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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。
　園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ヴィヴィッドにお伝え
しています。アクティブ・ラーニング型授
業の動画からゼミ紹介、学内イベント、オー
プンキャンパス情報まで、様々な情報を配
信しております。ぜひご覧下さい。

　https : / /www. facebook .com/
kokugakuinlaw

・�國學院大學法学部f a c e boo kは、
facebookのアカウントをお持ちでない
方も見ることができます。

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

國學院大學法学部 facebook 



02

■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。

　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。

　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。

自分を鍛え、自らを律する

法律専門職専攻

　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リ、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。

関
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  教授 （刑法）Message
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　法律専門職専攻には、法科大学院を経て法曹三者（裁判官・検察官・弁護士）を目指す人が多数在籍しています。
法曹三者はまさに法律専門職の頂点に位置する職種で、司法試験という難関を突破しないとなることはできませ
ん。法曹三者に少しでも興味のある人は是非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。

■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」こと
が大事です。

　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３年真
ま

壁
な べ

ひなの さん Student voice

１年生

導入科目 基礎科目 シチズンシップ科目 共通科目

基礎演習
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

法律専門職専攻

●法科大学院(ロースクール)とは？



佐藤先生（以下Ｓ）：本日はどうぞよろしくお願いします。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、法律専攻
と異なるカリキュラム、少人数教育をその特徴としています。今回は、
法律専門職専攻に関心のある人たちに向けて、３名の学生に法律専門職
専攻について語っていただきます。

法律専門職専攻を志望した理由
Ｓ：最初に法律専門職専攻を志望した理由からお聞きしたいと思います。
小島君からどうぞ。
小島大翔さん（以下Ｋ）：僕は、高校生の頃から漠然と公務員になりた
いと思っていたのですが、公務員試験の専門科目では法律系科目が結構
ウエイトを占めていることもあり、法学部を志望しました。なかでも法
律専門職専攻は、早い段階で主要な法律科目を学ぶことができるので、
そこに魅力を感じました。
荏原佑美さん（以下Ｅ）：私は、ずっと法学部を志望していて、國學院
には法律専攻と専門職専攻があってどっちにしようか迷ったけど、より
専門的に法律を学べそうなので専門職専攻にしました。それから、将来
の選択肢が割と広い。一般企業や公務員もあるし、司法書士とか弁護士
とかの道もある。それが選んだ理由ですね。
前橋ななみさん（以下Ｍ）：私はもともと公務員になりたくて法律専攻
に入ったんだけど、なれるかなと思いながら１年間過ごしていたのね。

そんな中で、安田先生の裁判
法の授業を受けて、専門職だ
とこんなにがっちりした授業
があるんだ、それが面白いと
思ったのと、自分をもうちょっ
と追い込める環境にしたいな
というのもあって、２年次に
転専攻しました。
Ｅ ： 法 律 専 攻 も き つ い で
しょ？
Ｍ：私は、少し物足りなく感
じちゃって。専門職は、法律
専攻とはカリキュラムが違う
から、２年次に転専攻すると、
取らなきゃならない単位が他

の人より多くて大変そうだけど、ちょっと自分を追い込んでみようかな
と思った。公務員になる人も結構多いって聞いたし。それから、法学は
正解のない答えを探すところが面白いと思っていたので、少人数での勉
強で学習効率を高めるのも良いかなと思ったのが志望した理由かな。
Ｓ：この専攻は２年間で基本科目を一通り勉強するので大変なのですが、
小島君と荏原さんはそれを知ったうえであえて選んだのかな？
Ｋ：ある程度は知っていたんですが、パンフレットとかしか見てなかっ
たので・・・。入学時のオリエンテーションで、先生方から「やばいから
ね」、「頑張ってね」って言われて、ビックリというか不安は感じました。
ついていけるのかなって・・・
Ｅ：確かにそれはあったかも。

１・２年次の授業・カリキュラム
Ｓ：今の話とも関連しますが、１・２年次の授業やカリキュラムについ
て皆さんはどんな感想をもっていますか？
Ｅ：２年の時はすごく大変でした。４限続けて法律の授業とか。
Ｍ：本当に大変だった。週にいくつも課題があって、多すぎて終わらな
いこともあった。
Ｅ：だけど私、追われていたけど、それをやらなきゃっていう目標があっ
たから、楽しかったんだよね。
Ｋ：専門職の場合、少人数で先生との距離も近いから、気軽に質問にい
けた。あとは友達に聞いたり。自分の出身校からは自分だけだったから、
友達ができるか不安だったけど、なんとかなった。個人的には、勉強面
でも生活面でも良い環境だった。
Ｍ：そうだね。私、２年で転専攻してほぼ知合いがいなかったから、ど
うしようって思ったけど、刑事訴訟法の授業とかでグループワークが多
かったから、そこで結構話ができて仲良くなった。後から移ってきても
浮いたりとかはなくて、そこは良いところかなって思う。
Ｋ：確かに仲良いよね。
Ｅ：全体的にすごく仲が良いってわけではないけど、仲が良い人ができ
やすい環境ではあると思う。
Ｍ：あと、真面目な人が多いから、勉強したい人には最適なんじゃない
かな。みんな課題とかもやるし、遅刻もしないし。ちゃんとやらなきゃ
という意識はすごく出ると思う。ちなみに、１限目にちゃんと出席して
いるのはすごいなと思う。
Ｅ：そうかも。遅刻したときに教室に入りにくいみたいな雰囲気あるよ
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法律専門職専攻学生座談会

「専門職専攻で法律を学ぶこと」

前
まえ

橋
ばし

 ななみ さん
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ね。
Ｍ：先生に名前を覚えられて
いたり、座席も決められてい
たりするから、逃げられはし
ない（笑）。
Ｅ：逃げられないね、確かに
(笑)楽しかったな２年生。課
題も毎週あったけど、それを

「やばい、やんなきゃ」って
言っているのが楽しかった。
Ｍ：すごいね。
Ｋ：テスト前とか、なんかヤ
バくなかった？
Ｅ：いや、楽しかった。戻り
たくはないけどね(笑)。図書室で本を３冊ぐらい広げて勉強しているの
が楽しかった。
Ｍ：膨大な量だから、いかに自分で工夫して勉強するかが大事かなと思
う。授業だけじゃなくて、プラスアルファで自分で復習したり他の方向
から勉強したりしないとついていけないから。そこは、すごくいい経験
させてもらったと思います。
Ｅ：確かに。好きな科目は毎週復習していたもん。
Ｋ：復習は、本当はしなきゃいけないけど、僕はちょっと怠っちゃって。
テスト前は大変だったこともあった。でも、なんとか食らいついていき
ましたね。
Ｍ：１・２年生が大変な分、３年生はすごく楽だよね。
Ｋ：前橋さんは２年の時大変じゃなかった？　２年生で取らなきゃなら
ない科目の他にも、１年生で取っていない科目もあるから。
Ｍ：しんどかったよ。他に転専攻した人が２人いるけど、その２人が真
面目でいろいろ教えてくれたからどうにかなった。仲間に支えられて３
年生になれた気がする。
Ｋ：みんな協力してくれるしね。こっちもするし。それと、少人数制だっ
たことがすごく良かったと思う。
Ｍ：発言しやすいし質問もしやすかった。これって勉強では大事なんじゃ
ないかな。
Ｋ：仲が良い人と授業を受けたほうが雰囲気もいいし。
Ｍ：今学期受講した行政法って受講者が15人ぐらいだから、先生にも
気軽に「これってこうじゃないんですか」ってすぐに言える。私、質問
魔なので、それが面白くて。
Ｓ：法律の勉強ではディスカッションが大事といわれますが、グループ
で勉強することはありましたか？
Ｍ：刑事訴訟法の授業とかは毎週グループワークでした。
Ｅ：毎週課題があって、理解してなきゃグループワークでもよく分から
なくなるし。
Ｋ：今考えると結構良かったよね。自分の意見をちゃんと言える機会が
あったから。
Ｅ：文章で自分の意見を書くこともあって、それは今になって大事だなっ
て気が付いた。
Ｋ：レポートを書くときにも役に立つし。

応用演習（３・４年次）について
Ｓ：皆さんは現在（３年次終了時）、３人とも高橋信行先生の応用演習

（（専）行政法応用演習）に参加していますね。これに参加した感想を聞か
せてください。
Ｍ：私は楽しい。課題について、自分ではできていると思っても、先生
にいろいろと突っ込まれることがあって。最初は、それに答えるのがす
ごく大変だったけど、それを毎回やってもらえるので、自分でも答えた
り議論したりする力が身に付いたと思う。
Ｅ：私は、行政法の授業では行政訴訟って国民の利益救済が目的って習っ
たんだけど、実際の判例を見ると、行政の実務が優先されている場面が
多いんだなと思った。それが、行政法がすごく面白いなって思うきっか

けにもなりました。そういうのは、演習で勉強しなきゃ分からなかった。
Ｍ：そうそう。でもそれって、判例を読み込まないと分かんないよね。
Ｋ：読み込んでないと理解していないから、質問に答えてもすぐバレちゃ
う。
Ｍ：質問するときも、質が上がった気がする。調べればすぐ分かること
を聞くんじゃなくて、なんでこの判例はこのような考えになるんですか
とか、あなたの考えはどうなんですかといった質問が増えたと思います。
Ｋ：僕は、「行政法」っていう名前の法律があるわけじゃなくて、いろ
いろな法律を勉強できると思ってこの演習を選んだ。判例の発表でも、
ＤＶ防止法とか、普通の人は見ることのない法律を選んだ。そこが楽し
いですね。
Ｍ：憲法と関わっているのも結構あるよね。それから、民法とか遺族厚
生年金とかが関わっているものもあった。それを調べるのが結構大変
だったけどね。
Ｅ：民法や憲法を改めて勉強し直すことも結構あった。
Ｍ：そうだよ、あったよ。でも、行政法が一番楽しかったな。
Ｅ：私も楽しかった。憲法が一番好きだったけど。演習に入ると、さら
にその教科が面白くなる感じがする。
Ｋ：やらなきゃいけなくなるし。
Ｅ：それに、より深く知ろうとする。だから、演習は絶対に好きなもの
に入ったほうがいい。
Ｋ：ゼミ中にロールケーキ買ってきて、食べながらやったこともあった
よね。
Ｍ：楽しかったね。
Ｅ：食べながら、これはどう
なるのかって議論したよね。
Ｋ：高橋ゼミは、雰囲気は良
いよね。
Ｍ：予習していない人がいる
と、指摘はされるけどね。やっ
てないとすぐバレるから、や
らなきゃ、っていう意識は生
まれると思う。それと、先生
は、学生の答えがおかしくて
もあまり否定しない。
Ｅ：自分の中で意見が確立し
てれば、それがちょっとおか
しな方向であっても拾ってく
れる。
Ｍ：だから、すごく発言しやすい。その意味では、確かに空気を作るの
が上手な方だと思います。

