べて自分
に合った参考文献を見つけ、こういうときはこの参考書を読むといい
といったことを早いうちにつかんでおけば、その後の学習が楽になる
と思います。

Ｔ：なるほど。授業で指定される教科書を精読することも大事でしょ
うが、一方で読み比べることも大事かもしれません。１冊だけ読んで
おけばいいと思う人もたくさんいると思いますが。
Ｈ：それは私です（笑）。私はいろいろな本があるなかで、先生が指定
した教科書を選択肢の１つとしつつも、先輩方の意見も聞きながら
一冊の基本書を決め、それを授業と並行して読み進めています。それ
が高校の時までの勉強法と似ていて、自分に一番合っていると思うん
です。

Ｔ：単著の教科書は、一貫した思考で書かれていることが多いので、
思考の一貫性を問われるような試験を受けるのであれば、一冊の基
本書を精読するという勉強法の方が良いかも知れませんね。
Ａ：判例など、何を言っているんだろう、と思うことが結構あるじゃな
いですか。学説にしても、わからないことはたくさんある。いろいろな
書籍を参考にしながら、一人で考えてもわからないことは、先生方や
周りの人にどんどん聞きに行くことが、成長への近道かなと思いま
す。

□応用演習について
Ｔ：この座談会収録の時点で皆さんは３年生で、応用演習を履修して
います。皆さんが履修した応用演習について、紹介していただけませ
んか。
Ａ：僕は刑法のゼミです。前期には、一人が１つの論点ないしテーマ
について、判例や学説を調べて発表し、それについて皆で議論しまし
た。後期には、例えばロースクール入試の過去問などを素材にした事
例について、検察側と弁護側とに分かれて見解を示し、議論をしまし
た。
Ｈ：私は刑法応用演習に加え、憲法の応用演習も履修しています。憲
法応用演習では、先生が提示した事例について、各自予習をしたう
え、授業時には原告側・被告側の２チームに分かれて議論をしまし
た。

Ｔ：どんな事例が出されるのですか。
Ｈ：日本の判例を素材にしたものや、先生が研究対象とされているア
メリカの判例を素材にしたものなどです。
Ｍ：私は会社法に関する演習に所属していました。この演習では、２～
４人ぐらいのグループを作り、１回の授業ごとに２つのグループが、
自分たちで決めたテーマについて、論点を整理し、判例や学説の状況
などを調べて、レジュメを作り発表します。その後、それに基づいて皆
で議論をし、先生から講評をいただいていました。

Ｔ：ゼミ合宿はありましたか。刑法応用演習ではありそうですよね。
Ｈ：ありました。がんばりました。合宿係がんばりました（笑）。旅行会
社でチケットや宿を取ったり、食事やお酒の手配をしたり。
Ｔ：今年度のゼミ合宿について教えてください。
Ａ：静岡で、２泊３日でゼミ合宿をしました。まず１日目と２日目の半
分はがっつり普通に勉強します。ゼミ生各自２つの事例を与えられ、
その事例について弁護側または検察側の立場から相手方に主張をし
ます。授業と変わらないといえばそうなんですが、授業ではそれぞれ
複数名でのグループ戦。ですが合宿では個人戦です。そこは大変でし
た。
Ｈ：一対一の議論を他のゼミ生が聞いて、説得力があったと思う方に
投票をします。
Ｔ：個人戦を２日目のお昼くらいまでやって、その後は懇親会ですか。
Ａ：はい。海が近かったのでみんなで遊びに行きました。夕方頃は海
から戻ってバーベキューをしたりお酒を飲んだりしました。
Ｔ：懇親会では普段しないような話をしたりするのですか。
Ａ：そうですね、でも、真面目な話しかしてないです。
Ｈ：ゼミ合宿では、普段なかなか話す機会のない人とも話ができて、
それで仲良くなれたような感じがします。

□法律専門職専攻を志望する方へのアドバイスなど
Ｔ：最後に、法律専門職専攻を志望する、または、興味のある生徒の皆
さんに向けての、アドバイス、メッセージをお願いします。
Ｈ：法律専門職専攻は法律を勉強したい人にとって良い専攻だと思
います。とりわけ國學院大學法学部は先生方との距離がとても近い
です。先生のところに質問に行けば、時間を割いて答えてくださいま
す。
Ｔ：多くの先生方が、時間の都合さえつけばいつでも質問や相談に応
じるよというスタンスで、学生さんに接しているように思います。
Ｈ：それってすごいことだと思います。また、私は、サークルや部活な
どに入ってコミュニティを広げるのもいいと思います。法律専門職専
攻には勉強を一緒に頑張る仲間がいて、さらにそれとは別に気の抜
ける場所があると、より勉強も頑張れるんじゃないかなと。勉強を頑
張るためにも、コミュニティを広げていって欲しいと思います。それ
から、自主的な勉強会のサークルがなかったので、創りました。たくさ
んの１年生が入ってくれたらいいなと思っています。興味がある人は
ぜひ参加してください。
Ｍ：勉強していく上で疑問に思ったことや興味を持ったことは突き詰
めていってほしい。そうすると視野が広がっていくのかなと思います。
法律でなぜこうなんだろうと思って調べたり人に聞いたりすると、そ
の問題以外にもいろいろなものが見えてきます。自ら考えるというこ
とと、調べたり人の意見を取り入れたりすること、どちらも大事にし
てほしい。そうすれば、勉強の面で実りある学生生活を送ることにつ
ながると思います。
Ａ：法律専門職専攻は、自分の将来についてまだ絞り込んでいない人
であっても、４年間打ち込めるものが見つかる場所です。４年間法律
の勉強に打ち込みたいと思っている人に是非入学してほしいと思い
ます。

Ｔ：本日はどうもありがとうございました。

大江先生（以下Ｔ）：本日はお集まりいただきありがとうございます。
これから法律専門職専攻の学生座談会を始めます。本日の座談会は、
本學法学部の法律専門職専攻を志望する生徒さんに、皆さんの経験
をもとに、いわば先輩としてアドバイスをするという視点で語ってい
ただければと考えています。それでは、本日お越しいただいた３名の
皆さんに、法律専門職専攻を志望した動機をお教えいただくところ
からはじめましょう。

□法律専門職専攻志望の動機
金谷美里さん（以下Ｍ）：私は高校時代から公務員志望で、公務員を
一定数輩出している大学を調べていたところ國學院大學に行き当た
り、まずは本學の受験を決めました。
志望大学を決めた時には法律専門職専攻の存在を知らなかったので
すが、オープンキャンパスで法学部の説明を受けた際、少人数制であ
りながら法律専門職から公務員が一定数輩出されていることを知り、
自分には少人数での授業が適していると思い、法律専門職専攻を志
願しました。
赤岩陽菜さん（以下Ｈ）：私は高校生の頃からロースクール進学を強
く意識して本學法学部を選択したのですが、法律専攻と法律専門職
専攻との違いを実感できず、とりあえず法律専攻に出願しました。入
学してすぐに、法律専門職専攻の方がロースクール進学に適している
のではと思い、２年次からの転専攻を希望するに至りました。法律専
攻と法律専門職専攻とでは、１年生の頃からカリキュラムや授業進度
に違いがあるのですが、２年生からの法律専門職専攻の授業について

いけるよう、１年生の時にはできる限りのことを法律専攻で学ぶこと
にしました。

Ｔ：法律専攻がロースクール進学に対応していないわけではないの
ですが、体系的・系統的なカリキュラムや同じ目標の友人と巡り会う
機会の点で、法律専門職専攻の方がロースクール進学には適してい
るのかもしれませんね。
成田敦哉さん（以下Ａ）：僕は高校時代から漠然と法律を勉強したい
と思っていて、まずは法律専攻に進みました。
そうして１年間勉強する中で、周りがガッツリと法律の勉強に打ち込
んでいる環境に身を置きたいと考えるようになり、法律専門職に転専
攻しました。
Ｔ：進路は決めていますか。
Ａ：現在は公務員志望です。専攻を変更した当時はまだ明確ではな
く、ただ、法律をガリガリ勉強するのなら進学か公務員になるかのど
ちらかだと考えていました。

Ｔ：最初から明確な意思を持っていた人もいれば、法律専攻で学ぶな
かで目標が明確になり法律専門職専攻に転専攻したという方もあ
り、バラエティに富んでいますね。

□１・２年次のカリキュラムについて
Ｔ：さて、入学してからの２年間で六法と行政法を一通り学修するカ
リキュラムというのは、勉強中心の学生生活を送ることになり、かな
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法律専門職専攻学生座談会

「在学生の語る、法律専門職専攻での学び」

成田 敦哉さん 
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赤岩 陽菜さん 金谷 美里さん 
法律専門職専攻の特徴は、①入学時点で将来法律のプロフェッショナルとして活躍することを希望する学生を対象とすること、

②いわゆる六法プラス行政法を概ね２年次終了までに一通り学修して法律学の基礎を体系的・系統的に固め、
３年次以降は演習科目等を中心に自律的に学修を進めるカリキュラム編成であること、

③１学年のクラスサイズが比較的少人数で構成されていることにあります。
今回は、現在法律専門職専攻に所属する3名の先輩に、法律専門職専攻について、学生の目線から語ってもらいました。



　まずは「歴史」です。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。

　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。

　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。

　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。
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分析と応用
コース

　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。

理論と歴史
コース

● 「政治インターンシップ」とは？

■「歴史」を知る
　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」を受講します。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。

■「討論」で磨く

　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。

■「現場」を見る

■２つのコース （2018年度より）

自分で動く、自分で論じる

政治専攻

　政治を学ぶことは、直接政治に関係することだけでなく、法律、経済、社会学、歴史、
環境学、さまざまなことに目を向けることになります。そこから徐々に専門分野を絞っ
て自分の探求したい分野を模索できるのが、政治専攻の魅力です。また、少人数制な
ので先生や先輩との距離が近く、勉強など気軽に相談できる環境が整っています。
政治専攻では2年生からゼミが始まります。ゼミによって文献をたくさん読んで討論
をしたり、フィールドワークをして自分の足で「現場」の情報を集めたり、学び方も違い
ます。ゼミの掛け持ちも可能なため、多角的な視点から物事を捉えることもできます。
また、「現場」での経験で単位認定される制度として「政治インターンシップ」もありま
す。この制度では、夏休みか春休みの間、議員のもとで生の政治に触れることができ
ます。
　議員と聞いて、「自分は議員になりたいわけではない」と思う方もいるかもしれませ
ん。しかし、ほとんどの議員は大学を出て一般企業で勤めた経験のある方ばかりです。
政治家はどんな仕事をしているのか、地域にどのように関わっているのかという点だ
けでなく、人生の先輩としてさまざまなことが学べます。
「大学」は時間を気にせず自分のやりたいことが出来る場です。その為にもぜひいろい
ろな学部などを見比べ、自分にあった環境を探してみてください。

