「個」
を強くする大学。

法学部

SCHOOL OF
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makes the world go round.

学 部 長 メッセージ

法律の専門知識と幅広い教養を力に、社会を歩んでほしい。
明治大学は「明治法律学校」という、当時では先進的な

学ぶことで、多角的な考え方が身につき、幅広く活躍でき

私立の法律学校から始まりました。個人の権利を確立し、

る人材を育成できることです。法の知識や考え方は法曹

自由な社会を実現する「権利自由」
「独立自治」の建学の精

に限らず、一般企業や公務員の法務部門などの仕事でい

神に基づき、庶民のための法律のあり方を追究してきまし

かすことができます。さらにいえば、法は社会の仕組みで

た。その歴史は、旧帝大にも勝るとも劣りません。オラン

あり、人が共生するためのツールですから、どのような職

ダやイギリスの法学が主流だった当時の日本に、フランス

業に就く学生にとっても、さまざまな規律やルールがある

の最先端の法学を取り入れたのが明治法律学校で、のち

社会を生きるために必要な力となるはずです。

に制定される法律に大きな影響を与え、日本の近現代法

どの進路を目指す学生にも、確かな法の知識と豊かな教

史のひとつの柱となりました。（是非、明治大学公式ＨＰ

養を基礎に、さまざまな問題に立ち向かってくれることを

法学部サイトの「学部概要（法学部とは）」をご覧くださ

期待しています。そのうえで、明治大学らしいよい意味で

い。）

の庶民の感覚を養い、
「しなやかさ、タフさ」といった気概

この伝統と意志を受け継ぐのが法学部です。明治法律

をもった社会人に成長してほしいですね。

学校には「在野の精神」をもち、庶民のために尽くした卒

明治大学法学部は、法曹を養成することだけを目的に

業生が数多くいます。たとえば日本のシンドラーと呼ばれ

はしていません。法律の本質を伝えることを何よりも大切

る弁護士布施辰治や、吉野作造を支えた裁判官として有

にしたいと思っています。知っていれば損得につながる、

名な尾佐竹猛などです。代表的な卒業生の思いを学生た

学べば儲かるといった考えではなく、自分と他者の双方が

ちに受け継ぎ、庶民の感覚を大切にする法曹を養成するこ

「互いに利益を得る」ために用いられるのが法の本来のあり

とが私たちの使命のひとつだと考えています。
明治大学法学部の特長は、教養科目が多いこと。充実
した法学専門科目に加えて、選択の幅の広い教養科目を

方なのです。法学部での学びを通じて、将来どのように社
会に貢献したいのか、夢を描いてほしいと思います。
みなさんの夢をぜひ見つけに来てください。

法学部長

上野 正雄（うえの まさお）
1980年明治大学法学部卒業。裁判官を経
て2003年明治大学法学部助教授、2004
年法科大学院
（ 現専門職大学院法務研究
科）助教授、2007年法学部准教授、2010
年同教 授。担当科目は
「 少年法 」
「犯罪
学」
。副学長等を経て2022年より現職。

動画と記事で学部を知る
「Step into Meiji University」
も
ぜひご覧ください
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※登場する人物の在籍年次や役職等は、取材時点のものです。
2021 年以前撮影の写真も掲載しています。
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法学部概要

法学部の歴史は明治大学の歴史そのものである
国の発展には正しい法知識の普及が不可欠。
今も受け継がれる建学時の熱い想い
現在の明治大学は、4 つのキャンパスに 10 の学部を構える総
合大学ですが、その原点は小さな法律学校でした。
明治大学の前身、明治法律学校は、1881（明治 14）年、当時ま
だ 30 歳前後だった 3 人の若者によって創立されました。若者の
名は岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操。国が設立したばかりの司法
省法学校で出会った学友という間柄でした。「日本近代法の父」
と呼ばれるフランス人法学者・ボアソナードのもとでフランス法
を学んだ 3 人は、司法省法学校の最初の卒業生となります。
明治維新から間もない当時の日本は、法律も未整備のまま。

まってきました。資金難などに苦しみながらも、創立者の 3 人は
近代的な法学教育に尽力し続け、国や社会を支える優秀な人材
を輩出してきました。そんな建学の精神と、法学に対する熱意を

自ら問題を発見し、考え、解決法を
見つけられるような人材を育成する

1

1894
（ 明治27）年に描かれた明治法律学校。大日本帝国憲法の施行によって法律に
対する関心が高まり、入学希望者も増加。当時約1,000名の学生が在籍していました。

創立から 140 年を経た今、国や社会のあり方は大きく変化しま

進路に合わせた
5つのコース制

学生が自ら将来の進路を決め、それに合った科目が選べるよ
う 5 つのコース制を採用しています。1 年次に法律の基礎を
学びながら将来について考え、2 年次進級時から各コースに
所属するシステムになっています。

した。国際化や情報化が進む時代に対応して、法学部で学ぶ内

▶詳細は P.11 ～ 20

容も多様なものになってきています。しかし、人々が幸せに暮ら
せる社会を実現するために、
「法律」が大切な役割を果たしている
ことに変わりはありません。よりよい社会をつくるために、
「法」

を学んだ自分たちの使命である」と考えた 3 人は、本格的な法律

はどうあるべきなのか。その答えを「自ら考え、自ら解決法を見

自由民権運動が高まりを見せた時期。「権利自由」
「 独立自治」

Point

今に引き継ぐのが、現在の明治大学法学部なのです。

することが必要でした。「法学を広く普及することこそが、法律

そうして生まれたのが明治法律学校です。折しも、社会では

これからの社会で活躍できる
法律家を育てるプログラム

を校訓に掲げた明治法律学校には、全国から志の高い学生が集

日本が近代国家として成長するためには、民主的な法律を制定

教育を行う私立学校を設立することを決意します。

明治大学法学部の強み

Point

2

つけられる」ような人材を育てることこそ、創立者 3 人が目指し

自ら問題を発見し、解決への道を探る。法律に限らず、どのよ

た目標であり、長い歴史のなかで大切に受け継がれてきた、明治
大学法学部の大きな使命なのです。

リテラシー教育で
学ぶための力をつける

うな学問においても基礎となる学びのテクニックは、社会に出
1960 年 代 に 撮 影 さ れ た、 1954（ 昭和29）年、明大通りから撮影された駿河台
駿 河台キャンパスの旧図書 キャンパスの風景。左は当時駿河台キャンパスを象
館で勉学に励む学生たち。
徴する建物だった記念館。右奥は大学院校舎。

てからも大きな力となります。
「ゼミナール（演習）
」形式の授
業を中心に、こうした力を身につけます。 ▶詳細は P.21 ～ 22

Point

3

現在の駿河台キャンパス。
法を学ぶ学生にとって、
司法や行政の中心地で
ある東京で学生生活を
過ごすことは、社会の変
化を肌で感じるうえでも
貴重な経 験になるはず
です。

少人数制の外国語教育や
独自の留学プログラム

グローバル化が進む社会に対応できるよう、
「英語で法律の
仕事ができる」人材の育成を目標とし、外国語教育にも力を
入れています。また、英語で外国の法律を学べる独自の留学
プログラムなども実施しています。

Point

4

女性法曹の育成

▶詳細は P.23 ～ 26

資格取得、就職、進学を
強力にバックアップ

卒業後、学生一人ひとりが希望する道へ進めるよう、法学部
はもとより大学を挙げてさまざまなバックアップ体制を整えて

女性法曹（裁判官、検察官、弁護士）

います。資格取得や就職活動、進学など、目的に合わせてき

の育成にいち早く取り組んだのも明治大

め細かなサポートを実施しています。

学でした。1929（昭和 4）年に明治大学

▶詳細は P.29 ～ 36

女子部が創設され、ここからわが国初の
女性弁護士が誕生しています。現在活
Point

躍している女性法曹を見ても、明治大学

5

出身者が高い割合を占めています。
中田 正子（ なかた・まさこ）

1884（ 明治17）年、判事登用試験に合格した明治法律学校の初期卒業生と教員たち。後列左から2番目が岸本辰雄、中列右から3番目が宮城浩蔵、中列左端が矢代操。

03

法服姿の中田正子
（個人蔵）
写真提供／鳥取市歴史博物館

1910（ 明治43）年東京生まれ。明治大学女子部卒業後、明治大学法学部に
進学。1938（ 昭和13）年、当時の高等試験司法科に合格（ 3 名の女性合格者
はいずれも明治大学女子部出身）
。1940（ 昭和15）年には日本初の女性弁護
士となり、鳥取県弁護士会長、日本弁護士連合会理事などを務めた。

各界で活躍する
OBや OG の存在

明治大学法学部出身者は、あらゆる業界で活躍しており、就
職活動の際には心強い存在です。また、資格試験対策や課外
活動などのプログラムを通して、第一線で活躍するOB や OG
の指導を受けることができます。