法律専門職専攻を志望する人へのアドバイス
Ｓ：最後に、法律専門職専攻に関心のある方へのアドバイスをお願いし
ます。
Ｍ：自分で学ぶというのが大事だと思います。テスト前とかは他の人に
助けてもらうこともあるけど、まずは自分でやろうとしないと、多分単
位とかも落とすので、そこは覚悟した方が良いと思います。
Ｅ：法律を学びたいという人にとっては、専門職はすごくいい環境だと
思う。それと、好きな科目を見つけて頑張れば楽しくなると思う。私は、
民法がすごく苦手だけど、憲法が好きだったから何とか乗り越えること
ができた。
Ｋ：自分は本を読んでおくのがよいと思う。法律の本って結構硬い文章
が多いから。高校の時にいろいろな本を読んで慣れておけば、大学に入っ
た後もスッと入っていける。
Ｍ：大学４年間はアッという間に過ぎるから、勉強はしつつ、他のこと
にも熱中してほしいなと思います。
Ｅ：私は、もうちょっと勉強しとけばよかったなあと今になって思う。
だから、後悔しないようにしてほしいかな。
Ｓ：本日はどうもありがとうございました。

法律専門職専攻　学生座談会

小
こ

島
じ ま

 大
ひ ろ

翔
と

 さん

荏
え

原
ばら

 佑
ゆ

美
み

 さん
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　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。今回登場する矢ケ崎和君は、この春に３年次で卒
業し、４月より東京大学の法科大学院で学んでいます。彼の話か
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。

法律専門職専攻の志望理由
佐藤秀勝先生（Ｓ）　最初に法律専門職専攻を志望した理由から話
してもらえますか？
矢ヶ﨑和さん（Ｙ）　私は、中学生の頃から法曹を目指していた
ので、大学の選択に際しては法科大学院のことも意識していまし
た。そして、レベルの高い大学院が多い東京にある大学に進学し、
４年間で東京での生活に慣れようと考えました。法科大学院では
勉強漬けになるので、初めての一人暮らしだと、両立できるか不
安だったからです。國學院の法律専門職専攻を選んだのは、先輩
の多くが有名な法科大学院に進学していたからです。「専門職」
という名前も、法曹を目指すのにこれ以上ないようなネーミング
で、とても気に入っていました。

３年次卒業を目指した理由
Ｓ　高いレベルで勉強したいという熱意を感じる話ですね。でも、
なぜ３年次卒業を目指したのかな？

Ｙ　最初はこの制度を知らなかったのですが、１年次の成績優秀
者に選ばれた際、教務課の方が教えてくれて関心を持ちました。
そして、２年次の成績優秀者にもなって要件がそろったので、こ
の制度を使って３年間で卒業したいと考えるようになったので
す。また、１年次の途中から、より高いレベルで勉強したい気持
ちが強くなり、早く法科大学院に進学したいと考えていたことも
ありますね。
Ｓ　なるほど。でも、３年次卒業は実際大変ですよね。どのよう
に取り組みましたか？
Ｙ　特に２年次からは、定期試験直前に、それを乗り切るためだ
けの勉強をしないことを心掛けました。例えば15回の授業では、
10回目ぐらいまでに授業で扱われるすべてのテーマについて予
習をし、以後、それを繰り返し勉強しました。これによって、定
期試験直前でも焦らずにいることができました。理解できない点
を友人と議論したことも良かったですね。それによって自分の中
で曖昧だったことをはっきり理解できたからです。また、國學院
には法律研究会というサークルがあり、それに参加して他の学生
の答案を添削したこともとても効果があったと思います。さらに、
分からないところがあれば先生のところにすぐに質問をしに行く
ようにしていました。
Ｓ　授業を大事にすることや仲間と議論することは、法学の理想
的な学び方だと思います。では、法科大学院の入試に向けてはど
のような勉強をしましたか？

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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Ｙ　「法律の勉強って六法全書の暗記だろう」と知人によく言わ
れるのですが、それは違います。私が大切にしたのは、条文の趣
旨・目的をしっかり理解することです。そして、それをふまえて
文言の意味を確定し、要件の検討をして効果が発生するかどうか
を判断するという勉強をしました。さらに、覚えた条文の趣旨は、
試験で使えるように自分なりにアレンジしたりもしました。それ
から、各法科大学院の過去問を解いて自分で添削したり模範解答
を作ったりして傾向を分析し、入試問題を予想したりしていまし
た。おかげでいくつかの入試では予想があたりました（笑）。また、
試験後に問題を書き起こしたこともよかったです。つい解放感に
浸りがちな時期ですが、気が引き締まりますし、同じ問題が出題
されることもありますので。実際、他大学で同じ論点が出たこと
もあります。

Ｓ　学生の中には法律の勉強の仕方をつかみ切れていない人もい
ると思いますが、今の話はとても参考になると思います。では、
専門職専攻の良かった点はなんですか。逆に、大変だったことは
ありますか。
Ｙ　先ほども言ったのですが、友達と議論し合える環境があった
ことや先生との距離が近いことですね。大変だったのは、３年次
卒業を目指す人が同じ学年にはいなかったことでしょうか。また、
法曹よりも、むしろ公務員を志望する人が多かったので、法科大
学院進学について同学年の人に相談できませんでした。でも、こ
の点は法科大学院に進学した先輩方や法律研究会で相談すること
できました。

受験生へのメッセージ
Ｓ　それでは、最後に受験生に向けて一言お願いします。

矢
や

ケ
が

崎
さ き

　和
のどか

　さん

國學院大學法学部2020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

Profile

Ｙ　私の話が法曹を目指そうと考えている受験生やまだ志望を
決めきれない受験生の参考になればうれしいです。私は、高い
目標に自分一人だけで挑むのではなく、友人と切磋琢磨し合っ
て高め合うことが大事だと思います。そして、「自分が入れる
大学」ではなく「自分が入りたい大学」へ進学できるように頑
張ってください。私もまた法律研究会に顔を出したいと考えて
います。皆さんと、この國學院大學でお会いできるのを楽しみ
にしています。
Ｓ　どうもありがとうございました。

法律専門職専攻･卒業生の進路
平成31年3月卒業生（全34名）

・東京大学大学院法学政治学研究科　　・早稲田大学大学院法務研究科
・上智大学法科大学院　　　　　　　　・早稲田大学大学院環境･エネルギー研究科　　等

過去の公務員就職率
・平成30年３月卒業生　  4％
・平成29年３月卒業生　26％
・平成28年３月卒業生　20％
・平成27年３月卒業生　22％
・平成26年３月卒業生　24％

さいたま地方裁判所
東京国税局
世田谷区役所
流山市役所
柏市役所
警視庁

サービス
28.5%

金融
18%

建設
７%

公務員
21%

メーカー
11%

教育
3.5%

商社・小売
11%

就職先

進学先
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　私は入学前から公務員を志望しており、少人数
制で様々な法律を学ぶことのできる法律専門職専
攻を選びました。六法全てを学ぶこの専攻は、授
業で求められるレベルが高いため、予習復習は大
変でしたが、その分しっかりと法学の知識が身に
付きます。また、先生方との距離も近く、双方向
型の授業も多いことから、授業で先生方や友人た
ちと議論しながら法学の知識を深めていくことが
できます。得られた知識を具体的な状況に応用す
る力、対立する考えから新しい観点を生み出す力
を身に付けられ、公務員試験の論文に役立ちまし
た。
　皆さんも、高い意識を持つ友人たちと、たくさ
んのことを学び、夢に向かって充実した法学生活
を送ってください。

　私は、少人数制やアクティブラーニングを積極
的に取り入れていることから法律専門職専攻を選
びました。１・２年生の時は必修科目も多く勉強
についていくのが大変でしたが、教員との距離が
近いので疑問もすぐに解消でき、確実に力を身に
付けることができました。公務員試験でも授業で
得た知識を最大限に生かし、無事第一志望に合格
することができました。法律専門職専攻のように
少人数で学べるのはすごく恵まれていると思いま
す。少人数で学び力を身に付けたいと考えている
方はぜひこの法律専門職専攻を選んでいただきた
いです。

法律専門職専攻
卒業生からのメッセージ

長
な が

橋
は し

 和
か ず

之
ゆ き

  さん

並
な み

木
き

 晃
こ う

聖
せ い

  さん

森
も り

下
し た

 椋
りょう

太
た

  さん

就職先

就職先

就職先

株式会社　産業経済新聞

千葉県庁

大学入試センター

金
か な

谷
や

 美
み

里
さ と

  さん
就職先
東京高等裁判所

中
な か

田
た

 唯
ゆ い

香
か

  さん
進学先
千葉地方裁判所
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法律専門職専攻　卒業生からのメッセージ

　法律専門職専攻に入学後の最初のガイダンス
で、教員から「４年で卒業できるのは50％」
と言われたことが今でも昨日のことのように思
い出されます。試験が多く、大変な時もありま
したが、クラスメイト達と励まし合いながら頑
張っていたらいつの間にか卒業を迎えていまし
た。少人数での授業が多く、分からないことは
気軽に質問できるので、法律に対する理解も深
まり、実りのある４年間を送ることができまし
た。法律を学ぶことによって得られる論理的な
思考は社会に出て必ず役に立ちます。勉強が大
変そうだと敬遠せずに法律専門職専攻の門を叩
いてみてください。きっと入ってよかったと思
えるはずです。

　私はもともと公務員として地元で働きたいと
考えていました。そのような中で、公務員試験
の重要科目である法律を深く学べると思い、法
律専門職専攻を選択しました。実際に入学する
と、思っていた以上に大変なカリキュラムで法
律が嫌いになりかけることもありました。しか
し、授業で分からないところがある度に先生や
友人に聞くことができる環境がこの専攻にはあ
りました。法律専門職専攻は、少人数制である
が故に、他の学生や先生との距離が近いように
感じます。今は本専攻を選んで本当によかった
と思っています。皆さんもこの専攻でたくさん
学び、有意義な学生生活を送ってください。