政治専攻3年
伊藤 ちひろさん 

S t u d e n t  V o i c e

藤嶋 亮 准教授 （比較政治）

　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。

Message

履修モデル

政
治
専
攻

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

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

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

１年生

２年生

３年生

4年生



して情報網ができる、あれで。２人は基礎演習、誰先生だった？
K：宮下先生と坂本先生。
Ｔ：あー、いいねぇ。
K：よかった。
Y：私は小原先生と茢田先生。イージーモード（笑）、楽しいやつ。
K：基礎演習ってさぁ、自分の興味の範囲以外のこともやるじゃ
ん。これで意外とやってみると面白かったっていう発見ってある
よね。
Ｔ：新たな発見あるよね。確かに。
K：最初は日本政治史しかやりたくなかったんだけど、それで結
構現代も面白いなって、宮下先生のゼミへ。先生のおかげですね
（笑）
Ｍ：（笑）
K：こっち見てくださいよ！
Ｔ・Y：（爆笑）
Ｔ：そうだねー。興味の範囲外も確かに勉強したね。
私は海外の事はあまり興味なくて。でもアメリカの大学の学費
の話だったかな、格差の話があって、それやった時はほんとに知
らないことだったから普通に面白いと思ったし、そういうことも
あるんだって新しい知識が増えたっていうのは大きいと思う。
K：それを経てからゼミ選択に入るから、それでゼミ志望変えた
コとかいる。
Ｔ：視野広がるよね。
Y：導入としていいかもしれない。
Ｔ：大事大事。うん。

先輩がガイダンスと新歓をやってくれるトコなんて他にない！
K：あと思った。縦のつながりが多いなって、うちは。
Y・Ｔ：うんうん。
K：他のところのコに聞いたら専攻の新歓を先輩がやるトコな
いって。
Y・Ｔ：ないないない。
Ｔ：政治専攻の新歓あったし、そこに先生も参加してるし、すご
いそれは新鮮だった。大学生ってこんな感じなんだ。私はむしろ
それしか知らないから他のところの話を聞くとなんか寂しい
なって。
K：（先輩によるガイダンスで）先輩から授業どうとかテストどう
とか教えてもらったり。
Y：相談しやすい。
K：入ったすぐに履修組まなくちゃいけなくて、それがよくわから
なくて。その時に先輩にこうやって取るといいよとか言ってくれ
る先輩がいて優しい。
Ｔ：うん、優しかった。なんかね、最初入学して心細さはなかった。
K：一人暮らしだけど全然寂しくなかった（笑）いまだにホーム
シックこない（笑）

ゼミというコミュニティの居心地と「勉強してるって感じ」
Ｔ：ゼミの話、しちゃう？
Y：必修で良かったなって感じあるけどね。ゼミのコミュニティは
結構いい環境っていうか４年生になっても普通にコミュニティ
同士で仲良くしていればなんとかなるし、楽しい（笑）

K：とりあえずゼミに行けば誰かしらいるから。就活の話とかも
ゼミで共有したり。
茢田ゼミってどんな感じなの？
Y：茢田ゼミは、根は真面目だけどちょっとちゃらんぽらんな人
が多い（笑）。なんだろうね、あれは。ゼミって割と同じような雰
囲気の人が集まってる感がある。どのゼミでも。
Ｔ：そうだね。別に先生の方で決めてるわけじゃないんだろうけ
ど。
K：気が合うよね
Y：そうそう。あんまり上下関係を感じない。
K：先輩も後輩も同じような人たちだから・・・
Ｔ：なじみやすい。
K：基礎演習よりはゼミの方がやっぱ専門的な感じがする。
Ｔ：勉強してるって感じがする。自主的な感じだから。基礎演習
はもらった資料でやるけどゼミは自分で。宮下ゼミは後期自分
で発表したいやつを調べてきてレジュメ作って発表。だから主体
的になるから、やっぱりそれは違うかな。
K：楽しい。ゼミ、後期の方が好き。私坂本ゼミと掛け持ちしてる
のね、今年発表は全部１次資料でやった。ああ全部じゃないか、
盛っちゃった！だけど、ほぼほぼ1次資料でやった。
Y・Ｔ：へー！
K：すごい楽しかった。大変なんだけど、なんかそういうの自由に
やらせてくれるし、なおかつちゃんとアドバイスくれるから安心
してできる。
Y：ゼミ論とかも、そのゼミのテーマで書かなきゃいけないのか
なと思ってたけど、とりあえず茢田ゼミは何でもいい、政治とか
社会学系とかから外れなければいいよって感じだから、それは
いい。
Ｔ・K：わかるわかる。
Ｔ：ゼミ掛け持ちって結構辛くない？
K：案外できた。そう、すごく視野が広がった。政治史と政治学と
やってるじゃない。政治史だったら今とのつながりを意識してで
きるし政治学だったら過去とのつながりをやれる。いろんな見
方ができる。それがいい。入ってよかった。
Y：あ、すごい！
Ｔ：名言！
K：いいこと言ったんだからココちゃんと載せてください！（笑）
Ｍ：じゃあ太字にしてもらう？
Y・Ｔ：見出しになるよ（笑）
K：私国際とかあんまり興味ないって思ってたんだけど、磯村先
生の国際政治とか平和研究とかを受けて、あー意外と面白い
なぁって、それをまたゼミに活かせるし。何コースだから何を取
らなきゃいけないとかガチガチに決められてるわけじゃないか
ら自由度が高い。自分の欲しい視点を選べる。あっ、またいいこ
と言ってしまった！（笑）
Ｔ：素晴らしいよ。ポイントどんどん入ってるな。
Y：やばいやばい。ポイント負けてる（笑）
Ｔ：それはあるね確かに。私は3年の後期に茢田先生のオムニバ
ス・セミナーを取ったんだけど、そこで扱った内容が面白くて今年
のゼミ論はそれに基いたやつを出した。これまで自分はそういう
の読まなかったから新しい視点が入るし、カリキュラムいいよね。

宮下先生（以下Ｍ）：今日は４年生の３人に集まってもらいま
した。よろしくお願いします。

仲良くなりやすいけど、サボれない
土屋さん（以下Ｔ）：最初は政治専攻の雰囲気の話？
吉川さん（以下Y）：政治専攻の雰囲気？賑やか。
菅野さん（以下K）：少人数だけど結構みんなしゃべる。みんな
うるさいよね。
Ｔ・Y：うるさい！（笑）
Y：キャラが濃い。1人で5人分ぐらいしゃべる、みんな。
Ｔ：そうそうそう！
K：女性は少ないんだけど女性が割とよくしゃべるよね。
Ｔ：うんうん。一人一人目立ってる。入学して最初とか、人数が
少ないからすぐ覚えられるじゃん。だから絡みやすいよね。
K：必修の授業がみんな一緒で多いからね。他より仲良くなり
やすい。
Ｔ：確かにね。よそだとクラスいっぱいあって、顔を全然覚え
てないみたいな人いるから。それに比べたら仲良くなりやす
い、っていうか、ならざるを得ないというか（笑）
Y・K：そうそうそう！ふふふ！
K：あとなんだろう、先生との距離が近いよね。
Ｔ・Y：あー、近い近い。めっちゃ近い！

K：先生から話しかけてくるよね（笑）
Y：覚えられてないなって思っててもすれ違った瞬間に挨拶さ
れたりする。あっ、こんにちはって。
Ｔ：ばれてるなーって（笑）
K：ちゃんと出席しなきゃって。
Ｔ：悪いことできないんだよ（爆笑）
K：大学って、担任の先生がいないから仲良くなりにくいのか
なと思ってたけど、それはすごいいいギャップだったと思う。

「基礎演習は大事大事、うん」
Ｍ：基礎演習はどうだった？
Ｔ：私は前期は磯村先生で後期は田中先生（註：お２人ともすで
に定年退職されています）だったけど、なんか当たりだった。文
章読んでいろいろ書くこともあるけど議論するというのが、なん
だろう、普通に座学で聴いてそのまま覚えるだけじゃなくて話す
力っていうの？論理的に意見を言っていくっていうのはよかっ
たかな、面白かったな。
K：あれがあるからゼミにもすんなり入れたし。
Ｔ：そうそうそう。あれ楽しいからやったほうがいいと思う。｠
K：必修だけどね（笑）
Ｔ：あれで仲良くなるっていうのもあるじゃない、少人数だから
ね。他の人からあの先生どういう人かとか、いろいろ聞いたり
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政治専攻の学生は座談会でポイントを競う？

吉川 綾乃さん 
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土屋 遥香さん 菅野 糸さん 晴香



Y：まんべんなく取れるのがいい。私は２人とは逆でどちらかと
いえば世界史メインでやってきて日本史ホントにミリ単位でし
かわからないけど、たまには日本史を取ってみようかなと思って
坂本先生のつまみ食いをして、おおっと思って、でもやっぱり全
体を見るときに日本の歴史も知ってなきゃいけないからそうい
う意味ではいい勉強になったなって感じ。

政治インターンシップをいろいろな意味で活用する
Ｔ：カリキュラムにインターンシップ入ってるって珍しい。
K・Y：珍しいって言われた。
Ｍ：だって少人数のところしかできないから。200人の学科だっ
たら無理でしょ、政治家のところに行って来いって。
Y：確かに。それは難しい。
K：M大の人に全く同じこと言われました。うちはマンモス校だ
からできるわけないって。
Ｔ：少人数ならではだよね。
Ｍ：じゃあ、インターン実際行ってみて・・・？
Y：いろんなことを学んだ。まずはじめに社会人としてのマナー
も学べたし、実際に政治の現場を見ることで座学では想像しき
れなかった事を応用で付け足せるから、その後授業を受けたと
きとかに頭の中で具体的に想像がしやすい。授業を聞いて、あー
これはそういえばそんなことをやっていたな、みたいな感じでや
りやすかったから、特に座学が苦手な人は勉強の導入になるか
もしれない。
Ｔ：ところで、選挙の手伝いもするの？どういうこと手伝うの？
Y：ビラ配り、まずは。足を使う。
K：ポスター貼らせてもらうとか。
Y：秘書さんと一緒に同行してピンポンみたいな。
K：え、同行だった？私、ひとりで。ピンポーンって押して、「どこど
この〇〇です、ポスター貼らせてください。ガチャン！」みたい
な。でもなんか私成績良くて。
Y・Ｔ：すごいね
K：みんな最初怖がるんだけど。
Ｔ：そりゃ怖いよ。強いなぁ。
Y：でも確かにそのメンタルは付いてくる。電話怖かったけど最
後の方は1日600件ぐらいかける。ひたすら、あ～こんにちは、ガ
チャン！みたいな。
Ｔ：そういうのが身に付くんだぁ。メンタルが。
Y：だから将来営業とかやりたいコは行ったらいいかもしれない。
K：たまに支援者の人に当たる時があって、○◯ですって言うと、
「あーどこどこの？応援してるのよ」って。で話を聞くと結構いろ
いろ話してくれる。「私の家はちょっと貧乏なんだけど、〇〇さん
が頑張ってくれれば良くなるかな」って。生の声が聞けるのはす
ごいいいところだと思う。議員さんとの仲も縮まるんだけど支援
者の、多分やらなかったら接点がない人たちの話が聞けるって
いうのは大きかった。一度、最初すごい怒られたの。でも粘った
の、すごく。「どこが悪かったでしょうか」って。
Ｔ：すごい強いなぁ。
K：そしたら「実は前は応援してたんだけど、こういう政策に失望
したんだよ」みたいなこと言われて、なるほどと思って議員さん
にそれを伝えて。支援者の声を汲み上げるというのも議員の役