▶詳細は P.28、P.36
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法学部の特色

個を育てる法学部の学び①

Class Report

現代社会で起きている
新たな問題の解決 策を
法律面から考える

法律学科
公共法務コース
3年

遠藤 七理

重大な犯罪事件が日々のニュースで取り上げられることは決して少なくありません。そして、

少年法

STUDENT VOICE

私立
大阪女学院高等学校卒業

少年法の役割を見つめ直し
社会の未来を考えてゆく

「少年法」には、犯罪から社会を守る役割

けることで、社会で巻き起こる刑法に関す

と少年の健全育成を推進するという役割が

る議論にも興味をもつようになりました。

あり、どちらかに偏ると少年の未来や社会

日本の犯罪件数は年々減少していますが、

の成長を阻むことになります。そのため、

少年法は厳罰化の道を辿っています。少

「少年法」が有効に機能する二つの役割のバ

年犯罪の発生、処理、解決は社会を映す鏡

ランスについて学んでいます。「少年法」の

のようです。これからも日々の報道を解釈

授業では、対立する意見の背景にある理論

し、社会の現状や未来について考える心を

を知り、自分の意見をもつことを重視。物

大切にしていきます。

事を自分事として捉えて考える力を身につ

その犯人が少年であった場合、そのたびに少年事件や非行少年の処遇に対する、さらには
少年法の制度そのものに対する大きな議論が巻き起こっています。「少年法」の授業では、
複雑化した現代社会において関心が高いこの分野に挑戦していきます。

少年法・少年犯罪について基礎から
理解を深めていく

よって、犯罪を抑止し、犯罪から社会を守ろうとしているのです。

か」
「被害者や被害者の遺族の心情を重視し、さらに厳罰化すべ

しかし、少年が罪を犯した場合、成人の場合と同じ考え方で裁

きではないか」といった世論も強まっています。制度の根拠を踏

いてよいのでしょうか。少年は、成人と異なり、教育によって大

まえつつ、社会の要請との調整を図って、あるべき姿を導き出す
ことがとても難しい分野といえるでしょう。

法律は私たちの暮らしそのものと密接不可分の関係にありま

きく変わる可能性をもっています。ですから、単に罰を与えるよ

す。ですから、時代が変わり、社会の形態や人々の価値観などが

りも、強制的に再教育を課し、それによって非行少年を立ち直ら

変わってくれば、今ある法律を改正したり、新たな法律を制定し

せた方が、結果としてより社会の安全を確保できるのです。これ

ルールを見つけ出していかなければならない問題がたくさんあり

たりする必要も出てくるのです。秩序ある社会を実現するための

が少年法の仕組みです。

ます。少年法や刑法に限らず、現在の法律のあり方やつくられ方

ルール（＝法律）を理解し、今日における妥当性を検討すること
は、法律学の魅力といえます。
上野正雄教授が担当する「少年法」は、そんな魅力を伝える授
業のひとつ。
私たち人間は社会のなかでしか人間として生きることはできま
せん。ですから、その社会を維持するためにたくさんのルールが
設けられています。犯罪という重大な違反行為を犯した人間に対
し、それに応じた罰を与えるというのもそのひとつです。それに

MESSAGE

上野 正雄

裁判官として数多くの少年事件にかかわってきた上野先生

このように法律という分野には、“ 正解 ” がないなかからも、

は、本当にこれでいいのか。今の社会のあり方は、私たち人間を

は、自身が経験してきた現場の声も交えながら話を進めていきま

幸せにしているのか。たとえ解決法が見つからなかったとしても、

す。「保護主義」といわれる少年法の基本理念の本当の意味を

一人ひとりが事実を見、考えをめぐらせることに意義があります。

学び、少年法を取り巻く現状についての理解を深め、そのうえで

また、非行少年、被害者、家族や社会復帰を支援する人たち、

今後のあるべき法制度について受講者が考えていくことが、この

それぞれが置かれている状況やそれぞれの思いを理解しようとす

授業の目標です。

ることも、少年法を学び考えるうえで大切なことです。簡単に答

少年犯罪の増加・凶悪化が事実のように報じられるなかで、
「現行の少年法では犯罪に対する抑止力にならないのではない

えが出ない難しい問題だからこそ、社会や人の動きを敏感に捉え
ながら、挑戦していきましょう。

教授

法律は社会のルールです。ですから、たとえば、法律によって社会を変え
ようとすることも、社会が変わることによって法律が変わることもあります。
つまり、法律は無味乾燥な文字の羅列ではなく、社会の中でいきいきと存在
しているものです。法律を学ぶということは、このような存在をそのまま絡め
取ろうとするところから始まります。これは、とてもわくわくする知的な作業
です。みなさん、ぜひ、知的興味を携えてこの作業に飛び込んできてください。
PROFILE
明治大学法学部を卒業後、裁判官を経て、2003 年から明治大学勤務。研究分野は、
犯罪学、犯罪者処遇法、少年法。著書に ｢ 保護処分の正当化根拠－保護原理と危害
原理｣ ﹃刑事法学におけるトポス論の実践﹄（共著・成文堂）など。
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法学部の特色

個を育てる法学部の学び②

Class Report

将来、英語で法律の仕事を
するために必要な知 識と
語 学力を身につける
将来国際舞台で活躍できる法の専門家を育成するため、明治大学法学部では実践的な授

法律英語

業を用意しています。「法律英語」では、英文契約書の基本用語やその背景にある法律概
念を理解し、国際ビジネス交渉で必要なコミュニケーション能力獲得のためのノウハウを身
につけることができます。

法律用語ならではの単語や言い回しに慣れ、
国際感覚に優れた法律家を目指す

ことができるのかが問われています 。そこでこの授 業では、

います。「Mei j i Uni vers i t y Law i n Jap an P rog ram」

律を学ぶ 」ことに特 化したさまざまな授 業を展 開していま

単に法 律 英 語の単 語や言い回しを覚えるのではなく、その

▶P.24 は、夏 休みに日 本の法 律の基 礎を英 語で学ぶ短 期 集

す。

背 景にある基 本 的な法 律 概 念についても学びます 。

中講座です。

肝心なのは、目的意識をもつこととやる気をキープし続け

グローバル化が進む現 代の社 会では 、法の分 野でも国 際

講 義そのものは日 本 語で行われますが 、法 律 用 語ならで

イギリスやフィリピン、アメリカで現地の教員から英語で

的な舞 台で活 躍できる人 材 、つまり「 英 語でも法 律の仕 事

はの単 語や言い回しなど 、法 律 英 語の語 彙や表 現には難し

各国の法律を学ぶ「ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ・

ができる能 力 」をもつ人が求められています 。 そこで明 治

いものがあるため、最 初は悪 戦 苦 闘する受 講 者も少なくあ

カレッジ夏期法学研修」
「 デ・ラ・サール大学春期法学研修」

大 学 法 学 部では 、
「 民 事 訴 訟 手 続 」を専 門とする栁 川 鋭 士

りません。 そこで授業の冒頭では、交渉にかかわるリスニン

「ハワイ大学春期法学研修」▶P.25～26 といった独自の短期留

准 教 授が 、国 際ビジネスにおいて必 要となる基 本 的な法 律

グを行います 。 また 、弁 護 士として実 務にも携わる栁 川 先

学プログラムも実施しています。プログラムに参加する多く

英 語と、その法 律 英 語にかかわる基 本 的な法 律の概 要を教

生は 、ビジネスの現 場において法 律 英 語がどのように扱わ

の学 生にとって、海 外 留 学は初めての体 験です。 準 備 不 足

える「 法 律 英 語 」という科 目を設 置しています 。

れているのか 、具 体 例を交えながら丁 寧に説 明を進めてい

のまま現地へ行っても、英語による専門的な講義を理解する

くので 、難しく思われた法 律に興 味が湧き理 解 力を格 段に

のは至 難の業です。 そこで留 学プログラムへの参 加を希 望

向 上させることができます 。

する学生向けに、
「留学基礎講座」という科目を設置してい

国 際 機 関や外 資 系 企 業だけではなく 、国 内 企 業 法 務な
どのビジネスにかかわる業 務においても 、もはや英 語は必
須といえます 。 もっとも 、実 際の社 会において英 語はコ

ほかにも明 治 大 学 法 学 部では 、英 語で法 律を学びたいと

ミュニケーション手 段にすぎず 、英 語を使 って “ 何を ” する

いう高い志をもつ学 生 向けの授 業やプログラムが充 実して

MESSAGE

栁川 鋭士

力で応援していきます。

ます。この講座では、日常的な英会話能力の向上と同時に、
法律英語や海外の法制度に関する基礎知識など、
「英語で法

准教授

英語はコミュニケーション手段のひとつですが、英語を介して日本語が

ること。 明 治 大 学 法 学 部は、そんな学 生のチャレンジを全

STUDENT VOICE

よくわかったり、法律英語を介して日本の法律の仕組みが別の角度から

法律概念から深く理解することで

実践的な法律英語を修得しました

よくわかったりします。社会において生きている法を実務上使われてい
る英文契約などを通じて学ぶことによって、みなさんが、それがキッカケ

法律英語とは、英文契約書などの法的

書を英語で読み書きする能力を修得。3 年

となって法律に興味を抱き、生涯をかけて取り組む価値があると思えるも

文書の読み方や、特有の単語、背景にある

次のゼミでは、架空の企業間紛争について

のを何かひとつでも見つけてくれるだろうと期待しています。

基 本 的な法 律 概 念についての学びです。

の模擬仲裁を行い、準備書面を英語で書け

授業は現役の弁護士である栁川先生が担

るほどに成長しました。今後は社会のグ

当し、自らの経験を交えて解説してくださ

ローバル化が進み、英文契約書に触れる機

います。英単語をただ暗記するのではな

会や、海外の法律を活用する機会も増える

く、法律英語の背景にある基本的な概念ま

と考えられます。授業で培った実践的な

で理解することで、より実践的な力を養う

知識を活用し、英語に苦手意識をもたずに

ことができました。授業を通して、法的文

果敢に挑んでいきたいです。

PROFILE
明治大学法学士、東京理科大学工学士、ジョージタウン大学ローセンター LL.M。弁護士
（54期）として企業法務を中心とする法律事務所を経て現職。
「 民事訴訟手続における
証拠保存義務」など、裁判の適正・迅速化に関する立法・解釈論的手段が研究テーマ。