　私は、法律をしっかりと学びたいと考えて法
律専門職専攻を選びました。１・２年次は法律
系の必修がとても多く、しんどいなと感じるこ
とが多々ありました。しかし、本専攻は少人数
制であるため、友人が作りやすく切磋琢磨しな
がら勉強していくことができます。先生との距
離も近いため疑問に思ったことがあればすぐに
聞くことができます。また１・２年次で一通り
法律を学べるため、３年次から自分の進路に合
わせた勉強を進めていくことができます。
　法律専門職専攻は、公務員やロースクールを
目指ざしている人が多いため、同じ目標に向
かって勉強できるいい環境であると思います。

　法律専門職専攻は法律系科目に特化して学べる
専攻です。１・２年次は必修の法律科目が多く大
変ですが、その分３・４年次は授業が少なくなり、
就職活動などに多くの時間を割くことができま
す。授業は少人数で行われ、法律を学びたいとい
う意欲の強い学生が多いため集中して授業を受け
ることができ、先生との距離も近いため分からな
いことを質問しやすい環境にあります。私は入学
した当初、授業についていけるかとても不安でし
たが、友人と協力して勉強していくことで、なん
とかついていくことができました。
　皆さんも法律専門職専攻で多くのことを学ん
で、満足のいく学生生活をすごしてください。加

か

藤
と う

 達
た つ

也
や

  さん
就職先
日本通運株式会社
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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、法科大学院ほかの大学院進学など様々
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

　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
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。

基本を学び、自分で組み立てる

法 律 専 攻

●「キャリア・プランニング」とは？

●「公法入門」「刑事法入門」「民事法入門」とは？

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 （2018年度より）

法律学の
基本と応用
コース

政治と法の
基礎
コース
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　法律専攻の魅力は「自分が興味を持った科目をとことん追求できる」ことだと私は感じています。
何を学ぶにおいても、「興味を持つ」ためにはきっかけが必要だと思います。法律専攻では、１・２
年次で法律学・政治学の基礎科目を履修することができ、様々な法律を一から学ぶことができます。
３年次からは２年間学んだ中で興味を持った科目をそれぞれが追求して勉強することができます。
　私は元々法律に関心があり法学部に進むことを決めましたが、法律の勉強は難しくて右も左も分
からず途中で挫折してしまうのではないか…と少し不安な気持ちで入学を迎えました。ですが、授
業が始まると、遠い存在だと思い込んでいた法律がとても身近な存在であることを知り、２年次に、

「もっと勉強したい！」と心惹かれる科目に出会い、３年次からは行政法を学ぶゼミに所属しています。
　法律専攻には多くの学生が所属しているため、様々な価値観に触れることができます。先生方の
講義を聞いている時はもちろん、学生同士で意見交換をしている中で新たな発見をすることも多く
あります。私はどこまででも興味を追求できる恵まれた環境に身を置いていることをとても幸せに
思います。

法律専攻３年江
え

濱
は ま

 有
ゆ う

里
り

 さん Student voice

履修モデル （2018年度以降）

法律専攻

　「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
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ま
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き
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 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
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法律専攻学生座談会

「私たちのゼミを紹介します」

志望動機と法律専攻の様子
中曽根（以下Ｔ）：これから法律専攻の座談会を始めます。最初に、
國學院大學法学部（法律専攻）を志望した理由をお聞かせください。
梶野さん（以下Ｋ）：公務員を目指していて、法律を学ぶ必要が
あると思って志望しました。國學院大學は家から近く、オープン
キャンパスに来たときに大学の雰囲気がよかったです。
河原さん（以下Ｙ）：僕も漠然と公務員になりたいというのがあっ
て法学部にしました。國學院大學は模試を受けていく中で自分の
学力を考えながら選びました。
夫馬さん（以下Ｍ）：高校生のときから刑法に興味があって法学
部に進学を決めました。國學院大學を選んだのは、国語が得意科
目で、それを入試でも活かせそうだったからです。
Ｔ：入学前の予想と入学後の法律専攻の雰囲気はどうですか？
Ｋ：入学前は法学部のかたいイメージから勉強が得意な人たちば
かりかと思っていたら、一緒にご飯に行ったり遊んだり、みんな
遊ぶときは遊ぶ、試験前には勉強する感じです。メリハリがしっ
かりしている人が多いと思います。
Ｙ：法学部に行ったら弁護士になるみたいに思ってたんですけど、
卒業生はいろいろな業界に行っているので、自由度が高いと感じ
ました。入学してすぐにキャリアプランニングというクラス分け

の授業があって友だちはつ
くれるし、大学はいっぱい
人がいるので、いたるとこ
ろに友だちができるきっか
けは落ちていると思います。
Ｍ：真面目な人が多いとい
う印象です。私は一人で授
業に出たりするんですけ
ど、ほかの大学の友だちの
話では、一人で授業に出る
人はあまりいないらしいで
す。法律専攻は、学生同士
がそんなに干渉しないの
で、自分のペースで大学生

活を送りやすい環境だと思います。当たり前ですけど、女性だか
らって機会が減るわけでもないですし、就活でも女子学生に特化
した企画もあります。

１・２年生の勉強
Ｔ：１・２年生の勉強はどうでしたか？
Ｋ：最初は難しいことがたくさんあるので、勉強自体が面倒くさ
いと思うところがあったけど、そこを乗り越えると、面白さが増
えて極めたくなると思います。僕にとって会社法は極めたくなっ
た科目ですね。将来働くことになる会社のルール、法律を知って
おけば、会社に入ってからもちゃんと法律に即した行動ができる
と思います。
Ｙ：１・２年生のときは復習やテスト勉強はしっかりやる必要が
あるけれど、勉強を通して法律の知識が身につくと、ニュースを
見て「あ、この法律勉強した！」みたいな親近感が湧くと思いま
す。３年生で履修した労働法は、就職した会社で自分が不平等な
待遇とかを受けたときに大学で学んだことが直に活かせる法律
で、一番身近な法律だと思います。
Ｍ：新しい分野の知識を理解するのは大変だったけれど、３年生
になると興味のある分野を見つけて集中的に勉強できるようにな
るので、楽しいです。
Ｔ：法学部には、学生の勉強をサポートするフェローがあります
が、利用していますか？
Ｍ：私は、授業を受けて１回でわからない時に、教科書を読むん
ですけど、わかる人に聞く方が理解しやすいので、フェローは試
験の前以外にも使うことが多いです。先生ももちろん質問したら
答えてくださるんですけど、学部全体として分からないところを
きちっとフォローしてくれるタイミングがほかの大学より多いと
思います。

ゼミは面白い！
Ｔ：皆さんはそれぞれ異なるゼミに参加しています。ゼミの様子
を教えてください。
Ｍ：私は刑法のゼミを考えながら結果的には少年法の高内ゼミに夫

ふ

馬
ま

 桃
も も

佳
か

 さん
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入りました。少年法の存在
意義、成年と未成年を分け
る必要性って何だろうとい
う問題意識を解消したいと
思ったからです。ゼミでは
一つのテーマを、１週間目
はプレゼンテーション、２
週間目はディスカッション
で、３週間目はディベート
をするので、いろんな立場
の意見を聞き、自分の意見
を周りに伝える力も身につ
いたと思います。私はゼミ
長になり、必然的に主体的
に動くことになりました。１時間半のゼミで効率的に答えを見つ
けられるようなスタイルを考えてやり方を変えてみました。
Ｋ：僕は２年生のときに森川先生の会社法を履修していて、授業
がすごくわかりやすくて、しかもちょうどその時期に会社法関連
のニュースがあって。
Ｔ：日産のカルロス・ゴーン事件。
Ｋ：はい、そのニュースが授業で取り上げられたときに会社法を
身近なものに感じて、また説明会に行ったときには先輩たちの雰
囲気がとてもよかったので、入ることを決めました。僕もゼミ長
をやりました。ゼミの進め方は、３年生だけでチームを組んで先
生が出した事例問題について自分たちの見解を発表するという形
式です。４年生とからむ時間があまりないんですけど、発表のと
きに来てくれる４年生の質問が痛いところを突くので、その対策
もチームで練ったりとか、先生からも厳しい質問が飛んできたり
します。
Ｙ：自分は、説明会で先輩の話を聞いて何個かゼミを絞って、そ
の上でゼミ見学に行って、最終的には行政法の川合ゼミを選びま
した。２年生のときに川合先生の授業を取っていて面白いと思っ
たのと、行政法に関心が沸いたのが大きいです。川合ゼミは、３
年生と４年生のどちらにもゼミ長がいます。ゼミは、３・４年生
混合の３人ぐらいのグループに分かれて、毎週先生が出した議題
を１グループが調べてきて発表し討論するというやり方です。先
生は基本的には助言ぐらいしかしないので、どういう議論をする
のかは全部発表するグループが主体的に決め、ゼミに参加する側
はどこを突くか、どう反論するかなど主体的に取り組むので、ゼ
ミでは毎回新しい収穫を得ることができるので、やりがいがある
し、とても楽しいです。
Ｔ：大学生活でゼミはどんな意義がありますか？ 
Ｋ：就職活動をしていく中で学生時代に力を入れたことを聞かれ
るときに、「ゼミ」で経験したことは大きいと思います。
Ｙ：ゼミは、自分がやってきたことを一番簡単に可視化できるも
のじゃないのかな。一人でずっと勉強してこれやりましたと言う
よりも、ゼミに入ってこれやりましたって言う方が相手にも伝わ
りやすいと思います。
Ｍ：ゼミは協調性を身につける意味で大切だと思います。反対意
見とか自分とは違う意見を取り入れながら勉強することは一人だ
と難しいので、ゼミに入ってディベートやディスカッションの機
会があることは大事だと思いますね。

大学生の自分を振り返ると…
Ｔ：大学に入って自分に変化がありましたか？
Ｋ：高校生のときは将来の夢というのが全然実感が湧かなくて、
大学でアルバイトを始めたり、ゼミで会社法を学んでいく中で具

体的に金融系の就職先を目指そうと考えるようになりました。
Ｙ：高校生のときは周りと足並みを揃えて一緒にやっていれば問
題ないというか、それでいいみたいな感じがあったんですけど、
大学では、自分でやらなきゃいけないことを自覚しました。特に
勉強は主体的にやるように変わりましたね。大学は勉強をしてい
る人をちゃんと評価して、成績上位の人は奨学金をもらえるとこ
ろが違いますね。
Ｍ：私は中高一貫校で高校受験をしなかったので、勉強は受験の
ためにやるイメージがあったんですけど、大学生になってからは
自分の興味のある分野を学ぶために勉強をするって目的が変わり
ました。何事も自主的に取り組むようになったと思います。
Ｔ：４年目をどういうふうに過ごしたいですか？
Ｋ：ゼミの３年生たちを引っ張れるような存在になりたいのと、
プライベートでは休みの期間を利用して日本一周、あるいは何か
大きな海外旅行をしてみたいですね。
Ｙ：僕は公務員を目指して頑張りたいと思います。勉強面以外だ
と、２年生のときにヒッチハイクで大阪に行ったので、今度は北
の方に行ってみたいと思います。
Ｍ：法学部の懸賞論文に挑戦して、ゼミだけでは消化不良だった
テーマもあるので、やれたらいいなと思います。