目だしそれの仲介ができたから、それはすごい自信になったと
いうか面白かった。

「受験を考えている皆さんへ」
Y：女子にいっぱい入ってほしい、個人的には。
Ｔ：女子が少ないのは難しそうなイメージがあるからなのかな。
華々しさっていうか、それはあまりないのかもしれないけど。私
の個人的な話だけど、政治だけじゃないけど思想とかを学ぶこ
とで物の考え方がわかるというか、それは政治だと特に強いか
なぁと。行動が国を動かしていくわけだし面白いから来て欲し
い。
K：就活の面接で「どうして政治勉強したのにここなの」とか、い
つも聞かれるんだけど、でもそれはすんなり答えられて、「まぁこ
ういうきっかけでここに入りたかったんです。でも私は政治は活
かせると思っています」って。「客観的に見る力と主観的に見る
力の両方がつくからそれをごっちゃにして考えないのが私の強
みです」って。
あっ、またいいこと言った。ポイント入った（笑）
Ｔ：ポイント入ったね。今聞いててやられたと思った。
客観と主観ねぇ～
K：太字で太字で！
だから、政治がそんなに好きじゃないと思ってたり将来役に立
たないと思うかもしれないけど案外生活で役に立つ。人の話を
聞くときでも最初は自分の意見を押し通したいなぁとかいう人
もいるんだけど、政治を勉強するととりあえず話聞こうっていう
スタンスになる。グループワークとかでもね、ふーんて受け入れ
た上で自分の意見を話す。
Ｔ：いろんな考えの人がいるしそれがわかるよね。微妙に人に
よって考え方も違うしそれは確かに政治だとより出やすいとい
うかわかりやすいのかも。
K：政治は知識がなくても自分がこうした方がいいと思いま
す、って言えるから議論に参加しやすいと思う。
Y：そうそう！
Ｔ：そうだね。正解がないっていうか政策も結局は好みの問題に
なってくるわけじゃない、言ってみれば。だから意外と議論に参
加するハードルがすごく低くて実は思ったことを言えばいいだ
けだったりするし、とっつきやすいと思う。
K：だから難しいと思わずにちょっと楽しそうと思ったら入って
みて・・・。
Y：そう、お試し・・・
Ｔ：お試しください！
Ｍ：私が締めくくるまでもなかったですね。今日はありがとうご
ざいました。
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大学4年間を振り返るにあたって、一番印象に残っていることはゼミでの活動です。私が所

属していた行政法・環境法ゼミでは、2人1組で判例報告を行いその判例についてディベー

トするというものです。このディベートを通じて｢考える力｣や｢伝える力｣が身に付き、就職

活動等にとても役に立ちました。またゼミ長やサークルの副代表をやらせていただき、不

慣れながらもみんなをまとめることの大変さを知りました。大学生活の4年間は長いよう

でとても短いです。しかし、何かに挑戦するには十分な期間だと思います。皆さんも國學院

大學法学部で色々なことに挑戦し、実りのある大学生活をお過ごしください。

就職先 株式会社マキタ飯塚 郁斗 さん 
いいづか いくと

私は大学生活の中で、地方自治のゼミに特に力を入れて取り組みました。ゼミでは興味の

あるテーマを自分なりに考え、仲間と意見を交わしながら論文作成を目指しました。また、

論文作成のために実地調査を行い、研究に関連する自治体などの方々に訪問して話を聞

かせて頂きました。こうした活動を通して私は自治体職員に興味を持ち、就職先として選

ばせて頂きました。新入生の皆さんも、大学生活の中で、自分の興味や関心を大切にしな

がら、社会に出るための土台を作っていって下さい。

就職先 長野県庁宇都宮 千拓 さん 
うつのみや ゆきひろ

法律専攻最大の魅力とは、学べる分野の選択肢の幅の広さであったと感じています。もち

ろん自分が興味を持つ分野を一つ突き詰めていくのも素晴らしい事とは思いますが、時に

は関心の無かった分野にも触れてみてください。そのようなさりげないきっかけが自分の

興味の幅を広げることに繋がっていくと思います。また私は2年間ゼミに参加し、その中で

の経験によって、自分の考えや意思を他者に伝える能力も培うことができました。単純な

知識だけではなくこのようなスキルも得られたことは、私にとってかけがえのない財産と

なったと感じています。是非皆さんも法律専攻で有意義な4年間をお過ごしください。

就職先 加藤憲G.R.S.株式会社大沼 知佳 さん 
おおぬま ち か
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私はもともと法律に興味があり、将来の選択肢を増やすためにも法学部を選びました。所

属していた行政法ゼミでは、法律をただ暗記するのではなくどこでどんな法律が適用され

るべきかを考え、細かい部分まで疑問や自分の意見を持つことを学んだことで多角的に物

事を考える力が身につき、また素晴らしい仲間にも出会うことができました。大学生活は

全てが自由なので自分の行動次第で無限に可能性が広がると思います。四年間はあっと

いう間に過ぎてしまうので皆さんも是非、仲間と支えあいながら積極的に考え行動し実り

ある大学生活をお過ごしください。

就職先 株式会社 八十二銀行田丸 雅己 さん 
たまる まさき

私が、法律専攻を志望した理由は広く法律の分野に触れてみたいという思いからでした。

１、2年次に六法を学んだ中でも刑事法分野に興味を持った私は、3年次から刑事政策のゼ

ミに進みました。ゼミでは他大学との討論会や、刑務所などの施設を見学したことは貴重

な思い出です。それまで気に留めることのなかった世界について考え、視野を広げること

ができた経験はかけがえのない財産になりました。皆さんも、國學院大學法学部で刺激と

楽しさに満ちあふれた有意義な4年間を送ってください。

就職先 東京急行電鉄株式会社照内 勝久 さん 
てるうち かつひさ

法学部を選択したのは、社会生活上で法律を知っていることが強いと考えたからです。 

学部での4年間は、判例や実際の法律問題に正対し、「何が正しい在り方なのか」自分で納

得いくまで考えてみる日々でした。法学部に入学したら、是非ゼミに参加してみてくださ

い。解がひとつでない問題に対峙し、仲間と共に法律を軸に議論を繰り返す中で、新たな

視点や自分の答えを見出すことができます。そうした発見は、自己成長を感じられる瞬間

であり、充足感に満ちていました。学びの中で、私は「論理的思考力」や「適切に伝える力」

を身に付け、自信をもって根拠のある主張ができるようになりました。 國學院大學法学部

には、親身に指導してくださる先生方や豊富な法学資料と、主体的に学ぶための環境が備

わっています。是非、ご自身の成長を体感してみてください。

就職先 郵船ロジスティクス株式会社藤江 哲生 さん 
ふじえ てつお

私は、法律とは生活の身近なものであり、専門的な知識を学びたいと思い法学部の進学を

決めました。法律といっても様々な分野があり、その中で「家族法」という分野に出会い、大

きく自分を成長させる事が出来ました。私は家族法ゼミに所属し、民法改正案作りに取り

組みました。相手を納得させる物を作成する難しさや仲間と協力して１つのものを作り上

げる達成感を学び、その経験から就職活動には欠かせない〝相手に自分の意見を分かりや

すく伝える力〟を身につけることが出来ました。みなさんもたくさんの出会いと知識の収穫

がありますように祈っています。

就職先 みずほ不動産販売株式会社松本 みなみ さん 
まつもと

國學院大學の法律専攻では、科目を選択する幅が広く、自分が興味を持った科目に合わせ

てコースの選択もできます。私の場合、公務員を目指していたこともあり、日頃の講義が試

験対策にもなりました。また、私が所属していた刑事政策のゼミで、討論会を多く経験した

こともあり、面接やグループディスカッションで相手に短くわかりやすく伝える力が身につ

いたと思います。ぜひみなさんも、國學院大學の法学部で実りある4年間を過ごしてくださ

い。

就職先 市川市役所三上 雅輝 さん 
みかみ まさき

法学部では、専門的な知識はもちろん社会に出てからも役立つ力を学びました。法学資料

室や図書館には専門的な資料が多くあり、所属した民法ゼミで判例研究を行う際、大変役

立ちました。様々な考え方に触れることで視野を広げられるため、ぜひ活用してみてくださ

い。4年次には集団討論を行う講義を選択し、何度も討論を行いました。自分の意見を分か

りやすく伝えるためには相手の立場に立って考えることが必要であると学び、就職活動に

も役立ちました。みなさんも大学で過ごす時間や出会った仲間を大切にし、充実した大学

生活を送ってください。

就職先 地方公務員木原 理悠 さん 
きはら りゅう

私は部活やゼミに所属し、アルバイトも掛け持ちしながら、公務員試験の勉強を進めてき

ました。法学部は履修の自由度が比較的高いと思うので、自分自身の時間をいかに効率よ

く使えるかが重要だと思います。法学部の授業は公務員試験の筆記・面接どちらの対策も

万遍なく行って頂けたところが魅力でした。授業で積極的に試験問題を取り入れてくださ

る先生が多くいらっしゃり、行政の知識が自然と身につきました。皆様も様々な人との交流

を深めながら、将来の夢に向かって頑張ってください。

就職先 藤沢市役所藤田 美希 さん 
ふじた み き

私は高校生の時から大学で絶対に法学を勉強したいと考えていました。なぜならこの社会

を守っているルールは法であり、それを学ぶことで自分の身を守る武器になり得ると思っ

たからです。國學院大學法学部では、あらゆる法を幅広く学び、法知識の基礎を築くことが

出来ました。3年次からは、行政法・環境法のゼミに入り、事件の判例報告を行い、議論しま

した。判例報告を行うことで、裁判所や研究者の多様な見方・意見に触れ、物事を多角的に

捉える思考力、そしてそれを分かりやすく伝える発信力を身につけることができました。ぜ

ひ皆さんも、國學院大學法学部で多くのことに挑戦し、充実した大学生活を過ごしましょ

う。

就職先 日本年金機構及川 紗希 さん 
おいかわ さ き
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法律専門職専攻の授業は幅広く法律を学ぶことができるのが特徴です。1・2年生の時は並

