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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。

國學院大學法学部長　一木　孝之

法学部長挨拶
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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ビビッドにお伝えして
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
ています。ぜひご覧ください。

　https : / /www. facebook .com/
kokugakuinlaw

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。

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。どうぞご活用ください。

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 ■学生と教員の距離が近い「少人数教育」

■基礎を固めた後に、
　演習・展開科目ヘ

　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、司法書土・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。

。すで」育教数人少「、は色特の大最の攻専職門専律法　
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。

　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。

福岡　英明  教授（憲法）
ふ く お か ひ で あ き

Message

　日本国憲法は、「個人の尊重」（13条）を究極的な原理とし、個人が尊重される社会
を作ることを目指しています。個人が尊重される社会とは、個人が独立した人格とし
て、自らの自律的な決定によって、自分の能力を十全に開花させ、自分の人生を自分
が思い描いたように生きることができる社会です。日本国憲法は、このような社会を
形成し維持するために、国民主権・民主主義に基づいて公権力を組織し、同時に、公
権力の行使に対して、個人の尊重に必要不可欠なものを基本的人権として保障してい
ます。社会において相互に依存し合う諸個人の私的利害の調整のために、法律が共同
利益の観点から規準を定めています。しかし、法律が利害調整に失敗し、人権を不当
に侵害することもあります。このとき裁判所が違憲審査権を行使し、そのような法律
を排除します。憲法の授業では、このような日本国憲法が考えている「個人の尊重」
のためのしくみを学びます。

自分を鍛え、自らを律する

法律専門職専攻
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自分を鍛え、自らを律する

法律専門職専攻 ■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

自「、てけ付に身を慣習ういとぶ
分を鍛え、自らを律する」こと
が大事です。

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
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

履修モデル

加藤 雷基 
か と う ら い き

法律専門職専攻３年さん Student voice

　本専攻の特色として、基本六法及び行政法という種々の法律科目の基礎を２年生までに修得し、
３年生以降は演習に特化した学修ができるということが挙げられます。法律というのは、それぞれ
細かな目的、制度趣旨等を異にしつつも、それぞれに共通した理念がその基底として存在している
と思います。そのため、各科目を個別的に学ぶのではなく、全科目を横断的・体系的に勉強することで、
究極的には個別の理解に資することになるのです。このような、法律の真髄を直に感じることがで
きる学修方法が本専攻のカリキュラムに詰まっているといえるでしょう。
　以上のような特長を有する本専攻ですが、その魅力は能動的な学修意欲に100%応えてもらえる環
境が整備されている点にあると思います。近時、コロナ禍などの情勢も相まって、学生が持つ積極的な学修意欲とは逆行した受動的
な学修を余儀なくされることが少なくありません。しかし、本専攻は所属学生が少数であり、先生方に認知してもらいやすいため、質
問をすれば質問したこと以上の応答が返ってきたり、未知の問題について突き詰めて考える際に一緒に思考してもらえたりするのです。
つまり、能動的に動けば動くほど先生方の手厚いサポートを受けることができ、極めたいことを思う存分極めることが可能な環境にあ
るといえるでしょう。
　ぜひ、本専攻で「知的好奇心が刺激される大学生活」を送ってみてください。
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少人数制で意識の高い学生が多いです
中曽根先生（以下Ｎ）：今日はどうぞよろしくお願いします。まず、
法律専門職専攻に入学して感じたことをお聞かせください。

小谷野さん（以下Ｔ）：１年生から科目を体系的に学べることが良
かったと思っています。授業の受講を進めていくと、積み重
ねで知識が身に付きますね。あとは何よりも少人数制なのが
魅力だと思います。わからない部分をお互いに教え合うこと
で結束力も出てきています。他の大学にはあまり見られない
特徴ではないでしょうか。

渡邊さん（以下Ｗ）：専門職専攻なので、法科大学院や公務員試験
を目指す人が多いです。周りの意識が高いので、自分も頑張っ
て勉強しようという気持ちになります。また小谷野君からお
話があったように、少人数制なのが良かったです。勉強しや
すい環境にあると思います。

川村さん（以下Ｋ）：特徴的なのは、ゼミを１年間で履修し終える
ことができることです。國學院大學法学部には３年次卒業の
制度もあるので、他大学が２年間同じゼミを履修したり、３
年生で一つ・４年生で一つ履修しなければならない中で、１
年間でよいというのはメリットになっていると思います。

高校時代から法律に興味がありました
Ｎ：なるほど。では、皆さんはどのような理由で専門職専攻を選
んだのですか。

Ｔ：僕は法律を勉強したいというのが前提にあり、法学部をメイ
ンに受験をしていました。國學院大學の専門職専攻は大変だ
という話を事前に聞いてはいたのですが、その分得られるも
のが大きいのではないかと思い入学しました。

Ｗ：私も法律を勉強したくて、色々な大学の法学部を受験しまし
た。法律専門職専攻という名前から、がっちり真面目に法律
を学ぶ専攻なのだろうと予想していましたが、入ってみて

思っていた通りでした。法科大学院や公務員を目指して努力
している人と、受かったから入学したという人で差がどんど
ん開いていくというのは入学してからの印象です。

Ｔ：そうですね。入学後に
転専攻をする人もいる
ので、高い意識を持っ
て勉強したい人が残っ
ているという感じです
ね。

Ｋ：高校時代に冤罪につい
て学んだことがありま
した。そこで冤罪のよ
うなことから人を守ら
ないといけないという
責任感が湧いてきて、
弁護士になりたいと思
い法学部を目指しまし
た。また、これまで学んでこなかったことを勉強できるのが
楽しそうだなとも思いました。その中で國學院大學を選んだ
のは、立地の良さもありますね。コロナの影響で２年生からは
苦しんだ部分もありましたが、渋谷で勉強できるというのは
良かったです。専門職専攻を選んだのは、プロフェッショナ
ルな部分に磨きをかけられるのではないかと思ったからです。

主体的になることが大切です
Ｎ：専門職専攻の授業はカリキュラムがきっちり組まれていて、
大変だったのではないでしょうか。

Ｔ：１年生の時は卒業できるか不安もありました。初めは憲法、
民法、刑法の基礎をまとめて学んでいくので大変でしたね。
大変でしたが、先生もしっかり見てくださるので、本気で
法律を勉強したい人にとっては良い環境だと思います。

法律専門職専攻学生座談会

「切磋琢磨しながら本気で法律を学べます」

小
こ

谷
や

野
の

 拓
たく

哉
や

 さん
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法律専門職専攻　学生座談会

Ｗ：基礎の部分は１年生でほとんど学ぶので、３年生になると法律
専攻や政治専攻に比べて少し必修が少なくなります。就職活

動や公務員試験の勉強もし
やすい環境なのではないか
と思います。専門職専攻は
人数が少ないので、勉強面
で支え合うだけではなく、
今後も長く付き合っていけ
そうな友人ができました。
Ｋ：そうですね、少人数制
で一体感があるのを実感で
きますし、主体的になって
成長することができます。
人数が少ないと、個々人が
サボってしまったら影響が
出やすいですからね。

授業で模擬裁判を体験できます
Ｎ：川村さんは、刑事弁護を専門としている実務家の先生による
臨床法学の演習を履修されていたと思いますが、いかがでし
たか。

Ｋ：法廷教室という特別の教室があって、実際に模擬裁判を体験
しながら刑事訴訟法を勉強する授業でした。裁判官と弁護士
と検察官の役を決めて、演じながら学べるのが面白かったで
す。不条理な部分、例えば尋問にはまだ改善の余地があると
か、そういった部分を詳しく知ることもできたので、履修し
て良かったと思っています。

Ｔ：僕も履修していました。実際に弁護士をされている先生から
実務的なお話も聞くことができました。また、架空の事例を
作って、意見書や内容証明郵便を書くという実践的な体験も
しました。入学前は座学だけだと思っていたので、臨床法学
のような演習科目や、学生が主体的になるアクティブラーニ
ングは良い経験になりました。

法律は正解が一つではない。友達と議論するのも
楽しいです
Ｎ：色々な法律を勉強してきた中で、好きな分野はありますか。
Ｔ：僕は憲法と行政法が好きです。憲法は国家の基本法であり、
法律を勉強する上で欠かすことはできません。憲法を学ぶこ
とで、他の法律の限界や制定背景など、面白さに気づくこと
もあります。行政訴訟など、行政法は一般的にはあまり馴染
みがないと思うのですが、何かあった時のために知識を付け
ておくのは必要なことだと思います。民法とはまた違った面
白さがありますね。

Ｗ：私は刑法が一番合っていると勉強していて感じています。犯
罪に関する言葉はニュースで耳にするので、想像がしやすい
です。理解できると楽しさを感じるので、刑法がまず入りや
すい法律でした。また、学説がわかれているので、どのよう
に結論付けるかを友達と議論するのも楽しいですね。入りや
すくもあり、深みもある法律だと思います。

Ｋ：汎用性が高いという面で行政法でしょうか。刑法もそうです
が、ニュースで出てきたことに対して、自分の知識を足して
考えるのが楽しいです。

Ｗ：すごくわかります。ニュースをただ聞いたり見たりするだけ
ではなく、授業で習ったことを合わせて、自分だったらどう
考えるかを思い浮かべてみる。法律の勉強をして自分で考え
るという力が身に付いたと思います。

Ｔ：全体を通して言えるのは、法律は正解が一つではないところ
が面白いということです。皆で意見をぶつけ合って正解を模
索していくのが法律の面白さだと思います。

法律に興味のある方、お待ちしています
Ｎ：法律の面白さ、醍醐味を専門職専攻で味わっているのです
ね。最後に高校生へメッセージをお願いします。

Ｔ：受験勉強をしている間は不安が大きいと思います。僕の場合
は、ずっと勉強したいと思っていた法律を大学で学べるんだ
というイメージを膨らませて、モチベーションを高く臨みま
した。自分の中で一つ気持ちの柱になるものを持っておくと
少し楽になるのかなと思います。法律は世界と繋がる上で触
れ合うことになる学問です。國學院大學の法律専門職専攻は、
きちんと勉強したいと考えている人に本当にお勧めできる環
境です。少しでも興味があれば、志望校の一つとしてぜひ検
討してみてくださいね。

Ｗ：私は２科目受験で入学しました。受験は苦手な教科をどれだ
けできるかが勝負になると思うのですが、得意な科目を伸ば
しながら受験することができたので、自分に合った受験方法
を探すのも大切だと思います。先生や授業のレベルの高さ、
周りの学生のモチベーションの高さを感じていて、入学して
良かったと思っています。仲間と切磋琢磨しやすい環境にあ
ると思いますので、本
気で法律を勉強したい
人にお勧めしたいで
す。

Ｋ：僕も受験の制度は活用
すべきだと思います。
自分が得意な科目で勝
負する方が伸びやすい
ですよね。専門職専攻
については、ただ渋谷
で勉強したいなという
気持ちだけでは厳しい
です。自分が主体的に
なって、先生や先輩・
友達に質問したり、コミュニケーションをとったりすること
が大切です。もし勉強していく中で、法律関係の仕事に就き
たいという想いが無くなってしまったとしても、自主的に発
表することや議論すること等、法律以外にもたくさんのこと
を学べるので就職活動にも活かせると思います。大学生活の
中で成長したいと考えている方にぜひ来て欲しいです。

※撮影時以外はマスクを着用し、感染症対策を行いながら実施しています。

渡
わた

邊
なべ

 希
のぞ

美
み

 さん

川
かわ

村
むら

 健
けん

士
し

朗
ろう

 さん
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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31ページ以下を読んでください。法律の知識を活かして社会に貢
献しましょう。

●法科大学院(ロースクール)とは？

　法律専門職専攻は、その発足以来、有力な法科大学院への進学
者や公務員を多数輩出するなど、着実に成果を上げてきました。
また、３年次卒業制度を利用する学生が他専攻より多いことも特
徴の１つです。今回登場する赤間大晟君も３年次卒業制度を利用
し、2021年４月より東京大学の法科大学院（既習コース）で学ん
でいます。赤間君の話から、法律専門職専攻での学びを感じてい
ただきたいと思います。

今の自分があるのは、少人数授業のおかげです

佐藤秀勝先生（以下Ｓ）：はじめに、なぜ法律専門職専攻を選んだ
のかをお話いただけますか？

赤間さん（以下Ａ）：少人数授業というのが魅力の一つだと思い選
びました。先生と学生の距離が近いのが自分の身になるかな
と思ったのが、まず一つです。また、専門職専攻は必修科目
で色々な科目、六法をとっていくので、勉強する中で最初か
ら全部学べるというのが魅力だなというのもありました。も
う一つは、法律系の勉強で、専門的な職業を目指している人
や司法試験を目指している人が集まっているのではないかと
いうのがあったので、切磋琢磨できるのではないかと思いま
した。

Ｓ： 入学してみて、実際はどうでしたか？
Ａ： 予想はしていたのですが、科目が多いというのはやはり大変
でした。ですが、今の自分があるのは、こうした専門職専攻
ならではの環境で勉強してきた結果だと思います。

身近な先輩が法科大学院への道筋になりました

Ｓ： 法科大学院、そして法曹を目指した理由を教えてください。
Ａ： 法律という分野・学問に興味があり法学部に入ったのですが、
法学部で勉強をするのであれば、やはり法律の専門職である
法曹を目指してみたいなというのがきっかけです。身近な先
輩が法科大学院に通っていたこともあり、２年生の後期あた
りに法科大学院を本筋として受験しようと考えました。

Ｓ： その身近な先輩は、國學院大學の先輩の学生ですか？
Ａ： そうですね。２年生の夏に同期に誘われて入った法律研究会
というサークルで出会った先輩です。その先輩も東京大学の
法科大学院に進学されたのですが実体験を聞くことができ、
法科大学院合格への道筋が見えました。

Ｓ： 専門職専攻からは、赤間さんまで３年連続で３年生が東大法
科大学院に進学していますね。

法律専門職専攻学生座談会

「３年次卒業制度を利用し法科大学院へ」
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法律専門職専攻　学生座談会

　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31ページ以下を読んでください。法律の知識を活かして社会に貢
献しましょう。

●法科大学院(ロースクール)とは？

法律や判例の趣旨・理由を意識して学びました

Ｓ： ３年次卒業という選択肢をいつ頃から考え始めましたか？
Ａ： 入学した当初に履修要項を全部読んで、３年次卒業があるこ
とを知ったので、そこで目指してみようと思いました。