高校時代の過ごし方と受験生へのメッセージ
Ｔ：どんな高校時代でしたか？
Ｙ：自分は文化祭の委員長になって新しい試みをやった結果、今
までで一番楽しかったという声が２年生や３年生から結構あっ
て、めっちゃやりがいを感じました。高校時代は３年しかないの
で目一杯楽しんでほしいと思う。
Ｍ：私は、ボランティアで中高一貫の６年間、女川に行ったこと
が社会の問題について具体的な目的意識を持つきっかけになって
今の大学生活につながっているので、課外授業にも積極的に取り
組むのはいいことだと思います。
Ｔ：受験をする方たちにメッセージはありますか？
Ｋ：法律専攻は、法律以外の勉強、たとえば経済系も文学系も勉
強できます。受験勉強で不安になったときに自分はこれを頑張っ
てきたということが支えになるので、何か一つ自信を持てるもの
をつくることだと思います。
Ｙ：受験勉強については、目的意識があった方がいいかな。この
大学に入学したらこういう勉強をしたいということを考えながら
勉強をすれば続けられると思います。そういう意志で勉強すると
入学した後の過ごし方も変わってくると思います。大学で何をし
たかが大事になると思うので、入学後も頑張ってほしいですね。
Ｍ：ニュースを見て自分には関係ない問題だとは思わずに自分に
もいつか起こるかもしれないと考えて問題意識を持つことは、勉
強する上で必要なことだと
いうことをゼミを通して
思ったので、大学ではそう
いう気持ちを持ち続けてほ
しいですね。
Ｔ：大事なことですね。他
人や他国で起こっているこ
とを自分のこととして考え
ることはいい社会つくる、
いい国つくりをする、いい
人間関係をつくる根幹です
ね。今日は、有益なお話を
たくさん聞くことができ、
ありがとうございました。

法律専攻　学生座談会
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　私が大学生活を通じて大切だなと感じたことは、
様々なことに興味を持って行動し、多くの知識を
得た上で自分の考えを持つという事です。例えば、
私は３・４年の時に会社法ゼミに所属していました
が、会社法の事例を考える為には会社法だけでな
く、民法や金融商品取引法などの知識も必要です。
また私は株式会社の仕組みを知る為に、経済学の
講義も参考にしました。そして、学んだ内容を軸
にして事例だけでなく新聞やニュースを自分なり
に解釈し、自分の意見を持つ事を意識しました。
大学生活の中でみなさんには、学業だけでなく趣
味や友人との交流、アルバイトなど多くの経験を
してほしいです。そしてその中で得たものや感じ
た事を大切にして、自分の考えを持ち今後の進路
をより良いものになるように頑張ってください。

　法学部を志望した理由は、公務員を目指していて、
試験の科目である憲法や行政法、民法等の法律を徹
底して学びたかったからです。実際に法学部に入学
後には、それらの法律を徹底して学ぶことができま
したが、それ以外にも、労働法や刑法、私が選択し
たゼミでは不動産登記法等の様々な法律にも幅広く
触れることができ、法律の知識の幅もとても広がり
ました。そのおかげで、公務員試験対策の際には、
法律分野はスムーズに取り組むことができ、得点源
となりました。また、大学３年の時に大学経由による
千葉県庁への２週間のインターンシップに参加でき
たことが、私にとって大きな経験となり、千葉県庁の
職員を目指すきっかけになりました。インターンの経
験は公務員試験の面接の際に、とても役立ちました。
４年間の大学生活は長いようで短いので、様々なこ
とにチャレンジして有意義に過ごしてください。

法律専攻
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

　大学で何を頑張り、将来どう世界に貢献できるか、４年間常に
考えてきました。
　授業では世の中の仕組みを理解しながら、民事訴訟法のゼミ
ではシナリオを作って模擬裁判をし、１年次にカナダ、２年次は
アメリカへ留学をして視野を広げました。帰国後は国際機関での
100時間のインターンに参加し、日本の防災技術や知識を提供を
する為、フィリピン政府の防災施設視察への同行と関係資料の作
成や翻訳をする中で、考える力や批判的思考力を身につけました。
國學院大學で出会った人たちの支えや後押しがあり、入学時に思
い描いていた以上の自分で、卒業式を迎えることができました。
都心だけれど落ち着いていて、多様なバックグラウンドを持った
優しい人が集まる國學院は、可能性に満ちた素敵な大学です。
皆様も目標を持って様々な事に挑戦し、時には運命にも身を委ね、
学生生活を送ってみて下さい。皆様がそれぞれの力を活かし、
大きな夢を持って羽ばたけますように。心から祈っております。

　法律は生きていく中で常に関わってくるた
め、法律を知り、理解することは自分だけでな
く周りの人達の役にも立つ可能性があります。
そのため、私は多くの学部がある中で法学部を
選択しました。國學院大學法学部は履修の自由
度が高く、興味関心に応じて授業を組める場合
が多いので自分の時間が作りやすい学部だと思
います。また、公務員試験の対策に特化した授
業があるので、公務員を目指していた私にとっ
て、とても魅力的でした。試験勉強の際には大
学の図書館の中のとても静かな自習スペースを
活用するのがおすすめです。
　法学部で４年間過ごしてきて、物事を客観的
に論ずる上で必要な文章を構成する力や会話の
中で自分の考えを相手に伝える力が身につきま
した。是非みなさんも國學院大学で充実した大
学生活を送って下さい。

　法律専攻は幅広い分野が学べることが特徴です。
私自身、憲法や民法といった法律分野はもちろん、
今まで関わることのなかった西洋史や哲学、ジェン
ダー論や社会学分野も学べたことは非常に素晴ら
しいものでした。そのおかげで知らなかった世界、
新たな分野に興味を持ち、知識や視野を広げるこ
とができました。そして３年生からは本格的にゼミ
も始まります。たくさんの開講科目の中から、自分
の興味好奇心をさらに突き詰め、また教授との距離
も近く、法律を深く学ぶことが可能なゼミでの時間
は大きな財産です。大学生活での４年間という時間
は長いようであっという間です。人生においてとて
も貴重な大学生のこの時間を大切に、様々なことに
興味を持ち自分の可能性を広げて下さい。経験と
いう財産がきっと自分の将来の糧になると思います。

　私は部活動と学修を両立し、４年次には就職活動も
並行して行いました。学修面では、憲法や行政法、消
費者法など新たに学ぶ事も多く不安でしたが、講義を
受けていくにつれ新たな発見も多く、自分の身になるよ
うな学修ができました。國學院大學法学部は、法律科
目以外にも自分が興味を持った分野の科目を選択する
ことのできる（大きな）自由度があるのが魅力であると
思います。ラグビー部では、集団生活において、他人
への気遣 いやOneTeamとなって目標に向かっていく
難しさや楽しさを学び、心身共に社会人へ向け成長す
る事ができました。そして就職活動では、業界セミナー
や面接練習など、大学の事務の方々や卒業生の方々か
ら数多くのサポートを受けることができました。様々な
機会やサポートのある國學院大學で、自分に合ったより
良い選択をし、充実した学生生活を送ってください。

　私は、身近にある法律を深く学び専門的な知識をつけ
たいと思い、法学部を選びました。3年次には、特に興味
を引いた家族法ゼミに所属しました。ゼミでは、賛否両論
が分かれる題材を研究していた為、皆の理解を得るのは
容易なことではありませんでしたが、1年間研究論文や判
例を徹底的に読み込み、仲間と議論を繰り返してゼミ論文
を執筆しました。そうして出来上がったゼミ論文は今では
大切な宝物です。大学生活の四年間はゼミやサークル、
アルバイト等で、あっという間に過ぎていきます。自分が
本当になりたいものは何かを自問自答しながら目標を立て
努力を重ねた先には、新しい自分に出会えるはずです。私
は、サークルの代表として皆を先導し纏めあげる統率力、
ゼミを通して相手に自分の意見を分かりやすく説明する伝
達力を身につけることができました。皆様が新しい自分に
出会い、充実した学生生活を送れることを祈っています。
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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。
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■「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
を設けておりますし、オムニバス・セミナーなどで「現
場」で活動する人たちの話を聞くこともできます。

　最後は「討論」です。政治というものは他者との討
論で展開してゆくものです。そのために、政治専攻で
は１年生全員が「基礎演習Ａ・Ｂ」を受講します。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。

自分で動く、自分で論じる

政 治 専 攻

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

藤
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
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　まだ、大学で何を学ぶかを決めかねていた頃、「國學院大學の政治専攻は、政治に関する仕事に就くこと
だけでなく、〈優れた市民〉になることを目指すところだ」ということを知り、さっと視界が開けたことを
感じました。民主主義国家では、国のトップの偉い人ではなく、一人ひとりの〈優れた市民〉が、国の方向
性を考え、代表者である政治家を支え、動かすことで、国が作られていくのです。法学部は難しそうだし、
政治は政治家や公務員が関わることで、自分からは遠いものだ、と思っていた私にとって、政治が自分自身
の生活に直結している、ということは、とても衝撃的な事実でした。そこで、今後の人生を〈優れた市民〉
として生きるために、大学四年間を通して政治について学ぶことを決めました。
　今私は、講義では政治の歴史や理論、先行研究を、政治インターンシップやフィールドワーク、演習など
では実際の政治の方法や考え方を学んでいます。学びを重ねるうちに、以前に学んだことと新しく学んだこ
とが繋がり、新たな発見ができるようになりました。政治専攻の仲間とは、普段の会話の中で、社会問題に
ついて突き詰めて議論をすることもあります。自分の周りで起きていることに敏感になること、それに対し
て自分の意見を持つこと。〈優れた市民〉への第一歩です。
　国の偉い人が作っている国でなんとなく生きる、ではなく、自分が国を作る、なんて、わくわくしませんか？

政治専攻３年北
き た

野
の

 希
の ぞ

美
み

 さん Student voice

１年生

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

２年生

基 礎 科 目　政治学 
演 習 科 目　演習Ⅰ

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

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

３年生
４年生

演 習 科 目　演習Ⅱ

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

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

履修モデル

政治専攻

　政治専攻では展開科目の一つとして「政治インターンシップ（長期・短期）」が開講されています。政治家の事務
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？
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政治専攻学生座談会

