法律専攻

自分を試す、自分で試す

法律専攻

履修モデル
公共政策と法

１年生

日本政治史

２年生
■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

たとえば、１年生は全員、大学で学ぶことの意義と

３年生

将来の方向性を見つけたい人、「自分で自分を試した

将来の目標について考えるための「キャリア・プラン

い」と考えている人に適した専攻です。

ニング」という科目を履修します。また、「公共政策

４年生

と法」
「ビジネスと法」
「国際関係と法」の３つのコース

した後の進路も民間企業への就職、公務員・教員、資

が設置され、それぞれ履修モデルが用意されています。

格試験受験、大学院進学などさまざまです。

コースごとに設定された特徴的な科目群の中から—定

そこで、國學院大學法学部では、そのような人のた

数の科目を修得すれば、それ以外の科目の履修につい

めに法律専攻を用意しました。カリキュラムも「自分

ては基本的に学生の選択に委ねられているという、科

を試す、自分で試す」ことができるように設計されて

目選択の自由度や柔軟性が非常に高い専攻です。

●「キャリア・プランニング」
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

西洋政治史

基礎演習

憲法Ⅰ

20世紀の政治

刑法（総論・各論）

会社法

会社法

刑事訴訟法 など

判例演習

民法（物権） 民法（債権総論）
判例演習

少年法

民法（親族・相続） 民事訴訟法
税法

社会保障法

法制史

Message

刑事政策

政治学概論

福祉国家論

演習

憲法Ⅱ

民法（物権） 民法（債権総論）
外書講読（法律） など

商取引法

行政法Ⅲ

地方自治論

など

国際関係と法

民法（総則） 民法（債権各論） 裁判法Ａ

など

憲法Ⅱ 行政法Ⅰ

行政法Ⅱ

います。

法律や政治を学びながら、または一定程度学んだ上で

法律や政治は対象の広い学問ですし、法学部を卒業
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地域研究

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・

そのための土台をしっかり築き上げていきます。

セ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

■３つのコース

ミ生一人一人か主役となることが求められるのです。
「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。

国際関係と法
コース

環境法

国際政治

外書講読
（政治） など

「行政法1/2A/2B」や「演習」を担当しています。行政法は、行政

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、

ビジネスと法
コース

日本外交史

川合 敏樹 准教授（行政法・環境法）

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。

公共政策と法
コース

国際法の基礎

国家と国際法

行政法Ⅱ

倒産法

不動産登記法

憲法Ⅱ

裁判法Ｂ

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

臼井 悠大

さん

法律専攻４年

St u d e n t v o ic e

私は國學院大學法学部に入学して、考える楽しさを実感することができました。
法学部の講義では、先生は頻繁に教室内を歩き、「A説とB説どちらが良いか」、「こ
の判例をどう思うか」など、学生の考えを聞き出します。入学前、大学は大きな教
室で黙々と勉強するものだと想像していた私にとって、このことは衝撃的でした。

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

今では、いつでも自信を持って意見が言えるように、常に考えながら積極的に講義

わる法を学ぶことは有意義です。

に参加しています。３年次からは刑事訴訟法を学ぶゼミに所属しました。ゼミでは

法だけでなく政治についても「国際関係」や「国際社会」という切り口から考えるコースです。
「国際社会」
は、200前後ある諸国が権力を持つ分裂した(アナーキーな)社会である上に、国際組織、多国籍企業、
NGOなどが活動し、テロリストまでも影響を及ぼす場です。そこは、戦争と平和だけが問題なのではなく、
人権・経済・刑事・環境といった国際協力を必要とすることがらが多数あります。そうした国際社会におい
て、どのように「政治」を行い、どのように「法」を使って統治するのか、それは国内にどのように影響す

研究テーマを設定し、作成したレジュメをゼミ生の前で発表します。メンバーや先
生からの批判やアドバイス参考に、何度も書き直し、最終的に１つの論文の完成を
目指します。１年をかけて執筆した論文が学内懸賞論文に入賞した時は言葉に言い
表せないほど嬉しかったです。学生が主体的に学ぶことができる、これが國學院大
學の法学部の良さだと思います。

るのか。そうした観点から、法と政治を考えていきます。
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「行政法ゼミへようこそ」