Ｓ： 専門職専攻はカリキュラムがタイトなので、３年次卒業をす
るのはすごくきつかったと思います。どのような勉強の仕方
をしましたか？

Ａ： 法律の条文や判例の解釈について結論だけを丸暗記するので
はなく、理由や趣旨を意識して、解釈に至る流れを理解する
ようにしていました。授業の他では、予備校の問題集を使っ
て論文試験の勉強をしていました。あとは、先程お話した法
律研究会というサークルで各法科大学院の過去問題をみんな
で解き合って、どういう答案筋なのかを検討し合うというこ
とをしていました。答案作成のために必要な勉強は学部の授
業と自習、各法科大学院別の入試対策は法律研究会の活動を
通してしていました。

大変だけど挑戦する価値のある専攻です

Ｓ： 最後に受験生に向けてのメッセージをお願いします。
Ａ： 社会の基盤となっているものなので、法律の勉強は楽しいで
すよということを伝えたいです。先輩や後輩にも恵まれまし
たので、この学部、この専攻に入ることができて良かったと
本当に思っています。専門職専攻は科目が多くて大変という
のはありますが、その分自分にリターンが返ってくる、価値
のある専攻であると思います。

※撮影時以外はマスクを着用し、感染症対策を行いながら実施しています。

Profile

國學院大學法学部2021年卒業（法律専門職専攻）
進学先：�東京大学大学院法学政治学研究科�

法曹養成専攻既習コース

赤
あ か

間
ま

  大
た い

晟
せ い

　さん
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法律専門職専攻法律専門職専攻
卒業生からのメッセージ卒業生からのメッセージ

私は入学した当初、法律専門職専攻だけは１年
次から講義のほとんどが必修科目で、かなり忙し
いことに戸惑いを感じていました。どの講義も法
律を学ぶ上で欠かせない基礎科目であり、法律初
心者の私にとっては毎日「難しい話」を聞いてい
る感覚だったからです。しかし日々の学業を必死
にこなしていくと、２年次終了時点では基礎学問
を満遍なく身につけることができました。この専
攻は少人数制のため先生と学生の距離が近く、学
業に対するフォロー体制が万全に敷かれていたこ
とは勉強する上で助けになりました。またカリキュ
ラムの内容が大変だからか専攻内の学生は自然と
結束が強くなり、互いに切磋琢磨し、時には助け合
いつつ学業に取り組むことができました。1・2年
次に努力した分、３・４年次には自分の進路をゆっ
くり見つめ直す時間ができ、就職活動も他学科の
学生よりかなり余裕を持って取り組むことができ
ました。私は法律が直接的には関係しない分野に
就職しますが、むしろこの専攻でしっかり法学を
修めたからこそ選択できた進路だったと思います。
皆さんも法律専門職専攻のカリキュラムを存分に
活用し、有意義な学生生活を送ってください！

福
ふ く

田
だ

 百
も

音
ね

  さん
就職先
サクサ株式会社

法学は議論の学問です。異なる考え方を理解し、
尊重できる優しさを持った人になりたいと思い法
学部を選びました。
法律専門職専攻は少人数制で先生方との距離も
近く、丁寧な指導のもと法学への理解を深めるこ
とができます。そして法曹や公務員など高い目標
を掲げ、熱心な努力を重ねる友人達から多くの刺
激を受けたことで、学びへの思いを強く持ち続け
ることができました。今の私がいるのは、このよ
うな法律専門職専攻の恵まれた学修環境があった
からにほかなりません。
４年間の学びを通して培った、物事を多角的に
捉える論理的思考力や、様々な考え方を受け止め、
理解し尊重する力は社会に出て必ず役に立つと確
信しています。
法律専門職専攻は、諦めず前に進もうとする限
り誰かが手を差し伸べてくれ、努力が報われる場
所です。どうか諦めないで、その時の自分のやり
たいことに真正面から向き合ってください。実り
ある大学生活となることを心より祈っています。

真
ま

壁
か べ

 ひなの  さん
就職先
太平洋セメント株式会社

法律専門職専攻と聞くと少し固いイメージを
抱く方がいると思います。自分が上手くカリ
キュラムについていけるか、不安を抱く方も多
いでしょう。しかし、専門職は高校のクラスの
ように、少人数の学部生でほぼ同じ授業を取っ
ていきます。多忙な学びの中でこそ、他の学部
学科にはない、友達との強い繋がりが芽生え、
その繋がりは卒業後も続いていくと信じていま
す。皆でテスト勉強や発表の準備をしたのは良
い思い出です。
専門職は公務員を検討している学生には強く

お勧めします。大学２年までにほとんどの学び
を終えることで、３年次から公務員試験の学習
に専念出来ます。また、法律科目を遍く学習す
るカリキュラムとなっているので、筆記試験の
法律科目の対策にもなります。
専門職だからこそ経験出来ることも多くあり

ます。それらの経験は自分の糧となり、自分の
人生の支えになるでしょう。辛いと感じたとき
は、投げ出す前に、自分の人生を考えてみてく
ださい。

清
し

水
み ず

 裕
ゆ う

也
や

  さん
就職先
神奈川県庁

法律専門職専攻は、１・２年次に主要な法律
科目をほぼすべて履修するため、早期に自分の
得意不得意を確認することができます。なので
３・４年では、法科大学院や資格試験の勉強に
力をいれたり、自分の興味をもった学問を深く
追及したりと有意義な大学生活を送ることがで
きます。私は３・４年で刑事訴訟法の論文を一
本ずつ執筆しました。論文の執筆は、大変なこ
ともたくさんありましたが、その分自分の成長
を実感できましたし、なんだかんだいって楽し
かったのでおすすめです。
また、専門職専攻は少人数での授業体制です
ので、先生方のきめ細やかな指導を受けられま
す。わからないことがあってもすぐに質問する
ことができるので、勉強のモチベーションもアッ
プしますし、何より学んだことが自分の力になっ
ていると実感できるので学習が楽しくなります。
自分のやりたい学問を好きなだけ勉強できる

のは大学生の特権だと思います。皆さんも法律
専門職専攻で自分の学びを追求してみてはいか
がでしょうか！

細
ほ そ

野
の

 美
み

緒
お

  さん
就職先
松戸市役所
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法律専門職専攻　卒業生からのメッセージ

卒業生の進路
平成31年～令和３年卒業生

東京大学大学院法学政治学研究科／早稲田大学法科大学院／中央大学法科大学院／
明治大学法科大学院／専修大学法科大学院　他
※法科大学院への進学は、上の円グラフに含んでおりません。

法科大学院進学先（平成31年（2019年）- 令和3年（2021年））

神奈川県庁／千葉県庁／品川区役所／世田谷区役所／横浜市役所／経済産業省／東京高等裁判所／さいたま地方裁判所／
東京国税局／関東信越国税局／警視庁／神奈川県警察本部／私立高等学校（群馬県）　他

公務員・教員就職先（平成31年（2019年）- 令和3年（2021年））

サービス
30%

公務員
30%

運輸・通信
5%

商社・小売
20%

教育
5%

金融
10%

イオンリテール株式会社／株式会社イトーヨーカ堂／株式会社オリエントコーポレーション／株式会社産業経済新聞社／
株式会社実業之日本社／株式会社商工組合中央金庫／スズキ株式会社／株式会社セブン‐イレブン・ジャパン／
独立行政法人大学入試センター／大和ハウス工業株式会社／株式会社東急ホテルズ／日本通運株式会社／日本年金機構／
日本ペイントホールディングス株式会社／日本マスタートラスト信託銀行株式会社／野村證券株式会社／株式会社プリンスホテル／
北陸電力株式会社／株式会社横浜銀行　他

一般企業（平成31年（2019年）- 令和3年（2021年））

令和３年業種別就職先

法律専門職専攻と聞くと少し固いイメージを
抱く方がいると思います。自分が上手くカリ
キュラムについていけるか、不安を抱く方も多
いでしょう。しかし、専門職は高校のクラスの
ように、少人数の学部生でほぼ同じ授業を取っ
ていきます。多忙な学びの中でこそ、他の学部
学科にはない、友達との強い繋がりが芽生え、
その繋がりは卒業後も続いていくと信じていま
す。皆でテスト勉強や発表の準備をしたのは良
い思い出です。
専門職は公務員を検討している学生には強く
お勧めします。大学２年までにほとんどの学び
を終えることで、３年次から公務員試験の学習
に専念出来ます。また、法律科目を遍く学習す
るカリキュラムとなっているので、筆記試験の
法律科目の対策にもなります。
専門職だからこそ経験出来ることも多くあり
ます。それらの経験は自分の糧となり、自分の
人生の支えになるでしょう。辛いと感じたとき
は、投げ出す前に、自分の人生を考えてみてく
ださい。

法律専門職専攻は、１・２年次に主要な法律
科目をほぼすべて履修するため、早期に自分の
得意不得意を確認することができます。なので
３・４年では、法科大学院や資格試験の勉強に
力をいれたり、自分の興味をもった学問を深く
追及したりと有意義な大学生活を送ることがで
きます。私は３・４年で刑事訴訟法の論文を一
本ずつ執筆しました。論文の執筆は、大変なこ
ともたくさんありましたが、その分自分の成長
を実感できましたし、なんだかんだいって楽し
かったのでおすすめです。
また、専門職専攻は少人数での授業体制です
ので、先生方のきめ細やかな指導を受けられま
す。わからないことがあってもすぐに質問する
ことができるので、勉強のモチベーションもアッ
プしますし、何より学んだことが自分の力になっ
ていると実感できるので学習が楽しくなります。
自分のやりたい学問を好きなだけ勉強できる
のは大学生の特権だと思います。皆さんも法律
専門職専攻で自分の学びを追求してみてはいか
がでしょうか！

法律専門職専攻の特徴は、同じ法学部である法
律専攻と比べても人数が少ないことにあります。
１クラスしかないため、専門職専攻の人はみんな
顔馴染みです。また、人数が少ないため演習の授
業などでは特に議論が活発なのも特徴の１つであ
ると思います。専門職専攻では、その名の通り「法
律」というものをより深く専門的に学べることが
出来ます。実際、１、２年生の時は履修する授業
のほとんどが法律に関するものでありそれを必修
科目として履修していました。大変だと思うこと
も少なくありませんでしたが、そこで基礎的な法
律の知識を身につけることが出来ました。そして
３年時以降は１，２年生で学んだ知識をより、専門
的なことを学ぶ演習の授業に活かすことが出来ま
した。そのため、自分の興味を持つ分野について
より深く学びたいと考えている方にはおすすめ出
来るかもしれません。ぜひ皆様の進路選び選択肢
の１つとしてご一考ください。

末
す え

永
な が

 良
ら

伊
い

  さん
就職先
立花証券株式会社
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■基本を学び、幅広い科目から選択する
　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、法科大学院を含む大学院への進学など
様々です。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人や、
法律専門職以外の分野で活躍することを目指す人のた
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・

　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
授の目科のられこ。すまれさ講開が」門入法事民「」門入法事刑「」門入法公「に期前次年１、てしと目科のめたるす

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。

●「キャリア・プランニング」とは？

？はと」門入法事民「」門入法事刑「」門入法公「●

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。

■２つのコース 

法律学の
基本と応用
コース

政治と法の
基礎
コース

基本を学び、自分で組み立てる

法律専攻
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法律専攻 
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企業への就職、法科大学院を含む大学院への進学など
様々です。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人や、
法律専門職以外の分野で活躍することを目指す人のた
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・

　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
授の目科のられこ。すまれさ講開が」門入法事民「」門入法事刑「」門入法公「に期前次年１、てしと目科のめたるす

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。

●「キャリア・プランニング」とは？

？はと」門入法事民「」門入法事刑「」門入法公「●

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。

■２つのコース 

法律学の
基本と応用
コース

政治と法の
基礎
コース

基本を学び、自分で組み立てる

法律専攻
履修モデル 

　「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、楽しく、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。

佐
さ

古
こ

田
た

  真
ま

紀
き

子
こ

 教授 （民事手続法）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　商事決裁法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

　私が感じている國學院大學法学部法律専攻の良いところは自分の興味のある法律分野を見つける
ことができるというという点です。大学に入学する前の私は、法律に関する勉強を全くしたことが
なかったので、私に法律を理解することができるのかという不安がありました。しかし、大学１年
生で履修することができる入門科目によって法律学の基礎的な部分を学ぶことができたので、大学
生生活を送るうちに法律を学ぶということに関する不安感は消え去っていました。基礎を学ぶこと
によって自分の興味のある法律分野の入り口を見つけることができたように感じています。
　「法律学は説得の学問」という言葉の通りに、法律専攻での学びは自分が得た知識を基にして、自分の意見や考えを相手に伝えると
いうことが多いように感じています。自分の意見を相手に伝えることの難しさを痛感したと共に良い評価を得られた時の達成感を得る
ことができました。また自分の文章を添削して頂けることもあり、どこを改善すればより良い文章になるのかを確認することができま
す。このようなプロセスを経ることで入学した時と比べて難しい内容に関しての論述が書けるようになっていることを実感しています。
　大学入学前は法律学についてほとんど知識がなかった私ですが、國學院大學で法律学を学び刑事訴訟法という法律に興味を持つ
ことができ、大学3年生から刑事訴訟法を扱ったゼミの所属が決まりました。自分が興味を持った分野を追求できるという環境に感
謝しながら、これからの大学生生活を過ごしていきたいと思います。

飯田 さくら 
だい い

 法律専攻３年さん Student voice
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学びたいことや雰囲気が自分に合うと思いました
中曽根先生（以下Ｎ）：今日は法律専攻の３名にお集まりいただき
ました。最初に、國學院大學の法律専攻を選んだきっかけを
教えてください。

三輪さん（以下Ｍ）：私は、通いやすくて歴史があるところに惹か
れました。歴史が好きなので、渋谷という場所で歴史を学べ
るのは良いなと思ったのがきっかけですね。法学部を選んだ
のは、法律は知っていると自分の武器になるものだと思った
からです。

工藤さん（以下Ｋ）：小さい頃から本を読むことが好きだったの
で、センター試験で得意科目の国語を活かして受験しまし
た。法学部を中心に色々な大学を見て、國學院大學は自分
の強みや勉強のスタイルに合っているのではないかと思っ
て入学しました。