「少人数から生まれる親密感」

宮下先生（以下Ｈ）：今日はよろしくお願いします。政治専攻について、
いろいろと語ってください。

人数の少なさは羨ましがられる
池田さん（以下Ｍ）：まずは入学してみての印象かな。
伊藤さん（以下Ｃ）：結構みんな顔見知りだから、ほかの学部に比べる
と、割と授業とかでも、あ、知ってる人だ、とかが多いよね。60人ぐ
らいしかいないから。みんな知り合い。
市澤さん（以下Ｙ）：他の学部とかからすると、60人とか聞くと、やっ
ぱり人数少ないね、って言われるけど、だからこそ顔をお互いにね。全
員、ほぼわからん？
Ｃ：うん、わかる。
Ｙ：入学したときにさ、大きいね、政治専攻だけの新入生歓迎会があっ
て、先生とかも含めてみんなで話をした。
Ｃ：先輩たちと一緒にね。
Ｙ：そうそうそうそう。うちだけじゃん。
Ｍ：政治専攻だけ？
Ｙ：政治専攻だけ。羨ましいって、他の学部の人にすごい言われる。
Ｃ：ゼミとかを選ぶ基準になった感じはあるよね。先生たちを見れるか
らこの人の授業を取ってみようかなとか、なったかな。
Ｙ：先生たちもこっちを知ってるし、私たちも先生を知ってる。距離が
近い、他の学部より。

基礎演習で基礎を固めて、２年生からゼミへ
Ｃ：ゼミによってやっぱり色って全然違うよね。小原先生のゼミってど

ういう雰囲気っていうか、
どういうことをするの？
Ｍ：前期は書籍を読んでそ
れについてもレジュメをみ
んなで作って発表するとい
うのがあって、後期は自分
で。宮下ゼミとかは結構み
んなでやるって、チームで
やるけど、うちは全然各々
一人ひとりでゼミ論を課題
持ってきてやりましょうと
いう感じかな。
Ｃ：へー。やっぱり私の稲
垣ゼミって特殊なんだね。
Ｍ：フィールドワークが多
いよね。そういうのがメイ

ンというか、強いところでしょ。
Ｃ：ね、全然違う、ほんとに。前期はそれやって、後期は個人研究で自
分の好きなことを個人個人で発表する、かな。文献が比較的少ない。
Ｙ：そうだね。足を運ぶタイプだからさ。
Ｍ：面白そうだけどね。
Ｙ：それはそれでね。
Ｃ：就活でメチャクチャ言える。そんな感じ。現場に行きました、みた
いな。宮下ゼミは？
Ｍ：下手なこと言えないぞ。宮下先生いるんだから。
Ｙ：（^^;）宮下ゼミは前期は、人数が多いから５人のチームをつくって、
それで１冊の本を何分割かしたところをみんなでまとめて来てグループ
ごとに発表して、後期はだいたい２人１組ぐらいでみんなで自分でやり
たいことを研究して発表し合う。うちは人数が多いから、なんかチーム
プレーが多い。内容は基本的に多分、チヒロのところより全然自由なのね。
だからみんな結構大きな話題をちゃんと持ってきて、それを半年かけて調
べて発表するみたいなのがすごいあるから、好きなことができるし、１人
でやるのが苦手、みたいな人には、結構いいゼミかなって私は思う。やっ
ぱり１人でやりたい人は逆に１人でできるけど、逆に２人とかでやるから
補い合えるみたいな部分は結構強いのかなっていうふうに思います。
Ｈ：合格合格。
Ｙ：ありがとうございます。合格もらいました。
Ｃ：なんか、基礎演習のやり方で結構それぞれの先生のゼミのやり方っ
てわかりますよね。なんか宮下先生のやつとかって結構、さっき言って
たチームワークじゃないですけど、そういうの多かった。
Ｙ：ああ、なんか聞いたことある。
Ｃ：でも、基礎演習で参考文献の書き方とか、多分みんなやったと思う
けど、ここで勉強できたのはよかったかな。
Ｙ：基礎基本はすごい固めてもらったなというイメージは確かにある。
レジュメの作り方しかり、しゃべり方しかり。結構ね、覚えた部分が多
かったからゼミに活かせた部分が多かったかなって思う。そこらへんの
基礎固めみたいなのは強いから、やっぱみんな意見をさ、自分の意見を
もってしゃべるじゃん。ほかの学部がわからんからなんとも言えないけ
ど、うちのゼミはうまくしゃべる人が多いのかなっていうイメージがあ
る。うちのゼミっていうか、政治。しゃべるのがうまい人、多いよね。
どうですか？
Ｈ：やっぱりほら、基礎演習は全員必修でしかも意見言わされるから、
やっぱり最初のうちは何をしゃべればいいんだろうみたいな顔をしてい
る人がいるんだけど、前期が終わる頃にはみんな何か言えるようになっ
ている、そういう感じはありますけどね。
Ｙ：確かに。法学部って卒論ないじゃん。ないけど、その分、書いたり
話したりする機会が滅茶滅茶多いから、これから使う、就職して、これ池
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から自分がみんなの前に立って何かをするときに活かせるスキルみたい
なのはほかのところよりも身につくなって思いますね。

入学までに政治の知識がなくても・・・
Ｃ：またちょっと話変わるけど、１年生の授業とかで現代社会とかにつ
いて学べるから、実際日本史とってましたとか、そういう人でも現社勉
強してなくてもついていけるというのはあるよね。

Ｙ：うん、確かに、それは
ある。予備知識はいらんか
なって思う。
Ｃ：１年生の授業で結構賄
えたり、それに付随した
ちょっとした勉強とかレ
ポート書きとかでなんとな
く基礎の知識は身につくの
かなあっていうのは思う。
なんとなく政治に興味が
あったり、社会に興味が
あったりして、ちょっと疑
問に思ったり、これちょっ
とどうなのって思ってる人
が集まってるっていう。
Ｙ：そうそうそうそう。だ
から別に政治に滅茶滅茶興

味がなきゃいけない、みたいなのは全然ない。
Ｍ：ない。だいたいみんなそうだよね。だいたい1,２年生のときに歴史
系を学べるような履修、組み方になっている。フィールドが後半になっ
てから。だいたい１、２年で歴史を学んで、3,４年でもっと実践的なも
のを学びましょ、というのが組み立てられてるから、特に政治系を学ん
でないから知識が追い付かないから無理っていう人でも1,２年でちゃん
と歴史を学べるから安心して学べるというのはいいところです。

ゼミはコミュニティー、それとも高校の部活？
Ｃ：宮下ゼミは日本の政治？
Ｙ：日本の政治について。枠は結構大きめですよね。
Ｈ：うん。だから後期の発表なんかも、女性の貧困とか少子化とか、そ
ういうのもあったし。
Ｃ：だからどこのゼミに入っても意外と自由だよね、なんか。自分の好
きなことをやろうと思えばできる。
Ｙ：政治っていう枠自体、結構アバウトだから、広いから、広義だから、
逆にやりたいことを研究できるっていうのはあるかもしれないなってい
うのは思うよね。
Ｃ：小原ゼミもそんな感じ？
Ｍ：小原ゼミもそうだね。宮下先生のゼミなんかとおんなじで、ほんと
にやりたいことを何でもやってというタイプと、逆に大雑把なやつとか
も研究が出されすぎていると、もう一般論がまかり通っている話題は、
先生はこれはもうつまらないから別にしてって、結構ニッチな話題とか
だと先生はいいんじゃないのとかって言ってくれるから、結構厳しい、
ゼミ論の課題決めで一番苦しむけど、でもなんかその分、自分の好きな
ものと政治についての関わり、私だったら音楽と政治との関わり、関係
性について研究やったんですけど、論文で。だから結構政治に絡めて好
きなものをやってもいいし、ほかの子とかは政治と戦争に関してもジブ
リの物語を掛け合わせて論文書いたりしてる。
Ｃ：大変そう。
Ｍ：ちょっと課題決めは大変だけど、その分、自分の好きなものと政治
を組み合わせて考えるとなお面白くできるというところがいいのかも、
うちのゼミでは。そういうのが好きな人は入るのがお勧めです。
Ｙ：それにしてもコミュニティの一つとして重要だなというのは結構感
じる。
Ｃ：高校の部活みたいな感じだよね。
Ｙ：だからあれだね、サークルとか外部の団体に入ってない人からした
らゼミってすごい大きい存在だと思う。

政治インターンシップは殻を破ってくれる
Ｃ：政治インターンシップの話でもしますか。
Ｙ：インターンは・・・
Ｃ：今やったのを考えると就活に使えるなというのは思う。

Ｙ：何やったの？
Ｃ：私？小金井市議の人だったけど、そうね、議員というところだけじゃ
なくて社会人としてのあり方とかも教えてもらったりとか、あとはやった
ことか、やったことは、市議会に行ったり、あと街歩きしたうえで問題を
発見してそれをもっとこういうふうにしたほうがいいと思いますと提案す
る機会もあって、実際それを市議会で言ってもらったということもあった
けど。そういうこともあったから結構今就活とかでも面接で言える。
Ｙ：やってどうだった？なんか楽しそうだったよね。
Ｍ：すごいよかった。地元の市議会議員さんのところに行って。大きかっ
たのは自分たちで調査して、メディアリリースに行って新聞に載せても
らって。
Ｙ：大変そうだったけど、楽しそうにやってたよね。
Ｍ：電話でやんないで直で行けって言われて、広報担当の人、新聞、メ
ディアとかテレビ局とかに行って、こんな調査結果があるのでどうぞ載
せてくれませんかというのを１軒１軒まわって。夏だったからものすご
く暑くてきつかったけど、１社だけ地方新聞が載せてくれて、それが市
議会の話題になって体制を変えてくれて、一つの自治体で変えてくれて、
それがどんどんいわゆる超党派団体みたいになって全国のいろんな議員
さんを集めてやるから、最初は千葉から集まって、そこから全国にまで
バーッと広げて国会のほうの意見書、国会議員さんにも協力してもらっ
て国会で意見を言ってもらったりとかというんで、結構大きなことをし
たというのはすごい経験としてあった。
Ｈ：中身はなんだったの？
Ｍ：中身は色弱者って色覚に異常を持っている方が消防士になりたかっ
たけど自分の自治体だと色覚の検査が採用試験のときにあるから自分が
色弱者というのが理由で就職できないんじゃないかというのがあって、
それはちょっとよろしくないんじゃないかとその議員さんが思って、そ
こから千葉の消防団体のほうに連絡して、採用試験のときに検査をして
いるか、試験後にしているか、もしくは試験をしていないかっていうの
でバーッと調査をかけたところ、だいたい４対３対３ぐらいという、自
治体によってバラバラだったから、それをちゃんと統一するか、もしく
は検査をしない方向にして色弱者の方でも消防士になれるように進めて
いきましょうっていうので地方から始めて、国会議員さんとか全国の議
員さんに協力をしてもらって、というので。あと色覚のNPO団体の方に
も協力してもらってやったりとか。新しい挑戦をするにはいいと思います。
Ｃ：自分の殻を、バーンって。なんか新しい自分を見つけたいという人
にお勧め。
Ｍ：他にもフィールドワークの「取材学」。
Ｃ：そうだね、取材学がすごく面白かった。普段会えない人だし。しか
もやっぱり実践というか、経験してきてる人だから、学ぶことはほんと
に多かった。しかもその人がすごい少人数、10人いるかいないかぐら
いの授業で、その人が書いたものを添削してくれて、一つひとつコメン
トしてくれて。滅茶苦茶褒められたし、嬉しいって思って。書いて取材
して、それについてのフィードバックがもらえる。しかもそんな朝日新
聞の元編集長っていうポストの人から。しかも就活の話とかも全然聞い
てくれたし。ほんとにあれはならではだと思う。
Ｍ：学んだことを実践の授業で自分の腕試しができるっていう授業です
よね。
Ｙ：活かせる。
Ｍ：活かして、１年で学んだことをインターンなり、フィールドワーク
なりで活かして、今自分はどのレベルなんだろうみたいな、実践的に学
べる。インプットだけで終
わらないのがいいのかな
あっていうのはすごい思っ
た。
Ｃ：フィードバックしても
らえるしね。