行して様々な分野を勉強するため大変ではありますが、自分が本当に勉強したい専門領域

を明確にすることができます。その後3・4年生になると自分が学びたかった分野にフォー

カスをあて、集中して学ぶことができました。もし将来法律に関係のない仕事に就くとして

も、法律は知らないよりも知っていた方が自分のためになるものです。今までとは違った

視点で会話ができたり、身の回りの出来事に関心が寄せれるようになる、面白い学問だと

思います。皆さんも法律の勉強に頑張って取り組んでください。

就職先 ジャパンビバレッジ東京藤本 有紗 さん 
ふじもと ありさ

専門職専攻のカリキュラムは非常に厳しく、授業についていくだけでも大変だと思いま

す。しかしその分、履修後の達成感や充実感は計り知れません。何より先生方との距離が

近いため、学習面は勿論のこと、様々な相談に乗っていただける環境にあることも専門職

専攻の魅力の1つです。また少人数制のため、切磋琢磨できる友人にも出会えました。法科

大学院を目指した私にとって、専門職専攻での学びは大きな自信となりました。

根気強く勉強した分だけ着実に実力を付けることができる専門職専攻で、充実した学生生

活を送ってください。

進学先 早稲田大学大学院法務研究科宮田 真帆 さん 
みやた ま ほ

私は、せっかく勉強するならと思い、法律専門職専攻を選択しました。この専攻は、１年次
から法律を専門的に学ぶことができる反面、他の学部や専攻に比べると、必修科目が多く、
単位取得を難しく感じることがあると思います。とくに２年次までに基本となる法律科目を
一通り学習するカリキュラムのため、試験前はとても大変でしたが、友人と共に勉強するこ
とでなんとか乗り越え卒業することができました。もっとも、先生との距離の近さや、クラス
のなかで多くの友人をつくることができたことは、この専攻ならではだと思います。大学で
学ぶ4年間はあっという間です。卒業後のことも見据えて色々なことを学んでください。

就職先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社山本 祥代 さん 
やまもと さちよ

法律専門職専攻は、特に1・2年生次に法律系必修科目がとても多く、試験や授業も非常に

高いレベルで行われます。しかし、少人数制であり、先生方との距離がとても近いため、質

問などがしやすく、友人たちとも協力し学習することで、強い意欲を持ち勉学に取り組める

と思います。また、3・4年生次には、比較的自由に履修科目を選択することができるため、

法律以外のことも多く学ぶことができ、長期休暇にはゼミ合宿などに参加し友人や先生と

の交流を深めることもできます。結果的に就職活動に多くの時間を割くことができるのも

法律専門職専攻の魅力です。皆さんも法律専門職専攻で有意義な学生生活を送ってくだ

さい。

就職先 大和ハウス工業株式会社三木 康太郎 さん 
み き こうたろう

専門職専攻のカリキュラムは厳しく、他専攻の人を羨ましく感じることが多々ありました。

また、大学に入って初めて学ぶ法律はとても難しく、ついていけるか不安になったこともあ

ります。ですが、少人数制で友人を作りやすく、先生との距離が近い専門職専攻の環境に

助けられました。友人とお互いに理解できるようになるまで相談し合えたり、分かるまで

何度も先生に質問することができる環境は他専攻にはなく、とても恵まれていると思いま

す。皆さんもぜひ、法律専門職専攻で沢山学び、実りの多い学生生活を送ってください。

就職先 株式会社 商工組合中央金庫木澤 香奈江 さん 
きざわ かなえ

専門職専攻は、法学を集中して学ぶことができる専攻です。私自身、漠然と法律に興味が

あるという理由でこの専攻に入学しました。しかし、この専攻の大きな特徴である法律科

目を少人数かつ双方向型の授業で学ぶという環境に身を置くことで、より法学に関心を持

ち、全力で勉学に励むことができました。課題の多さに圧倒されることもありましたが、共

に学ぶ友人と乗り越えられた経験は一生の財産になったと感じています。

少しでも法律に興味がある、大学で勉学に励みたいという高い志がある方は、ぜひこの法

律専門職専攻に入学していただきたいです。 

就職先 北陸電力株式会社竹原 好輝 さん 
たけはら こうき

少人数制に惹かれ入学した法律専門職専攻での勉強は、想像以上に難しく、必修科目の多

さに苦しみました。しかし、いざ周りを見渡すとストイックに勉強に励む学生が少なくあり

ません。それを見て、私もと必死に食らいつくことができました。 本専攻では、多くが法曹

や公務員に就くなどの共通の目的を持っています。そのため、自然と学生同士がいい刺激

を与え合えるのがとても良い点だと思います。 一方で、私はサークル活動にも精を出すこ

とができたので、本専攻も勉強だけではない学生生活を過ごせると思います。ぜひ悔いの

ない学生生活を送ってください。 

就職先 システム・ソフトウエア業界野呂 侑合香 さん 
の ろ ゆりか
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政治インターンは行かなくてもいいかな… 入学前はそう思っていました。しかし、先輩に

紹介されたインターン先から、様々な選挙ボランティアに参加し、政党のゆるキャラ誕生に

携わり、想像をはるかに超えた活動をしていました。国会議員から地域の方までたくさん

の人と出会い、私がこの政治専攻に来なければ、できなかったと断言してもいいくらい、貴

重で、面白い体験をすることができました。人と出会うことで、自分の世界は大きく広がり

ます。大学生活でたくさんの人と出会って、新しい場所に足を運んでみることをお勧めし

ます。それを支えてくれる先生と仲間が、ここにはたくさんいますよ！

進学先 ドイツ・テュービンゲン大学 留学予定五十嵐 友歌 さん 
いがらし ゆうか

政治専攻では、授業や試験において自分で考えて書くという課題が多くありました。その

際、自分自身の考えや知識を持っていないとついていけず、何度も行き詰まることがあり

ました。ですが、その度に多くのことを学ぶことができたと思います。私は政治インターン

シップやグループワークを通じて新たな発見や知識を得ることができました。政治におい

て正解は一つではありません。だからこそ考えるべきことが多くあります。皆さんには、分

からないことを知ろうとすること、そして、経験を通じて多くのことを学んでいってほしい

と思います。

就職先 全日本空輸株式会社・客室乗務職今田 あき さん 
いまだ

正直、私は政治に強い関心を持ってこの専攻を受験したわけではありませんでした。でも

卒業を迎えた今、政治専攻を選んで良かったと心から思っています。政治専攻は人数が少

ないので、知らない顔がいないというくらいとてもアットホームな専攻です。先生方との距

離も近く、コミュニケーションが取りやすいです。また２年生からゼミに参加するので、ゼ

ミの仲間たちとより仲を深めやすいというのも特徴です。自由な４年間。無駄な経験なん

てひとつもありません。多様な価値観に触れ、様々な経験をすることで自分の人生の軸を

見つけてください。

就職先 JAいるま野農業共同組合太田 光 さん 
おおた ひかる

政治専攻では先生方と学生との距離が近いため、気軽に先生方のところに質問や相談に

伺うことができます。ゼミの先生と親しくさせて頂いた私も、質問や雑談をするために先

生のところによく伺いました。先生との雑談めいた議論から政治に対する様々な視点を得

ることができたように思います。例えば、社内政治ということばの存在が示すように政治は

人間社会の至る所で見出すことができるのではないか、ということに気付きました。サーク

ル活動のなかにすら、政治的なるものを見出すことはできるのです。

ではこの政治とは一体どのようなものか。ぜひ、政治専攻であなたなりの答えを見つけて

みてください。真実はいつも一つとは限りません。

進学先 法政大学大学院 政治学研究科荻 健瑠 さん 
おぎ たける

政治専攻では自分の興味関心に応じて、幅広いカリキュラムから自由に授業を選択するこ

とが可能となっています。

実際に自分自身も、教員免許取得と専門的な政治の学びを両立させることができました。

また、大学3年の夏には、より深い学びのために国連大学グローバルセミナーに参加し、国

内外の専門家や国連職員との対話から、国際政治の現状を理解する機会を得ることがで

きました。実際に足を運び、自分の目で見ることはどんな事においても大切な姿勢です。｠

皆さんも主体性を大切に、実りある大学生活を過ごして下さい。

就職先 岐阜市役所川辺 潤 さん 
かわべ じゅん

政治専攻には沢山の魅力がありますがその中でも少人数制であることが特に大きな魅力

だと思います。政治専攻は他の専攻と比べて少人数であるため、学生同士、また先生と学

生とのコミュニケーションが取りやすいです。疑問に思うところを気軽に先生に聞くこと

もできます。また政治専攻の授業では、１年次から学生同士が意見交換する場も多く設け

られており、そこでさまざまな考え方に触れて、自分の視野を大きく広げることができると

思います。大学生活に対する不安を抱いている方も多いと思いますが、政治専攻には支え

てくれる先生や友人が近くにいます。大学での一期一会を大切に、色々な事に興味を持ち、

どんどん挑戦して自分を大きく成長させる４年間にしてください。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社栗山 春花 さん 
くりやま はるか

政治専攻では初年度から授業を通して、また2年次からはゼミに所属し、いろいろな考え

を持った教授や学生と議論することになります。政治に関しては、どうしても意見の隔たり

が大きくなりがちで、皆が同じ考えであることはほとんどありません。そんな異なる考えを

持つ人たちととことん議論できる環境が政治専攻にはあります。

また、政治専攻では、政治だけでなく経済や法律に関する授業も選択することができるの

で、社会科学全般の幅広い教養も身に着けることができるはずです。

皆さんも仲間とブラッシュアップしあい、充実した大学生活を送ってください。

就職先 福岡県庁

就職先 横浜市役所

実広 朋樹 さん 
じつひろ ともき

卒業生からの
メッセージ

政 治 専 攻

M e s s a g e
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　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。