馬目さん（以下Ｒ）：僕の場合は、小さい頃から漠然と法学という
ものに興味がありました。その中で國學院大學を選んだのは、
オープンキャンパスの雰囲気が一番良いと感じたからです。
先輩方がハキハキと挨拶をしてくださって、こういった基本
的なことができている環境で４年間学びたいと思いました。

１・２年生は基礎固めが大切です 
Ｎ：実際に学んでみていかがでしたか。
Ｋ：とにかく授業が面白いですね。例えば民法は、生活する上で
知っていた方が良いことだと思うので、一つずつ身になって
いるなと感じます。

Ｍ：自分がやりたいことを専門的に学ぶことができるので、私も
楽しいです。入学してよかったと思っています。

Ｒ：僕は正直、入学したばかりの頃は本当に大変に感じました。
履修しなければならない科目が多くて…。ただ、今は自分の
やりたいことだったから、ここまで頑張れたのではないかと
思っています。

Ｎ：とても大変だったというお話がありましたが、１・２年生の

授業はどうでしたか。
Ｋ：１年生の時は、全てが新鮮でした。六法全書を引くだけで面
白いと感じていました。

Ｒ：先程お話した通り、１年生の頃は基礎固めということで大変
な部分がありました。２年生からはオンラインになったので、
すぐに質問できない分しっかり理解しておかないといけない
なという気持ちで時間をかけて取り組みました。オンライン
でも自分のやるべきこ
とはできたかなと思っ
ています。

Ｍ：１・２年生は基礎固め
だと思います。その中
で色々な法律を少しず
つ味わうことができた
かなと。３年生になる
と、基礎を元により専
門的なことを学んでい
くので、今思うと、１・
２年生の積み重ねが繋
がってきていると実感
しています。

入門科目がしっかりしています
Ｎ：とくに法律専攻は、１年前期に公法・刑事法・民事法のそれ
ぞれに入門科目がありますね。

Ｋ：民法とはこういうものだよ、というところから教えてもらえ
るので、わかりやすかったです。入門科目は皆さん必ず履修
すると思いますが、おろそかにしないことですね。入門で土
台をしっかり学んでおかないと、自分の得意・不得意もわか
らないと思います。

Ｒ：入門科目が充実しているというのは法律専攻の強みだと感じ
ます。今お話しがあったように、土台をしっかりしておかな
いといけないと思います。基礎ができていないまま進んでし

法律専攻学生座談会

「土台をしっかり学べることが強みです」
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法律専攻　学生座談会

まって、嫌いになってしまうというパターンを防げますよね。
Ｎ：そうですね。法律専攻の雰囲気はいかがでしょうか。
Ｍ：色々な考えを持った人がいるので、自分に合う友達を見つ
けやすいかなと思い
ます。

Ｋ：みんな真面目ですよ�
ね。授業を聞く時は
しっかり聞くし、課題
に取り組む時はしっか
り取り組む。楽しい中
にもメリハリがありま
す。

Ｒ：授業によって少し雰囲
気が違うかなとは思い
ます。やる気のある人
はしっかりやる、とい
う環境ですかね。

ゼミでは多くの学びがありました
Ｎ：３年生になるとゼミがありますが、数あるゼミの中でどのよ
うな基準でゼミを選びましたか。

Ｍ：私は中曽根先生の会社法のゼミに入っているのですが、就職
した時に使える知識が多いのではないかと思って選びまし
た。

Ｎ：三輪さんはとても頑張っていて、ゼミ長になったのですよ。
Ｍ：はい、高校時代は成績に自信がなかったのですが…。本当に
やりたいことを頑張るとここまで成長できるのだなと思いま
した。

Ｋ：上神先生のゼミに入っていて、平成の政治や経済、社会保障
を学んでいます。高校の日本史って平成はほとんど勉強しな
いですよね。自分が生まれ育った時代なのに、よく知らない
なと思ったことがきっかけです。プレゼンテーション能力や
質疑応答に対応する力も伸びましたね。

Ｒ：僕は中川先生の刑事訴訟法のゼミに入っています。刑事訴訟
法を勉強したいというのはもちろんあったのですが、中川ゼ
ミは厳しいと聞いていたので、その厳しさの中で学びたいと
いうのもありました。毎年全員がゼミ論を書いて、冊子にま
とめています。論文の発表はグループワーク中心だったので
すが、グループ全体のために、個々人がしっかりやるべきこ
とをやるという面も鍛えられました。

授業以外の大学生活も充実しています
Ｎ：法律専攻での授業以外の大学生活についてお聞きします。馬
目さんは PCAP（パブリックサービスキャリア・コース）と
並行しながら勉強していますね。

Ｒ：僕は射撃部にも所属しています。コロナの影響で難しい部分
もありますが、他大学の学生と知り合う機会もありました。
また、小学校の校庭開放のサポーターの活動もしています。
子供たちの自由な意見の中から、新たな発見もあります。

Ｍ：私は教職課程を履修しています。また、準硬式野球部のマ�
ネージャーとしても活動しています。教職で忙しく、試合に
参加できないこともありますが、カリキュラムをうまく組み
合わせて自分の時間も作れるようにしています。準硬式野球

部は全国ベスト４という成績をおさめているのですが、「マ
ネージャーのおかげでもあるよ。」と言ってもらえて、やり
がいを感じられましたね。

Ｋ：僕は授業をしっかり受けて勉強するというタイプで、PCAP
や教職課程は履修していないのですが、大学生活という部分
では、サークルにも参加しています。

大学を選ぶ際は自分の学びたいことを優先してく
ださい
Ｎ：これから大学受験をする方へ、受験勉強や進学についてメッ
セージをお願いします。

Ｍ：途中で諦めずに、最後までやりきることが大切だと思いま
す。私は受験をする際に、自分のやりたいという気持ちを強
く持って取り組みました。結果も大事ですが、最後までやっ
てみるということを心がけて頑張って欲しいなと思います。

Ｋ：途中で糸が切れてしまわないようにすることですかね。もち
ろん勉強もしつつですが、ゲームをしたり、美味しい物を食

べたりしながらモチベー
ションを保つことが必要で
はないでしょうか。
Ｒ：確かに、そういうのっ
て大事ですよね。僕は大学
を選ぶ際に自分が学びたい
ことをしっかり考えるのが
大切だと思います。大学の
ネームバリューやランクに
捉われず、自分が学びたい
ことで選ぶ。そうすれば大
変な勉強もやり遂げること
ができるのではないかな
と。

大学生活は自分から楽しむものです！
Ｍ：モチベーションの話にすごく共感しました。自分の気持ちを
大切にというのは本当にその通りですね。皆さんぜひ、自分
の歴史を自分の手で作ってくださいね。

Ｋ：高校生の皆さんに伝えたいのは、大学生活は自分から楽しむ
ものだということです。授業だけではなく、サークルもアル
バイトも全部楽しむことが本当に大切。入学前は不安もある
かと思いますが、先生方も熱心に教えてくださるので安心し
てください。それから、大学は自由が多い分気持ち次第で、
良い方向と悪い方向に二極化すると思います。お手本にする
先輩を間違えないようにしてくださいね。楽しい大学生活に
なりますように。幸あれ！

Ｒ：先程もネームバリューやランクに捉われないようにというお
話をしましたが、自分の人生なので、自分の判断を重視して
欲しいですね。

Ｎ：皆さんは自らの判断で國學院大學法学部法律専攻を選択し、
そこで充実した毎日を過ごしていますね。今日はありがとう
ございました。

※撮影時以外はマスクを着用し、感染症対策を行いながら実施しています。

工
く

藤
どう

 大
だい

稀
き

 さん

馬
ま の め

目 隆
りゅう

雅
が

 さん



14

教員を志望しながらも、私は高校の授業におい
て法律に魅力を感じ、法学部に入学しました。大
学での法律の学びは、基礎的な知識から応用的な
実践まで徹底的に網羅されていて、私が実践した
いと考えていた模擬裁判もできました。
法律は「親しみにくい」という印象を抱きやす
いですが、条文は規則性を理解できれば十分読み
解けます。また、知識としてだけでなく、法律の
解釈を読み解くことで、自分のものの見方や捉え
方を見つめ直し、人生を豊かにすることができま
す。それゆえに、暮らしから見てみると法律が案
外親しみやすく感じると思います。
法律だけでなく、教員を志望する場合、単位を
修得することは簡単ではありません。しかし、私
は大学の先生方に相談に乗ってもらいながら法学
部と教職課程の学びを充実させました。
大学には多様な学びが拡がっています。多様な
角度から学びを得て、将来のことなど自分につい
て考えて学生生活を楽しんでください。

山
や ま

内
う ち

 莉
り

香
か

  さん
就職先
東京都公立小学校

私が法学部を選択したのは、高校３年生の受験
期に自分自身将来やりたいことが明確になってお
らず、その中で将来の選択肢を増やすだけでなく、
社会生活上で役立つ知識が身に付けられると考え
法学部を選びました。
法律専攻では、１年次にキャリアプランニング
と言う講義を履修します。グループワークなどを
通じて自分自身の短所、長所などの性格に対して
どのような職業、職種などが適しているのかを分
析することで自身の将来についてイメージしやす
くなりました。
また、法律専攻で学ぶことの最大の魅力は学べ
る分野の選択肢の幅であると考えます。私は、政
治と法の基礎コースを選び、法の基礎を学ぶだけ
でなく、社会の現状を把握・分析し法がどのよう
に機能しているのかグローバルな視点で学ぶこと
ができました。
新入生の皆さんも自分の興味・関心のあること
をより多く学び有意義な 4年間を過ごしてくださ
い。

坂
さ か

寄
よ り

 優
ゆ う

  さん
就職先
TOTO株式会社

私の國學院大學での４年間は、向上心が自己
成長につながった非常に充実したものであると
自信を持って言えます。私は、社会を成り立た
せる規範である法律について理解したいと考え
法学部を選びました。特に、法律専攻は法律の
理解を深めることはもちろんのこと、科目選択
の自由度が高く、様々な分野の科目を履修する
ことによって視野を広げることもでき、実際に、
公共政策やジェンダー論などの興味を持った科
目についても履修してきました。そうした中で、
論理的に物事を考える力や、自分の考えを根拠
に基づいて伝える力が身につき、その力は就職
活動においても発揮することができました。ま
た、大学の講義だけでなく、資格の勉強や軟式
野球部での活動、アルバイト等にも積極的に取
り組み、有意義な時間を過ごすことができたと
思います。
ぜひみなさんも國學院大學でさらに自分を磨

き、様々なことに興味を持って実りある４年間
を過ごしていただけたらと思います。

斎
さ い

藤
と う

 卓
すぐる

  さん
就職先
世田谷区役所

私が法学部を選択したのは、法律を学ぶこと
が将来の進路の１つとして考えていた公務員と
しての知識に役立つのではと思ったからです。
大学では今しか経験できないことを全力です

ると決めていました。政治学や法律分野、中国
語など初めての分野の学問を学ぶことで自身の
視野を大きく広げることができました。医事法
ゼミでは医療と法律との関わりの難しさなどを
教えて頂きました。英会話研究会や野球サーク
ルで先輩方や仲間との交流を楽しみ、４年間続
けたアルバイトではマネージャーとして仕事で
責任を持つ大変さも経験しました。東京オリン
ピックのボランティアを行えたのは学生の時期
ならではだと思います。
３年生からオンライン授業となり仲間と会う

機会が減ってしまいましたが、不運な学生時代
を嘆くのではなくチャンスと捉えて外部の予備
校に通い公務員試験の勉強を続けました。
４年間は短いです。やりたい事、興味のある

事は躊躇せず挑戦してください。実りある充実
した大学生活を楽しんでください。

海
か い

宝
ほ う

 真
ま

珠
こ

  さん
就職先
警視庁

法律専攻法律専攻
卒業生からのメッセージ卒業生からのメッセージ
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法律専攻　卒業生からのメッセージ

卒業生の進路
平成31年～令和３年卒業生

令和３年業種別就職先

東京都庁／埼玉県庁／千葉県庁／茨城県庁／栃木県庁／長野県庁／港区役所／新宿区役所／文京区役所／台東区役所／
墨田区役所／江東区役所／世田谷区役所／中野区役所／練馬区役所／足立区役所／葛飾区役所／江戸川区役所／横浜市役所／
さいたま市役所／千葉市役所／越谷市役所／船橋市役所／厚生労働省／国土交通省／公正取引委員会事務総局／衆議院事務局／
東京国税局／東京地方裁判所／防衛省・自衛隊／皇宮警察本部／警視庁／神奈川県警察本部／埼玉県警察本部／東京消防庁／
横浜市消防局／海上保安庁／公立高等学校（大阪府）／私立高等学校（山形県、茨城県、神奈川県）／私立中高一貫校（埼玉県）／
公立中学校（千葉県）／特別支援学校（神奈川県）　他

公務員・教員就職先（平成31年（2019年）- 令和3年（2021年））

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／沖電気工業株式会社／協和キリン株式会社／サッポロビール株式会社／
全日本空輸株式会社／ソフトバンク株式会社／損害保険ジャパン株式会社／大成建設株式会社／大和証券株式会社／
東急電鉄株式会社／株式会社ニチレイフーズ／日本通運株式会社／株式会社ニトリ／日本アイ・ビー・エム株式会社／日本製鉄株式会社／
野村證券株式会社／東日本旅客鉄道株式会社／日野自動車株式会社／株式会社毎日新聞社／株式会社みずほフィナンシャルグループ／
株式会社三井住友銀行／三菱食品株式会社／株式会社三菱UFJ銀行／三菱UFJ信託銀行株式会社　他

一般企業（平成31年（2019年）- 令和3年（2021年））

サービス
26%

不動産
6%

マスコミ
4%

建設
7%

公務員
16%

メーカー
4%

非営利
1%

運輸・通信
5%

商社・小売
20%

教育
2%

金融
9%

私の國學院大學での４年間は、向上心が自己
成長につながった非常に充実したものであると
自信を持って言えます。私は、社会を成り立た
せる規範である法律について理解したいと考え
法学部を選びました。特に、法律専攻は法律の
理解を深めることはもちろんのこと、科目選択
の自由度が高く、様々な分野の科目を履修する
ことによって視野を広げることもでき、実際に、
公共政策やジェンダー論などの興味を持った科
目についても履修してきました。そうした中で、
論理的に物事を考える力や、自分の考えを根拠
に基づいて伝える力が身につき、その力は就職
活動においても発揮することができました。ま
た、大学の講義だけでなく、資格の勉強や軟式
野球部での活動、アルバイト等にも積極的に取
り組み、有意義な時間を過ごすことができたと
思います。
ぜひみなさんも國學院大學でさらに自分を磨
き、様々なことに興味を持って実りある４年間
を過ごしていただけたらと思います。