Ｈ：だいたいまとめに入っ
た？
Ｃ：もう大丈夫じゃない。
Ｍ：必要な情報はしゃべっ
たよね。
Ｙ：大丈夫ですか、これぐ
らいで。
Ｈ：はい。今日はありがと
うございました。

政治専攻　学生座談会
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　「政治インターンシップ｣ は、他大学にはあまりない
カリキュラムとなっています。文字の上やテレビの前で
なく、実際に現場に行き、目で見て、触れて、体験する
事で得た経験は私の大学生活で1番の宝物です。
　｢政治ってよくわかんない…｣、｢実際、政治家ってな
にやってるの？｣ そう思ってるあなたに、私はインター
ンシップに行く事をオススメします。｢百聞は一見にし
かず｣ です。
　政治専攻における大学生活で出会った人々は、私の価
値観に大きく影響を与えてくれました。今後の人生にお
いて、これ程様々な人に出会う機会はあまりないと思い
ます。政治専攻には様々な学びに挑戦できる環境があり
ます。その中にはきっと、皆さんの学びたい事があると
思います。
　是非、皆さんも政治専攻で色々な事に挑戦し、実りの
ある大学生活をお過ごしください。

　「法の知識と現代社会全般の知識を身につけより良い
社会の形成に携わりたい」と考え、政治専攻を選びまし
た。政治専攻は１年生から授業を通してディベートをす
る場面がたくさんあります。
　その為早い段階から、自分の意見にきちんとした根拠
付けをする練習や、様々な価値観に触れることできまし
た。政治専攻は少人数制ということもあり、先生方や学
生とコミュニケーションがとりやすく、手厚くフォロー
してもらえる環境だったので、入学当初は全然知識がな
く不安でしたがなんとか勉強についていくことができま
した。大学生活は新たな価値観、場所に巡り逢える絶好
の機会です。勉強だけでなく、アルバイトやサークル活
動からも多くのことを学ぶことができます。皆さんにも
沢山の素敵な経験をしてほしいと思います。」

政治専攻
卒業生からのメッセージ
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経済産業省外局　特許庁

オークラヤ住宅株式会社
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就職先
公益財団法人　東京シティ・バレエ団
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株式会社　武蔵野銀行
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就職先
LIXIL住宅研究所
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政治専攻　卒業生からのメッセージ

　政治専攻では、政治の理論について深く学ぶことやイ
ンターンなど、現場で体験することなど、学生の学ぶ目
的に合わせて学習することが可能です。ゼミ等では、少
人数で学生や教授と議論する機会が数多くあります。私
はそこで、一つの物事にも様々な考え方があると学び、
その経験が就職活動において、様々な視点から考えるこ
とに活かすことが出来たと思っています。大学生活は高
校生活と比べ、自分で考え行動することが多くなります
が、その中で様々な事を学び、自身を大きく成長させる
ような大学生活を送って下さい。

　法学部のなかでも少人数の政治専攻では、特に大学生
活の最初である１、２年生の間に多くの講義などが被り
ます。そのため他の学部や学科に比べコミュニケーショ
ンを取る機会が多く、大学４年間を通して仲を深めるこ
とができます。
　政治専攻は、歴史など基礎的な講義、ゼミでは討論や
議論、また実習の政治インターンでは「政治の現場」を
見ることができるなど幅広い観点から学ぶことができま
す。政治インターンで単位が認められることは珍しく、
本専攻の特色の一つと言えると思います。
　授業はもちろんのことながら、部活やサークル、ボラ
ンティア、アルバイト、インターンシップ等のさまざま
な経験を通して、たくさんの人と出会い、充実した大学
生活にしてください。

　私が考える政治専攻の魅力は、少人数制という特
徴を活かし、多くのディスカッションの場において
自分の意見を持つ・主張することができるという点
にあると思います。この「自分の意見を持つ・主張
する」というのはとても重要なことであり、私自身、
大学の論述試験やインターンシップ、就職活動の面
接の際に活かすことが出来ました。また、政治専攻
では、ゼミ活動を通じて社会人として必要なコミュ
ニケーション能力を鍛えることができ、さらに、政
治の現場を体験する「政治インターンシップ」や様々
な現場で働くゲスト講師を招く「オムニバスセミ
ナー」などの講義を通じて政治・社会の現状を知る
ことが出来るなど、政治専攻ならではの経験が沢山
出来ます！四年という年月は長いようであっという
間に終わってしまいます。この貴重な時間を無駄に
しないよう、自分のやりたい事はとことん挑戦し、
仲間たちと充実した大学生活を送ってください。

　私が國學院大學の政治専攻に入って成長したと思
うことは ｢自分の考えを表現すること｣ です。政治
専攻では１年次の基礎演習から、自分の意見を書い
たり他者に発表する機会があります。ゼミも他学部
より早く、２年生から始まるので学生同士で話し
合ったり議論することは多いと思います。私も初め
は上手くいかないこともありましたが、回数を重ね
ていくうちにどうやったら話をまとめられるか、き
ちんと意見を伝えられるかが分かってきました。他
の人との意見交換は自分の視野を広げたり、新しい
知識との出会いにも繋がります。そのようなチャン
スを大学でたくさん得られたことは自身にとって非
常に有意義でした。また、政治専攻には様々な分野
のカリキュラムが用意されているので広げた視野を
さらに深めることもできます。チャレンジする舞台
が整っている國學院大學で、大学生活４年間を充実
したものにしてください。

　國學院大學の政治専攻ならではの魅力は、何と
いっても「少人数制」という点にあると思います。
教員との距離が近く、学生同士が仲良くなりやすい
アットホームな雰囲気のおかげで、充実した学生生
活をおくることができました。また政治専攻には、
議員のもとで、インターンシップを行える制度があ
る為、実際の政治活動を自分の目で確かめることが
できます。私は、夏季休暇を利用し、地元の議員の
もとで二ヶ月間勉強させていただきました。はじめ
て足を踏み入れた政治の世界は想像していたものと
は異なる点が山ほどあり、政治をより身近に感じる
ことができます。この貴重な経験は、私の学生時代
において、かけがえのない宝物になりました。政治
について深く学びたいという想いを持っている方、
現実の政治を自らの目で見て、体験してみたいと考
える方にはお勧めの専攻です。ぜひ、政治専攻で価
値ある四年間を過ごしてください。
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学校法人日本医科大学　事務職員

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

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

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

民間企業に
就職する

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

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

大学院進学で
「もっと勉強する」

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

公務員として
働く

　法曹三者（裁判官・検察官・弁護士）は法学部生にとってあこがれの職業です。しかし、
そのためには、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ヴァ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！
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■キャリアサポート−就職活動支援
　就職活動を行う際には、しっかり準備した上で臨む
ことがきわめて重要です。就職活動が短期化している
ことから、大学に入学したらすぐに就職を意識してお
く必要があります。國學院大學では、みなさんの希望
する進路を実現するために、様々な就職活動支援を企

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

民間企業に就職する

■主なセミナー・ガイダンスの例
講　　　座　　　名 内　　　　　　容

就活スタートガイダンス 就職活動の流れ、ポイントの説明。就職ナビサイトの登録。インターンシップ対策。
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学内に招いて行われる企業説明会。
模擬面接トレーニング 企業の採用担当者による模擬面接指導。
学内合同企業説明会 本学学生にお勧めしたい優良企業を学内に招いて行われる、企業説明会。
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
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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　オカムラ 
パナソニック　荏原製作所　ＴＯＴＯ　ＹＫＫ　タカラスタンダード　古河電気工業　スズキ　 日野自動車

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　ヤクルト本社　山崎製パン　ヤマキ　マルコメ　コーセー　小林製薬　
大正製薬　久光製薬　日本イーライリリー　ゼリア新薬工業

印刷・マスコミ………………………… 博報堂　電通テック　産業経済新聞社　日本農業新聞　西日本新聞社　テレビ朝日映像　ＮＨＫメディアテクノロジー　
鹿児島讀賣テレビ　宮崎放送　トッパン・フォームズ

商社・小売……………………………… 三菱商事ケミカル　丸紅エネルギー　住商メタレックス　ユアサ商事　国分首都圏　日本アクセス　そごう・西武　三越伊勢丹　
パルコ　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

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　野村不動産アーバンネット　 
三菱ＵＦＪ不動産販売　みずほ不動産販売"

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　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　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）　東京地下鉄（東京メトロ）　東急電鉄　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　ヤフー　日本アイ・ビー・エム　リクルート住まいカンパニー　ディー・エヌ・エー　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　日本赤十字社

●法学部卒業生の主な就職先 (一般企業過去５年間)

卒業後の進路

■就職活動サポートツール
企業大研究 本学独自取材で、各業界のリーディングカンパニーを紹介し、企業研究をサポートする冊子。
就活体験記 4年生や卒業生の就職活動情報を集めた冊子。先輩の就職活動を参考にして、早めの準備をしましょう。
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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　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、「〇〇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。
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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）・客室乗務員