卒
業
後
の
進
路

　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。

　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。

　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。

　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。

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。

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

裁判官、検察官、弁護士

研究者など

民間企業に
就職する

公務員として
働く

大学院進学で
「もっと勉強する」

資格取得で
自己実現を図る

法科大学院進学で
法曹三者に

卒 業 後 の 進 路

卒業した後を考えよう！
将  来

■キャリアサポート－就職活動支援

■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。インターンシップ対策。
マナー・リクルートスタイルガイダンス 就職活動や社会で求められるビジネスマナーや身だしなみについての講座。
SPI非言語対策講座 就職活動における筆記試験の非言語分野についての対策講座。
業界セミナー 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。
学内合同業界・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。
OBOG・内定者アドバイス会 大手優良企業・官公庁に勤務している卒業生や内定した4年生によるアドバイス会。

キャリアサポート課　職員紹介　夛田　翔さんM e s s a g e

建設業・機械・設備・自動車製造業… 大成建設　東急建設　関電工　積水ハウス　大和ハウス工業　住友林業　日本電気　THK　ミネベアミツミ
パナソニック　 荏原製作所　セガホールディングス　TOTO　YKK　タカラスタンダード　古河電気工業　スズキ

食品・化学・医薬……………………… サッポロビール　ブルボン　伊藤園　ニチレイフーズ　ヤマキ　マルコメ　コーセー　塩野義製薬　小林製薬　
大正製薬　大塚製薬　久光製薬

印刷・マスコミ………………………… 博報堂　電通テック　産業経済新聞社　静岡新聞社　西日本新聞社　静岡朝日テレビ　宮崎放送　テレビ朝日映像
NHKメディアテクノロジー

商社・小売……………………………… 三菱商事ケミカル　丸紅エネルギー　ユアサ商事　国分グループ　日本アクセス　そごう・西武　三越伊勢丹
東急百貨店　小田急百貨店　セブン-イレブン・ジャパン　ファミリーマート　ローソン　ファンケル　資生堂ジャパン

不動産業………………………………… 東急リバブル　三菱地所リアルエステートサービス　三井不動産リアルティ　住友不動産販売　三菱UFJ不動産販売　
みずほ不動産販売
三菱UFJ銀行　三井住友銀行　みずほファイナンシャルグループ　りそなホールディングス　三菱UFJ信託銀行
横浜銀行　ゆうちょ銀行　野村證券　大和証券　みずほ証券　SMBC日興証券
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　ジェーシービー　　

銀行・証券等……………………………

生保・損保・その他金融………………

運輸・通信・旅行・観光業…………… JTBグループ　エイチ・アイ・エス　東日本旅客鉄道（JR東日本）　東京地下鉄（東京メトロ）　西武鉄道　日本通運
郵船ロジスティクス　近鉄エクスプレス　全日本空輸（ANA）　NTTドコモ　KDDI　日本郵便

サービス………………………………… 楽天　日本アイ・ビー・エム　リクルート住まいカンパニー　マイナビ　パソナ　パーソルキャリア　ぐるなび
帝国データバンク　セコム　綜合警備保障　ゼンリン　東京商工会議所

●法学部卒業生の主な就職先 (一般企業過去5年間)

■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。
就活パーフェクトガイドブック 就職活動の流れ、ポイント及び國學院大學の就活支援が分かる冊子。
インターンシップガイドブック インターンシップの概要、応募から単位申請の方法までをまとめた冊子。

民 間企業に就職する

　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。

　國學院大學では、早期から自分の進路と向き合った主体的な学生生活を送れるよう、正課授
業やインターンシップ関連企画・K-PLAS（KOKUGAKUIN Progressive Learning Assis-
tive System）学内資格講座などを通じて、１年生の時からキャリア支援を行っています。
　希望進路が固まる時期である３年次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、自己分析・業界研究・面接指導などきめ細やかなサ
ポートをしています。
　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展開しています。
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P r o f i l e

　大学生になると「就職活動」という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。旅行業界への就職を果たした先輩（諸井葵さん。
以下、Ｍ）のお話を聞いてみましょう。

Q　こんにちは。株式会社JTBへの就職、おめでとうございます。
Ｍ　ありがとうございます。

Q　4年間の学生生活を振り返っての感想をお願いします。
Ｍ　私は、大学生の今しか自由に使える時間はないと思っていた
ので、大学生の間に、少しでも興味関心のあることには必ず挑戦
しようと決めていました。大学での勉強はもちろん、友達と遊ん
だり、検定を取得したり、アルバイトに励んだり、趣味である旅行
を楽しんだりと、決めたことを必ず実行した、充実した学生生活
だったと思います。

Q　旅行業界への就職を意識したのは、いつ頃ですか。
Ｍ　２年生の秋頃から就職を意識しはじめ、インターンシップへ
の参加などいろいろ活動してきましたが、就職先を旅行業界に
絞ったのは、４年生のはじめの頃でした。就職活動をはじめた頃
は、他の業界にも興味があり、インターンシップや、業界セミ
ナー、会社説明会に参加しました。私は、仕事と自分の趣味との
間にどこか共通するものがあることが、仕事を長く続けるための
秘訣であると思っていて、趣味の一つである旅行を仕事にしよう
と明確に意識したのは、その頃でした。

Q　旅行が好きになった切っ掛け・旅行の魅力を教えてくださ
い。
Ｍ　旅行好きの家庭に生まれ、子供の頃から旅行に連れていって
もらえる環境にありました。飛行機に乗る楽しさであったり、異
国の地で感じた文化の違いであったり、そういったものを幼いな
がら面白いと思ったことは、今でも鮮明に覚えています。旅に出
ると、見たことのない景色を見たり、現地でいろんな人々と出会
います。そうした新しい体験が、自分の刺激となり、自分を成長さ
せてくれるところがあります。旅行の魅力は、新しい体験を通じて
自分を成長させてくれるところにある、と思います。

Q　比較的長期間、就職活動に取り組んできたようですが、学業
と就職活動とは両立できましたか。
Ｍ　はい。私は、企業のインターンシップにも参加しましたが、卒
業に必要な単位を３年生の時点で全て取得できました。

Q　就職活動をするなかで苦労したことがあれば教えてくださ
い。
Ｍ　私にとって苦労したことは、自己分析をすることです。自己分
析がうまくいかないと、エントリーシートを書くのに手こずった
り、面接で自分をうまく伝えられません。本学のキャリアサポート
課に通い詰めて、面接の練習を重ねたのですが、そこで、「自分を
うまく伝えられていないね」と指摘されたのは、すごくショックで
した。

Q　他にも就職活動中、いろいろ苦労はあったかと思います
が、就職活動を乗り切るため、どうやって気分転換をしてきま
したか。
Ｍ　私は接客業のアルバイトをしていたのですが、お客様とお
話をしたり、職場の仲間と会話をしたりすることが、私にとって
いいリフレッシュになりました。就職活動期間中も、それ以外
の期間も、アルバイトにかける時間を大きく変えてはいませ
ん。

Q　大学の授業で就職活動に役立ったものがあれば教えてく
ださい。
Ｍ　就職活動に直結したという意味で役に立ったのは、「キャ
リア・プランニング」でしょうか。仕事で求められる、人前で話
す力や、文章を組み立てる力などは、なかなか学ぶ機会・場所
はないように思います。キャリア・プランニングの授業を通じ
て、人前で話す力や、文章を組み立てる力の基礎を身につける
ことができたと思います。この授業で培った基礎が、就職活動
という応用の場面で、役立ったと思います。

Q　最後に、高校生の皆さんに向けて、一言、お願いします。
Ｍ　私は、大学に入学した頃、将来の職業について明確に意識
してはいませんでしたが、高校生の皆さんの中にも同じような
思いの方はたくさんいらっしゃると思います。けれども、大学で
4年間学んでいくなかで、自分のやりたいことは必ず見つかる
はずなので、今からそんなに不安に思うことはありません。高
校生の皆さんも、國學院大學法学部で、充実した学生生活を過
ごしてみませんか。

諸井 葵さん 
國學院大學法学部2018年卒業

（法律専攻）
就職先：株式会社 JTB

対
談
社会人として
　　羽ばたこう

「就 活 」のススメ

P r o f i l e

　観光立国の実現の点からも、また、日本で開催されるラグビー
ワールドカップや東京オリンピックなどの国際的イベントの点か
らも注目される業界の１つが航空業界です。客室乗務職として航
空業界への就職を果たした先輩（宮本光さん。以下、M）のお話を
聞いてみましょう。

Q　ＡＮＡへの就職、おめでとうございます。
M　ありがとうございます。

Q　國學院大學での４年間の学生生活を振り返っての感想をお
願いします。
M　視野が広がった４年間でした。高校までは千葉県の学校に
通っておりまして、東京の渋谷には馴染みがなかったのですが、
渋谷には全国から色々な方々が集まってきます。今まで関わった
ことのない方々と関わることで視野が広がったと思っておりま
す。

Q　客室乗務職として航空会社に就職することを意識したのは、
いつ頃ですか。
M　高校２年生の時です。部活動の遠征でＡＮＡの札幌便を利用
した時のことです。私達以外にも他にたくさんのお客様が乗って
いる機内で、「○○高校の皆さまのご健闘をお祈りしています」と
いうアナウンスをしていただきました。たった１回の数時間の出
会いであっても、こんなに私達のことを応援してくれる人がいる
のだと思い、私もたった１回の出会いであっても巡り会った皆様
を応援できるような人になりたいと思い、客室乗務職を志望しま
した。

Q　就職活動はいつ頃から始めましたか。
M　具体的に始めたのは大学２年生の秋頃です。まずは600点を
目指して、毎月TOEICを受けはじめました。また、企業研究のた
め、本を買って、会社の特徴を調べました。

Q　比較的長い期間、就職活動に取り組んだようですが、学業と
就職活動とは両立できましたか。
M　そうですね、TOEIC対策にすごく時間がかかってしまったの
ですが、余裕をもってはじめたおかげで、両立することができたと
思っております。

Q　就職活動で苦労したことがあれば教えてください。
M　私は勉強があまり得意でなく、また英語圏への留学経験もな
いため、自分に自信が持てないことに一番苦労しました。でも、普
段からお世話になっていたキャリアサポート課の職員の方や就
職アドバイザーの方に相談したところ、会社のことをしっかり調
べているし、勉強も積み重ねているから、自信を持って大丈夫だ
よとエールをもらい、自信をもつことができました。

Q　就職支援という観点からみて、本学のキャリアサポート体制
についてはどうお考えですか。
M　すごく支援態勢が整っていると思います。私はエアライン志
望ですが、エアライン以外でもしっかり対応してくれる職員の方
がたくさんいらっしゃり、相談しやすい環境であると思いました。