私が法学部を選択したのは、法律を学ぶこと
が将来の進路の１つとして考えていた公務員と
しての知識に役立つのではと思ったからです。
大学では今しか経験できないことを全力です
ると決めていました。政治学や法律分野、中国
語など初めての分野の学問を学ぶことで自身の
視野を大きく広げることができました。医事法
ゼミでは医療と法律との関わりの難しさなどを
教えて頂きました。英会話研究会や野球サーク
ルで先輩方や仲間との交流を楽しみ、４年間続
けたアルバイトではマネージャーとして仕事で
責任を持つ大変さも経験しました。東京オリン
ピックのボランティアを行えたのは学生の時期
ならではだと思います。
３年生からオンライン授業となり仲間と会う
機会が減ってしまいましたが、不運な学生時代
を嘆くのではなくチャンスと捉えて外部の予備
校に通い公務員試験の勉強を続けました。
４年間は短いです。やりたい事、興味のある
事は躊躇せず挑戦してください。実りある充実
した大学生活を楽しんでください。

皆さんは何故、大学進学を目指すのでしょうか。
「周りが行くから」「親に言われたから」「何となく」
等々、目的がある人も含めて理由は様々だと思い
ます。しかし、一旦入学すると、その先には想像
よりも広い世界が広がっています。誰にとっても
好きになれることが、必ずあります。１つでも多
く見つけてみてください。
私は、國學院大學で、法を学びました。しかし、

法を学ぶだけでなく、他分野について勉強したり、
保護猫活動をしたり、高校生に法を教えたりと、
気が付けば色々な経験をしていました。大学生活
は、大学を飛び出して社会参加する貴重な機会で
もあります。
卒業論文では、Twitter や Instagram の「いい

ね！」の刑法的な問題について研究しました。生
活の身近なところにも法の問題は潜んでいるので、
ぜひ、探してみてください。
字数に限りがあるため、残念ながら全てをお話

しすることはできません。物語の続きは、皆さん
の手で捲って頂ければと思います。

持
も ち

増
ま す

 岳
が く

翔
と

  さん
就職先
一橋大学国際・公共政策大学院
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　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。

■「歴史」を知る

■「現場」を見る

■「討論」で磨く

　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。

　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
を設けていますし、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。

　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
ふ じ

嶋
し ま

　亮
りょう

  教授 （比較政治）Message

■２つのコース

　将来的に政治家やジャーナリスト、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

自分で動く、自分で論じる

政治専攻
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政治専攻 

　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。

■「歴史」を知る

■「現場」を見る

■「討論」で磨く

　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。

　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
を設けていますし、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。

　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
ふ じ

嶋
し ま

　亮
りょう

  教授 （比較政治）Message

■２つのコース

　将来的に政治家やジャーナリスト、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

自分で動く、自分で論じる

政治専攻
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　

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　など

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　など

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＞社会保障論　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＞社会保障論　など

履修モデル

　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。政治家の事務
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？

政治専攻３年小野 栞奈 さん
お の か ん な

Student voice

　政治専攻を選んだ理由は「大学で政治を学んでいる」と友達に自慢できたらカッコイイと考えた
からです。大学入学後、必修科目である「現代の政治」を受けて「女性は人口の半分を占めるが、
女性の衆議院議員は全体の１割だけ」という事実に衝撃を受けたことから、政治を深く学習し、良
き市民として社会に貢献するべきだという使命感が湧きました。政治は国会や選挙だけで行われる
ものではありません。私たちの働き方や生き方にまで影響を及ぼす、非常に大きな概念です。学び
続けることで自分の常識が崩れ、未知の世界が可視化されていきます。さらに、日本、ひいては世
界の政治に関心を持ち、今を生きる者としてこの時代を理解しようと努めることで、自分は地球社
会の一員だという自覚が芽生えました。藤嶋ゼミ（演習）では政治現象としてのナショナリズムに
焦点を当て、その歴史的展開や現代における影響を考察します。学年の垣根を超えて自由に意見を交換し、移民問題やマイノリティ
に向けたクオータ制の賛否を問うディスカッションに臨みました。倫理学Ｂでは「性的モノ化はなぜ許されないのか」などフェミ
ニズムに関わる哲学的問題を分析します。差別や抑圧の現象を明確化することで、既存の価値観から飛び出して多角的な視点から
ジェンダーをめぐる議論を考えることができます。法教育入門では、模擬裁判で裁判員として事件の妥当な解決を求め判断を下し
ました。自分の考えが二転三転しながら仲間と議論した経験により、正解のない場面でベターな方法を追求し決断する力を鍛えら
れたと実感しています。
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普段の生活に結び付く身近な学問です
中曽根先生（以下Ｎ）：本日はお集まりいただき、ありがとうござ
います。政治専攻を選んだ理由から教えてください。

岩井さん（以下Ｉ）：高校で世界史を習ったことがきっかけで国際
政治に興味を持つようになり、政治専攻を選びました。今は
ゼミで国際政治を勉強しています。

武田さん（以下Ｔ）：進路で悩んだ時に、身近なものが勉強しやす
いのではないかと思いました。自分たちの住んでいる地域を
より良くするにはどうしたら良いのだろうと考えたことか
ら、政治専攻を選びました。

金沢さん（以下Ｋ）：高校の担任の先生が政治経済の先生だったの
で、社会科目の選択で政治経済を選びました。初めは政治に
すごく興味があったわけではないのですが、勉強していくう
ちにニュースがわかるようになり、普段の生活に直接結びつ
くことに面白さを感じるようになりました。経済よりも政治
の方がより身近にあると思い、政治専攻に入学しました。

２つのコースで自分に合った学びができます
Ｎ：実際に入学してどうでしたか。政治専攻にはどのような特色
がありますか。

Ｔ：國學院大學の政治専攻の特色としては、一番に政治インター
ンシップがあげられると思います。政治の現場に行き、実際
に見たり聞いたり体験したりすることができるため、その後
の勉強にも役立ちました。

Ｋ：私は今ちょうどインターンシップに行っているところです。
コースの選択で、分析と応用コースを選択するとフィールド
ワークやインターンシップの必修枠が入ってきます。私は長
期のインターンシップで単位の取得を目指しているのです
が、学校で学べる政治とはまた違った勉強ができるので、イ
ンターンシップに行くのはお勧めの選択肢ですね。私の場合
は地元の事務所でお世話になっているのですが、選挙区につ
いてすごく詳しくなりました。自分の知らなかった地元を知

ることができて、選挙への意欲に繋がっていると感じていま
す。今までは選挙に行く際の情報はニュースで得るしかな
かったですが、実際にインターンシップに行って、ニュース
で見ていた政治と全然違うなと思いました。

Ｔ：違いますよね。ここに橋を架けようとしているとか、ここに
高速道路を作ろうとしているとか、ニュースでは出てこない
情報についてもその過程の部分から見ることができました。

Ｉ：僕はコースの選択で、
理論と歴史コースを選びま
した。１年生で基礎演習、
２年生からゼミに入ること
ができます。専門職専攻や
法律専攻よりも１年間早く
専門的なゼミに入って、皆
で意見を出し合って考える
勉強ができるのは特徴的な
のではないかと思います。
お互いの意見を聞くことで
新しい視点が見えてきます
し、自分だけの勉強ではな
い学びができるのがゼミの
良いところですね。

Ｎ：少人数制なところも特徴的ですよね。
Ｋ：そうですね。少人数制というところでは、法律専門職専攻と
同じですね。皆顔見知りになるので、一体感はすごく強まっ
ていると感じます。

Ｔ：少人数制でかつ女性が少ないです。自分の意見をしっかり
持っている人が多く、穏やかな雰囲気だと思います。

ゼミ論文は分野を越えて自由に書くことができます
Ｎ：フィールドワークやゼミはどうでしたか。
Ｋ：フィールドワークは取材学を履修していました。新聞社にい
らっしゃった先生の授業を受けたのですが、マスコミに興味

政治専攻学生座談会

「座学以外にも学びの機会がたくさんあります」

岩
いわ

井
い

 拓
たく

海
み

 さん
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政治専攻　学生座談会

があると話したら、色々な資料を用意してくださいました。
取材をすることと論文を書くことは似ているのかなと思って
いて、調べて整合性を取った上で正しい文章を書くことはと
ても勉強になった授業でした。ゼミは、佐藤俊輔先生の国際
政治に関するゼミに入っています。普段の授業より高度な話
が多いのですが、その分、身になることも多いですね。

Ｔ：私は宮下先生のゼミに
入っています。支援金に関
する話をした次の授業では
地方自治についての話をす
る等、内容がすごく幅広い
と感じています。学生が議
題を持ち寄ることもあり、
世論や専門的な意見も含め
て話し合う形式の授業で
す。
Ｉ：政治専攻の先生は、優
しくて生徒に自由にやらせ
てくれる方が多いと感じて
いるのですが、ゼミ論文に
ついても自由に書くことが

できますね。国際政治や日本政治とそれぞれ分野がわかれて
はいますが、自分が興味を持ったことをテーマにして書くこと
ができます。僕は今ウクライナ危機についての論文を書いて
います。同じゼミの金沢さんは社会学をやっていましたよね。

Ｋ：そうですね。私は移民について書いています。ヨーロッパを
参考に日本の移民を検討しましょうという内容です。

Ｔ：私は日本のジェンダーについて書いています。

学んだことを将来へ繋げていきます
Ｎ：それぞれにとても大事なテーマですね。政治専攻で学んだこ
とを将来どのように役立てたいと考えていますか。

Ｉ：将来は物流やエネルギーに関わる仕事がしたいと考えていま
す。先程もお話したようにウクライナ危機について勉強して
いるのですが、社会を見る目が自分の中で変わってきている
のを感じています。国際秩序がどのように作られているのか、
どのような考え方が根底にあるのか。自分なりに学んだ国際
政治観を色々な人に伝えていきたいです。

Ｋ：私はマスコミに就職して、政治の現場で働きたいと考えてい
ます。東京の媒体だけにこだわらず、日本全国を視野に入れ
ています。国際政治を勉強しているので、海外の現場も経験
してみたいですね。

Ｔ：私も政治関係の仕事に就きたいと考えています。政治を学ん
でいるとニュースがわかるようになるので、メディアの内容
をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分の意見を踏まえた
見方ができるようになれば良いなと思っています。

政治専攻で学ぶことで新しい発見があるかもしれ
ません
Ｎ：明確な将来像ですね。受験生に向けてメッセージをお願いし
ます。

Ｋ：得意科目と苦手科目がはっきりしている人は國學院大學法学
部の受験方法が合っているのではないかと思います。学部を

選ぶ際は、オープンキャンパスに行くことが一番だと思います。
資料をたくさん貰ってきても、読むだけではわからない部分
がありますので。オープンキャンパスに参加してみて、何とな
くこの大学は良いなというフィーリングも大事ですし、実際に
見ることでモチベーションにも繋がると思います。自分に合っ
た受験方法とオープンキャンパスを私はお勧めしたいです。

Ｔ：受験方法はその通りですね。法学部は特別選考もあるので、
チャンスが増えるのではないでしょうか。それから、政治は
思っているよりも身近なものだよということを伝えたいです
ね。例えば、市役所で開催しているイベントやお祭りも、地
方の政治に関わってくる部分です。暮らしを豊かにしたいと
思っている人や、地元が好きだという人は政治を勉強すると
面白いのではないでしょうか。

Ｉ：議論する機会がとても多いので、人と話す・意見を交換する
ことが好きな人に向いていると思います。政治は幅が広く、
色々なことに関連するものです。今あまり興味がない人でも
政治専攻で学ぶことで自分が知りたいことが新しく見つかる
かもしれません。

高校生の皆さんへ私たちから伝えたいこと
Ｋ：今一番関心をもってい
るのは、国際社会での
移民についてです。高
校生の皆さんに伝えた
いことは、選挙を遠い
ものにしないで欲しい
ということです。選挙
で選択肢が与えられて
も、その方たちがどん
な政策をしているかも
わからない、何も知ら
ないまま選挙に行くこ
とはとてももったいな
いことだと思います。
ニュースを読んだり調
べたりして、選挙に対する見解を高校生のうちから深めて
いって欲しいなと思います。

Ｔ：私はジェンダー学に関心がありますが、お伝えしたいのは固
定概念に捉われないで欲しいということです。今の日本のジェ
ンダーは女性に偏ったものになっていると思うのですが、国
際的に見ると全然違うと気付かされます。日本では女性専用
車両が採用されていますが、他国で議題に上がった時はすぐ
に却下されました。本来ジェンダーは、女性も守り、男性も
守るのが正しい考え方なのに、日本人の固定概念はそうでは
ないですよね。自分の中で当たり前と思っていることをそのま
ま受け取らないで、学び直してみることが大切だと思います。

Ｉ：中小国が今後どう生きていくか注目して見ているのですが、
政治の変動期を体感しながら勉強できるのは高校生の皆さん
にとっても特別な機会だと思います。単純に覚える勉強では
なく、疑問を持って取り組んで深めていくことが大切だと思
います。受験勉強をしながら、自分の興味関心のあることを
見つけてみてください。

※撮影時以外はマスクを着用し、感染症対策を行いながら実施しています。
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國學院大學の政治専攻の最大の魅力は、少人数
制であることであると考えます。というのも、政
治専攻は学年全体で約 70 人程度しかおらず、学
生間でのコミュニケーションがとりやすく、様々
な人の意見や価値観に触れることができるため、
自らの知見をより一層広げることができるためで
す。
また、政治系の科目だけでなく、経済学や法律
系科目などといった専門科目を受講することもで
きるため、自分の将来を見据えたカリキュラムを
組むことが可能な点も政治専攻の強みです。
大学生活における４年間は長いようではありま
すが、漫然と過ごしていると本当にあっという間
に過ぎてしまいます。しかし、常に明確な目標を
持ち続けることで、きっと充実した学生生活を送
ることができますし、政治専攻にはそれをサポー
トしてくれる環境が整っています。
これを読む皆様が輝かしい大学生活を送り、各々
が望む進路を実現できることを祈願しております。

