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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。

　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。

　法律専門職専攻の特徴は、やはり少人数制であるということです。先生方と学
生との距離が近く、より集中して法律の勉強をすることができます。クラスの仲
間意識も他の学科や専攻よりも強いと思います。法律科目が集中していて勉強が
大変な時期もありますが、そんな中でもサークル活動に参加したり友だちと遊ん
だりと大学生らしいことも十分できます。むしろ、メリハリのある生活ができて
充実した大学生活が送れると思います。頑張って勉強した分、最後の達成感もと
ても大きなものがありますよ。

法律専門職専攻４年奥平 隼人 さん Student voice

１年生

導入科目 基礎科目 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）

日本政治史
国際関係史
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）
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
会社法応用演習
争点研究演習

行政法Ⅱ 民法（親族・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
日本政治思想史
政治哲学
など

履修モデル自分を鍛える

法律専門職専攻

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

●法科大学院(ロースクール)とは？
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法律専門職専攻学生座談会

「楽しく法律を究めよう！」

　法律専門職専攻とはどのような専攻なのでしょう？「専門職」
といわれても、高校生のみなさんにとっては具体的なイメージ
が掴めないかもしれません。そこで今日は専門職専攻の学生３
人をお呼びしてその特徴と魅力を聞いてみましょう。

専門職専攻を志望したきっかけ
高橋先生（Ｔ）　こんにちは。今日は専門職専攻４年生の学生３
人に来てもらいました。早速ですが、簡単に自己紹介してくだ
さい。
若林君（Ｗ）　みなさん、こんにちは。若林秀亮です。僕は国家
公務員を目指して頑張っています。今日は写真を撮影してもら
うのですが、少し恥ずかしいです。
塩谷君（Ｓ）　初めまして、塩谷慶久です。僕も公務員を目指し
ているのですが、職種はまだ決まっていません...。とにかく公
務員試験対策を進めようと思っています。
笠井君（Ｋ）　笠井将宏です。今日は何だか緊張していますが、
よろしくお願いします。僕も一応公務員志望なのですが、まだ

はっきり志望が固まった
わけではないです。
Ｔ　そうですが、みなさ
ん公務員志望なのです
ね。採用試験は大変です
けど、くじけずに最後ま
で頑張ってください。専
門職専攻には法科大学院
への進学を希望する学生
も多いのですが、最近は
公務員人気が高まってい
るのかもしれませんね。
さて、今日の対談では、

専門職専攻での生活について色々と語ってもらおうと思いま
す。まずはこの専門職専攻を志望したきっかけについて聞いて
みましょう。
Ｓ　僕の場合は、大学の入試ガイドブックを読んで、専門職専
攻の存在を知りました。将来は法科大学院や国家公務員を目指
すので、より集中的に専門科目を学べる環境が魅力的でした。
Ｗ　僕もガイドブックを読みました。公務員志望だったので、
少人数教育で質の高い授業を受けることができると思って専門
職専攻に決めました。
Ｋ　高校で國學院大学のガイドブックを閲覧しました。ただ、
僕の場合はそれほど明確な目標がなかったので、なんとなく面
白そうだから、という理由でした...。
Ｔ　なるほど、三者三様ですね。専門職専攻はまだそれほど知
名度が高くないので、高校生のみなさんには、ガイドブックや
オープンキャンパスで詳しく知ってほしいですね。では、入学
した後の感想についてもお聞きしましょう。

1・2年生は勉強三昧？！
Ｋ　いや、やっぱり１・２年生で履修しないといけない法律科
目が多いので、勉強が本当にきつかったです。特に選択必修科
目を一つでも落とすと次年度がさらにきつくなります。
Ｔ　おおっ、いきなり辛い話ですね。法律専門職専攻の特色な
のですが、法律の重要科目（憲法・民法・刑法等）は主として
1･2年生の間で履修するようにカリキュラムが組まれていま
す。ですので、他の専攻と比べると１･２年生の勉強の密度が
濃くなるのです。
Ｓ　それは専門職専攻のみんなが実感しています（笑）。ただ、
大教室での授業ではないので、理解できないところは早めに先
生方に質問すれば、授業の理解度はかなり上がると思います。
あと、予習・復習に追われていたら、図書館に毎日通うように

なりました（笑）。
Ｗ　確かに、学習量はと
ても多いのですが、その
分、知識が身についてい
るという実感があります。
Ｋ　そうです。遊びのた
めではなく、学問のため
の専攻といった感じがし
ます。ただ、他の専攻の
学生のように、サークル
活動やバイトの時間もあ
りますから、時間をうま
く使えば、充実した大学
生活も送れますよ。
Ｔ　なるほど。辛いけれども、その分達成感が得られるようで
すね。我々教員としても、教えがいがありますね。その他に、
専門職専攻の良い点・悪い点はありますか？