Q　エアライン講座についてはどうですか。
M　私も受講していました。もちろん、ＡＮＡほかの航空業界
のことも勉強するのですが、それだけでなく、自分の内面から
見つめ直すといいますか。自分がどういったサービスを追求し
たいのか、エアラインに入ってどのように活動していきたいの
か、改めて考えさせられ、教わる授業でした。

Q　大学の授業で就職活動に役立ったものがあれば教えてく
ださい。
M　直接的には、１年生の時に受講した「キャリア・プランニン
グ」の授業でしょうか。私が実践してきたのは、PDCAサイクル
です。自分で計画を立てて実行し、しっかり反省して、次に活か
すというもので、就職活動ではいつもPDCAサイクルを意識し
て実践してきました。

Q　最後に、高校生の皆さんに向けて、一言、お願いします。
M　大学４年間は長いと思うのですが、やりたいと思ったこ
と、興味を持ったことにどんどんチャレンジしていくべきと
思っています。私もやりたいことや興味があることは大学４年
間で後悔がないくらいやり尽くしたと思っていて、そのおかげ
か、就職活動でも面接官の方と意気投合したり、こういうこと
にもチャレンジしてきたんだねと言っていただけることが多
かったので、自分が少しでもやりたいことはあきらめずにやる
べきかと思います。

宮本 光さん 
國學院大學法学部2019年卒業

（法律専攻）
就職先：全日本空輸株式会社（ＡＮＡ）・客室乗務職

対
談
航空業界を
　　目指して

◇ 民 間 企 業 に 就 職 する ◇ 民 間 企 業 に 就 職 する
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公 務員を目指す

　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。

　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。

■公務員試験対策・資格試験対策

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

法律系資格の取得・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）

２年生を対象とした2年間の講座です。公務員試験の重要科目である数的処理・経済学を
基礎から学び、憲法・民法・行政法などの主要科目を学習します。

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。

警察官・消防官試験（大卒程度）に備えた対策を実施します。主要・一般・選択科目の講義
や演習、作文論文対策や公開模試、面接対策、時事・白書対策なども含まれます。

難関試験突破プログラムK-PLAS（KOKUGAKUIN Progressive Learning Assistive 
System）の一環として法律系の国家資格である宅地建物取引士講座、行政書士講座を学
内で開講しています。１年次から国家資格を取得することで、就職を有利に進められます。

公務員2年合格コース

公務員合格コース
／國學院本科生

公務員合格コース
／國學院本科生
（警察官・消防官）

K-PLAS
宅建士・行政書士講座

P r o f i l e

　法学部生の中には、地域社会に貢献することのできる地方公
務員を目指す人も少なくありません。公務員試験に合格し、地方
自治体で働くことになった先輩（佐々木愛弓さん。以下、S）のお話
を聞いてみましょう。

Q　葛飾区への採用、おめでとうございます。
S　ありがとうございます。

Q　どうして地方公務員を目指そうと考えたのか、教えてくださ
い。
S　父が地方公務員でして、地元住民のためになる仕事をする父
の姿を間近で見てきて、私も小さい頃から公務員志望でした。

Q　公務員として、どんな仕事に携わってみたいですか。
S　葛飾の魅力をもっと世界に発信する仕事に従事してみたいで
す。広報とか産業支援とかでしょうか。オリンピックを機に来日し
た外国の方に、葛飾という区を知って帰っていただけたら。私は
生まれも育ちも葛飾で、人一倍「葛飾愛」が強いんです。ほかの区
に負けてたまるかという感じです（笑）。

Q　法学部に進学したのはなぜですか。
S　高校３年生の時には法律科目に興味があったこと、また、公務
員を目指すのであれば法学部というイメージがありまして。法律
を学んで損をすることはないですし、世間に出て法律の知識があ
ると違うのかなと、将来役に立ちそうな法学部を選びました。

Q　公務員試験に向けての勉強を、どのようにして進めていきま
したか。
S　私は、大学で学ぶと同時に、公務員試験対策をしてくれる予
備校にも通うダブルスクールで、勉強を進めていきました。

Q　公務員試験に向けて、１日にどのくらい勉強しましたか。
S　大学２年生の時は、１日に１～２時間ずつ、毎日やろうと。３年
次の年明け以降になると、コンスタントに６時間は勉強をしてい
ました。

Q　公務員試験合格に向けての勉強のコツがあれば教えてくだ
さい。
S　過去問を繰り返し解くことだと思います。ただ、勉強の効率も
重視しないと。例えば、前年に出題された問題と同一の問題が今
年も出題されるかというと。また、情報収集も重要ですね。

Q　公務員試験合格に向けて、モチベーションの維持・管理はど
のようにしてましたか。
S　周りの方の勉強する姿や就職活動をする姿を見て、私だけが
つらい思いをしているわけではない、甘えちゃだめだと、思ってい
ました。勉強のモチベーションが低くなっても、常に自分に厳しく
していました。

Q　公務員になるという最終目標に向けて、自分だけが苦しいん
じゃないとモチベーションを維持・管理したんですね。
S　そうですね、もし合格できず、もう１年勉強するのは、今より

もっとつらいんじゃないかとも思っていました。民間企業への
就職活動をせず、背水の陣で臨んだことも、ある意味モチベー
ションになったのかも。第１志望の葛飾区から合格の通知が届
いた時は、うれしいという感情よりもほっとしたという感情の
方が強かったですね。合格通知が届くのが９月頃で、民間企業
に就職する方にはもっと早く内定の知らせが届きますから。

Q　ところで、佐々木さんは、比較政治専攻の藤嶋先生のゼミ
に所属されています。なぜ藤嶋先生のゼミを志望されたのです
か。
S　藤嶋先生の「２０世紀の政治Ｂ」の授業が、聴いていて全然
あきない授業で、１時間半の授業時間が「もう経っちゃったの
か」というくらい楽しかったからです。

Q　公務員試験に合格するという観点から、國學院大學法学
部の授業で役に立ったものがあれば教えてください。
S　公務員試験は法律科目が大切になってきます。憲法、民法、
行政法は、全部履修しました。大学で勉強したなと思うと、解
答するスピードが全然違うので助けられました。また、「キャリ
ア・プランニング」の授業では、皆の前で自分のことを表現する
場面があるので、面接に役立つと思います。

Q　最後に、公務員を志望する高校生の皆さんに、メッセージ
をお願いします。
S　公務員試験の勉強は、心が折れそうになったり、つらいな
と思う時がたくさんあると思います。でも、毎日毎日頑張って、
最後まであきらめなかった人が勝つと思うので、心だけは負け
ずに頑張ってください。

佐々木 愛弓さん 
國學院大学法学部2019年卒業

（法律専攻）
就職先：葛飾区役所

対
談
地方公務員を
目指して

◇ 公 務 員 を目 指 す
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P r o f i l e

Ｑ　警察官になるという観点から見て、國學院大學の授業で
役立ったもの、興味深かったものがあれば、教えてください。
Ｏ　安田先生の授業やゼミは、知識の面でも、また、思考力を
鍛えるという点でも、非常に役立ちました。また、論理的思考力
を鍛えるという点では、１年生のときに履修した「裁判法Ａ」
（注：2018年度カリキュラムより、「刑事手続法概論」に科目名
称変更）でその基礎を養うことができました。

Ｑ　最後に、高校生の皆さんに向けて、メッセージをお願いし
ます。
Ｏ　あくまで私の経験でということですが、もちろん、ある職業
に就くために早くから計画し準備するに超したことはないと思
うのですが、多少の回り道も許されるように思います。法学部
生についていうと、将来の目標も多様ですし、目標を達成する
ための手段についてもいくつかの選択肢があることが多いと
思います。目標を達成しようと決意すれば、時期にかかわらず、
実現できることもあります。悩む時間も大切にして欲しいと思
います。

大窪 和貴さん 
國學院大學法学部2018年卒業

（法律専攻）
就職先：警視庁

対
談
警察官を
　　目指して

P r o f i l e

　公立の学校の先生も、公務員（多くは地方公務員）です。公立の
中学・高等学校の先生になるには、教員免許状を取得のうえ（見
込みでも可）、都道府県等の教育委員会の実施する教員採用試験
に合格しなければなりません。難関の教員採用試験に現役合格
を果たした先輩（酒井裕一さん。以下、Ｓ）の話を聞いてみましょ
う。

Ｑ　教員採用試験合格、おめでとうございます。
Ｓ　ありがとうございます。教員採用試験については、一回の試
験で正規採用に至らない人も少なくないなかで、絶対に一発合
格するという強い気持ちを持って準備をして臨みました。

Ｑ　どうして教師になりたいと思ったのですか。
Ｓ　私は、小学校３年生から10年間、野球に身を投じてきました。
その中で、高校時代の野球部の監督であった先生に憧れました。
その先生は、一人一人との対話を重視して、個々の選手・生徒の
意見を尊重してくださる方でした。私も、そのような教員になりた
いと思い、教師を志すようになりました。

Ｑ　なぜ國學院大學法学部政治専攻を進学先に選んだのでしょ
うか。
Ｓ　高校時代に「教職の國學院」というキャッチフレーズに触れ、
國學院大學は教員育成に力を入れていると知りました。野球部の
監督の先生だけでなく他の先生方からも、「國學院は良いぞ」と奨
められました。私は、中学生の頃から政治・経済に関心があり、大
学では、政治や経済、とくに政治について学びたいと考えており、
政治を中心に学んで公民科つまり社会科の教員になるため、國
學院大學法学部の政治専攻を選びました。

Ｑ　４年間の学生生活を振り返って、とくに力を注いだことは何
ですか。
Ｓ　國學院大學法学部政治専攻に入学したのは、政治を学び、教
員免許を取得し高等学校の教員になるためでした。ですから、
日々の政治の勉強はもちろん、とくに３年生の４月からは、教員採
用試験合格のための勉強にもこつこつ励みました。また、私は、自
分の目で見て自分で体験することを重視しています。２年生のと
きには、政治の実際の現場を学ぼうと思い、衆議院議員の先生の
事務所でのインターンシップに励みました。政治専攻の「分析と
応用」コースには「政治インターンシップ」という科目があり、この
科目が、政治を肌で感じることの後押しをしてくれました。３年生
の春休みには、東日本大震災の復興支援ボランティアとして、南
三陸町の追悼式典をお手伝いする機会を得ました。國學院大學
も加盟する「私大ネット36」というプロジェクトがあるのを知り、
高校の教員になるにあたって、実際に震災の現場を目で見て感じ
て、東日本大震災などの出来事を生徒に伝えていければと考え、
参加しました。

Ｑ　教員になるという観点から見て、國學院大學の授業で役立っ
たもの、興味深かったものがあれば、教えてください。
Ｓ　社会科・公民科教育法の授業は、私にとってはとても面白く、
役に立つ授業でした。この授業を受けていた当時、私はまだ教育
実習を経験しておらず、教育現場についてなかなか想像しづら