法律学科
国際関係法コース
3年

栃尾 達彦

東京都立
三田高等学校卒業
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カリキュラム

法学部の 4 年間で学べること

■カリキュラム体系図
◎＝必修科目

1 年次

法学部のカリキュラムは、法の専門家として法律の知識を身につけるだけでなく、
社会に出て活躍するときに必要となる知識を、バランスよく効率的に学べるシステムになっています。

群を設け、法律以外の知識もバランスよく吸収できるようなカリ

教養科目群

明治大学法学部が目指す「法律の専門家」とは、単に法律に詳

などでさまざまな知識を身につけるとともに、
「法律必修科目群」
で法律の基礎を学びます。2 年次からは、将来の進路に合わせて

いる法律を実社会で正しく運用するためには、世の中の仕組みや

コースを選択するので、専門分野に関する法律を系統立てて学ぶ

歴史、自然科学など、あらゆる知識が必要とされます。また、社

ことができます。3・4 年次には、専門分野の法律を詳しく学ぶと

外国語科目群

会に出てたくさんの人とかかわっていくためには、一般的な教養

ともに、バリエーション豊富な「自由選択科目群」などで、法律

はもちろん、語学力やコミュニケーション能力なども必要です。

以外の学問分野についても、より詳しく学ぶことが可能です。

記号論理学、心理学Ⅰ・Ⅱ、法と心理、法と言語Ⅰ・Ⅱ、スポーツと社会Ａ・Ｂ、身体活動と健康Ａ・Ｂ
身体と環境Ａ・Ｂ、物質と宇宙Ⅰ・Ⅱ、生命と人間Ⅰ・Ⅱ、数理と社会Ⅰ・Ⅱ、情報と思考Ⅰ・Ⅱ
エネルギーと環境Ⅰ・Ⅱ、科学と技術Ⅰ・Ⅱ

社会と思想

美術の歴史、哲学Ⅰ・Ⅱ、倫理学Ⅰ・Ⅱ、倫理学基礎論、政治社会学Ⅰ・Ⅱ、経済学Ⅰ・Ⅱ
歴史学
（西洋史）
、歴史学
（東洋史）
、ヨーロッパ近現代史概説、アジアの社会と歴史Ⅰ・Ⅱ、社会思想史Ⅰ・Ⅱ
現代世界と社会思想Ⅰ・Ⅱ、映像リテラシーⅠ・Ⅱ

現代哲学、社会思想史Ⅲ・Ⅳ、メディア文化論Ⅰ・Ⅱ
映画論Ａ・Ｂ

地域と文化

ドイツ語圏の文化Ⅰ・Ⅱ、フランス語圏の文化Ⅰ・Ⅱ、イギリス文化、スペイン語圏の文化Ⅰ・Ⅱ
アジア文化Ⅰ・Ⅱ、イスラーム文化Ⅰ・Ⅱ、日本文化ＡⅠ・Ⅱ、日本文化ＢⅠ・Ⅱ、日本文化ＣⅠ・Ⅱ
日本文化ＤⅠ・Ⅱ、異文化理解Ⅰ・Ⅱ

ドイツ語圏の文化Ⅲ・Ⅳ、ヨーロッパ文化Ⅰ・Ⅱ
アメリカ文化Ⅰ・Ⅱ、英語圏の文化、スペイン文化Ⅰ・Ⅱ
ラテンアメリカ文化Ⅰ・Ⅱ、アフリカ文化、アジア文化Ⅲ・Ⅳ
イスラーム文化Ⅲ・Ⅳ、比較文化ＡⅠ・Ⅱ、比較文化ＢⅠ・Ⅱ

共通

テーマ講座
■ 外国語科目Ⅰ

■ 外国語科目Ⅱ

保健体育科目群

◎基礎運動実習Ⅰ・Ⅱ

スポーツ実習

法律必修科目群

◎憲法（人権）
Ⅰ・Ⅱ、◎民法（総則）
Ⅰ・Ⅱ
Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（総論）

◎憲法（統治）
Ⅰ・Ⅱ、◎民法（債権総論）
Ⅰ・Ⅱ
Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（各論）

演習科目群

▶詳細は P.23

▶詳細は P.21 ～ 22

コース科目群 ▶詳細は P.11 ～ 20

カリキュラム の 3 つ の ポ イント
Point

1

将来の夢に合わせて
選べる5つのコース

礎や教養科目などを学んだうえで 1 年次の 10 月にコース選択を行い、2 年次から
各コースに分かれます。3 年次に法曹コース以外のコースへの変更も可能です。

マイノリティの人間学、スポーツとメディア
科学技術と社会、エネルギー・環境政策

■ 外国語科目Ⅲ

◎専門演習ＡⅠ・Ⅱ

◎専門演習ＢⅠ・Ⅱ

▶科目詳細は各コースページを参照
社会政策Ⅰ・Ⅱ、経済政策Ⅰ・Ⅱ、財政学Ⅰ・Ⅱ
会計学Ⅰ・Ⅱ

自由選択科目群

卒業後の進路を想定した 5 コースが設置されています。入学後半年間、法律の基

4 年次

人間と科学

キュラムを設定しています。主に 1・2 年次には、
「教養科目群」

しいだけの人材ではありません。人々の暮らしと深くかかわって

3 年次

◎法律リテラシー
（リテラシー）・Ⅱ
（精読）
◎法学部生のための日本語Ⅰ

基礎科目群

そこで明治大学法学部では、多くの分野にまたがる 10 の科目

基礎となる教養を身につけたうえで
進路に合わせた法の専門科目を学ぶ

2 年次

（各学部のカリキュラムや配当年次にしたがって60単位まで履修可能）
■ 他学部履修科目
■ グローバル人材育成プログラム ■ 情報関係科目 ■ 全学共通総合講座

留学関係科目群

留学関係科目Ａ～ＥⅠ・Ⅱ・Ⅲ、留学関係科目ＦⅠ・Ⅱ、留学基礎講座Ａ～ＤⅠ・Ⅱ
（Ｂ・Ｃのみ２～４年次配当）、Legal Studies Abroad Ａ～ＥⅠ・Ⅱ、Japanese Law Study in EnglishＡⅠ・Ⅱ

資格課程関係科目群

教育職員免許状取得用科目

ビジネスローコース 将来、ビジネス界で活躍したい学生のためのコース。商法や会社法など、ビジネスに関連の深い法律を中心に、幅広く法律を学びます。
国際関係法コース

グローバルに活躍できる人材を育てるコース。日本の法律だけでなく、世界各地の法律や文化や、国際法などについて学びます。

法と情報コース

情報分野で活躍したい学生向けのコース。情報処理の基礎や、IT化で生じる新たな問題に対し、法律はどうあるべきかを学びます。

公共法務コース

公務員志望の学生のためのコース。公務員試験に必要な科目を中心に、行政に携わるために必要な幅広い教養や知識を身につけます。

法曹コース

法曹
（裁判官、検察官、弁護士）や裁判所職員など、法のエキスパートを目指すコース。司法試験の受験対策なども充実しています。

Point

2

Point

3

幅広い分野を
バランスよく学ぶ

幅広いジャンルの知識を身につけられるよう、カリキュラム（詳細は右ページ参

少人数制授業を
数多く設置

外国語科目やゼミナール（演習）
などの多くは、少人数制授業を採用しています。教

法律だけでなく

Q 教養科目も学ぶのは

なぜですか？

Answer

09

法律学は人間社会のさまざまな

照）を構成しています。法律にかかわる知識だけに偏らず、社会に出たときに役立
つあらゆる教養を、バランスよく身につけることができます。

員と学生の距離が近く、和やかな雰囲気が魅力なのはもちろん、学生一人ひとりが発
言する機会も多くなるので、考える力、伝える力などを身につけることができます。

他学部や大学院の授業を

Q 履修することは

できますか？

Answer

他学部の授業でも60単位までな

他コースの授業も

Q 履修することは

できますか？

Answer

■各科目群の内容
法学部設置科目群
基礎
科目群

法の専門家に欠かせないスキルのひとつが、日本語の読解力
や文章力。
「六法全書」などを見てもわかるように、法律に関す
る書面は特殊な用語や難解な表現も少なくありません。文献
を読む力や文章を書く力を養います。

演習
科目群

指導教員の下、学生が調べたことを発表したり、学生同士で
議論をしたりしながら、あるテーマについて深く掘り下げる少
人数形式の授業です。自分の考えを発言する機会が多いの
で、思考力や表現力が鍛えられます。

教養
科目群

哲学や歴史学、心理学、科学と技術、各地域の文化など、将
来どのような進路に進んでも役に立つような基礎的な教養で
す。人間社会と深くかかわる法の勉強の基礎固めにもなりま
す。

コース
科目群

専門的な法律について詳しく学ぶ授業や、海外の文化を学ぶ
授業など、コースそれぞれの特性に合わせて設置されている専
門科目です。コースに分かれるのは2年次からですが、1年次か
ら履修できる科目もあります。

外国語
科目群

英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、日
本語（ 外国人留学生のみ）の中から２カ国語を選択し、16単
位が必修となっています。海外の法律を学ぶときや、海外の人と
接するときなど、国際化が進む社会で活躍する基礎となります。