志
し

垣
が き

 大
だ い

将
す け

  さん
就職先
新宿区役所

大学生活は、高校までの生活と違い、自分から
主体的に行動して様々な経験を培っていく場所で
す。その中でも政治専攻は、他大学では中々経験
することのできない政治インターンシップという
議員の方の活動に密着することのできる活動や、
必修科目が少なく、自分の学科以外の科目も幅広
く選択できるので、自分の意志で多くのことを経
験することが可能な環境が整っていると思います。
実際に自分は、議員インターンシップの活動の中
で公務員という進路を考えるようになりました。
大学生活を内容の濃いものにするか、内容の薄い
ものにするかは自分次第ですので、大学生になっ
た際には様々なことを経験すると良いのではない
かと思います。社会人になってからではできない
ことがほぼ確実に増えますので、学生であるうち
に毎日を思い切り楽しんでください。皆様の今後
のご活躍を心からお祈り申し上げます。石

い し

渡
わ た

 雄
ゆ う

大
だ い

  さん
就職先
渋谷区役所

政治専攻では、頼り甲斐のある先生方や個性
豊かな仲間と充実した日々を過ごすことができ
ます。コロナ禍になり、オンライン方式を取る
講義も増えましたが、クオリティの高い講義ば
かりでした。特に２年次から始まるゼミの活動
はとても大きな財産になりました。１つのテー
マについて詳しく学び、自分の意見の根拠を示
した上でまとめ、議論を深めていくと、ただ教
科書やニュースを見ているだけでは感じ取れな
いことまでインプットできます。本学で学ぶこ
とによって、自分のものの見方がひっくり返る
ようなことが多くありました。今までの生活で
培われた価値観というものはあてになりませ
ん。たった４年間の短い大学生活を通じて、人
間として大きく成長することができたように思
います。
変化の激しい時代ですが、大学生活で人生の

糧となるような学びを得られるよう、願ってお
ります。

小
こ

鮒
ぶ な

 美
み

乃
の

里
り

  さん
就職先
株式会社栗原弁天堂

受験生の皆さん。國學院大学のパンフレット
に目を通して頂き、有難うございます！
大学生活では、様々なことに挑戦できます。

私自身、高校生の時には想像もつかない 4年
間を過ごすことが出来ました。大学では、授業
も課外活動も高校時代に比べてグッと自由度が
上がります。
政治専攻の特色は、少人数で、先生との距離

が近いこと。ゼミが２年生から始まることだと
思います。大学の授業は大教室で何百人もの生
徒がいる様子を想像すると思います。しかし、
政治専攻のゼミでは、１クラス 10 人程度で、
先生からみっちり指導を受けることができま
す。また、インターンや留学、ボランティアな
ど、様々な大学での活動ではどれを選んでも、
大学職員の方や、先生が皆さんの挑戦を後押し
してくれます！
大学では、自ら選べば様々な経験ができます。

皆さんが、大学での挑戦を通じて、充実した学
生生活を送れることを祈っています！

関
せ き

 一
か ず

真
ま

  さん
就職先
ソフトバンク株式会社

政治専攻政治専攻
卒業生からのメッセージ卒業生からのメッセージ
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政治専攻　卒業生からのメッセージ

卒業生の進路
平成31年～令和３年卒業生

東京都庁／埼玉県庁／福岡県庁／江東区役所／世田谷区役所／横浜市役所／川崎市役所／岐阜市役所／特許庁／防衛省・自衛隊／
公立高等学校（埼玉県）／私立高等学校（東京都、千葉県）　他

公務員・教員就職先（平成31年（2019年）- 令和3年（2021年））

株式会社オカムラ／株式会社サイバーエージェント／スズキ株式会社／住友金属鉱山株式会社／住友生命保険相互会社／
全日本空輸株式会社／第一生命保険株式会社／大成建設株式会社／大和ハウス工業株式会社／タカラスタンダード株式会社／
株式会社東急百貨店／東急リバブル株式会社／東京電力ホールディングス株式会社／凸版印刷株式会社／株式会社西日本新聞社／
日本郵便株式会社／古河電気工業株式会社／ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社／みずほ証券株式会社／
楽天グループ株式会社　他

一般企業（平成31年（2019年）- 令和3年（2021年））

サービス
21%

マスコミ
4%

建設
2%

公務員
8%

メーカー
21%

運輸・通信
6%

商社・小売
23%

教育
4%

金融
11%

令和３年業種別就職先

政治専攻では、頼り甲斐のある先生方や個性
豊かな仲間と充実した日々を過ごすことができ
ます。コロナ禍になり、オンライン方式を取る
講義も増えましたが、クオリティの高い講義ば
かりでした。特に２年次から始まるゼミの活動
はとても大きな財産になりました。１つのテー
マについて詳しく学び、自分の意見の根拠を示
した上でまとめ、議論を深めていくと、ただ教
科書やニュースを見ているだけでは感じ取れな
いことまでインプットできます。本学で学ぶこ
とによって、自分のものの見方がひっくり返る
ようなことが多くありました。今までの生活で
培われた価値観というものはあてになりませ
ん。たった４年間の短い大学生活を通じて、人
間として大きく成長することができたように思
います。
変化の激しい時代ですが、大学生活で人生の
糧となるような学びを得られるよう、願ってお
ります。

受験生の皆さん。國學院大学のパンフレット
に目を通して頂き、有難うございます！
大学生活では、様々なことに挑戦できます。
私自身、高校生の時には想像もつかない 4年
間を過ごすことが出来ました。大学では、授業
も課外活動も高校時代に比べてグッと自由度が
上がります。
政治専攻の特色は、少人数で、先生との距離
が近いこと。ゼミが２年生から始まることだと
思います。大学の授業は大教室で何百人もの生
徒がいる様子を想像すると思います。しかし、
政治専攻のゼミでは、１クラス 10 人程度で、
先生からみっちり指導を受けることができま
す。また、インターンや留学、ボランティアな
ど、様々な大学での活動ではどれを選んでも、
大学職員の方や、先生が皆さんの挑戦を後押し
してくれます！
大学では、自ら選べば様々な経験ができます。
皆さんが、大学での挑戦を通じて、充実した学
生生活を送れることを祈っています！

この時世下で生きる私たちは、政治家や都道府
県の首長たちの政治的な選択が、自分の生活に直
結していることを、今までになく強く感じている
と思います。それと同時に、もっとこうなったら
いいのに、と感じることもたくさんあるのではな
いでしょうか。そんな想いを少しでももっていた
ら、ぜひ政治を学んでみてください。
私自身はこの四年間で、基礎知識の学習や周り

の仲間との意見交換、政治の現場の考え方を学ぶ
ことを通じて、今後の人生で活かせる、社会に対
する考え方や、携わりたい仕事の方向性を見つけ
ることができました。
大学で政治を専攻することは、政治の専門知識

を学ぶだけではなく、自分が生きる社会を見る目
を養い、想像力や行動力を育むことでもあります。
あなたが、社会で起きていることに広くアンテナ
を張り、自分の意見をもって、社会を動かすため
に少しでも働きかける〈よき市民〉の仲間になっ
てくれることを、楽しみに待っています。

北
き た

野
の

 希
の ぞ

美
み

  さん
就職先
凸版印刷株式会社



22

法学部の専任教員

公法

甘
あま
利
り
　航

こう
司
じ

刑法／過失犯の共同正犯、社会内刑罰
植
うえ
村
むら
　勝

かつ
慶
よし

憲法／イギリス憲法と市民の自由
川
か わ い
合　敏

とし
樹
き

行政法／環境保護に関する行政法理論の研究
�捧
ささげ
　　　　剛

つよし
外国法、英米法／イギリスの司法制度の歴史的展開

四
しの
宮
みや
　　啓

さとる
刑事訴訟、刑事弁護、司法制度

高
たか
内
うち
　寿

ひさ
夫
お

刑事訴訟法・少年法／被告人、少年および被害者の人権
高
たか
橋
はし
　信

のぶ
行
ゆき

行政法／執政作用
中
なか
川
がわ
　孝

たか
博
ひろ

刑事訴訟法／刑事裁判における事実認定の適正化
長
なが
又
また
　高

たか
夫
お

日本法制史／法典編纂史・法思想史
平
ひら
地
ち
　秀
しゅう
哉
や

憲法／アメリカ憲法と民主政論
福
ふく
岡
おか
　英

ひで
明
あき

憲法／フランス議会制
宮
みや
内
うち
　靖

やす
彦
ひこ

国際法・国際組織法／分権社会における国際社会の基本的利益の強制的実現
安
やす
田
だ
　恵

めぐ
美
み

刑事政策／犯罪をした人々の「社会復帰」に関する日仏比較研究
　

私法

一
いち
木
き
　孝

たか
之
ゆき

民法／契約法の諸問題
大
おお
江
え
　　毅

つよし
民事訴訟法／共有物分割手続に関する史的研究

岡
おか
田
だ
　康

やす
夫
お

民法／土地やマンションなどの不動産の所有をめぐる法律関係
門
かど
広
ひろ
乃
の
里
り
子
こ

民法／家族法
川
かわ
村
むら
　尚

なお
子
こ

民法／債権法
佐
さ
古
こ
田
た
真
ま
紀
き
子
こ

民事訴訟法／私法上の権利の早期実現に関する研究
佐
さ
藤
とう
　彰
しょう
一
いち

民事手続法／高齢者・障害者の権利擁護
佐
さ
藤
とう
　秀

ひで
勝
かつ

民法／契約法（契約当事者の地位を巡る諸問題の研究）
鈴
すず
木
き
　達

たつ
次
じ

商法／保険法
中
なか
曽
そ
根
ね
玲
れい
子
こ

商法／会社法・金融商品取引法・商品取引所法
姫
ひめ
野
の
　学

がく
郎
ろう

民法／財産法
廣
ひろ
瀬
せ
　美

み
佳
か

民法／医事法／環境法
本
もと
久
ひさ
　洋

よう
一
いち

労働法／企業組織再編と労働関係、労使関係法の再構成、労働法の歴史
森
もり
川
かわ
　　隆

たかし
商法／企業取引法

　

政治

稲
いな
垣
がき
　　浩

ひろし
行政学／地方自治論

上
うえ
神
かみ
　貴

たか
佳
よし

日本政治／比較政党政治
小
お
原
はら
　　薫

かおる
日本政治思想史／�中江兆民の政治思想

茢
かり
田
た
　真

しん
司
じ

西洋政治思想史、政治理論／�19世紀後半以降のアメリカ政治思想の研究
坂
さか
本
もと
　一

かず
登
と

日本政治史／明治国家形成史の研究
佐
さ
藤
とう
　俊
しゅん
輔
すけ

国際政治／現代ヨーロッパ外交、EU統合
羅
な
　　芝

じ
賢
ひょん

行政学／近代国家の基盤構造、科学技術と政治
藤
ふじ
嶋
しま
　　亮

りょう
比較政治／バルカン諸国の政治変動

宮
みや
下
した
　大

ひろ
志
し

ヨーロッパ政治史・政治学／ワイマール共和国以降のドイツ政治を中心に研究
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学びのサポート

■法学部資料室
160 万冊の蔵書を誇る國學院大學の図書館には、
大学での学修・教育・研究に必要な資料が幅広く収め
られています。
これらの膨大な資料を活用して、法学部で学んでい
く上で、他学部ではあまり使わない判例や判例評釈、
法令、議会の議事録等を調べたり、学術書や専門的な
雑誌論文を探すことが必要となります。そのような資
料の閲覧・貸出ができるのが、「法学部資料室」です。
また、オンライン・データベースを含めた、資料収
集の手助けも行っています。
資料に関わること以外にも、講義資料の配布や課題

の受取・返却、教員への質問等の仲介も行っており、
日中は専門の職員が、授業時の平日夜は大学院生の
チューターが対応しています。
法学部生に必要な情報を手に入れることが出来る

「法学部資料室」を積極的に活用しましょう。

法学部の専任教員

■フェロー制度
学生みんなのそばに、フェローはいます。
法学部の授業は、基礎演習などのように少人数で行
う授業もありますが、受講生が 100 人を超える授業
もあります。大学に入って初めて受ける法学や政治学
の授業。こうした大人数の授業では、内容が十分に理
解できないまま気が付いたら終わっていた、というこ
とが少なくありません。また、大学での勉強では、自
分にとって「わからない」ことが何なのかわからない、
といった場合も良くあるものです。一方で、1年次や
2年次で学ぶ基礎的な知識や考え方に対する理解がお
ろそかになってしまうと、3年次や 4年次での応用
科目の内容が十分理解できず、法学部での学びがつま
らないものになってしまいます。
でも大丈夫！そんな「学問の迷い道」に入ってしまっ
た学生の皆さんを助け、楽しい大学生活へと導いてく
れるのが、法学部フェローです。法学部では、平成
26年度からこの制度を導入し、フェローによる学生
へのコンサルティングを通じて、学生の主体的な学び
をサポートする仕組みを構築しています。例えば、講

義やテキストの内容がわからないところの質問に答え
たり、答案やレポートの書き方を教えてくれたり、学
生一人一人に合った勉強方法を考えてくれたりする、
法学部でのあなたの学びを支える力強い味方です！
また、フェローの先生方は大学院博士課程在籍また
は博士課程を修了された、研究の第一線で活躍されて
いる方々ばかりです。また、学部学生の皆さんとも年
齢が近いので、いろいろ相談もしやすいと評判です。
法科大学院を修了された先生もいらっしゃいますの
で、法曹を目指すあなたの進路についても相談するこ
とができます。
現在は、コロナ禍ということもあり、対面での相談に
加えて、Zoomを用いたオンラインでも対応していま
す。講義でわからないことあったときや勉強に行き詰
まったとき、どんどんフェロー制度を利用してください。

学生みんなのそばに、フェローはいます。 
 

フェロー面談 
対面でも!オンラインでも相談可能! 