少人数教育でしっかり学習
Ｓ　専門職専攻の定員は50名で、先生との距離も近いですの
で、一人一人がしっかり勉強に取り組める環境が整っているこ
とですかね。ただ、難しい内容の授業が同じ曜日に重なってし
まうと、一日中勉強漬けでしんどいです...。
Ｗ　僕の感想としては、少人数で授業を行うので、常に緊張感
があります。
Ｔ　教員の先生方にずっと見張られている、といった感じで
しょうか？
Ｗ　そうです。先生方が学生の顔と名前を覚えているので、サ
ボることができません（笑）。その分、先生方は僕たちのこと
を気にかけてくれるので嬉しいですけどね。
Ｋ　さっき、１･２年生の授業がきついと言いましたけど、３
年生以降は選択必修科目も少なくなるので、自分の進路に合わ
せて自由に勉強できます。それがかなり魅力的です。
Ｓ　大学生活の前半が辛い分、後半が楽になるんです。３年生
になると、公務員や法科大学院に向けた勉強を増やさないとい
けないので、１･２年生のうちに頑張っておいて良かったと思
います。
Ｔ　それは私も法律専門職専攻の長所だと考えています。ス
タートダッシュが必要になるけれども、そこでしっかり頑張れ
ば、将来の夢を実現し易くなるということですね。
Ｓ　そのとおりです。でも、２年生のときに失敗してしまうと、
３年生・４年生のときに挽回するのは簡単ではないみたいです。
Ｗ　確かに、専門職専攻の中でも、やる気のある人とそうでな
い人では、勉強の取り組み方に差があるようです...。
Ｋ　実は…僕も最初は法律の勉強があまり好きになれずに、ど
ちらかというと「やる気のない人」のグループに入っていたの
ですが...。
Ｗ・Ｓ　そういえばそうだったよね。成績あまり良くなかった
でしょ（笑）。
Ｋ　いや、でも毎日大学に通って勉強を続けていくうちに、成

績が少しずつ上がって、そしたら勉強がすごく楽しくなりまし
た。やればやるほど実力が上がって、それが快感になってくる
んです。
Ｔ　それは良かったですね。法律科目はやはり難しいので、最
初の壁は高いのですが、それを越えてしまうと、どんどん理解
できるようになって勉強が楽しくなります。私も昔同じような
経験をしたことがありますよ。
Ｗ　アドバイスとしては、法律の知識を学ぶときには、具体的
な事例を踏まえると分かり易くなります。ある原則やルールを
学んだら、それが日常生活のどのような場面で役立つか、とい
う点を押さえておくと良いですね。
Ｓ　とにかく、最初は全く理解できなくても、反復して勉強す
るうちに段々理解できるようになってくるので、諦めずに続け
ることですかね。
Ｔ　なるほど、専門職専攻に限らず、法学部での勉強は簡単で
はないのですが、「学問に王道なし」といいますから、努力し
て乗り切るしかありませんね。では最後に、高校生の皆さんに
向けたメッセージをお願いします。

受験生のみなさんへのメッセージ
Ｗ　専門職専攻ではやはり２年生までの勉強が大変ですので、

「とりあえず大学に入って遊びたい」という人には、予想した
のとは違う大学生活になってしまうかもしれません。その点を
しっかり理解した上で頑張ることができる人には最適な専攻だ
と思います。折角大学に行くのだから真剣に勉強したい、とい
う人はぜひ僕たちと一緒に法律を勉強しましょう！
Ｋ　１･２年生のきついカリキュラムを乗り切ったら、公務員
や法科大学院、民間企業などの希望進路に合わせて、自分のや
りたい勉強ができます。進路が既に決まっている人や、決めて
いないけどしっかり勉強したい人には、法律専門職専攻がぴっ
たりだと思います。
Ｓ　他の二人も言っているように、授業は難しくて大変ですけ
ど、少人数授業なので、先生方に質問し易いので安心してくだ
さい。また、大学４年間ほぼ同じ仲間たちと授業を受けるので、
友人関係を深めることもできます。他の学部では体験すること
ができない一体感を得ることができますので、お勧めです！
Ｔ　はい、今日はお忙しいところ、どうもありがとうございま
した。これからもしっか
り良い成績を収めること
ができるよう頑張ってく
ださい。法律専門職専攻
の魅力を私たち教員も広
めていきますので、法律
に少しでも興味があっ
て、真面目に勉強する覚
悟がある高校生の方は、
法律専門職専攻の扉を叩
いてみてはいかがでしょ
うか。

法律専門職専攻　学生座談会

若林 秀亮 さん

笠井 将宏 さん

塩谷 慶久 さん
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法律専門職専攻　卒業生からのメッセージ