自由選択
科目群

最低限履修しなければならない必修科目や選択必修科目以
外は、好きな科目を選択して履修することができます。他学部
の授業も、自由選択科目群として履修できます。

保健体育
科目群

さまざまなスポーツ種目やフィットネスの実技に取り組みなが
ら、体力づくりや健康な身体を維持するための方法を学びま
す。実技の場面では、仲間とコミュニケーションを取りながら物
事に取り組む力も身につきます。

留学関係
科目群

法学部が実施する留学プログラム▶P.25～26 などで留学を希
望する学生のための科目群。語学力の向上だけでなく、外国の
法律の基本的な知識の修得も目指します。留学前の準備だけ
でなく、事後学習もフォローします。

法律必修
科目群

1・2年次の必修科目。
「 憲法」「 民法」「 刑法」といった日本
の法制度の柱ともいえる基本的な法律をしっかりと学びます。
専門的な法分野を学ぶ前に、これらの基礎的な法律を正しく
理解しておくことが必要です。

可能です。法学部はゆるやかな

事柄と深くかかわってくる学問です。人間の

ら履修可能です。うち最大16単位が「自由選択

コース制を採用しているので、他コースの授業

心理や社会の仕組み、歴史や科学などの基礎

科目群」として卒業に必要な単位に算入できま

も履修できます。実際に所属コース以外のコー

的な知識がないと、法律を正しく理解し、運

す。条件を満たせば、大学院法学研究科、専門

ス設置科目を履修している学生も少なくあり

用することはできません。幅広い教養は、将

職大学院法務研究科・会計専門職研究科の授

ません。取得した単位も「自由選択科目群」

来社会に出たときにも、必ず役に立ちます。

業にチャレンジすることも可能です。

として、卒業に必要な単位に算入されます。

資格課程設置科目群
資格課程
関係
科目群

教職課程を履修している学生を対象にした、教員免許取得の
ために必要な科目です。

10

コース
紹 介

ビジネスローコース

ビジネスにかかわる法 律 を 重 点 的 に 学 ぶ

Business
Law Course

STUDENT VOICE

私たちにとって

Q 明治大学法学部を志望した理由は？

身近な法律の学びは
ビジネスの世界でも

Answer

もともと法律を学びたいという想いがあり、本学の法学部であ

れば多くの人との出会いや経験を通して自分自身が成長することができるの

活用できます

ではないかと考えたからです。また、オープンキャンパスで訪れた駿河台キャ
ンパスに通いたいと思ったのも理由のひとつです。

法律学科
ビジネスローコース3年

Q このコースを選んだ理由は？

新川 友花

北海道市立札幌藻岩高等学校卒業

Answer

民法を中心に会社法や契約など、日常生活に役立つ法律について

社会に出たときに役に立つ法律を学びたいと考えたため、5 つ

のコースの中でも特に会社法や民法など私たちにとって身近な法律につい

学んでいます。民法は身近な法律ではありますが、学んでいくと自分

て学べる本コースを選択。会社法や契約などの授業では自分の常識とは違

の常識とは違う解釈や新しい発見に出会うことができるため、奥深い

う解釈や新しい発見があり、法律という学問の奥深さを感じます。

です。コース必修の他に選択必修があり、自分が興味のある科目につ
いても履修することができます。私は1・2年次で興味をもった刑法に
ついてより理解を深めたいと思い、刑事訴訟法を履修しました。

●「会社法」柿﨑 環 教授

ビジネスにかかわる法律を重点的に学ぶ
「ビジネスローコース」は、将来、ビジネスの世界で活躍したい

的・実践的な科目も選択できます。英語で法律を学ぶ科目も設

学生を対象としたコースです。企業や団体の活動には、多くの法

置されていますので、国際的に活躍できるビジネスロイヤーを目

律がかかわっています。たとえば、自社で開発した技術を他社に

指し、海外のロースクールへの進学を希望する学生などにも適し

無断で使用されないためには「知的財産法」、従業員の雇用には

たコースです。
目 指 す 将 来 イメ ー ジ

業の組織や活動に関する法律の知識をもつ人材が求められていま
す。
このコースでは、企業の法務担当として活躍したい人、自ら会
社を起こしたい人、ビジネスロイヤー（企業弁護士）を目指す人
などのために、ビジネスに欠かせない法を学びます。「憲法」
「民
法」
「 刑法」
「 商法」
「 民事訴訟法」
「 刑事訴訟法」の基本六法を修
得するとともに、特に企業の組織や活動を理解するため「商法」
に含まれる「会社法」や、そのほか「労働法」などを学ぶことにも
重点を置いているのが特長です。また、ビジネスにかかわる先端

企業経営
企業組織の内
や経済活動に関
部統制システムの構
する豊富な法的リテ
築と実践に取り組み、
ラシーをもつビジネス
企業の法務部門で契
パーソンとして、
約を有利に進める
企業や団体で
戦略を練る
海外との取引
活躍する ソフト商品を扱う
や海外子会社設立
企業で知的財産権の
および海外での事業活
管理と活用によって法
動の展開など、国際的
的な視点から経営戦
なビジネス法務に
略を立案する
携わる

■カリキュラム体系図
1 年次
法律必修科目

◎憲法（人権）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（総則）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（総論）Ⅰ・Ⅱ

コース専門法律科目

コース展開・先端科目
基礎法・外国法科目
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日本近代法史Ⅰ・Ⅱ

火

水

木

金

土

1

−

−

−

−

−

−

2

−

民事執行・保全法Ⅰ

専門演習AⅠ

民事執行・保全法Ⅱ

専門演習AⅡ

−

−

−

−

−

−

−

会計法Ⅱ

2年次

3年次

4年次

〇会社法Ⅱ・Ⅲ、〇労働法ＡⅠ・Ⅱ、〇知的財産法ＡⅠ・Ⅱ
〇経済法Ⅰ・Ⅱ、民法（契約）Ⅰ・Ⅱ、商行為法（商取引法）

民法（親族）Ⅰ・Ⅱ

消費者法Ⅰ・Ⅱ、情報法Ⅰ・Ⅱ、租税法Ⅰ・Ⅱ
倒産処理法Ⅰ・Ⅱ、国際経済法Ⅰ・Ⅱ、金融商品取引法

犯罪者処遇法Ⅰ
民法（契約）
Ⅰ

4

−

−

−

5

−

−

−

−

−

−

6

−

−

−

−

−

−

PICK UP

民法（契約）
Ⅱ

Answer

有賀恵美子先生の「民法（損害賠償）
」
です。主に不法行為に

基づく損害賠償について、条文や判例を用いて理解を深めました。損害賠償
という言葉自体は聞き馴染みがありますが、実際にどのような場合に損害賠
償が認められるのか、その法律構成を体系的に学ぶことができました。

Q 将来の進路や目標は？
Answer

将来は法律を学ぶことで身についた論理的な思考をいかし、化学業

界で活躍したいと考えています。本コースで学んだ身近な法律についての知識は、
一般企業に就職してからも発揮できると思います。そのような具体的な知識をい
かして人々の生活を豊かにする手助けができる業務に携わることが目標です。

注目授業

将来働き始めたときに役立つ知識

経済にまつわる刑罰のあり方を考える

労働法

経済刑法

「労働法」
の授業では、労働に関す
る法的なルールを正確に理解するこ
とや、労働法全体を体系的に把握す

小西 康之
教授

〇会社法Ⅰ、民法（物権）
民法（担保物権）、商法概論・総則

民法（損害賠償） 刑事訴訟法Ⅰ

民事訴訟法Ⅱ 犯罪者処遇法Ⅱ

◎＝必修科目 ○＝選択必修科目

◎憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（債権総論）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ

科目名の上段は春学期、下段は秋学期

月

3

「労働法」の知識が不可欠です。そのため、大規模な企業や団体
には、法律問題に対応する「法務部」などの部署が設けられ、企

［ 私の時間割（ 3 年次）］

Q 印象に残っている授業は？

ることを目標としています。みなさん
も将来働き始めると、会社からクビ

経済刑法とは経済活動に対する
規制とその違反に対する制裁を定め
たものです。たとえば、根も葉もな

内田 幸隆
教授

い噂を流して株価をつり上げ不当に
儲けることは許されません。他方で、

を言い渡される、残業を命じられる、

経済活動は自由になされるべきで

といった労働をめぐるさまざまな問

あって、規制をかけるべきでないと

題に遭遇することがあるかもしれま

いう意見もあります。どこまでを許

せん。そのときにはこの授業で得ら

し、どこからを犯罪とするべきか、公

れる知識や考え方がきっと役に立つ

正で明確な規制のあり方について考

はずです。

えていきます。

比較法学Ⅰ・Ⅱ
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コース
紹 介

国 際 関係 法コース

国 家 や 個 人 が 国 際 的 な 活 動 をするときのあり方 を 考 える

International Relations
Law Course

STUDENT VOICE

国際社会について

Q 明治大学法学部を志望した理由は

広い視野をもって
理解を深めます

Answer

明治大学の法学部は法曹界だけでなく地方自治体や民間企

業などで幅広く利用される法学知識を専門的に学べる点が魅力でした。さ
らに 1 年次から学生同士で討論や発表を行うゼミがあり、選択したテーマに
ついて発表を行うなど、社会に出たときにも役立つと感じました。

法律学科
国際関係法コース3 年

Q このコースを選んだ理由は？

越中屋 光希

北海道私立札幌大谷高等学校卒業

Answer

グローバル化が進む現代社会で求められる多角的な視点を大切
にしながら、国際法や国際私法を学んでいます。社会におけるさまざ
まな問題を歴史・文化的背景から学ぶことで理解を深めています。