 

フェローとは、講義や教科書内容でわからないところの質問を受け付
けたり、答案やレポートの書き方を個別に指導してくれたり、一人一人
の弱点を克服するための勉強方法を考えてくれたりする、法学部オリジ
ナルの個別指導教育スタッフです。 

今年度も、オンライン・対面両方対応可能です。講義でわからないこ
とや勉強に行き詰ったときなど、どんどんフェローに相談してください。 

フェロー室案内図 

 

面談時間 
学期中のみ 月～金 
午前10時30分～ 
午後6時 
（最終面談開始時間
は17時30分です） 
※時期によって面談時間が変
更される場合があります。 

（ 

わからない時は、 
法学資料室まで 
電話:03‐5466‐0304 
月～土 
午前９時～午後５時 

 

 

フェローの主な担当紹介 
　（2022年４月現在）

 月曜日　
 国際法
 刑事法・民（事）法
 火曜日　
 政治学
 刑事法・民（事）法
 水曜日
 刑事法
 刑事法・民（事）法

 木曜日
 憲法・行政法
 政治学
 金曜日
 刑事法・民（事）法
 憲法・行政法
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■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。

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専門的に勉強したい、そんな求道者には研
究科大学院（法学研究科）がお勧めです。ところで、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？法学研究科に進学した
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、
そのためには、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

裁判官、検察官、弁護士

研究者など

将来：卒業した後を考えよう！

　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
法曹三者を目指して法科大学院を志望する学生が多数
ですが、研究を目的とする大学院（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。24
ページ以下に、先輩方のアドバイスを掲載しています。
是非参考にして、卒業後の進路についても考えてみま
しょう。
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卒業後の進路

■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。

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専門的に勉強したい、そんな求道者には研
究科大学院（法学研究科）がお勧めです。ところで、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？法学研究科に進学した
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、
そのためには、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

裁判官、検察官、弁護士

研究者など

将来：卒業した後を考えよう！

　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
法曹三者を目指して法科大学院を志望する学生が多数
ですが、研究を目的とする大学院（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。24
ページ以下に、先輩方のアドバイスを掲載しています。
是非参考にして、卒業後の進路についても考えてみま
しょう。

■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。就職活動が早期化している
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。インターンシップ対策。
マナーガイダンス 就職活動やインターンシップで求められるビジネスマナーについてのガイダンス。
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。
企業セミナー 各業界のリーディングカンパニーを招き、学内やオンライン上で行われる企業説明会。
模擬面接指導会 企業の採用担当者による模擬面接指導。
学内合同WEB企業説明会 本学学生にお勧めしたい優良企業を招き、学内やオンライン上で行われる、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。

　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年次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。

キャリアサポート課　職員紹介　夛
た

田
だ

　翔
しょう

 さんMessage

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　ＴＨＫ　ミネベアミツミ　オカムラ　アイリスオーヤマ
富士通ゼネラル　沖電気工業　荏原製作所　古河電気工業　ＴＯＴＯ　ＹＫＫ　タカラスタンダード　スズキ　 日野自動車

 

食品・化学・医薬……………………… サッポロビール　ポッカサッポロフード＆ビバレッジ　ブルボン　伊藤園　ニチレイフーズ　ヤクルト本社　山崎製パン　ヤマキ　
マルコメ　プリマハム　コーセー　小林製薬　大正製薬　久光製薬　持田製薬　協和キリン　日本イーライリリー

印刷・マスコミ………………………… 博報堂　電通ライブ　毎日新聞社　産業経済新聞社　日本農業新聞　西日本新聞社　日テレアックスオン　ＴＢＳアクト　テレビ朝日映像　
ＮＨＫテクノロジーズ　鹿児島讀賣テレビ　宮崎放送　凸版印刷　トッパン・フォームズ　図書印刷　ジェイアール東日本企画

商社・小売……………………………… 住商メタレックス　ユアサ商事　トーハン　国分グループ本社　日本アクセス　東海澱粉　キヤノンシステムアンドサポート　そごう・西武　
三越伊勢丹　パルコ　東急百貨店　東武百貨店　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

不動産業………………………………… 大京　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　野村不動産ソリューションズ　
三菱ＵＦＪ不動産販売　みずほ不動産販売　スターツコーポレーション

 

銀行・証券等…………………………… 三菱ＵＦＪ銀行　三井住友銀行　みずほフィ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　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券　みずほ証券　ＳＭＢＣ日興証券

生保・損保・その他金融……………… 日本生命　第一生命　住友生命　明治安田生命保険　かんぽ生命　あいおいニッセイ同和損害保険　損害保険ジャパン　アクサ損害保険　
商工組合中央金庫　中央労働金庫　城南信用金庫　西武信用金庫　クレディセゾン

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）　東急電鉄　小田急電鉄　西武鉄道　相模鉄道　日本通運　
郵船ロジスティクス　全日本空輸（ＡＮＡ）　ＮＴＴ東日本 - 南関東　ＫＤＤＩ　ソフトバンク　日本郵便

 

サービス………………………………… 楽天グループ　ヤフー　サイバーエージェント　リクルート　日本アイ・ビー・エム　コナミホールディングス　コロプラ　ディー・エヌ・エー　
マイナビ　パソナ　ぐるなび　帝国データバンク　セコム　東京商工会議所　日本赤十字社　日本年金機構

●法学部卒業生の主な民間企業就職先 (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。
Compass 4年生や卒業生の就職活動インタビューを掲載した冊子。先輩の就職活動を参考にして、早めの準備をしましょう。
就活パーフェクト手帳 インターンシップの概要や就職活動の流れ、ポイント及び國學院大學の就活支援についてまとめた手帳。
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通信を通して�
情報格差の縮小を
― 大学生活での経験から 

感じたこと

大学生活では、座学の勉強だけでなく様々な経験をすること
ができます。政治インターンシップやフィールドワークの授業
を通して、これからやりたい仕事を明確にした先輩にお話しを
お聞きしました。

佐古田先生（以下Ｓ）　KDDI へのご就職、おめでとうございま
す。大学生活４年間を振り返ってみていかがですか。
岩崎さん（以下Ｉ）　色々な活動をしてきて、あっという間の４
年間でした。政治インターンシップや、130 年の歴史がある
弁論部での活動、IT 企業でのライター業務など、様々なこと
に取り組んできました。

Ｓ　充実していてあっと言う間だったということですね。まず、
政治インターンシップはいかがでしたか。
Ｉ　参加して本当に良かったと思っています。この授業では、
大学から国会議員や都議会議員の事務所、NPO法人などに斡
旋してもらうこともできますが、僕はあえて自分でアプローチ
し、地元・大阪から選出された当時環境副大臣だった方のもと
でインターンをさせていただきました。大学側できちんとした
パッケージがあるからこそこのような経験ができたと思ってい
ます。大阪での選挙活動を２週間ほど見させていただき、単位
認定に必要な期間を経過した後も、８～９ヶ月ほど東京でもお
手伝いをさせていただきました。この経験から多くのことを学
ばせていただいたと思っています。環境省にも色々お世話にな
り、環境というテーマに興味を持つきっかけにもなりました。

Ｓ　それは貴重な経験でしたね。弁論部ではどのような活動を
していたのですか。
Ｉ　一番大きな取り組みは弁論大会への出場です。自分の弁論
を準備して大会に臨み、東大、早稲田、慶応等、色々な大学を
代表する弁士の方々と切磋琢磨して実力を磨きました。専門分
野である政治や経済に関するテーマで臨むことが多かったです
が、インターンの経験から、日本はこれから水素がもっと役立
つということにつき、論理を立てて訴えたこともあります。ま
た、大会の運営にも携わりました。

Ｓ　将来について考える際に、このような経験がどのように影
響しましたか。
Ｉ　部活やインターンも大きな経験となりましたが、他にも
北海道でのフィールドワークの授業も影響していると思いま
す。どう人を呼び込むか、どう町おこしをしていくか。地元の
方々と交流をしながら学ぶことができました。僕が今、就職先

の KDDI でやりたいと思っていることが地方創生なのですが、
フィールドワークを経て、東京の人と地方の人の情報格差を問
題意識としてより強く持つようになりました。通信は都会と地
方を結ぶものだと思うので、通信を通して格差縮小に向けたア
プローチができればと考えています。

Ｓ　印象に残っている授業についてお聞かせいただけますか。
Ｉ　オムニバスは好きな授業でしたね。２年生から取ることが
できる授業ですが、視野が広がるので早い段階で受講すること
をお勧めしたいです。茢田先生のゼミでは１年目は多文化主義
について、２年目はリバタニアニズムについて学びました。ゼ
ミのレジュメ作成やディスカッションの中で、先生からさまざ
まなフィードバックをいただくことができ、その考え方から本
当に多くのことを学ぶことができました。

Ｓ　授業でも就職活動でもコロナ禍の影響があったかと思いま
すが、いかがでしたか。
Ｉ　そうですね、３年生から影響が出始めましたが、勉強と就
職活動の両立という面ではメリットになることも多かったで
す。授業も先生が工夫してくださっていたので、オンラインで
も楽しんで受けることができましたし、就職活動でも移動時間
が短縮されるので、効率が良かったです。部活等オンラインで
残念な部分もありましたが、うまく機能した部分が多かったよ
うに思います。

Ｓ　それはよかったです。最後に高校生へのメッセージをお願
いします。
Ｉ　僕が大学生活で感じたのは、自分が行動すればするほど世
界が広がるということです。縛りがなく色々なことができる環
境なので、新たな学びも生まれると思います。ぜひ大学生活を
楽しんでください。

岩
い わ  さ き

崎  航
こ う  だ い

大　さん Profile

國學院大學法学部2022年卒業（政治専攻）
就職先：KDDI株式会社

◆民間企業に就職する
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誰かをサポートできる�
存在になりたい�
―地域に根差した企業で働く

ご自身の地元の銀行に就職した先輩は、大学生活での経験の
中から将来の目標が見えて来たと言います。４年間を振り返っ
て、お話をしていただきました。

佐古田先生（以下Ｓ）　千葉銀行へのご就職、おめでとうござい
ます。まず、入学当時、森さんは将来の進路についてどのよう
に考えていたのですか。
森さん（以下Ｍ）　ありがとうございます。私は、ドラマを通し
て、言葉で人を守る法律というものにとても興味をもち、法学
部を選んだのですが、入学した頃はまだ民間企業に入るか公務
員を目指すかも決まっておらず、大学生活の中でやりたいこと
を探していこうと考えていました。

Ｓ　その後の大学生活の中で、どのようにして将来の方向性が
定まっていったのでしょうか。
Ｍ　将来の進路を考えるに際し、それまでのアルバイトやサー
クルでの経験が、自分を知るいい手立てになったと思います。
アルバイトでは、アパレル、ケーキ屋、巫女、児童館等、様々
な仕事を経験させていただきましたが、これらの仕事を通じて、
相手に寄り添うことの大切さを学ばせていただきました。例え
ば、スープ専門店でアルバイトをしたとき、お客さまからお勧
めのメニューを聞かれることがよくありました。初めは人気メ
ニューや季節のメニューを答えていたのですが、そのうち、お
客さまが本当に欲しているものは何かを考えるべきなのではな
いかと思うようになりました。そこで栄養についての本を読ん
で、風邪気味のお客さまに、殺菌効果があり、ビタミンもたく
さん含まれている梅と豚肉のスープをお勧めしたところ、すご
く喜んでいただけて、その後も本当にお客さまに寄り添った提
案をするにはどうしたらいいかを考えるようになりました。ま
た、小学生の頃からずっとチェロをやっていて、サークルはオー
ケストラに所属しました。チェロは主旋律で目立つタイプの楽
器ではありませんが、チェロがベースで支えることによって、
バイオリンやフルート等、他の楽器が輝くのだなと感じていま
した。これらの経験から、他者に寄り添い、支えることが、自
分の原動力になっていると気づき、主役の立場ではなくサポー
トする立場の仕事がしたいと思うようになりました。

Ｓ　なるほど。様々な経験から「寄り添い、支える」ことに自
分の価値や喜びを見いだしていることに気がついたのですね。
それでは、志望先を決める直接的なきっかけは何でしたか。
Ｍ　コロナ禍で地元の千葉県で過ごすことが増えたことで、改
めてその良さに気付き、地域に根差した企業で働きたいと思う
ようになったのです。千葉県の特産物である梨を販売している
お店でアルバイトをしたとき、他県からわざわざ買いに来てく
ださるお客さまが多くいらして、それをきっかけに、千葉の魅
力に改めて気づかされました。私はこれまでずっと千葉に住ん

できて、千葉の良さをたくさん知っていることから、地元のさ
らなる発展に貢献していきたいと思うようになり、地元で金融
サービスを使って色々な企業の経営をサポートする仕事に魅力
を感じるようになりました。

Ｓ　就職活動を振り返ってみていかがでしょうか。�
Ｍ　上手くいかずに落ち込むこともあり大変でしたが、周りの
方々に支えていただいたと思っています。特に大学のキャリア
サポート課を大いに活用させていただき、とてもお世話になり
ました。模擬面接会に参加したり、就職アドバイザーという専
門の職員の方に面接練習をしていただいたり、内定者アドバイ
ザーの先輩方に色々な就職活動の話を伺ったりしました。オン
ラインでのOB訪問でも貴重なお話を伺うことができました。
また、ゼミでは討論をする機会が多かったので、集団面接に活
かすことができました。授業で学んだことも就職活動に役立て
ることができたと思います。就職活動を通して、分析して改善
へ繋げるという行動ができるようになり、振り返る力が身に付
いたと感じています。

Ｓ　銀行に就職すれば、法律の知識も役立てることができそう
ですね。就職後はどのようなことをしてみたいですか。�
Ｍ　どのような部署に配属されても、お客さまの一番の相談相
手になれるように努力していきたいです。困ったことがあれば
森さんに相談すれば大丈夫と思われる存在を目指します。

Ｓ　それでは最後に高校生の皆さんへメッセージをお願いしま
す。�
Ｍ　今はまだ将来のことが決まっていないという方も多いかも
しれません。けれども、大学生活で様々な経験をしておけば、
３年生や４年生になってそれまでの大学生活を振り返った時
に、自分が大切だと思えることや、心を動かされた瞬間を、た
くさん思い出すことができると思います。それらのことが、将
来自分が何をしたいかということに繋がっていくはずです。ぜ
ひ、大学時代に色々な経験をしてほしいと思います。
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　さん Profile

國學院大學法学部2022年卒業（法律専攻）
就職先：株式会社千葉銀行

◆民間企業に就職する



28

卒業後の進路

　法学部生の間では「公務員・教員」は根強い人気を
誇っています。ただ、ーロに「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な職種もあります。

　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。また、「教員」になるためには免許状を取得し
て、採用試験に合格しなければなりません。いずれの
場合でも、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