　法律専門職専攻は、厳しくもやりがいがある専
攻です。難解な法律科目が理解できない悔しさ、
理解できたときの喜び、履修科目の多さゆえに試
験勉強が大変だったことなど、卒業するにあたり
思い出されます。  多くを学び、経験した４年間、
先生方やクラスの仲間に支えてもらいながら、法
律知識を習得するとともに法的な考え方を深める
ことができました。 やや厳しい環境ですが、積み
重ねによって、学年が上がるごとに自分の力が着
実についていることを実感することができます。 
ぜひ、法律専門職専攻で自分の成長を掴み取って
みてください。

　法律専門職専攻はその名の通り法律科目を重点
的に学習し、主に法曹や公務員などを目指し少人
数で仲間と切磋琢磨していくクラスです。私は将
来の目標が漠然としており、ついて行くので必死
でした。課題に追われて眠い目をこすりながら講
義を受けていたことや、途中で勉強が嫌になった
こともあります。しかし、仲間との支え合い、そ
して少人数クラスのメリットである教員との距離
の近さもあり、４年間頑張れました。この法律専
門職専攻のおかげで、私は、法律科目については
もちろんですが、人としても成長できました。み
なさん頑張ってください。

　私は、１年次は政治専攻に在籍しておりまし
たが、世界で最初に作られた大学の学部は法学
部であることを知り、法律が如何に重要なもの
であるかを知りました。そこで、２年次に法律
専門職専攻に移り、法律資格の登竜門であると
いわれる行政書士試験を目指し、３年次に合格
しました。法律専門職専攻の授業は、先生方が
熱心で、内容が奥深く、同時に資格試験に直結
した授業内容であるといえます。授業をしっか
りと聞き、継続して努力を怠らなければ必ず良
い結果が出ます。皆様も悔いのないよう、学生
生活をお過ごし下さい。

　私が、専門職に入って良かったと感じたこと
は、先生との距離の近さ、各種試験を目指す友
達が多く存在していたことです。まず、先生と
の距離が近かったことにより、疑問に思ったこ
とを抵抗なく質問できたことにより学習がはか
どりました。そして、各種試験を目指す仲間が
いることにより試験に関する情報交換や勉強の
モチベーション維持をすることができ有益でし
た。この専門職特有のメリットは法科大学院入
試において大きな力になりました。皆さんも、
それぞれの目標に向かって専門職の良さを生か
して充実した学生生活を送ってください。

　私は、中学３年生の時に受けた公民の授業で
憲法を勉強した際に憲法の面白さを知って、法律
に携わる仕事をしたいと思い、専門職専攻を選び
ました。専門職は２年次の授業がかなり厳しく、
期末試験の前には、こんなの無理！と家で本当に
泣きました（笑）。しかし、その辛い経験が今の
私の基礎となる部分を形成してくれています。専
門職は、先生方との距離が近く、また法律系の
資格試験を目指している人がたくさんいるので、
目標を達成するための勉強をする場所としては
最高の環境だと思います！法律系の資格試験を目
指している方は、ぜひ、専門職専攻へ！

　私は大学に入る前から法律に興味を持ってお
り、大学では法律を学びたいという気持ちから法
学部への進学を考えていました。そのときにこの
大学の法律専門職専攻を知り、どうせ学ぶならと
思いこの専攻に進みました。１･２年次は必修科
目が多く、単位修得は楽ではありませんでした。
３･４年次にはゼミなどで事例問題などに多く触
れることで確実に法律の知識をつけることができ
たと思います。この専攻では辛いこともあります
が、友人と世間話をしたり飲みに行ったりしても
法律の話がでてくるぐらいに法律が身近なものに
なると思います。

　法律専門職専攻の強みは、少人数制を採用して
おり、学生と先生との距離が近いことが挙げられ
ます。そのため、先生が自分の苦手な箇所を客観
的に指摘してくださったり、それを克服する方法
を一緒に考えてくれたりします。私は４年間、留
学に行ったりアルバイトを経験したりもしました
が、試験前は友達と資料室で参考書を読み漁った
り、勉強会を開いて試験を乗り切ったりしました。
　自分自身の人生なのですから周りに左右される
ことなく自分の意志をしっかり持ち、学生生活を
楽しんでください。

法律専門職専攻
卒業生からのメッセージ
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早稲田大学大学院法務研究科

早稲田大学大学院法務研究科

木
き の

下
し た

  祐
ゆ う

輔
す け

  さん
進学先
西南学院大学法科大学院

國
く に

吉
よ し

  健
け ん

太
た

郎
ろ う

  さん
就職先
株式会社アシスト

吉
よ し

田
だ

  真
ま

悠
ゆ

美
み

  さん
就職先
SMBCフレンド証券株式会社

海
う み

野
の

  泰
や す

主
も り

  さん
就職先
サービス業