　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。警察官として歩み始めた先輩（大窪和
貴さん。以下、Ｏ）にアドバイスを聞いてみましょう。

Ｑ　こんにちは。警視庁への採用、おめでとうございます。
Ｏ　ありがとうございます。

Ｑ　どういう切っ掛けで警察官になろうと思ったのですか。
Ｏ　父が警察官で、警察官は憧れの職業の一つではあったので
すが、まだ警察官になろうと明確に決心しないまま、いったんは
就職活動をはじめました。でも、私にとって一番身近な職業が警
察官でして。國學院大學の学内企業説明会で警視庁のブースに
行ってお話を伺って感銘を受け、そこで明確に警察官になろうと
決意しました。

Ｑ　警察官という職業の魅力について教えてください。
Ｏ　市民生活の安全を守るという点で社会に貢献していること
を体感できることです。私はもともと多くの人と触れ合うのが好
きで、仕事をするのであれば、できるだけ多くの人と触れ合い、そ
の役に立つ職業に就きたいと考えていました。警察官になれば、
一般市民の方と幅広く関わり、縁の下の力持ちとして社会を支え
ていると感じながら仕事をすることができるのではないかと考え
ました。

Ｑ　警察官になろうと決心した時期がやや遅いように思います
が、採用試験対策はいつ頃からされていたのですか。
Ｏ　試験内容については、就職活動をはじめる前から把握してい
たのですが、とくに教養試験対策については、決心した時からは
じめて、SPI対策の本を読んで試験勉強をしました。就職活動と
並行しながら試験勉強もしたので大変でしたが。

Ｑ　大窪さんは刑事政策・少年法ご担当の先生のゼミ（安田ゼ
ミ）に所属されていました。どうして安田ゼミに所属しようと考え
たのでしょうか。
Ｏ　安田先生の「判例演習」を履修したところ、その授業が面白く
て。もともと、ルールというかたちで人と人との関係を規律する
法律というものに興味があり、法学部に入ったのですが、学修を
進めていくうちに、どちらかというと、理論的な法律の解釈論より
も、より実践的なことを学びたいという気持ちが強くなり、安田ゼ
ミに入りました。

Ｑ　安田ゼミはどうやって運営されているのですか。
Ｏ　前期は先生の示したテーマでディベートを行い、考える力を
養います。安田ゼミにはゼミ論文があるのですが、夏休み辺りに
各自テーマを決め、後期に本格的に執筆します。私は、３年生のと
きに高齢者刑務所の導入の検討、４年生のときにストーカー事犯
対策というテーマで、論文を執筆しました。また、先生は、刑務所
や少年院の見学にも連れて行ってくださいました。刑事施設とい
うと、どこか閉ざされた空間というイメージが強かったのですが、
少年院についていうと、自分が考えていたよりオープンなところ
があり、また、社会で受けた心の傷を癒やすような雰囲気もあり、
そこは意外でした。

かったのですが、この授業を担当する先生は、もともと公立高
校の先生をされていた方で、現場の考え方や職員室の様子等
も交えながら、教育現場の雰囲気の伝わる、臨場感あふれる授
業をされていました。私自身、公民が専門ですから、社会科・公
民科教育法の授業はとても勉強になりました。また、私は日本
の政治に関心があり、ゼミも日本政治を扱う先生のところに所
属したのですが、そうすると、どうしても日本の政治に関する
学びばかりを深めてしまいがちです。比較政治の授業は、ヨー
ロッパの政治など日本以外の政治も面白いことに気づかせて
くれ、政治についての学びの幅が広まったという意味で、役立
つ、興味深い授業でした。

Ｑ　最後に、高校生の皆さんに向けて、メッセージをお願いし
ます。
Ｓ　目標や夢を叶えるためには、目標・ゴールから逆算して今
すべきことを考え実行するのが近道です。麓から山頂を見上げ
ると大変なことのように思える登山であっても、頂上から見下
ろせば辿るべきルートがはっきりと分かります。野球部時代の
恩師の先生は、こんな喩えで、物事をゴールから逆算して考え
ることの重要性を教えてくださりました。私も、このことを、高
校生の皆さんに伝えたいです。

酒井 裕一さん 
國學院大學法学部2018年卒業

（政治専攻）
就職先：埼玉県公立高等学校教諭
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Ｑ：はじめに、本學法学部に進学するに至った経緯、ま
た、法曹を志望した理由・動機について、教えていただ
けるでしょうか。

Ａ：國學院大學法学部に進学したのは、法律専門職専
攻が少人数制ということで、有益な授業が受けられる
のではないかと思ったからです。法曹を志望するよう
になったのは、大学３年の時に起こった家庭のトラブ
ルが切っ掛けです。私は２年間ほど、家族に付き添うか
たちで家庭裁判所に通いました。親の姿を見て、世の
中の人の助けになりたいと、弁護士になることを考え
るようになりました。

Ｂ：國學院大學法学部が第一志望というわけではな
かったのですが。また、特別な動機があって法曹を志
望したわけでもありません。一般企業に就職したくな
かったんです。國學院大學は社会科学と人文中心の大
学なので、ならば弁護士を目指そうと。

Ｃ：國學院大學に入学を決めたのは、受験の時に見て
他大学よりも勉強に専念できそうな環境だという印象
を受けたからです。図書館で勉強している人がとても
多かった。実際に入学してからも、試験前など図書館
はいつも満席で、席が空くのを別の学生が待ち構えて
いるくらい。印象通りでした。私は大学３・４年で普通
に就職活動をし、面接も何社か受けていました。同時
に大学院も受験していて、大学院の合格通知が内定の
連絡よりも先に来たんです。だったらもう大学院に進
もうと決めてしまいました。法曹志望の動機ですが、就
職活動中に考えていたことなのですが、企業内弁護士
の存在です。大学時代に取得した知的財産権関連の資
格を使って何かできるのではないかと。今日、企業の中
で知的財産権が益々重要視されていますが、その手伝
いをしていこう、ただ、企業の一員としてやるのも面白
いけれど、法律家として関わっていきたい、そんなイ
メージで自分の気持ちが固まっていきました。

Ｑ：ありがとうございました。皆さんは最初から法律家
を目指そうと意思を固めて、法学部に進学したわけで
はなかったのですね。

Ｑ：次に、皆さんに本學法学部での学びを振り返って
いただこうと思います。本學法学部のカリキュラムは
法科大学院に進学するという観点から適切であった
か、法学部時代に法科大学院での高度な学習に耐え得
る十分な基礎力を身につけることはできたか、法学部
でとくに役に立った授業があったかなど、忌憚のない

ご意見をお聞かせください。併せて、司法試験合格の
ために学部時代から取り組んでおいた方がよいことが
あれば、お教えください。

Ａ：私は法律専門職専攻の２期生で、２年次からとても
忙しく、どの授業の単位を落とすことが許されようか
というくらい熾烈なカリキュラムでした。そういう中
で、他人との協力や頑張る方法というものも学べまし
たから、厳しい環境に身を置くという意味でも法律専
門職専攻のカリキュラムはとても良かったと思いま
す。学習の基礎が学部のうちにできていないと、ロー・
スクールに行った時に本当にしんどいんです。話に
入っていけなかったり、何の話しをしてるんだろうみ
たいになっちゃう。未修で入ってきた人はそうなりま
すね。私はどの授業も比較的まじめに受けていたつも
りですが、基礎を作るという意味ではどの授業も大事
で、役に立たない授業などなかった気がします。役に
立たなかったとしたら、それは単に自分が授業内容を
モノにできなかったということではないでしょうか。

Ｂ：法律専門職専攻のカリキュラムは、いわばロー・ス
クールのカリキュラムに準拠しているので良いと思い
ます。学修の土台を固めるという点でも非常に良いし、
ゼミを２つ履修できるのも良いですね。ただ書くとい
う機会がないので、司法試験対策として書く練習を自
分でやる必要があります。個別の授業について言え
ば、植村勝慶先生の憲法の授業は判例をベースに短答
対策もやりますし、中川孝博先生の刑事訴訟法は本当
に法科大学院を意識した構成で、ソクラテス・メソッド
を使ったりします。いずれもハイレベルですが非常に
力になると思います。

Ｃ：授業が役に立つとか立たないとか、いろいろ言う人
もいるけれど、結局は自分次第だと思います。学修する
心構えという点で、一番心に残っているのは、ある先生
のおっしゃった、「大学生というのは中・高校生とは違
う。大学という研究機関の研究員の一人なんだ」とい
う言葉。この言葉は後に自分にとって大きな意味を持
つこととなりました。個別の授業について言えば、例え
ば民法のある先生は授業中、黒板にひたすら書き続け
るんです。序盤でノートに書き写すのをあきらめる人
もいれば最後まで頑張って書き切る人もいる。この授
業スタイルについて、法学で暗記ばかりさせるのはだ
めだよね、法学は暗記じゃないよね、なんて評論する学
生がいるけれど、それは大抵は言い訳。暗記も、手を動
かすのも、授業を聞くのも面倒くさい、大学生なんだか
ら遊びたいという誘惑に負けてしまった言い訳にすぎ

ない。実際、法律学修では暗記と理解とは相互に連鎖
している。暗記があって理解がもたらされ、理解のうえ
に暗記がある。そのことに気付かないと。どの授業も役
に立つし、先生方は確実に自分よりも知識がある、少
なくとも１つは絶対に学んで持ち帰れるはずです。

Ｑ：我々教員にとっても、心強いお話を伺うことができ
ました。また、我々教員の気持ちを代弁してくれたので
はないかとも感じております。

Ｑ：さて、とくに学生の皆さんは、司法試験に合格した
方は学部時代にどういう勉強をしていたのか知りたい
のではないでしょうか。ただ、こういう勉強をしていれ
ば必ずこうなるという、法律家に言わせれば要件＝効
果の枠組みとでもいうのでしょうか、学修については、
しかし、こういう枠組みが必ずしも通用しないところ
があります。ともあれ、皆さんに学部時代の勉強・学修
についてお話しいただくことにし、そこから、何か学修
方法に関するヒントが得られればと思います。

Ａ：私はもともと勉強好きで、学部時代は授業が終
わったら図書館に行き、その日に学んだ内容を復習し
ました。法学部に入るまで法律に触れたことはなく、授
業についていくので精一杯でした。そのほか、友達や法
律の勉強をしている人達と「これどう？」みたいな感じ
で議論をして自分の考えを深め、不適切なところを正
してもらい、わからないことは先生に積極的に質問し
ました。先生方は意欲的な学生に優しく教えてくださ
います。でも最終的に試験は自分との戦い。受かるた
めには自分に勝たなければならない。だから一人で勉
強する姿勢をどこかで必ず身につけなければなりませ
ん。まわりに引きづられず、苦しくても、誰かに何か言
われても、絶対に司法試験に合格するという強い心を
持って勉強することが大切です。