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。

航空業界を目指して
［対談］

Profile
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　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、しっかりと計画的に準備をすれば、この難関をのりきる
のはそう大変ではありません。金融業界への就職を果たした先
輩（熊澤咲希さん。以下、Ｋ）のお話を聞いてみましょう。

Ｑ　こんにちは。この度は野村證券株式会社へのご就職、おめ
でとうございます。
Ｋ　ありがとうございます。

Ｑ　さっそくですが就職活動はいつ頃から開始なさいましたか。
Ｋ　私の場合は周りの人に比べて就職活動を始めたのがどちら
かといえば遅く、きっかけとなったのは３年生の冬にキャリア
サポート課が開催している業界セミナーに参加したことでし
た。そこでどの企業を受けてみたいか、なぜ自分がそう思うの
かをノートに書きだしていき、条件を少しずつ絞り込みながら
就職活動を始めていきました。説明会などに参加していったの
は３年生の終わり頃からです。

Ｑ　そのなかで金融業界への就職をお決めになったのはどんな
きっかけからですか。
Ｋ　当初は金融業界とまでは決めておらず、生命保険や不動産
なども受けました。以前不動産屋さんでアルバイトをしていた
ことがあったのですが、そのとき自分がご案内したお客さんか
らわざわざお礼の電話をいただいたことがあってとても嬉し
かったもので、私自身は何か無形の商品というか、自分の付加
価値で、あなたにお願いして良かったと言って貰えるような仕
事につきたいと思っていたんです。また自分は身近なところで
人の役に立ちたいという気持ちが強く、関東に多く支店がある
金融業、なかでも証券業へ惹かれていきました。

Ｑ　証券業での勤務はやりがいがありそうですね。
Ｋ　そうですね。私自身、この会社で働き続けていきたいと思っ
ています。金融業ではエリア総合職という制度があって女性に
とって働きつづけやすい環境が整っています。それも金融業を
志したきっかけのひとつでした。

Ｑ　女性にとって将来まで見据えられるというのは、今後ます
ます大事になっていくところですね。それでは、就職活動と学
業の両立は難しくはなかったですか。
Ｋ　そうですね。単位は４年生になるまでにはほとんど取得で
きていたので、それほど難しくはなかったです。
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國學院大學法学部2020年卒業（法律専攻）
就職先：野村證券株式会社

Ｑ　それは凄いです。計画的に学業を進めていらしたのですね。
それではアルバイトなどはしておられましたか。
Ｋ　就職してからはひとつのところで働き続けたいと思ってい
たので、学生の時にしかできない体験をしたいと考えて色々と
体験しました。塾の講師ですとか、カフェや不動産、それに通
信業界などもやりました。そこでパソコンのスキルを修得した
り、部署の立ち上げを手伝わせて頂いたり、就職活動にも活か
せる部分の多い、とても有意義な経験となりました。

Ｑ　大学の授業で就職活動に役立ったものはありましたか。
Ｋ　やはりゼミが役に立ちました。私の場合、平地先生のゼミ
に入っていて本当に良かったと思いました。毎回二人一組で課
題について発表する形式だったのですが、自分がゼミで担当し
た課題については、その論点やそのときに出された意見、議論
もはっきり覚えていますし、それについては就職活動でも深く
語ることができました。単位数という意味ではゼミもその他の
授業も変わらないと思われるかもしれないですが、ゼミに入ら
ず講義に出ているだけでは、そうやって深く語れるくらいに学
ぶことはなかなか出来ないのではないかと思います。

Ｑ　最後に高校生の皆さんに向けて、メッセージを一言お願い
します。
Ｋ　私は、國學院大學を自信をもってお勧めできます。高校生
の皆さんだと、将来について想像できないことも多いと思うの
ですが、國學院大學はキャリアサポート課をはじめとして将来
に向けたサポートも手厚くて、親身になって支援をしてくれます。
イベントも多く開催されていますし、OBやOGからお話を聞く
機会も与えてくれます。学内も少人数であることもあって人と
人の距離が近いし、通学もしやすく、学業の環境もよいと思い
ます。もし将来がはっきり決まっていなくても、むしろこの大
学に入学してから考えれば、きっと答えが見つかると思います。

社会に向けて
羽ばたくために
―國學院で未来を見つけよう

［対談］

Profile
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　法学部生の間では「公務員」は根強い人気を誇って
います。ただ、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
といった特別の職種もあります。

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

公務員をめざす

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

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

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。

公務員２年合格コース

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。

公務員合格コース
／國學院本科生

（警察官・消防官）

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

公務員合格コース
／國學院本科生

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。

K-PLAS
宅建士・行政書士講座

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）

卒業後の進路
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　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
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國學院大學法学部2019年卒業（法律専攻）
就職先：葛飾区役所

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。

地方公務員を目指して
［対談］
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　日本の治安を守るために日々活躍している警察官は、法学部
生にとって人気の職業です。警察官としての道のりを歩み始め
た先輩（浦田麻有さん。以下、Ｕ）にお話をお聞きしました。

Ｑ　こんにちは。警視庁へのご採用おめでとうございます。
U　ありがとうございます。

Ｑ　警視庁を目指されたきっかけはどのようなものでしたか。
Ｕ　小学６年生のときに警察官に密着したテレビ番組を見て、
昼夜を問わずひたむきに頑張っている姿や、女性警察官でも男
性警察官と同じように職務を全うしたり、女性という立場から
高齢者や女性の被害者の方を身体的・心理的に事件や事故から
守っている姿に憧れ、警察官を志望しました。大学を選ぶとき
も警察官になるための勉強をしたいと考えて法学部を選びまし
た。

Ｑ　ずっと心に決めていらしたのですね。では、警察官になっ
てやりたいことというのはどのようなことですか。
Ｕ　女性警察官で結成された「さくらポリス」に興味がありま
す。これは性犯罪の対象となる子どもや女性を狙った声かけ、
つきまといや公然わいせつなどを専門的に取り締まるチーム
で、女性警察官ならではの立場で役に立つことができると思っ
たからです。
また、将来的には白バイ隊員として悲惨な交通事故を未然に防
ぐような仕事もしたいと思っています。

Ｑ　女性警察官だからできる仕事を目指しておられるのです
ね。では、採用試験への対策はいつ頃から始めましたか。
Ｕ　大学３年生の４月からです。それまでは体育連合会バレー
ボール部に所属していたのですが、春季リーグ戦で部活を引退
し、大学で授業を受けながら予備校に通いました。

Ｑ　きちんと切り替えをして、勉強に取り組んだのですね。大
学との両立は難しくはなかったですか。
Ｕ　そうですね。でも警察官採用試験に向けた勉強については
大学の授業と切り替えをして、予備校や自宅で集中して勉強を
するようにしていました。

Ｑ　警察官になるにあたって、國學院大學の授業で特に役に
立ったもの、興味深かったと思うものがあれば教えて下さい。
Ｕ　安田先生のゼミに入って刑事政策を学べたことですね。警
察官採用試験との関係でいえば、４年間の法学部の授業はどれ
も役立つものばかりでしたし、法学部に入学してよかったと
思っています。なかでも刑事政策のゼミでは、法律の解釈論と
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國學院大學法学部2020年卒業（法律専攻）
就職先：警視庁

は異なって、現代社会の中で日々話題になるような高齢者危険
運転や薬物事犯、児童虐待などを取り上げていて興味深い授業
でした。高齢者危険運転のことにしても、それまでは客観的な
ひとつの事故としか見ていなかったものが、ゼミの中でテーマ
として取り上げられたことで他人事ではなく身近に考えるよう
になりました。また、ゼミ合宿では医療刑務所や保護観察所、
更生保護施設などに見学に行き、そこで話を聞く機会をいただ
き、色々なことを考えさせられる貴重な経験となりました。

Ｑ　國學院大學での４年間を振り返って、いかがでしたか。
Ｕ　４年間というのは長いようであっという間です。自分がど
う有意義に過ごせるかで変わってくるのだと感じます。そのた
めにはなりたい自分―私の場合は警察官でしたが―から逆算し
て考えることが大事だと思います。國學院大學には１年次に
キャリア・プランニングという将来の「理想の自分」について
考え、就職活動を始めるにあたって自分の将来設計を明確にす
ることで、本当にやりたいことや、やらなくてはいけないこと、

「なりたい自分になる」そのための人生設計です。その授業が
自分にとってとても役に立ちました。

Ｑ　最後に、これから大学に入学される方へ向けて、一言メッ
セージをお願いします。
Ｕ　私の場合は、なりたい自分になるためにどうしたらよいか、
沢山考え、行動してきました。法学部はもちろん、どの学部に
入ったとしても将来の目標を達成するために大学４年間をどう
有意義に使うかが大事だと思います。４年間は長いようで短く、
あっという間に過ぎてしまいます。自分のやりたいことを見つ
けて、決して妥協せず夢をつかんでください。そして学生生活
を思いっきり楽しんでください。

警察官を目指して
［対談］
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　公務員は、法学部の学生の中でも「なりたい」と思う人の多
い職業です。どんな心構えで臨むと結果が出るのか、合格者の
先輩（武田彩里さん。以下、Ｔ）にお聞きしました。

Ｑ　この度は東京都庁へのご就職決定おめでとうございます。
Ｔ　ありがとうございます。

Ｑ　公務員を目指すということはいつ頃からお考えでしたか。
Ｔ　公務員をいいなと思ったのは、入学したとき頂いたパンフ
レットがきっかけです。そこに世田谷区に就職なさった卒業生
が紹介されていて、いいなと思ったのが最初でした。それでも
１、２年生のときはまだ他の道も考えていて、教職をとったり、
図書館司書の資格をとったり、色々なことをしていました。本
当に公務員一本でと思ったのは、３年生の初め頃からです。そ
れから３年生の夏には霞が関女子インターンという省庁のイン
ターンをはじめ、色々なインターンに参加しました。

Ｑ　先を見据えて様々な活動をしていらしたのですね。大学で
の学業と就職活動はうまく両立できましたか。
Ｔ　そうですね。私は教職や司書の資格を取っていたことも
あって、ずっと大学にいる人でした。法律以外にも歴史系をとっ
たり幅広く履修していたのですが、だからこそ教科と教科との
つながりに気づくことも多く、今の世界を感じることができま
した。単純に知ることも楽しかったですし、その知識は就職活
動や試験にもすごく役に立ったと思います。

Ｑ　忙しい毎日を送ってらしたのですね。そんな中、息抜きな
どはどのようになさってましたか。
Ｔ　やはり、勉強とは違う関わりで色んな人と話す時間がない
とストレスを感じてしまうので、公務員試験が近くなってから
もアルバイトをするようにしていました。あとは趣味が料理な
もので、クッキーを焼いたりして息抜きをしていました。