ところです。それと、

むのにも慣れてきますし、知識も増えてきたので、実力が

就職活動を始めて気づ

上がっていったのを実感できました。それと、判断に迷う

いたのですが、会社の

問題をたくさん見てきたので、様々な観点から問題を分析

仕事に関係する行政法

することの大事さも分かってきました。大変な点は．．．

も多いので、志望企業

やはり今は就職活動とゼミの勉強が重なっているので、そ

に関係する行政法の話

れが正直辛いです。

を面接ですると、人事

T：グループで課題を解いていくのですが、今は４年生が

の方も興味深く聞いて

就職活動中なので、あまりサポートを受けられないのが少

くださいます。なので、

し困ったところです。３年生だけで何とかやっているので

就職活動にもお勧めで

すが、まだ手探り状態で…。

す。

Ｓ：確かに、知らない人どうしで議論をして、課題を解い

T：まだゼミが始まっ
たばかりなのですが、

小野 愛実さん

ていくのは大変かもしれませんね。でも、そうやって共同
で作業する能力を身につけていくことは社会人になるため

今は「二酸化塩素」を使った除菌グッズに本当に効果があ

の準備作業でもあります。ゼミではたくさん失敗しても構

るのかないのか、といった点を学んでいます。4-5名のグ

わないので、まずは色々と試してみてください。
そして困っ

ループに分かれて、それぞれ意見を言い合って、グループ

たら先生に相談しましょう！それでは、最後に高校生のみ

の意見をまとめていくのですが、まだ議論するのに少し慣

なさんに向けたメッセージをお願いします。

れていない感じです。でも、世の中には今まで気づかなかっ

N：法学部で学ぶと、法的な問題点を見つけて、自分の意

法律専攻では3年生になると「演習（ゼミ）」を受講でき

ミ説明会に行きました。そこで先輩たちにゼミの内容とか

た色んな行政法の問題があるんだな、と感じています。

見を言う能力や話す力を身につけることができます。公務

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

雰囲気を教えてもらったのですが、にぎやかで議論好きな

Ｓ：そうですか。様々なテーマについて広く学ぶのが行政

員や弁護士を目指さない人にとっても、この能力を活かし

めにはお勧めです。でも、ゼミでは何をどのように学ぶの

感じがしたので、このゼミに決めました。

法ゼミの特徴なのですね。確かに、行政法は社会と密接に

て企業で活躍することができます。法学部はなんとなく地

でしょう？今日は、法律専攻の行政法ゼミ（高橋信行先生）

Ｓ：少し補足すると、ゼミ説明会は２年生を対象とした企

関わっているので、ゼミで学んだことが社会に出てからも

味な感じがするかもしれませんが、
お勧めだと思いますよ。

に所属する3人の先輩に体験談を語ってもらいましょう。

画です。ゼミ毎にブースを設けて、ゼミ生がゼミの内容や

役立ちそうです。それでは、ゼミの雰囲気はどうでしょう？

T：ゼミでは、普段の講義とは違って、少人数で学ぶこと

雰囲気等について説明します。学生たちはこの説明会で情

N：去年までは、ゼミの先輩たちがハイテンションでよく

ができます。そこで生活に役立つ知識も学べますし、自分

佐藤先生（Ｓ）：こんにちは、今日は高橋先生の行政法ゼ

報を収集してゼミを選ぶ際の参考にするのです。

しゃべっていました。特に飲み会で…。でも、先輩たちは

で考えたり発表したりする能力を上げることもできます。

ミから学生さんとOGの方をお呼びしました。それでは、

T：そうです。私もゼミ説明会に参加して、それから実際

優しくて、私たち後輩が意見を言っても、きちんと聞いて

大学生になると、受け身の勉強ではなく、自分でテーマを

自己紹介をお願いいたします。

にゼミを見学しました。ゼミでは、全員が議論に参加して

くれたのが良かったです。

選んで積極的に学ぶ機会が多くなります。やりたいことが

野間さん（N）：どうぞよろしくお願いします。４年生の

自分の意見を言い合っているのが印象的でした。あとは、

O：高橋先生がゼミ生たちに質問したり、意見を求めたり