国際関係法コースではグローバル化が進んだ現代社会におい

て、国際法などを通して世界と日本の法的関係性をより深く学ぶことがで
きると考えたからです。世界各国の法律だけでなく歴史や文化の観点から
日本と比較することで現代の法律を多角的に考えることができます。

法律や各国の仕組みなどを学ぶにあたって、自分の問いに対して過
去の判例や似たような法律を用いながら考えます。自分の意見に説
得力をもたせるために、より正確性のある情報を集めて伝えることを
意識するようになりました。
●「フランス法」吉井啓子 教授

国家や個人が国際的な活動をするときのあり方を考える
国際社会は、それぞれ人種や言語、宗教、歴史、文化などの背

月

にあるそれぞれの歴史や文化なども知っておく必要があります。

景が異なるたくさんの国家によって構成されており、国家間のや

世界各地の多様な社会への理解を深めることで、将来、グローバ

りとりにおいて、誤解や対立が生まれることも少なくありません。

ルに活躍できる人材を育成します。
目 指 す 将 来 イメ ー ジ

そのような国家間、あるいは異なる国籍をもつ人々の関係を、平
和で安定的なものにするために形成されてきた法です。「国際関
係法」は、国家間に共通のルールを設ける「国際法」と、対外関係
国家に適用され、個人や企業に対しては主に「国内法」が適用さ
れます。このコースでは、国や個人が国際的に活動する場合、ど
のような法的ルールが適用されるのか、紛争が発生した場合、ど
のように処理されるのかを学びます。また、法律にかかわる科目
だけでなく、世界各地の文化を学ぶ科目を数多く設置しているの

人権・環境・
経済援助などの
活動をする
NGOで活躍

国連などの
国際機関で活躍

海外の日系企業で
現地メンバーと
協働する
ビジネスパーソン

メーカー・商社
などの輸出入や
投資にかかわる
部門で活躍

もこのコースの大きな特長です。国際社会を理解するには、背景

■カリキュラム体系図

◎＝必修科目

1 年次
法律必修科目

◎憲法（人権）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（総則）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（総論）Ⅰ・Ⅱ

コース専門法律科目

2年次

グローバル・
スタディーズ科目

13

コース専門文化科目

アジア文化Ⅰ・Ⅱ
イスラーム文化Ⅰ・Ⅱ

基礎法・外国法科目

日本近代法史Ⅰ・Ⅱ

3年次

○＝選択必修科目

4年次

◎憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（債権総論）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ
○国際法Ⅰ・Ⅱ

比較法学Ⅰ・Ⅱ

1
2
3

ときには紛争に発展することさえあります。「国際関係法」は、

に関連する各国の「国内法」とに分類できます。「国際法」は主に

［ 私の時間割（ 3 年次）］
刑事訴訟法Ⅰ
刑事訴訟法Ⅱ

火
−

−

−

会社法Ⅱ

サイバー法A

科目名の上段は春学期、下段は秋学期
水

木
国際私法Ⅰ

国際法Ⅱ
−

国際私法Ⅱ

金

土

−

−

犯罪者処遇法Ⅰ 専門演習AⅠ
専門演習AⅡ

北米文化BⅠ 民事訴訟法Ⅰ アジア文化BⅠ
民事訴訟法Ⅱ アジア文化BⅡ

4

−

5

−

6

−

−
国際政治史Ⅰ

−

PICK UP

−

民法（契約）
Ⅰ

Q 印象に残っている授業は？
Answer

新谷眞人先生の「専門演習（ゼミ）
労働法」
です。労働法がど

のようにして生まれたのか、労働法の人権とはどのようにして守られるのか
などを学んでいます。日本における労働法の特徴や今後の課題を解き明かし
ていくことは、社会が抱える問題に意識をもつことにもつながりました。

−
−

−

−

Q 将来の進路や目標は？
Answer

−

−

−

−

−

−

−

−

国際関係法コースで学んだ、世界のさまざまな地域の人々と一

緒に働くための基礎知識や、自ら考えて行動し、端的にわかりやすく相手に
伝える能力は将来どんな職業に就いても自分の強みになると思っています。
それらをいかして社会に喜びや感動を与え続けられる仕事に携わりたいです。

注目授業

さまざまな国の法の成り立ちを知る

現代的テーマをもとにフランス法を検討

法史学（西洋）

フランス法

「 法 史 学（ 西 洋 ）
」では、西 洋の
国々の昔の法を学びます。外国の法
の歴史を学ぶことは、今すぐ生活に

小室 輝久
教授

役立つことではありません。けれど
も将来海外の企業や人々と仕事をす

授業ではまず裁判所の仕組みや法
令の種類など、フランス法の基本知
識を学びます。その後、フランス法

吉井 啓子
教授

におけるいくつかの現代的なテーマ
を取り上げて検討します。2017 年

るときに、どこかの国の法にかかわ

から導入された新たな離婚の仕組み

る可能性はかなり高くあります。未

のほか、名前・相続・契約・動物・

知の法を学ぶときに、国によって現

集合住宅などのテーマについて、日

国際経済法Ⅰ・Ⅱ、国際人権法
国際取引法、国際民事訴訟法

代の日本法とは違った成り立ちや仕

本法と比較しながら、フランス法の

比較文化ＢⅠ・Ⅱ
ヨーロッパ文化Ⅰ・Ⅱ

組みがあることを知っていることは、

特質や課題を検討していきます。

とても大きな武器になるはずです。

○国際私法Ⅰ・Ⅱ、○法律外書講読Ⅰ・Ⅱ
○Business Law in EnglishⅠ・Ⅱ、○留学関係科目ＦⅠ・Ⅱ
○Legal Studies Abroad AⅠ～ EⅡ、○Japanese Law Study in EnglishＡⅠ・Ⅱ

法哲学Ⅰ・Ⅱ
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コース
紹 介

法と情 報コース

I C T 社 会 の 問 題 点と法 を用 いた 対 処 法 を 学 ぶ

Law and Information
Course

STUDENT VOICE

情報と法律の知識を

Q 明治大学法学部およびコースを選んだ理由は？

活用してさまざまな業界で
活躍したい

Answer

高校時代に受けた公民の授業で法律や政治に興味をもったた

め、法律を学べる学部に進学を希望。
「法と情報コース」
は最も幅広い選択
ができるコースであり、卒業後もさまざまなキャリアが選べるため、自分に向
いていると考えて選びました。

法律学科
法と情報コース3 年

Q このコースを選んで身についたことは？

前田 あさひ

愛知県私立椙山女学園高等学校卒業

Answer

技術の発展や時代の移り変わりで、今までになかった社会問題や犯
罪が多数発生する現代社会。法律においても過去の事例や判例が参
考にならない新しい出来事が毎日のように起こっています。法と情報

通常の法律科目に加えて、情報技術が著しい発展を続ける裏で

増加しているサイバー犯罪の対策や情報取引に関する法律も学んでいます。
また、ICT の授業では簡単なプログラミングや画像編集、プレゼン資料作成な
ども学んでおり、将来役立つ知識が身につきました。

コースで法律と情報の二つの知識をバランスよく学ぶことで、このよう
な問題を解決する力が身につきました。ICT関連の授業も充実してお
り、将来の職種に関係なく重要なスキルとなるPC技術も磨けます。
●「サイバー法」佐々木秀智 教授

ICT 社会の問題点と法を用いた対処法を学ぶ
ICT 社会の中で、情報処理・情報マネジメントに関する基本的

目 指 す 将 来 イメ ー ジ

素養とICT 社会の法的課題に対処する能力は必須のものです。新
たに発展するネットビジネスにおいても、コンプライアンスだけでは
なく、透明性と説明責任と迅速な危機管理が求められています。
そのためには、情報と関連する法制度を正確に理解して基礎を固め

企業等の情報
セキュリティ・
危機管理の担当者、
アドバイザー

企業の情報財・
知的財産の管理・
運用担当者

ること、そして、最新の動向に対応できる柔軟な応用力が求められ
ます。
「法と情報コース」では、必要な法情報を的確に獲得する能
力をもち、ツールやコンテンツを使いこなし、問題に適切に対処でき
る人材の育成を目標としています。その目標を達成するため、
「情

科目名の上段は春学期、下段は秋学期

月

火

水

木

金

土

1

−

−

−

−

−

−

2

−

−

−

専門演習Ⅰ

情報法Ⅰ

専門演習Ⅱ

情報法Ⅱ

会社法Ⅱ

サイバー法A

経済法Ⅰ

犯罪者処遇法Ⅰ

犯罪学Ⅰ

商行為法

サイバー法B

経済法Ⅱ

犯罪者処遇法Ⅱ

犯罪学Ⅱ

−

−

−

3
4

行政機関、企業
などにおける
個人情報保護
担当者

国・自治体の
電子化された業務の
管理・運用担当者

［ 私の時間割（ 3 年次）］

ICTアプリ開発Ⅰ

−

中国法Ⅰ
中国法Ⅱ

Q 印象に残っている授業は？
Answer

鈴木賢先生の「中国法」です。法律に関する基本的な考え方が

日本と大きく異なることに驚きました。国内の支配をより一層強めるために中
国政府が法律を新たに制定したり改正したりすることでもたらされる影響につ
いて学ぶことで、私自身もこの問題を真剣に考えるきっかけになりました。