Ｑ　公務員試験に向けてはどのように取り組まれましたか。
Ｔ　通常の筆記試験の勉強のほか、新書を読んだり時事に気を
配るようにしていました。それから２年生の後期から開始され
る國學院大學の国家公務員志望者向け講座（K-PLAS）へ参加し
ていました。それはとても面白い講座で、美術館や音楽鑑賞を
してきてプレゼンテーションをしたり。２年次に試験に合格す
ると無料で受講させていただけたので、とても助かりました。

Ｑ　試験へ準備する中で難しかったことはありましたか。
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Ｔ　周囲の人が民間に就職を決めていく中、公務員への内定は
遅くまでかかるので、やはり不安がありました。このままで大
丈夫かという悩みは公務員を目指す仲間のなかでも多かったと
思います。でも私の周囲では、そういう悩みに早く踏ん切りを
つけ、思い切れた人から合格が決まっていったように思います。

Ｑ　迷いを振り切ることが合格につながったのですね。では今
後東京都庁の職員としてどんなことに取り組みたいですか。
Ｔ　２年生のとき、両親の所得格差が子どもの学力格差につな
がっているという結果を見て、とても衝撃を受けました。でも、
授業が分からないときに図書館で先生の指示していた本を読む
とわかることって多いと思います。ですから、私は子どもたち
がちゃんと自分に必要な本を見つけられる環境をつくりたいと
考えてきました。そして、学校教育以外の場でもあらゆる人が
教育につながる環境をつくりたいと思っています。大人も子ど
もも、学校になじめなかった人も、ふと思い立ったら自分の知
りたいことや学びたいこととつながれる場があれば、もっと人
生も、国も豊かになるんじゃないかと考えています。

Ｑ　社会の誰もが学べる環境をということですね。その通りだ
と思います。それでは、最後に今後國學院大學から公務員を目
指す後輩に一言メッセージをお願いします。
Ｔ　國學院大學の法学部では法学以外にも、社会の仕組みや歴
史や色々な学びをさせて貰える制度があって、だからこそ法学
が社会の流れにしっかりと対応した学問だということを感じる
ことができました。これから公務員を目指したいと考えている
方も、ぜひ色々なことに興味をもち、それに一生懸命取り組ん
で貰えればと思います。そうして頑張った経験は、例えサーク
ルやアルバイトのことでなくとも面接で胸を張って話すことが
できますし、結果として将来の道や可能性を広げることにつな
がるのではないかと思います。

誰もが学べる社会を
つくりたい
―公務員を目指して

［対談］
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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、その中の3人である東史織さん、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。

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、弁護土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、ならば弁護土を目指そうと。

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

度な学習に酎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

特別企画
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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。

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。
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法科大学院（ロースクール）・法学研究科に進学する
■法曹三者とは？

■法学研究科での学び

　法学部への進学を希望するみなさんの中には、将来、
大学で身につけた法律の知識を活かせる仕事に就きた
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司法試験に合格することが
必要ですが、この司法試験の受験資格を得るためには、

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

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

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

の条件ですが、本學の法学研究科は、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。

学部卒業(法学部以外も可)
▼

法科大学院入試に合格し、法科大学院に進学
▼

既修コース(２年間) or 未修コース(３年間)を修了
▼

司法試験受験
▼

合格後、約１年間の司法修習

■合格までのみちのリ

●卒業生の合格実績 （過去５年間）

東京大学法科大学院 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 早稲田大学法科大学院 中央大学法科大学院
上智大学法科大学院 明治大学法科大学院 法政大学法科大学院
日本大学法科大学院

卒業後の進路
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　法科大学院から法曹への道は長く険しいものです。しかし、夢をか
なえるにはこの試練を乗り切っていく必要があります。ここでは、法
科大学院へ進学する先輩（細川夢紡さん。以下、Ｈ）の声をご紹介します。

Ｑ　なぜ弁護士を目指そうと思ったのですか。
Ｈ　はじめは刑事やSPになりたかったんです。小さいころから刑事
ドラマを見て憧れていて。もともと、理論立てて物事を追求していく
ことが好きだったんですね。ですから最初は事件を追い求める側でや
りたかったんですが、刑事訴訟法の中川ゼミで勉強をしていくうちに、
追い求める側もいつも絶対に正しいとは言えないのかもしれないと感
じてしまって。そうやって将来に迷っているときにゼミの先生から、
君ははっきりものを言うから弁護士に向いているんじゃないかって言
われたんです。その一言が弁護士という職を目指そうというきっかけ
になりました。

Ｑ　弁護士になってどんな仕事をしたいとお考えですか。
Ｈ　刑事弁護をしたいと考えているのですが、それだけではなくて、
いつも身近にいて「ちょっと困った」というときに相談してもらえる
弁護士になれたら良いなと思っています。いま、弁護士に頼むという
のは大げさなように思われていて、困っているけど、でも弁護士に頼
むほどでもないかもしれないと迷う方はとても多いと思います。そん
なときに気軽に話してもらえるような、そんな弁護士を目指したいで
す。相談してもらい、やはり大したことではなかったと安心できたり、
相談してよかったと感じてもらえたら良いなと思っています。

Ｑ　人々の身近にいる弁護士を目指したいということですね。とても
素敵だと思います。それでは、法科大学院を目指そうと思われたのは
いつ頃からでしたか。
Ｈ　先生とも相談をして決めたのは３年の後期の頃でした。試験は４
年生の夏でしたのであまり時間はなく、ぎりぎりでしたね。

Ｑ　試験の準備はどのようになさいましたか。
Ｈ　小論文が出題されるため過去問を解いたりもしたのですが、何よ
り中川ゼミで修得してきた議論の仕方が役に立ちました。ゼミでは文
章の型や書き方、脚注などもしっかりと指導をして頂けましたし、ゼ
ミ生の間でも自身が書いている論文を読みあい、お互いに指摘しあっ
たり討論をしたりするので、本当に刺激になるゼミでした。あとは、
小論文対策の教材を読み、狙われやすい論点等を勉強しました。

Ｑ　そうして進学先を決定するまでの大学生活はいかがでしたか。
Ｈ　私はあまり計画性がないので無計画に生活していました。フェン
シング部で活動をしながら大学院の学費を稼ぐためにアルバイトも掛
け持ちしていました。さらにゼミの論文が佳境に入ると、日付や曜日
感覚が狂って明日の予定すらわからないこともありました。

Ｑ　学業との両立は大変ではありませんでしたか。
Ｈ　大変といえば大変だったのかもしれませんが、自分で選んだこと
でしたし、何かを途中でやめようとあまり思わないタイプだったので
特別大変だとは思いませんでした。何かのすきま時間に、移動しなが
ら勉強したり、アルバイトの休憩中に論文の資料を読んだりというこ
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國學院大學法学部2020年卒業（法律専攻）
進学先：早稲田大学法科大学院

とをやっていました。

Ｑ　いろいろなことに全力で取り組んでこられた結果、今があるとい
うことですね。それでは進学へ向けて、ためになった、面白かったと
いう授業があれば教えてください。
Ｈ　私にとっては中川先生の刑事訴訟法の授業が一番ためになりまし
た。ついていくのはとても大変なんですけれども、つまずいた人を絶
対に置いていかないし、法律の勉強が面白いものなんだと気づかせて
くれました。また佐古田先生の民事訴訟法の授業では、手続の流れを
細かく丁寧に教えてくださるのですが、それが全然わかりにくいと思
わないで進んでいけるんです。それから、手続法の授業に加えて、実
務面を見せてくださったのが安田先生の授業でした。先生の授業では、
刑事政策や犯罪学の視点から実務的な部分を教えていただき、法律の
手続きの先にある実際の世界を見せていただきました。先生方の授業
をパラレルに受けたことで、様々なことを理解し納得できたという感
じがします。

Ｑ　つながっているけれども、異なる視角からの授業を相互に結び付
けることで、法律への理解がより深まったということですね。それで
は、これから國學院大學の法学部へ進学する方へ向けて一言メッセー
ジをお願いします。
Ｈ　実際に法律を学んでみると、皆さんのイメージしていた法学との
ギャップが大きくてつまらないもののように感じることもあるかもし
れません。でも、無理に頭に詰め込もうとするより、まずは先生方の
お話を聞いてみて、あ、自分の知らない世界がここにあるんだと思う
ところから少しずつ始めれば、きっと苦にならないんじゃないかと思
います。自分の知らない世界に存在するルールはどんなものだろう、
と少しずつ話を聞いてみると面白いですよ。法律以外の授業も、自分
のあまり関心のないものでも履修してみると、知っていると思ってい
たことでも、そこには案外知らない世界が広がっていて、驚くこと、
面白いことが多くありました。ですから知ることを面白いと思えれば、
大学生活はきっと充実したものになると思います。國學院での生活は、
先生との距離も近く、何かを教えてもらいたいと思って自分から動け
ば教えてもらえる環境です。授業でも、学生生活でも、様々な人と触
れ合えて、自分の世界が大きく広がった、そういう色々な経験をでき
て私は良い大学生活が送れました。これから入学する方々も、沢山の
発見をして、沢山の経験をして面白い大学生活が送れることを願って
います。

［対談］

Profile

法科大学院進学を
目指す皆さんへ
―知ることを楽しむことから始めよう
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　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（修土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
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國學院大學法学部2018年卒業（法律専門職専攻）
進学先：中央大学大学院法学研究科博士後期課程

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　博土前期課程（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。

法学・政治学を究める
－大学院進学という選択肢

［対談］
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■ 法学部の入試の種類と日程

　11月中旬 公募制自己推薦（AO型）

　11月中旬 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）、法学部特別選考

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

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。
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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
りて少しアドヴァ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

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」にて具体的なアドヴァイスをいたします。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。
・2020年度の法律専攻を例にとると、募集人員は24名だったのですが、最終合格者は40名でした。國學院大學法学部

でやっていけるというレベルに達していると私たちが判断したのに、相対評価の手法を用いて1点刻みで不合格にする、
ということはいたしません。ご安心ください！

・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ヴァイス
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⃝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2019年度でセンター試験が廃止されて大学入学共通テストに移行するなど、大学入試の
大変革がなされています。私たちもこのような大変革の時代において、新しい入試方式として「法学部特別選考」を設
けました。この入試では、①あなたが受験された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。

⃝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ヴァイスをしてきました。無用の不安から

解放されたところで、あらためてこのパンフレットの「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

入試制度について

◆2020年度オープン・キャンパス日程

8月22日（土）・8月23日（日）・9月20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。
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