やれる、最適な環境が用意されていますので、ぜひ法学部

野間理沙子です。今は毎日就職活動をしています。結構大

予習・復習をしっかりやらないといけないということが自

するので、いつも緊張感があって、真面目に予習しないと

に来てください。

変です…。

分の勉強にプラスになると考えました。

いけない感じでした。とはいっても、先生が厳しいだけで

O：元々、私は刑法が好きだったのですが、大学で学んで

小野さん（O）：こんにちは。ゼミOGの小野愛実と申し

O：私の場合は、２年生のときに行政法の授業を受けて、

はなく、優しく助け舟も出してくれるので、それにつられ

いくうちに、民法や行政法も普段の生活に密接に関わって

ます。2016年の３月に卒業して、今は渋谷区役所で働い

それで行政法が楽しくなって行政法ゼミを選びました。ゼ

て議論が活発になっていました。

いることを知りました。法律の知識は実はみなさんにとっ

ています。今日は仕事帰りで大学までかけつけました。

ミ説明会にも行ったのですが、先輩が優しくて親切だった

T：まだ話すのに慣れていないのですが、それでも4年生

て身近なものですので、より深く学んでほしいと思います。

高橋さん（T）：よろしくお願いします。３年生の高橋季

上に、真面目に勉強できる環境が整っていることが決め手

の先輩と話しやすい雰囲気があるので助かっています。

それと、大学に進学すると、可能性も広がって、今まで気

美です。この４月にゼ

でした。

Ｓ：なんとなく楽しそうで和気藹々とした感じがしますね。

づかなかった将来の道

ミに入ったばかりでま

Ｓ：なるほど。確かに、高橋先生のゼミでは、全員が議論

やはりゼミの雰囲気は大事なので、高校生のみなさんもゼ

も見つかるかもしれま

だ２回しかゼミを受け

に参加する（しないといけない）のが特徴ですよね。まず

ミを選ぶ際には、実際に見学したりして雰囲気を調べま

せん。もし良かったら

ていないのですが、高

はとにかく自分の意見を言うこと、
がモットーのようです。

しょう。それでは、ゼミに入って良かった点や逆に大変だっ

行政法ゼミに参加して

校生のみなさんにゼミ

それでは、ゼミでの学びについても教えてください。

た点があれば教えてください。

ください！

の魅力をお伝えします。

O：行政法のゼミなので、行政に関する判例
（裁判事例）
を学

O：行政法の知識や勉強する習慣、グループで議論する能

Ｓ：どうもありがとう

Ｓ：それでは早速始め

びます。私も公務員志望だったのですが、特に興味深かった

力などが身についたので、それが実際の仕事でも役に立っ

ございました。行政法

ましょう。まず行政法

のは「公務員の飲酒運転問題」です。簡単に言うと、飲酒

ています。今は保育園に関する部署で働いているのですが、

ゼミの魅力が高校生の

ゼミを志望した動機に

運転をして逮捕された公務員に退職金を支給しないことの

複雑な制度も何とか理解できるようになりました。あとは

みなさんにも伝わった

ついて話してください。

是非を議論しました。賛成派と反対派に分かれて、それぞれ

…思い返すと、報告の際のレジュメ作成が大変でした。時

と思います。國學院大

N：はい、私は元々公

理由を考えて意見を述べるといった感じです。この判例を

にはグループの中でなかなか意見がまとまらなくて、ずっ

学法学部でしっかり学

務員志望だったので、

知ってから、絶対に飲酒運転をしない！と心に誓いました。

と議論していたこともありました。

んで自分の可能性を広

公務員といえば行政法

N：行政法に関する様々な問題、例えば、生活保護とか都

N：裁判の判例を読んで課題に解答するという毎週の勉強

げましょう。

だと思って、まずはゼ

市計画について、その原因や解決策を分析するのが面白い

が結構大変なのですが、しばらくやっていると、判例を読

野間 理沙子さん
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髙橋 季美さん
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私が國學院大學を選択した理由は、日本の歴