−
−

Q 将来の進路や目標は？
Answer

5

−

−

−

−

−

−

6

−

−

−

−

−

−

法律を学ぶことで身についた論理的思考は、どのような業界

でも必要とされる土台となると考えています。また情報と法律をバランス
よく学んだことで身についた問題解決力は、ビジネスの世界で課題にぶつ
かったときに発揮できると思っています。

報法」
「
、サイバー法」
「
、法情報学」の必修科目が設置されています。
また、AI、IoT、情報セキュリティ等の、ICT 社会の基本構造や今後
の動向を知るための科目も設置されています。

PICK UP

■カリキュラム体系図

◎＝必修科目

1 年次
法律必修科目

◎憲法（人権）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（総則）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（総論）Ⅰ・Ⅱ

◎憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（債権総論）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ

コース専門法律科目

法・情報・社会Ａ・Ｂ

民法（物権）
、民法（担保物権）
行政法ＡⅠ・Ⅱ、商法概論・総則
会社法Ⅰ、刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ

コース専門情報科目

基礎法・外国法科目
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2年次

3年次

比較法学Ⅰ・Ⅱ

4年次

インターネット・情報・技術と法

イノベーションを起こす方法を開発する

情報法

情報組織論

インターネット上の信号は、ゲームや音
楽のようにパッケージ化されたコンテン
ツ、仮想通貨のような財産的価値、認

〇情報法Ⅰ・Ⅱ、〇法情報学Ⅰ・Ⅱ、〇サイバー法Ａ～Ｅ
知的財産法ＡⅠ・Ⅱ、知的財産法Ｂ、民法
（契約）
Ⅰ・Ⅱ
民法
（損害賠償）
、会社法Ⅱ、民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ

情報通信技術Ａ・Ｂ
デジタルコンテンツＡ・Ｂ
情報組織論Ⅰ・Ⅱ
ICT エレメンタリー
ICT 統計解析Ⅰ・Ⅱ
ICT 総合実践Ⅰ・Ⅱ
日本近代法史Ⅰ・Ⅱ

〇＝選択必修科目

注目授業

法哲学Ⅰ・Ⅱ、法思想史
（西洋）
Ⅰ・Ⅱ、法史学
（西洋）
Ⅰ・Ⅱ
アメリカ法Ⅰ・Ⅱ、
イギリス法Ⅰ・Ⅱ、
ＥＵ法Ⅰ・Ⅱ

丸橋 透
教授

証のための顔の特徴を運ぶことがありま
す。社会生活にかかわるすべての情報

情報組織論の主たるテーマは「組
織イノベーション論」です。組織や
社会は、イノベーションによって進

阪井 和男
教授

化していきます。 しかしイノベー
ションは簡単には起こせません。そ

が、ネットの彼方にあるクラウドで信号

の困難はどこにあるのでしょうか。

処理され、そこにAI（人工知能）が活躍

この授業では、イノベーションに立

する時代に、情報の消費者としてだけで

ち向かった社会人の方々をゲストに

はなく知識の生産者としても活躍する

招き、そのお話を伺いつつ、壁を打

ために、個人データや電子商取引関連

ち破るための方法を、みなさんと一

の法的課題を理解していきます。

緒に開発していきます。
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コース
紹 介

公共 法 務コース

公 務 員に 必 要とされる法 の 知 識 を 重 点 的 に 学 ぶ

Public Service
Law Course

STUDENT VOICE

法の知識と教養を

Q 明治大学法学部およびこのコースを選んだ理由は？

身につけた

公務員を目指す

Answer

身近なようで実生活ではあまり意識をしていなかった法律

を、伝統ある明治大学の多様な考えをもつ学生とともに学んでみたいと
思ったからです。将来、公務員を志望していることもあり、必要な知識や
教養を身につけられる「公共法務コース」
を選択しました。

法律学科
公共法務コース3 年

Q コースで現在どのようなことを学んでいますか？

松田 教平

石川県立金沢泉丘高等学校卒業

Answer

「 公共法務コース」では、公務員試験対策に必要とされる行政法はもち
ろん、さまざまな授業の中で法律に関する知識を深めることができ、目標
を達成する近道となります。私は将来公務員として行政に関わることを目

日本の法律や制度について、諸外国と比較しながら良い点や

改 正の余 地がある点を整 理し、意 見 交 換をしています。 また、日 頃の
ニュースや出来事に関連づけることができる法律をはじめ、犯罪に関して
も幅広く学ぶことができています。

標としていますが、公務員になるにあたって必要となる知識や教養を学生
時代に十分身につけられる環境だと思い、明治大学を選びました。地域
の活性化を図れるような事業や取り組みに参画したいと考えています。
●「行政法」猪股弘貴 教授

公務員に必要とされる法の知識を重点的に学ぶ

月

目 指 す 将 来 イメ ー ジ

このコースは、国家・地方公務員や、国会や裁判所の職員、国
税専門官、労働基準監督官などの法律関連の専門職に就くこと
を希望する学生のために用意されています。将来、行政に携わる
ために不可欠である法律の知識はもちろん、国民や住民に対して
質の高いサービス活動を行えるよう、幅広い知識や教養を身につ
けることを目標にしています。近年、公務員を志望する学生は増
加し続ける傾向にあり、今後も継続することが予想されていま
す。公務員になるためには、国家公務員試験（総合職・一般職）
や、地方公務員試験などに合格しなくてはなりません。国税専

［ 私の時間割（ 3 年次）］

行政書士の
資格を
取得する

国家・
地方公務員として
行政に携わる

国会の事務局・
法制局などに勤務し、
立法にかかわる
仕事に携わる

税理士の
資格を取得する

火

水
−

科目名の上段は春学期、下段は秋学期
木
教育法Ⅰ

1

−

−

2

−

−

3

−

−

−

4

−

−

−

−

5

−

−

−

−

6

−

−

−

−

教育法Ⅱ

金

土

−

−

専門演習AⅠ

犯罪者処遇法Ⅰ

行政法BⅠ

専門演習AⅡ

犯罪者処遇法Ⅱ

行政法BⅡ

EU法Ⅰ
EU法Ⅱ

−

−

−

比較文化BⅡ
−

Answer

辻本衣佐先生の「犯罪者処遇法」です。この授業では犯罪

者を隔絶するのではなく、彼らを社会の一員と捉え、良い社会の実現のた
めにどのように処遇すべきかをテーマに深く学びました。犯罪者の人権や
境遇を考慮して適切な処遇を考えることは大変興味深かったです。

−

−

比較文化BⅠ

Q 印象に残っている授業は？

Q 将来の進路や目標は？
Answer

−
−

学生生活で身につけた論理的思考力や多角的視点をもって、

公務員として行政に関わることが目標です。大学で得た知識と経験をいか
して地域の活性化に尽力し、住民の声に耳を傾けて寄り添いたいと考えて
います。

門官や労働基準監督官などの専門職も、それぞれ採用試験に合
格する必要があります。そのため、公務員試験や各種採用試験
に共通する「憲法」
「民法」
「行政法」を中心にしたカリキュラム構

PICK UP

成になっています。このコースを選択する学生の多くは、将来公
務員を目指していますが、行政にかかわる法律の知識をいかし
て、一般企業などに就職している学生も多くなっています。

■カリキュラム体系図
法律必修科目

◎憲法（人権）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（総則）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（総論）Ⅰ・Ⅱ

2年次

行政を民主的に統制する法理を探求する

租税法

行政法

日本近代法史Ⅰ・Ⅱ

4年次

◎行政法ＢⅠ・Ⅱ
地方自治・公務員法
社会保障法Ⅰ・Ⅱ

租税（税金）は、国や地方公共団
体が国 民や住 民のために行う公 共
サービスの費用を賄うためのもので

小林 宏之
教授

環境法Ⅰ・Ⅱ
比較憲法Ⅰ・Ⅱ
犯罪学Ⅰ・Ⅱ

コース展開・先端科目
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3年次

◎憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（債権総論）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ
◎行政法ＡⅠ・Ⅱ
教育法Ⅰ・Ⅱ

コース専門法律科目

基礎法・外国法科目

税金についてのさまざまな規定を学ぶ
◎＝必修科目

1 年次

注目授業

す。
「租税法」は、その租税を、誰に、
どの程度、どんな方法で負担しても

今日、高度情報化・少子高齢化・
地球温暖化などに伴う現代的問題
が山積しています。行政は、これら

下川 環
教授

の課題に迅速に対応する必要性に
迫られていますが、その際、法律上

らうかを規定する法律です。租税

専門技術的な裁量が与えられてい

法は「一読難解、二読誤解、三読不

ることが少なくありません。

可解」といわれるほど難しい法律で

この裁量権の適正な行使を確保

すが、授業ではみなさんと一歩一歩

し、民主的で国民に対して責任のと

登っていきながら、法律への理解を

れる行政を実現するための法理を探

深めていきたいと思っています。

求する学問が行政法学です。

比較法学Ⅰ・Ⅱ
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コース
紹 介

法曹コース

裁 判 官 、検 察 官 、弁 護 士 など 法 のエキスパートを目 指 す

Pre-Law School
Course

STUDENT VOICE

法律の基礎を学び

Q 明治大学法学部を志望した理由は？

確固たる自分の

見解を身につける

Answer

中学生の頃から法律に興味がありました。次第に「弁護士に

なりたい」と思うようになり、大学で専門的に法律の基礎を学び、その夢を
叶えるために「法曹コース」のある明治大学法学部を志望しました。

法律学科
法曹コース3 年

Q コースで現在どのようなことを学んでいますか？

勝海 美優

神奈川県私立
日本大学藤沢高等学校卒業

Answer

通年では民法の各分野、会社法などの法律科目を中心に受講

しており、1 年次、2 年次で学んだ基礎に基づいて、3 年次の今は、判例につい

弁護士や裁判官などの職業を目指す者が専門的な知識を学ぶ
ところが法曹コースです。将来弁護士になりたい自分にとって

て勉強しています。ゼミでは商法、会社法についてより専門的に判例を解
読し、自分の見解をまとめてお互いに発表しています。

は基本的な知識を豊富に学習でき、身につけることができる最
適な場所だと考えています。与えられた学びの機会をすべて吸
収して、自分自身の成長の礎にしていきたいと思っています。