Ｂ：何をどう勉強するかですが、要はインプットとアウ
トプット。ただ、孫子の「彼を知り己を知れば百戦して
殆うからず」という言葉を借りるなら、勉強のインプッ
トもアウトプットも、己と彼を知るためにやる。彼とは
戦争においては敵ですけど、受験においては出題者と
他の受験生。まず他の受験生がどれくらいのレベルな
のかを知ること。ゼミを組んでいろんな人のレベルを
推し量る。分析本や優秀な成績で通ったとされる再現
答案を見て検証する。出題者を知るには過去問。どん
なレベルの問題がどんな形式で出題されているのか、
解答にはどのくらいの分量が必要なのか、求められて
いるものを答えないことには受からない。それから頻出

分野の分析や、法務省のホームページに載っている出
題趣旨や採点実感も参考にしたほうがいい。己を知る
ことに関して最も重要なことは自分の弱点を知ること
です。そこを克服するにもインプットとアウトプットを
使う。それから、受験には戦略的な思考が重要です。試
験問題は解きやすいところから解くこと。孫子曰く、
「善く戦う者は、勝ち易きに勝つ者なり」。勝つ人は勝
てる相手と戦うからこそ勝つんだということです。試
験の本番で第１問目から取り掛かり、白紙でもよかっ
たはずの、大して点数の取れない難問に時間を使って
しまい、点数の取りやすい簡単な設問を解かずに終
わってしまう、そういう人は落ちちゃう。能力が低いわ
けじゃない、戦略で負けてるんです。

Ｃ：私は、学部・大学院時代、國學院大學に新幹線通学
をしていました。朝一から授業に出て夜は即帰るとい
う生活。渋谷に来ているのに遊ばず、勉強は授業以外
ではほとんどしませんでした。授業はどうやって聴い
ていたかですが、例えば、レジュメが質問や穴埋めの形
式で構成されていたとします。その答えはたいてい教
科書に書いてあります。でも、より重要なのは、先生が
口頭で雑談風におっしゃることだったりするんです。
私は授業中ずっと、手が止まることはなかった。レジュ
メの空欄は全部埋めて、先生の一言一句すべて書き写
しました。実際に、先生のざっくりとした言い回しとい
うのが一番頭に残るし、本質も捉えている。だからその
言葉遣いをちょっと自分で工夫することで、試験に活
かすことができる。よく考えてるという雰囲気が出せ
たりする。そういうところを拾っていくんです。教科書
に書いてあることの重要さを理解するためにも、やっ
ぱり先生の話、言葉。先生の雑談風の一言がある一つ
のテーマをパっと照らしてくれる。

司法試験合格者が語る、國學院大   學 法学部での学び

國學院大學法学部の卒業生の中には、
法科大学院に進学し、司法試験に合格した方もいます。
今回は、2018年に司法試験に合格した本學法学部卒業生の
東史織さん、伊藤翔太さん、曽我大さんに、
法学部での学びなどについて語ってもらいました。
この記事は、2018年10月10日に、國學院大學法学部主催で実施された「平成30年度 司法試験合格者と語る会」の模様の一部分を、
座談会風にアレンジしたものです。
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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、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？

■法曹三者とは？

■合格までのみちのり

　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の条件ですが、本學の

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。

■法学研究科での学び

P r o f i l e

　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。

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。

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

対
談
法科大学院進学を
目指す皆さんへ

◇法科大学院（ロースクール）・法学研究科に進学する

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

●卒業生の合格実績 （過去5年間）

一橋大学法科大学院　　　　　　　千葉大学法科大学院　　　　　　　横浜国立大学法科大学院
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
法政大学法科大学院　　　　　　　学習院大学法科大学院　　　　　　専修大学法科大学院
日本大学法科大学院　　　　　　　西南学院大学法科大学院
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んでいます。そのほかに法律事務所でアルバイトもしていま
す。学部時代の生活とあまり変わらないように見えますが、授
業内容やアルバイトの内容などはレベルアップしていると感じ
ています。例えばアルバイトでは法律に関するニュース記事な
どを書いています。

Q　大学院生になって成長したと思うことについて、教えてく
ださい。
I　社会で起こっている出来事に敏感になり、社会に関する認
識がより深まったことです。大学院では主体的に研究をしなけ
ればならないので、研究テーマに役立つ情報を探すため、社会
で起きていることに関心をもち、ニュースなどで気になったこ
とをなんでも深掘りするようになりました。

Q　博士前期課程（修士課程）修了後の進路について、どのよ
うにお考えですか。
I　大学院進学当初は考えていなかったのですが、今は博士後
期課程に進学して研究者になりたいと考えています。大学院に
入り多くの大人と話をする機会が増えて、研究者として社会に
貢献したいと考えるようになったからです。

Q　最後に、高校生の皆さんに、メッセージをお願いします。
I　大学生活の４年間の中で何か一つでも時間をかけて成功さ
せるという体験をしてみてください。アルバイトでもサークル
でも勉強でもなんでもいいです。その成功体験が自信になって
大概のことは頑張れるようになると思います。

Q　どうもありがとうございました。

飯田 森さん 
國學院大學法学部2018年卒業

（法律専門職専攻）
國學院大學大学院法学研究科
博士前期課程在学中（２年）

対
談
法学・政治学を
究める

◇法科大学院（ロースクール）・法学研究科に進学する

　学部を卒業後、さらに学問を究めたいという方のために、大学
院へ進学するという道が開かれています。國學院大學にも、大学
院生として法学・政治学をより深く専門的に研究することのでき
る「大学院法学研究科」があります（國學院大學大学院法学研究
科は、法曹三者養成のための「法科大学院」ではありません）。大
学院法学研究科について、進学した先輩のお話を聞いてみましょ
う。

Q　飯田さんは、國學院大學法学部を３年次で卒業後、國學院大
學大学院法学研究科に進学されました。どうして大学院法学研
究科に進学しようと考えたのですか。
I　國學院大學大学院法学研究科には学部３年終了後、博士前期
課程（修士１年）への飛び級入学制度があり、大學入学後から最
短５年で修士号を修得することができます。たまたまその制度を
知ったのがきっかけで大学院進学を考えました。プラス１年で修
士号が取れるなら、法律に関わる仕事をする際に役に立つと考え
たからです。

Q　大学院進学を意識し始めたのは、いつ頃でしょうか。また、大
学院進学に向けて、学部時代、どのような学修に取り組みました
か。
I　大学院進学を意識し始めたのは飛び級入学制度の存在を
知った３年生の秋頃です。大学院進学に向けて、その時点で考え
ていた研究テーマに関する基本的な条文・学説等を学修しまし
た。

Q　大学院では、通常の授業のほかに、自ら研究テーマを設定し、
指導教授のもとで研究を行い、成果を論文にまとめることになり
ます。まず、大学院の授業がどのように行われるのかについて、教
えてください。
I　大学院の授業は、大学院生による報告中心で、基本的に少人
数で行われます。授業によっては、先生とマンツーマンで行うこと
もあります。とくにマンツーマンの授業では、自分が学びたいこと
についてしっかりと指導していただけるので、とても力になると
思います。

Q　なるほど。では、飯田さんの現在の研究テーマについて、教え
てください。
I　僕の研究テーマは「電子政府とそれに関する法整備」です。電
子政府を実現するために法律をどのようにデザインするべきか
について、海外の事例を踏まえて研究しています。

Q　ちなみに、飯田さんの指導教授はどんな方ですか。
I　商法学ご専攻の、森川隆先生です。見た目は少し怖い感じがす
るのですが、とても優しくて学生の質問に対しても真摯に向き
合ってくださる先生です。僕は将来、森川先生のような教員にな
りたいです。

Q　素晴らしい先生と巡り会えたのですね。それでは、大学院法
学研究科での院生生活について、教えてください。
I　現在、僕は週４コマの授業を履修し、修士論文執筆に取り組

― 大 学 院 進 学という選 択 肢 ―

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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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。

アドミッション・ポリシー…法学部が求める学生

入試制度について

■ 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月中旬 学士・一般編入学

　11月下旬 指定校推薦入試・外国人留学生

　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）

法学部は、本学部で法律学・政治学の研鑽に努めることに強い意欲を有し、
本学部の教育課程を通じて培った専門的知識や能力を活かして、
社会に主体的に参画したいと考える、次の能力・資質の１つ以上に優れた学生を受け入れます。

1 本学部で学ぶ分野に関連する教科・科目について、高等学校卒業程度の基礎学力を備える者

3 教科外の活動に取り組み、その中でコミュニケーション能力などを培ってきた者

2 社会的な事象に対して問題意識を持ち、情報を収集・整理・分析し、論理的に考え、
自分の考えを表現するための基礎的な力を持つ者
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AO型・V方式・A日程入試・法学部特別選考のアドバイス

■ AO型
◆オープン・キャンパスの「AO型入試説明会」にて具体
　的なアドバ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バイスが得られるでしょう。ち
　なみに、2019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37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答案の書き方
　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！

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日程、

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バイスをしたいと思います。

■ A日程
◆A日程の入試は、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日程の
　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、──あくまでも例ですが──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日程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、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！

■ 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。

■ 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・キャンパス法学部独自企画
◆國學院大學法学部の特色説明会
　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型入試の説明会
　AO型入試の対策を一般的にアドバイスします。
　ＡＯ型入試受験を考えている方はぜひおいでください。

◆体験授業
　法学部の教員や現役学生さんたちが登場し、模擬授業や
　模擬ゼミをします。授業の雰囲気をつかんでください。

◆法学部相談ブース
　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。　

■ 2019年度オープン・キャンパス日程

6月2日（日）・8月3日（土）・8月4日（日）・8月24日（土）

■ 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に安心していただく
　ためにいくつかのアドバ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「法学部長挨拶」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部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！

オープン・キャンパスとのリンク

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。
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國學院大學

交通案内図

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

駅からの行き方

【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
　　　　徒歩約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）「国学院大学前」
　　　　下車〈所要時間約10分〉

「こくぴょん　法学部バージョン」
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。

渋谷駅から

【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

表参道駅から

＞＞＞法学部ホームページの紹介

https://www.kokugakuin.ac.jp/education/fd/law

【徒歩】　JR（山手線・埼京線・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〉

恵比寿駅から

　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。
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	法学部パンフ_P26_P27_03
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