法学部の勉強では、普段の生活から社会人とし

史や文化を通じて日本人である自分自身を深く

て必要な知識まで幅広く学ぶことができます。3

学び知ることができると考えたからです。また

年生から始まるゼミに所属することで、自分の関

法学部を志望した理由は、「働くこと」を考え

心のある分野を専門的に学ぶこともできます。私

るキャリア・プランニングや、3つのコースの

は憲法についてディベート方式で学ぶゼミに所属

うち公共政策と法コースが魅力的だったからで

しました。相手の反応や法令を踏まえて自分の意

す。入学後に法律を学んでいくなかで、刑法と

見を発信することで、判例への理解がより深まり

刑事訴訟法の授業が特に面白いと感じたため、
刑法ゼミナールを選択しました。刑法は、法学

ました。加えて、就職活動で欠かせない「相手に

部以外の学生にもイメージがしやすい分野です

伝わるように話す力」も、より実践的に鍛えるこ

が、テレビや新聞で取り扱われる刑法を論理的

とができたと思います。皆さんも法律専攻で有意

に考察する力を身に付けることができたこと

法律専攻

卒業生からのメッセージ

しみ ず

あい

清水 愛

は、かけがえのない財産です。また、法学を学

さん

んだことに加えて、大学で出会った仲間と過ご
した日々、大学周辺をとにかく歩き回って美味

就職先

しいもの巡った日々、教養科目による新たな発

日本郵便株式会社

見で得た知識なども、大切な宝物です。

しお り

熊谷 汐里

さん

向後 和俊
市役所

自分が研究したいことをとことん追求できる

法学部の授業の多くは公務員試験の際、役に立

ことが法学部の魅力です。法学部に入り、先生

ちました。試験を意識した講義をしてくださる先

きっかけでした。授業では、法律を通してさまざ

方の熱心な指導のもとで意欲的に学習できたこ

生方も多くいらっしゃいました。大学で学んだこ

まな角度から世の中を見ることで自分の知らない

とに感謝の気持ちを感じています。特に私が刑

とが明確であると、就職活動の際に強みになると

世界を知ることができました。とくに家族法のゼ

法のゼミで卒論の作成や事例検討を通して感じ

思います。 私は、2年生の時に受講したインター

ミでは、改正案を作るという作業を通して法律が

たことは、１つのルールでも解釈の違いにより

ンシップの講義がきっかけで公務員を目指しまし

どのように作られているのかを学び、その過程に

さまざまな結論がでることの興味深さでした。

た。将来の目標が決まっていない人は、積極的に

どんな苦労があるのかに触れることができまし

また、勉強だけでなく部活にも積極的に取り組

講義に出席してゆっくり将来を考えてみてくださ

た。また、苦労を共にした仲間もできて、法学部

み、文武両道の精神を培いました。入部したア

い。
法学部で幅広い分野の法律を学ぶことは、
きっ

で過ごした4年間はとても充実したものになりま

ルティメット部では、大切な仲間とともに全国

と自分の選択肢を広げることに繋がります。

いただけたらと思います。

優勝を目標に活動してきました。皆さまも有意
ふくなが

ひろし

福永 洋

義な4年間をお過ごしください。

さん

さ

の

就職先

就職先

関電工

市役所

法律専攻は、他の専攻と比較して科目選択の幅

何事も「きっかけ」ができると行動や考えが変

高校時代から公務員を目指していた私にとっ

わってきます。私は、民法ゼミに入り、判例・学

て、法学部はとても自分の進路に合っていたと思

ていくことが何よりも大切ではないでしょうか。
私はより良く正しく幸せな人生を送る上で必要な
礎をここで築くことができたと思います。振り
返ってみれば厳しい授業もあり、大変な時もあり
ましたが、その経験と得られた知識は社会人とし
て生きていく上で貴重な財産になりました。また
勉学以外のことでも、自分が興味を持ったことに
ついて、積極的にチャレンジして欲しいと思いま
す。私が4年間活動していた地域の社会人ソフト

説を研究し議論するうちに法律の奥深さに気付

います。公務員試験では法律科目の出題も多く、

き、
「もっと知りたい、知識を深めたい」と思う

日々の授業をしっかり受けることが試験対策にも

ようになりました。また、その知識を生かして公

なりました。また、2・3次試験の面接ではゼミ

務員試験を受けようと思うようにもなりました。

の討論で培った対話力を活かし、質問に対して的

私の場合、その「きっかけ」を作ってくれたのは、

確な返答ができたと思います。
さらに法学部には、

いつも法学部の先生や友達でした。大学では、

同じ夢を持った同志たちも多く、試験情報の交換

ゼミやサークルなど、人との出会いや繋がりを深

も行うことができます。そのおかげで法律科目が

められる場所がたくさんあります。皆さんにも是

得点源となり、地元である山梨県で警察官として

非、それらを大切にしながらこの大学生活で一つ
たか の

あき の すけ

でも多くの「きっかけ」を作って頂けたらと思い

働く夢が叶いました。
さとよし

みつる

テニスクラブでの経験は、自分をより大きく成長

高野 暁之将

就職先

させる事ができたと思います。皆さんも是非、有

就職先

就職先

株式会社りそなホールディングス

意義な学生生活をお過ごし下さい。

金融庁

山梨県警察本部

さん

さん

が広く、自己の知見を広げることができる魅力的
皆さんが受け身にならず、自律的に考え、行動し

杉山 弘明

ふみ な

佐野 史奈

株式会社みずほフィナンシャルグループ

ひろあき

さん

就職先

就職先

すぎやま

かずとし

私が法学部を選んだのは、私たちの生活を守っ

な専攻です。ただ、その強みを活かすためには、
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義な４年間をお過ごしください。
こう ご

てくれている法律について学びたいと思ったのが

した。皆さんも法学部で実りある4年間を送って
くまがい

卒業生からのメッセージ

さん

ます。

里吉 充

さん
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