Q 印象に残っている授業は？
Answer

●「刑事訴訟法」黒澤 睦 教授

裁判官、検察官、弁護士などの法のエキスパートを目指す
目 指 す 将 来 イメ ー ジ

このコースは、裁判官、検察官、弁護士を目指す人や、司法書

1

士や裁判所の事務官などを目指す人を対象にしています。裁判
官、検察官、弁護士になるためには、卒業後、法科大学院に進学・
修了もしくは司法試験予備試験を通過して、司法試験に合格し
なければなりません。そのため「法曹コース」は、法科大学院と
連携し、法律基本科目である「憲法」
「民法」
「刑法」
「行政法」
「商

［ 私の時間割（ 3 年次）］

2
裁判官・
検察官・弁護士・
司法書士などの
法律専門家

明治大学を
はじめとする
全国の法科大学院
への進学

法」
「民事訴訟法」
「刑事訴訟法」の７科目を中心に、法律学を体
系的に学べるカリキュラムを用意しています。また、法律基本科
目以外にも、専門分野に特化した法律を扱う科目も数多く設置

月

火

水

民事訴訟法Ⅰ

刑事訴訟法Ⅰ

専門演習A
専門演習A

民事訴訟法Ⅱ

−

3

大学教員などの
法律研究者

4
明治大学を
はじめとする
全国の大学院
法学研究科
への進学

科目名の上段は春学期、下段は秋学期

刑事訴訟法Ⅱ

5
6

金

土

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

を積んで、
「弁護士」
になる夢の実現に向かって迷わず歩んでいきたいと思っ

−

−

−

ています。

民法（物権）
民法（担保物権）

民法（損賠）

法思想史

会社法Ⅱ

数理と情報Ⅱ

法思想史

イスラーム文化Ⅱ

会社法Ⅲ
民法（契約Ⅰ）

比較文化Ⅱ
自由講座

法情報学Ⅱ

自由講座

−

−

−

かなりレベルが高いものでしたが、丁寧な説明のおかげで理解も深まり、有

木

北米文化Ⅱ

−

「民事訴訟法」の授業です。半期集中型でスピードが速く、

毎週緊張感をもって臨めました。法曹コース専用に設けられているだけに

民法
（契約Ⅱ）

意義な時間を過ごせたと思います。

Q 将来の夢や目標は？
Answer

法曹コースで身につけた判例を読み解き自分の見解を述べる力

は今後もいかせると考えています。修得した知識にさらに磨きをかけて経験

しており、いずれも現代社会の動きと切り離せない先端的な内容
です。また、早期卒業制度を活用することで、効果的かつ早期
に「法曹」
へ進むことができるようになります。

PICK UP

■カリキュラム体系図
1 年次
法律必修科目

◎憲法（人権）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（総則）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（総論）Ⅰ・Ⅱ

コース展開・先端科目

19

2年次

商法総論・総則

日本近代法史Ⅰ・Ⅱ

3年次

◎憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ
◎民法（債権総論）Ⅰ・Ⅱ
◎刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ
◎民法
（物権）、◎民法
（担保物権）
◎会社法Ⅰ、〇刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ
民法
（親族）Ⅰ・Ⅱ、司法演習Ⅰ・Ⅱ

コース専門法律科目

基礎法・外国法科目

◎＝必修科目

比較法学Ⅰ・Ⅱ

〇＝選択必修科目

契約法を解釈し、伝える力を身につける

民事訴訟についてのルールを学ぶ

民法（契約）

民事訴訟法

4年次

准教授

商行為法（商取引法）
手形・小切手法Ⅰ・Ⅱ
医事法Ⅰ・Ⅱ

私たちは、生活に必要な物資の多
くを契 約によって取 得します。 契
約法は、普段の生活では意識するこ

有賀 恵美子
◎民法（契約）Ⅰ・Ⅱ、◎民法（損害賠償）
◎会社法Ⅱ、〇民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ
民法（相続）
、会社法Ⅲ

注目授業

ともありませんが、契約当事者間で
トラブルが生じた場合にはその解決

たとえばお金の貸し借りのトラブ
ルでふたりが争ったとき「腕力が強い
者が勝つ」というのでは社会の秩序は

髙地 茂世
教授

保てなくなります。争いを適正に解
決するためには、裁判所が中立的な

基準となるものです。本講義では、

立場から、法律に基づいて権利の存

契約法の基本事項の修得と解釈論

否を判断することが必要となります。

の基礎を学びます。条文や教科書

そのうえで権利者の保護や権利の実

の丸暗記ではなく、自分なりに解釈

現を図ります。こうしたトラブル解

論を展開し、それを説得的に伝える

決のためのルールが「民事訴訟法」。

能力の取得を目指します。

その内容と考え方を学びます。

20

初年 次教 育・ゼミナール教 育

「初年次教育」
・
「ゼミナール教育」を通して実践力を鍛える
法学部では、初年次教育でレポート・論文の書き方の「基礎」を固め、2 年次以降に学生同士で討論や発表を行います。
演習形式の授業を通して、社会に出てからの実践力を鍛えます。

「考える力」や「伝える力」を
4 年間の一貫教育で身につける

見を相手にわかりやすく伝える力が養われます。
法学部は、初年次教育でレポート・論文の書き方の「基礎」を
固め、2 年次以降にゼミ教育が充実したものとなるよう力を入れ

大学では、教員が学生に講義をする形式の授業とは別に、
「ゼ

ています。ゼミにはタイプの違う 3 種類が設けられています。3・

ミ（演習）
」
という参加型の授業があります。学生があるテーマに

4 年次の「専門演習」では、自分が専門的に研究したいテーマの

ついて自分で調べてまとめ、考察を加えたものなどを発表し、教

ゼミを選択し、自分の興味のある分野について、じっくりと取り

員と学生が一緒に討論するという形で進められます。少人数制

組みます。こうした教育を通じて養われた「考える力」や「伝える

の授業で、仲間とともに学びながら自分の考えを深め、自分の意

力」
は、社会に出たときに必ず役に立ちます。

法律リテラシー

■ゼミの種類と履修の流れ

1

年次

年次

3

法律リテラシー

4

年次

年次

司法演習

法学部生のための
日本語
ゼミナール形式の授業では、学生の発表や発言
を中心に進められていきます。ときには、教員か
ら学生に鋭い質問が飛ぶことも。仲間の発言に
刺激を受けながら、自らの考えを深めたり、新し
い考えを獲得したりすることができます。

専門演習

［ 法律リテラシーの概要］
回数

2

司法演習

内容

［ 司法演習の授業例 ］
テーマ

担当

内容

公法分野の
問題演習

辻 雄一郎

イントロダクション
〔対面授業、メディア授業
（オンデマンド型）〕

1 クラス 20 名程度に分かれ、1 年次の春学期に履修する必修科目

・法律専門科目にはどのような科目があるのか
第1回

・特に、法曹三者やその他の法律家を目指すには、どうすればよい

です。法律学を勉強するにあたって、入学当初の学生は「どのように

のか

勉強したらよいのか分からない」、
「どんな準備をしたらよいのか教え
て欲しい」など、手探りの状態であると思われます。こうした迷いや

・法律の勉強に必要なもの
（法令の種類・条文の読み方）
-法を解釈するとは、どういうことか

えで知っておかなければならない基礎知識や学習の進め方などを分
な授業を心がけています。

・法律の勉強の仕方・レポートの書き方
（ 図書館を利用した文献の調
第2 ～ 14回

法曹や公務員を目指す学生を主な対象としたゼミです。法曹コース

教授

の演習を通じて、法解釈を理解する。判例や
学説を分析し、具体的な問題を解決すること
でリーガル・マインドを身につける。

登録者のみ履修可能な「法曹コースクラス」
と法曹コース以外の登録者
が履修可能な「一般クラス」
があります。
「憲法」
「民法」
「刑法」
を中心

〔対面授業、メディア授業
（オンデマンド型）〕

疑問を解決するためにサポートするのがこの授業。法律学を学ぶう
かりやすく講義しながら、法律学のおもしろさを感じてもらえるよう

・卒業後の進路（一般企業・公務員その他）

裁判所の下した判決の分析や具体的な問題

べ方を含む）

に、各分野のスペシャリストである教員が、重要判例などをもとにテー
マを設定し、グループ討論などを通じて法的素養・思考力を高めていき
ます。担当教員またはテーマ（授業内容）
が異なれば、2 つまで履修する