実践的な試験対策（対策講座・過去問）

公務員・教員を目指す

●主な公務員・教員就職先 (過去５年間)
官庁・自治体……………………

学校………………………………

厚生労働省　経済産業省　国土交通省　特許庁　公正取引委員会　東京高等裁判所　衆議院事務局　東京国税局
横浜税関　東京都庁　神奈川県庁　埼玉県庁　千葉県庁　茨木県庁　栃木県庁　山梨県庁　静岡県庁　鳥取県庁
福岡県庁　東京特別区（港区役所　新宿区役所　文京区役所　台東区役所　墨田区役所　江東区役所　品川区役所
大田区役所　世田谷区役所　中野区役所　豊島区役所　北区役所　板橋区役所　練馬区役所　足立区役所
葛飾区役所　江戸川区役所）横浜市役所　川崎市役所　さいたま市役所　防衛省・自衛隊　警視庁　皇宮警察本部
東京消防庁　海上保安庁　他
公立高等学校　私立高等学校　公立中学校　私立中高一貫校　他

 

 

■公務員試験・教員採用サポート体制

�⃝PCAP（実践的キャリア開発プログラム）パブリックサービスキャリア・コース
パブリックサービスキャリア・コースでは、１年次からPCAPに登録することにより、公務員として求められる知識や公務員試験受験に
必要な科目を１年次から４年次まで体系立てて学習することができ、修得した単位は卒業単位に算入されます。また、このコースには、
官公庁や県庁・市役所等でのインターンシップへの挑戦や公務員試験に出題される論述対策のための実践的な科目も用意されています。
　
�⃝K-PLAS 国家公務員総合職コース
国の中央省庁で働くキャリア官僚を目指すコースとして、学内やオンラインで提携予備校の講座を受講する難関試験突破プログラム
K-PLAS（KOKUGAKUIN�Progressive�Learning�Assistive�System）国家公務員総合職コースがあります。とくに、２年次後期に行わ
れる選考試験を通過し奨学生に採用されれば、無償で講座を受講できる「国家公務員採用総合職試験支援奨学金制度」を用意していま
す。また、このコースは、中期目標として１年次前期から宅地建物取引士、１年次後期から２年次にかけて行政書士といった法律系の
国家資格の取得を目指し、最終目標である国家公務員総合職に向けて無理なくステップアップして臨めるようにも工夫されています。
　
�⃝学外の公務員合格コース
合格実績のある予備校と提携して通常の価格よりも割安な価格で各公務員合格コースを受講することができます。コースには、２年次
からの公務員試験のための基礎講座を学習する２年コースの外、３年次からの国家公務員・地方上級・市役所職員のための合格コース
や警察官・消防官に備えたコースなどがあり、希望に応じて選択できます。模擬試験や面接対策なども含まれます。
　
�⃝本学には「教職課程・教職センター」があり、教員就職支援を行っています。
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　法学部生の間では「公務員・教員」は根強い人気を
誇っています。ただ、ーロに「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な職種もあります。

　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。また、「教員」になるためには免許状を取得し
て、採用試験に合格しなければなりません。いずれの
場合でも、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

実践的な試験対策（対策講座・過去問）

公務員・教員を目指す 中学校教員を�
目指して
―生徒に寄り添える教員へ

教員になるには、教育学部のような専門の学部に進む道と、
今回お話を聞いた先輩のように一般の学部の中で専門を深めな
がらという道と大きくわけて２つあるでしょう。教員を目指し
たきっかけや、法学部での学びについてお話をお聞きしました。

上神先生（以下Ｕ）　千葉県の中学校社会科教員への採用、おめ
でとうございます。中学校の先生を目指したのはどうしてです
か。
五十嵐さん（以下Ｉ）　ありがとうございます。中学２年生の時、
体育祭や合唱コンクールといった学校行事に対する熱い想いを
持った先生に担任してもらい、僕も将来同じ想いを持って、生
徒達に伝えていきたくて漠然と教員を目指し始めました。思春
期に入るなどの変化が起きる一番大変な時期の生徒達と関わる
ことにやりがいを感じられるのではないかと思い、中学校教員
を目指しました。

Ｕ　漠然と中学校教員を目指したところから、法学部に入って
社会科の教員を目指したわけですね。社会科の教員を目指すと
いう進路に、法学部はどのように影響を与えたと思いますか。
Ｉ　法学部でただ法律のことを勉強するだけでなく、政治のこ
とや多方面の勉強をすることで、実際に教員になった時に役に
立つのではないかと思いました。社会科の授業では関連するこ
とも付け足してあげることで、生徒達がもっと幅広く学びたい
と思ってくれるきっかけになれば良いなと思います。

Ｕ　五十嵐さんは軟式野球部に入っていましたよね。そこでの
交流の中で何か学ぶことはありましたか。
Ｉ　最初は教員になるためだけに、大学に通っていたのですが、
野球は小中高とずっとやってきたので、やはりまだやりたいな
と思いまして。本来は３年生で引退のところを４年生で復帰し
て、東日本大会で優勝しました。全学部の学生がいたのですが、
人間開発学部には教員を目指している学生が多かったので、一
番刺激を受けました。同期は 10人いて、３人が小学校教員に
採用されたのですが、一緒に勉強することはすごくよかったと
思います。

Ｕ　ゼミ論文について教えてください。
Ｉ　「外国人」というテーマを設定して、深堀りして調べてい
きました。やはり教育に興味があったので、外国人と教育がど
のように絡むかというところから入って、最終的に行き着いた
のが留学生政策でした。アルバイト先の牛丼店など自分の周り
にも留学生がいたので、話を聞いたりして論文執筆を進めてい

きました。コロナ禍で国に帰りたい人が多いと思っていたので
すが、日本で就職したい人が多かったのには驚きました。

Ｕ　これから外国生まれの生徒さんを教える機会もきっとある
でしょうね。大学の学びの中で印象に残っている科目はありま
すか。
Ｉ　やはり教職科目は一番印象に残っています。自分のモチ
ベーションが下がってしまった時期もあったのですが、一緒に
受講していた仲間がいたので、常に励まされているような気持
ちになり、頑張ろうと思いました。

Ｕ　中学校教員になってやってみたいことはありますか。
Ｉ　僕はどちらかと言うと、１年目から担任を持ちたいなと
思っています。背負う仕事も増えると思うのですが、生徒とど
う関わっていくか、どんどん修行を積んでいきたいです。まず
は３年間学年を持って、生徒を送り出してから、自分がその先
どうしていくかを考えながらやっていけたらいいなと思ってい
ます。

Ｕ　本學への進学希望者や将来教員になりたいという人に向け
てメッセージをお願いします。
Ｉ　法律専攻は、広い分野で学ぶことができます。僕は教員に
なりたいと思って法学部に入学して勉強をしましたが、様々な
職業を選べる専攻だと思います。色々なことを学ぶことによっ
て、自分のやりたいことを見つけられるのかなと。仲間と話を
したり、交流を深めたりする中で、自分がなりたい姿を見つけ
て欲しいなと思います。法律専攻は、教職を本気で目指してい
る人にとっても、どんどん深められるカリキュラムがあります。
ぜひそれを肥やしにして、教職への道を諦めずに進んで欲しい
なと思います。
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　さん Profile

國學院大學法学部2021年卒業（法律専攻）
就職先：千葉県中学校社会科教員

◆公務員・教員を目指す
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◆公務員・教員を目指す

法律を活かして人のた
めになる仕事をしたい
― 大学のサポート制度を活用し

て国家公務員へ

公務員は目指す人が多い職業ですが、その中でも国家公務員
試験は難関と言われています。合格した先輩に試験に向けた勉
強やこれからの夢についてお話をお聞きしました。

佐古田先生（以下Ｓ）　経済産業省へのご就職、おめでとうござ
います。今どのようなお気持ちですか。
鈴木さん（以下Ｅ）　ありがとうございます。大学入学前から将
来は公務員になりたいと思っていたので、長年の夢が叶ってと
ても嬉しいです。高校で公民を勉強したことをきっかけに法律
に興味をもち、将来は法律が活かせる仕事に就きたいと考えて
いました。その上で、多くの人のためになる仕事がしたい、自
分の基盤がしっかり持てる仕事がしたいと思い、公務員を目指
して準備をしてきました。

Ｓ　国家公務員試験は難関だと思いますが、準備はどのように
行いましたか。
Ｅ　入学後まず、宅建に挑戦しました。学部の授業でも宅建の
勉強に直結することがあり、１年の時に取得することができま
した。取得できたことにより自信もつき、モチベーションが上
がったように思います。K-PLAS 国家公務員総合職コースとい
うプログラムがあるのですが、このプログラムをどんどん受講
し、２年生の終わりに国家総合職の奨学生に選んでいただきま
した。そこからは、キャリアサポート課と提携先の予備校の講
師の方にサポートいただき、コツコツ勉強することができまし
た。毎月１回面談をしていただき、受講の進み具合や志望先の
お話を聞いていただいたので、気持ちをしっかり保つことがで
きました。初めは特別区志望だったのですが、勉強していく中
で国家公務員一般職を目指したいと思うようになりました。勉
強を進めるにあたり國學院大學の制度をとても有効に活用させ
ていただきました。

Ｓ　では、学生生活は試験勉強中心だったのでしょうか。
Ｅ　試験勉強は常に基盤にはありましたが、それ以外に授業で
もたくさんのことを学ぶことができました。また、勉強だけで
はなく学生団体の活動やアルバイトもしました。学生団体では、
色々な大学の学園祭に出展したり、音楽イベントを運営したり
という活動をしました。アルバイトは、飲食業や塾講師、テレ
ビ局、球場での売り子等幅広く経験することができました。そ
してアルバイトをする中で、幅広い業務に携わる仕事に就きた
いという気持ちが強くなりました。最終的に経済産業省を選ん
だのは、説明会で採用担当の方が、日本の魅力を海外へ向けて

PRする業務から、エネルギー庁での業務まで、数年ごとに多
岐にわたるお仕事をされてきたと伺ったためです。公務員であ
りながらそのような様々な仕事ができるというところに魅力を
感じました。

Ｓ　勉強以外にも色々な活動をされたのですね。法学部の授業
はいかがでしたか。
Ｅ　憲法、民法、行政法の授業は、内容が公務員試験に直結し
ていたのでとても勉強しやすかったです。法学部の学生は他学
部の学生に比べて公務員試験にチャレンジしやすい環境にある
と思いますので、民間の就職活動との両立もしやすいのではな
いでしょうか。また、ゼミでは会社法を勉強しました。会社法
は公務員試験の勉強の中で携わることがなかったので、知るこ
とができたら楽しいかなと思ってあえて選択しました。

Ｓ　経済産業省に入省したら、どのようなことをしてみたいで
すか。
Ｅ　日本の 30年後のGDPは世界的な順位が下がるのではな
いかと懸念されているのですが、他国の産業対策を参考に改善
する方法を考えていきたいです。また、日本企業が海外進出す
る際に、各国独自の制約があるため、それらを緩和するために
動けたら良いなと思っています。電気自動車の推進やコロナ給
付金に携わっている部署の仕事にも興味があります。

Ｓ　最後に高校生へのメッセージをお願いします。
Ｅ　大学生活は今までにないくらい自由だと思います。自分の
意志次第で色々な道に進むことができます。大学入学後、多く
の選択がありますが、自分が成長することを貪欲に追い求める
ことで楽しい大学生活を送ることができると思います。
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　さん Profile

國學院大學法学部2022年卒業（法律専攻）
就職先：経済産業省

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（短答試験・論文試験）
▼

合格後、約１年間の司法修習

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

　３年次卒業制度を利用して、他大学の法科大学院に進学することもできます。この制度を利用した先輩の話は、
６ページに掲載されています。

■合格までのみちのり

●主な大学院合格実績 （過去５年間）

　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就きた
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国家試験である司法試験に
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（ロースクール）
に進学して一定の成績を修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？

　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（※
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）。法学研究
科は、博士前期課程（修士）２年と博士後期課程（博士）
３年です。

　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年終了後に博士前期課程（修士
１年）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。

東京大学大学院法学政治学研究科 早稲田大学法科大学院 中央大学法科大学院
明治大学法科大学院 専修大学法科大学院 　　　　　　　　他
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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（短答試験・論文試験）
▼

合格後、約１年間の司法修習

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

　３年次卒業制度を利用して、他大学の法科大学院に進学することもできます。この制度を利用した先輩の話は、
６ページに掲載されています。

■合格までのみちのり

●主な大学院合格実績 （過去５年間）

　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就きた
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国家試験である司法試験に
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（ロースクール）
に進学して一定の成績を修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？

　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（※
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）。法学研究
科は、博士前期課程（修士）２年と博士後期課程（博士）
３年です。

　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年終了後に博士前期課程（修士
１年）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。

東京大学大学院法学政治学研究科 早稲田大学法科大学院 中央大学法科大学院
明治大学法科大学院 専修大学法科大学院 　　　　　　　　他
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◆法科大学院に進学する

小学生からの夢である
法曹になるために
― 転専攻を行い、より自分に合っ

た学びを

法科大学院に合格し、小学生からの夢である法曹にまた一歩
近づいた先輩から、大学での授業や勉強をする際のコツをお聞
きしました。

佐古田先生（以下Ｓ）　早稲田大学法科大学院合格、おめでとう
ございます。そもそもなぜ法曹を目指そうと思ったのですか。�
渡邉さん（以下Ｗ）　ありがとうございます。弁護士志望なので
すが、小学生の時に高等裁判所が企画した模擬裁判に参加した
ことがきっかけです。実際に弁護士の役を担って答弁を行わせ
ていただきました。弁護士は弱い立場の人を助けたり、より良
い生活ができるようにしたりする職業だということがわかり、
目指してみたいと思いました。

Ｓ　小学生のときからの夢を実現するため、目的意識を持って
大学に入学されたのですね。法学部に入学して、いかがでしたか。
Ｗ　はい、最初は法律専攻に所属していたのですが、法律専門
職専攻の友人から話を聞くうちに、法曹を目標にしている自分
には専門職専攻の方がより合っているのではないかと思い、２
年になる時に転専攻しました。初めて専門職専攻で授業を受け
た際、一つの授業から何でも吸収してやろうという雰囲気が学
生の間に漂っていて、衝撃を受けたことを覚えています。２年
生はちょうど授業が大変な時期で忙しかったですが、専門職専
攻の授業にも比較的早く馴染むことができました。授業終了後
の復習を怠らずに続けることで、点ではなく線で繋がっていく
ように理解していくことができたのが大きかったです。�

Ｓ　授業の復習を大切にしていたとのことですが、どのように
勉強を進めてきましたか。
Ｗ　学部１、２年生のときは、授業が５時までしっかりあるの
で、そこから、アルバイトがない日は５時間、３、４年生にな
ると時間が多く作れるので、10時間は勉強していたと思いま
す。法律学では、日常で使うことのない用語がたくさん出て来
るので、１年生の時は一つ一つ意味を調べ、また、必ず条文を
引いて、軸となる部分から逸れることのないよう気を付けなが
ら勉強していきました。そのように基本に忠実に勉強すること
で、知識が向上したと感じています。法律研究会というサーク
ルに所属していたのですが、先輩から法律の勉強の仕方を丁寧
に指導していただき、それがとても役に立ちました。

Ｓ　それでは勉強一色の日々だったのでしょうか。そんなに勉
強するのは、大変だと感じませんでしたか。
Ｗ　３年までは週３回アルバイトもしていましたし、週２回法
律研究会のサークルもあったので、勉強一色という感じでもな
く、仲間と楽しく過ごす時間もありました。また、高校までずっ
と野球をやっていたのですが、１日中野球の練習をするのに比
べれば肉体的な辛さもありませんし、勉強していて悩んだとき
に苦しくなっても、そこにも面白さを感じてやっていたので、

そんなに辛さを感じたことはありません。

Ｓ　高校時代に野球に打ち込んだ経験も役に立っているのです
ね。これまで打ち込んで勉強をされてきたと思いますが、コツ
は何でしょうか。
Ｗ　１年生・２年生の頃は、授業の復習が終わったら遊ぶ時間
も確保していたので、遊びきったと思える分、３年生から集中
して勉強することができました。メリハリを付けることが大切
だと思います。また、スマートフォンをつい見てしまうのを防
ぐために、リビングに置いたまま自分の部屋で勉強をするなど、
環境作りも工夫しました。

Ｓ　大学で特に勉強になった授業はありますか。�
Ｗ　関哲夫先生（令和３年度退職）の刑法のゼミがとても勉強に
なりました。ある論点を取り上げて報告者が報告した後、最後
に事例問題が出され、それについて答案を作成し、先生に添削
していただいていたのですが、それを継続して行うことで、刑法
が得意になったと感じています。そこで修得した答案の書き方
は、他の法律にも応用することができました。ゼミのみならず、
専門職専攻の法律の授業はどの授業も勉強になりました。自分
が先に勉強を進めていって、授業が復習になる形で学んでいき、
授業をうまく活用できたと思います。特に予備校に行く必要は
感じませんでした。

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。�
Ｗ　入学当時は法曹志望の学生が周りにたくさんいたのです
が、１年生の終わり頃から難しさに挫折して諦めてしまう人も
いました。けれども、すごくもったいないと感じていて、早い
段階で夢を諦めないで欲しいと思います。１年の時にはわから
なくても、勉強を続けることで後から挽回することもできま
す。最初は食らいついて、そして粘って、自分がなりたかった
夢だけを見据えて、頑張ってみてはどうでしょうか。それにつ
いて、國學院大學法学部の先生方は親身になって相談に乗って
くださったり、喜んで質問に答えてくださったりします。勉強
しやすい環境にあると思うので、ぜひ國學院大學で環境を最大
限に活かして学んで欲しいと思います。
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　さん Profile

國學院大學法学部2022年卒業（法律専門職専攻）
進学先：早稲田大学法科大学院
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日本の文化・産業に
貢献する分野を学ぶ
―大学院進学という選択肢

将来自分が求めている道へ進むために、大学院へ進学してさ
らに知識を深めていく。法学研究科博士前期課程へ進学する先
輩に進学を決めた経緯や勉強の方法などのお話を聞いてみま
しょう。

上神先生（以下Ｕ）　大阪大学大学院法学研究科合格、おめでと
うございます。行政法の先生のゼミで勉強されて、大学院に進
まれるということですが、さらに知識を深めていきたいという
ことでしょうか。
荏原さん（以下Ｅ）　ありがとうございます。進学先では行政法
ではなく知的財産法を専攻するので、少し違った内容に取り組
もうと考えています。

Ｕ　弁護士や裁判官になるためのロー・スクール（法科大学院）
ではない方に進まれて、その中で知的財産法を勉強するという
決断をされたわけですね。その辺りの理由をお話いただけます
か。
Ｅ　大学２年生で大体の基本六法を習得し終わって、大学３年
生で余裕を持って将来のことを考える時間ができました。ロー・
スクールに行って法律の専門家になることを目指すか、就職を
するか、公務員の勉強をするか、色々なことを考えていたので
すが、インターンシップにも参加して企業の知的財産にすごく
興味を持ちました。大学院に進学してより知識を深めた上で仕
事ができたら、将来自分が行きたい道に進めるのではないかと
思いました。

Ｕ　なるほど。インターンシップへの参加が大きなきっかけに
なったということですが、企業の知的財産部に配属されたので
すか。
Ｅ　知的財産権を取得するためのお手伝いをする企業というの
があって、そこで特許権や意匠権について教えてもらいながら、
仕事をさせていただきました。実際に社会に出た時により深い
知識が必要になるということに気が付いて、得た知識を自信を
持って活かしていきたいと考え、就職ではなくさらに学習の意
欲が湧きました。

Ｕ　知的財産法を学ぶことの意義についてどのように後輩に伝
えたいですか。
Ｅ　知的財産法は、日本の文化や産業へ貢献できる分野だと思
います。ただ訴訟を起こすことだけでなく、権利で守ることに
よって、企業や産業の発達に貢献できるような分野だと思うの
で、そこが知的財産法を学ぶ意義かなと考えています。

Ｕ　院試に向けての勉強はどのようにされていたのでしょう
か。後輩に向けてアドバイスがあれば教えてください。
Ｅ　私は大学院進学を決めたのが４年生になる前くらいで遅
かったので、どのように取り組んだら良いか悩みました。まず、
教科書を読書感覚で読んで流れを頭に入れた後に、ここはどう

いうことなのだろうと疑問に思ったところを掘り下げて勉強し
ました。また、院試の勉強ではないのですが、大学２年生で勉
強が大変だった時は、大学の図書館に行って教科書を３冊くら
い広げて、特徴的なところを自分でまとめるということをして
いました。國學院大學の図書館は蔵書量がすごくて、勉強する
のに良い場所だなと思って利用していました。

Ｕ　ここまで勉強のお話を中心に伺ってきましたが、勉強以外
で何か他にエピソードはありますか。
Ｅ　勉強以外ですと、プロスポーツのスタッフ活動をしていま
した。大学生になったら何か主体的に活動できるようなものに
参加したいなと思って探していたところ、フットサルのプロ
チームがあって、学生のスタッフを募集していたのでやってみ
ようと思いました。例えば、ハーフタイムでこういう演出をし
ようというようなことを学生同士で話し合ったりしました。そ
こで視野が広がりましたし、勉強の良い息抜きにもなりました。

Ｕ　４年間充実した生活をされてきたということですね。本学
での学びは荏原さんの選択に影響を与えてきたのではないかと
思うのですが、特に印象に残っている授業はありますか。
Ｅ　一番印象に残っているのは、やはり行政法のゼミです。他
の人が判例を発表して、自分が疑問に思ったことを質問してい
くというスタイルだったのですが、自分の中で論理立てて質問
を考える必要がありました。予習も大変でしたが、「これはこ
うだから、こうなんじゃないかな。」というような論理的な考
え方ができるようになったので、これからにも繋がっていく力
が付いたなと思います。

Ｕ　この４年間を振り返って、これから入学する方へのメッ
セージがあればお願いします。
Ｅ　法律専門職専攻で学んだことによって、自信が付いたのが
自分の中で一番良かったと思っています。大学の中で自分が何
をするかによって、将来の幅が広がってくると思いますが、國
學院大學は勉強する環境としてすごく整っている場所だと思い
ます。
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　さん Profile

國學院大學法学部2021年卒業（法律専門職専攻）
進学先：大阪大学大学院法学研究科博士前期課程

◆法学研究科に進学する
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予備試験とは：非常に難しい試験ですが、合格す
れば大きなメリットがあります

　予備試験とは、法科大学院を卒業しなくても司法試験に挑戦す
ることができる制度です。その合格率は約５％と非常に難しい試験
ですが、金銭的・時間的負担を軽減して法曹を目指すことができ、
予備試験合格という実績は就職において高い価値を持ちます。
　１年生から法曹を志していたのですが、予備試験は合格率が低
いので最初から無理だと思いこみ、挑戦する気すらありませんで
した。しかし、その恩恵を受けることのできるうちに全力で取り
組んでみようと方針転換して挑戦した結果、高い順位ではなかっ
たものの、合格できました。
　「私がやっても受からない。」と思っている方もいるでしょうが、
法曹志望ならば、予備試験はあなたに関係のない試験ではないの
です。早いうちから予備試験を目指し勉強し続けるということは、
非常に大きなアドバンテージとなります。予備試験に向けて勉強
していると、気が付けば法科大学院に合格できるレベルの実力は
ついています。合否問わず、目指すメリットしかないのです。

大学受験に向けたアドバイス：  
あなたに合う勉強法を常に考えましょう

　具体的な勉強法を語るとあまりに長くなりすぎるので、ポイン
トを紹介します。
　まず、最も大切なことは、過去問を知ることです。過去問は敵
であるとともに、味方でもあります。この問題を解ければ合格で
きますよというメッセージを毎年送ってくれているのです。
　科目・時間割・問題文量・答案といった形式面、難易度・出題
傾向・採点のポイントといった実質面を研究し、ゴールからスター
トを逆算しましょう。
　次に大切なのは、思考を絶やさないことです。たとえば、司法
試験予備試験は、勉強法が確立していません。採点基準が必ずし
も明らかでないため、受験指導者や合格者の間でも、意見が割れ
ていることがあります。試験に有効な勉強法、あなたに合う勉強
法を常に考えることが大事です。私は、暗記や過去問の起案（答
案を書くこと）といった勉強を無駄にしないためにどうすべきか、
様々な考えを比べながら勉強する時間を設けました。努力をしな

いための努力は惜しま
ないという性格がいい
方向に働いたと思ってい
ます。
　思考を絶やさないとい
うことは、言いなりにな
らないということでもあ
ります。今、「うんうん
なるほど。」と頷きなが
らこれを読んでいるあな
た、「本当にそうか？」
と私の考えを疑い、勉強
してください。あなたが
受験生にアドバイスする
とき、私の考えとは全く
異なる可能性があるので
すから。

同じ志を持つ先輩や仲間と出会えます

　本学には法律研究会という自主ゼミのサークルがあります。私
はそこに所属し、仲間と勉強してきました。発足してから４年半
と歴史の浅い会ではありますが、４年連続で会員が東大の法科大
学院に合格するなど、着々と実績を上げています。
　私は予備校に通っていなかったのですが、研究会のおかげで一
から自分で勉強法を確立したり、勉強のペースづくりを行ったり
せずに済みました。
　そして、先輩から教えてもらい、同輩たちと切磋琢磨し、後輩
に教えるという今年までの４年間行ってきた活動が、私の実績に
必要不可欠なものであったと確信しています。
　司法試験・予備試験・法科大学院入試という高い壁を一人で乗
り越えることは、非常に過酷なことです。本学には法律専門職専
攻もあることから、法曹志望の入学者は結構います。同じ志を持
つ仲間や先輩と出会い、夢を諦めないでほしいです。
　私はこれからもOBとして、たまに研究会に顔を出そうと思っ
ています。みなさんと勉強できる日を楽しみにしています。

司法試験予備試験の合格体験記
國學院大學法学部の卒業生の中には、司法試験予備試験に合格した方がいます。今回は
湯澤蓮さんに、予備試験に向けた学びと受験生への助言について語っていただきました。

Profile

國學院大學法学部2021年卒業
（法律専門職専攻・早期卒業制度利用）
2021年11月に司法試験予備試験合格
2022年４月に東京大学法科大学院入学
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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）・学士入学・一般編入学

　11月下旬 指定校推薦・外国人留学生

　１月中旬 V 方式（大学入学共通テスト利用型）

　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）

　３月上旬 B 日程（２教科型）

定員構成 AO型 V方式
A日程 法学部

特別選考 B日程
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 　51人 ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法律専攻 399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
法学部は、法律学・政治学に関する知識・理論を理解し、これらを活用して価値観の多様化する現代社会
に主体的に参画し、社会の様々な分野で活躍できる人間を育成します。このため本学部は、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学生を受け入れます。

入試制度について

●求める人材、期待される入学者像

法律専攻 ●法や政治に関心を有し、社会の様々な分野で活躍したいという意欲がある者

法律専門職専攻 ●法律の専門的知識を活かす職業に就くことを目指しており、
　それに必要な基礎学力を持つ者

政治専攻 ●政治に関心を有し、将来政治に関する職業に就くことを目指す者、
　または、「よき市民」として政治に積極的に関わる意欲を持つ者

……とくに次のような人材を求めています。

　２月下旬 法学部特別選考
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　毎年、様々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。

◆AO型
●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
●AO型
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様々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！
●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。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。
●2021年度の法律専攻を例にとると、募集人員は26名だったのですが、最終合格者は46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！
●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
くは一般入学試験要項（受験ガイド）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、原則３日間均等ですが、志願者数によ
り調整が行われることがあります。したがって、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。お好きな試験日をお選びください。
●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。

AO型・V方式・A日程入試・法学部特別選考のアドバイス
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入試制度について

◆法学部特別選考にもご注目ください！

◆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
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、それにより合格を手にされた方は結構いるのです。みなさんもぜひ、がんばってく
ださい。応援しています！

●受験生のみなさんを支援すべく、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。詳しくは一般入学
試験要項（受験ガイド）をご覧ください。

　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。
　＊開催日程、内容は変更となる場合があります。本学ホームページにてご確認ください。　

オープン・キャンパスとのリンク

◆2022年度オープン・キャンパス日程

8月対面によるOC　　 ：

オンライン個別相談：
6日（土）・8月7日（日）・8月27日（土）

7月17日（日）

◆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。
　

●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、様々な質

問にお答えします。AO型入試を考えている方が、選考
に備えた準備をしていて疑問点が生じた場合等には、
遠慮なくブースを訪れ、質問をするとよいでしょう。

●法学部特別選考は、法律学・政治学に強い関心を持ち、その勉学に積極的・自発的に取り組み、学ぶ意欲がある方を
対象とする、新しい入試方式です。この入試では、①みなさんが受験されたV方式または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
入試にもチャレンジしてください。
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