民事訴訟法の演習問題に取り組みながら、民

民事訴訟法分野の
問題演習

栁川 鋭士

准教授

事訴訟法の主要な問題点について的確な分
析を行い、その問題に対する解決方法を説得
的かつ的確に表現できる能力を修得する。

ことができます。

・判例の読み方-裁判手続きはどのように進められるか

なお、この講義は、演習（対面授業）とメディア授業を組み合わせ

・勉強の仕方
（1）憲法の学び方、憲法の答案作成方法
・勉強の仕方
（2）刑法の学び方、刑法の答案作成方法

て行われます。演習（対面授業）前にメディア授業にてその内容を予

・勉強の仕方
（3）民法の学び方、民法の答案作成方法

め学ぶことにより、対面授業の内容に対する興味と理解を深めていき
ます。

専門演習

※内容は変更となる可能性があります。

次にさまざまな科目を勉強するうちに、自分がもっとも興味がある
テーマは何なのかが見えてくるはずです。そこで「専門演習」
では、自
分の興味や関心のあるテーマや、将来の夢に役立つテーマのゼミを選
択します。同じゼミを 2 年続けて履修できるため、専門分野が近い仲

各教員が法律学を中心とした自分の専門分野に関係するテーマで

間や恩師と出会える場にもなります。

ゼミを開講しています。受講できるのは 3 年次から。学生は 1・2 年

法学部生のための日本語

［ 法学部生のための日本語の概要］
回数
第1回

1 年次の春・秋学期に履修する必修科目です。大学での学びには、
レポートや小論文を作成する技術が不可欠です。高校時代までに書
き慣れた作文や小レポートとは異なり、参考文献のリサーチや精読、
自身の意見の明確化、そして読み手が理解しやすい文章構成などが要
求されます。この授業では、講義形式と演習形式とを織り交ぜて展開
し、法学部生としての日本語リテラシーを、理論面・運用面双方から
段階を踏んで学ぶことで、レポートの形式的な諸要件を理解していき
ます。

PICK UP

内容
イントロダクション

第2・3回

レポートのテーマ設定と調査項目の検討

第4・5回

アウトラインの作成と参考文献リスト

第6・7回
第8・9・
10・11回

第14回

最終確認
※内容は変更となる可能性があります。
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過去のテーマ
・刑法上の因果関係
・不作為の殺人
・正当防衛の成立要件と制限
・安楽死・尊厳死
・胎児傷害
・詐欺罪の成立要件
・文書偽造罪の成立要件

第12・13回 引用と剽窃

堀田ゼミナール

2022 年度のテーマ

2022 年度のテーマ

法言語学の基礎の修得と
さまざまな体験型社会学習

毎回の演習では、既に講義で学習した刑法総

教授

客観的な視点
（比較・対象）の必要性

中空ゼミナール
刑法の重要論点の検討

中空 壽雅

レポートの型と要約

注目授業

論や刑法各論の重要論点について、説例の形
で与えられた事件を分析し、その事件を解決する
ために必要な判例や学説を検討し、弁護人の立
場・検察官の立場からどのような説を利用してど
のような結論を導くことができるかを議論すること
で、判例や学説に対する理解を高めていきます。
また、毎年1回他大学（早稲田大学・同志社
大学）の刑法ゼミとの合同ゼミを実施して、互い
に刺激を与え合うとともに交流を深めています。

堀田 秀吾
教授

過去のテーマ
・法の世界における
言語現象の検討と
企業との有機的連携
・法言語学および企業
とのコラボレーション

「法言語学」
という新しい学際的な分野
の基礎的な分析手法を学ぶことを中心に、
模擬裁判ではアニメや映画などの登場人
物が行う行為の違法性を検討したり、学外
の一般企業と連携して企画や商品開発を
したり、多彩なゲスト講師を招いて就活や
将来に活用できる知識を学んだりします。
授業においては、学生が主体となってディス
カッションをする形態が中心となっています。
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外国語教育

世界で通用する外国 語を身につける

夏期短期集中プログラム

将来グローバルな舞台で活躍するには、活躍したい国や地域の言語の修得が不可欠です。
法学部では、国際共通語の役割を果たしている英語をはじめ、さまざまな外国語科目を設けています。

法学部で学べる外国語

法学部の外国語教育

（右から2カ国語を選択）

法学部生は、英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン
語、ロシア語、日本語（外国人留学生のみ）の中から 2 カ国語を
選択し、16 単位を取得することが必須となっています。法学部
の外国語科目として設置されていない言語も、
「学部間共通外国
語」
（右表参照）
として別途学習することもできます。

学部間共通外国語として
学べる外国語

また、法学部では新入生が自身の英語修得レベルを把握し、入
学後の学習にいかせるよう、1 年次に全員 TOEIC® を受験します。

2

年次

3.4

年次

年次

日本人にとっては当たり前のことも、異なる法制度をもつ国の学

中級フランス語ＡⅠ・Ⅱ、
ＢⅠ・Ⅱ

English SeminarＢⅠ・Ⅱ

上級フランス語Ⅰ・Ⅱ

初級ドイツ語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

English SeminarＡⅠ・Ⅱ

中級フランス語実践Ⅰ・Ⅱ

PresentationＢⅠ・Ⅱ

上級フランス語実践Ⅰ・Ⅱ

初級ドイツ語実践Ⅰ・Ⅱ

PresentationＡⅠ・Ⅱ

フランス語ゼミナールＡⅠ・Ⅱ

Media EnglishＢⅠ・Ⅱ

上級中国語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

特別ドイツ語（1年）ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

Media EnglishＡⅠ・Ⅱ

時事フランス語ＡⅠ・Ⅱ

Advanced ReadingⅠ・Ⅱ

上級スペイン語ＡⅠ・Ⅱ、
ＢⅠ・Ⅱ

初級フランス語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

WritingＡⅠ・Ⅱ

資格フランス語ＡⅠ・Ⅱ

WritingＢⅠ・Ⅱ

ＢⅠ・Ⅱ
上級ロシア語ＡⅠ・Ⅱ、

■外国語科目Ⅲ

初級フランス語実践Ⅰ・Ⅱ

TOEIC/TOEFL 講座ＡⅠ・Ⅱ

特別フランス語（2年）ＣⅠ・Ⅱ、
ＤⅠ・Ⅱ

ドイツ語ゼミナールＢⅠ・Ⅱ

特別フランス語（1年）ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

中級ドイツ語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

中級中国語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

時事ドイツ語ＢⅠ・Ⅱ

初級中国語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

中級ドイツ語実践Ⅰ・Ⅱ

中級スペイン語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

資格ドイツ語ＢⅠ・Ⅱ

初級スペイン語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

ドイツ語ゼミナールＡⅠ・Ⅱ

スペイン語実践Ⅰ・Ⅱ

上級ドイツ語Ⅰ・Ⅱ

初級ロシア語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

時事ドイツ語ＡⅠ・Ⅱ

中級ロシア語ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

上級ドイツ語実践Ⅰ・Ⅱ

日本語（1年）ＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

資格ドイツ語ＡⅠ・Ⅱ

日本語（2年）ＣⅠ・Ⅱ、ＤⅠ・Ⅱ

時事フランス語ＢⅠ・Ⅱ
資格フランス語ＢⅠ・Ⅱ

ニュースを英語で理解するリス
ニング能力の養成、さまざまな問題
について自分なりの英語で見解を述
べる発信能力を身につけることが、
こ の 授 業 の 目 標 で す。CNN、Al

グローバル社会で役立つスキルを身につける

Presentation
辻岡 宏子
教授

プレゼンテーションは授業やゼミだけ
でなく、就職活動時や社会人になって
からも必要とされるスキルです。この
授業では、自己紹介から始まり、ロジカ
ルな説明に必要なさまざまな「プレゼン

留学生との学びを通して
日本法を相対化し
理解を深めるプログラム
法律学科
法曹コース3年

渡邉 三紗
［受講生の出身国例］

英語圏出身のネイティブだけでなく、英語を母国語と
しない国からの参加者も少なくありません。
「 国際共
通語」としての英語を体感できるプログラムです。

イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
ハンガリー
ロシア
アメリカ
メキシコ
ブラジル
オーストラリア
マレーシア
タイ
中国 など

注目授業

CNNニュースを英語で理解する

STUDENT VOICE

生には理解しにくいことも少なくありません。
「海外からの目線」

もあり、楽しみながら受講生たちと交流を深めることができます。

EnglishＣⅠ・Ⅱ

教授

講義はすべて英語で行われます。授業で取り上げる日本の法

日本の法を外国人受講生はどのように受け止めるのか。
「 なぜ？」「 どうして？」という疑
問にどう答えるか。普段の授業とはまったく違った視点から日本の法律を考えます。

律は、法学部の 1 年次で学ぶような基礎的な内容が中心ですが、

国会議事堂や裁判所などを見学するフィールドトリップなど

EnglishＡⅠ・Ⅱ、ＢⅠ・Ⅱ

鈴木 哲也

が、法学部生も受講でき、2 単位を修得できます。

ながら、語学力やコミュニケーション力を身につけていきます。

■外国語科目Ⅱ

Media
English

の短期集中講座。外国人留学生や社会人を対象にした講座です

るのも魅力。年齢、経歴などが異なる受講生たちと意見を交わし

■外国語科目 Ⅰ

PICK UP

夏休み中、駿河台キャンパスで実施される「Meiji University
Law in Japan Program」
は、日本の法の基礎を英語で学ぶ 2 週間

受講生の大半は外国人なので、留学のような雰囲気が味わえ

特別ドイツ語（2年）ＣⅠ・Ⅱ、
ＤⅠ・Ⅱ
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・韓国語
・古典ギリシア語
・ラテン語
・イタリア語
・アラビア語

Meiji University Law in Japan Program

で見直すことで、日本の法律についてより理解が深まります。

■法学部の外国語カリキュラム

1

・英語
・ドイツ語
・フランス語
・中国語
・スペイン語
・ロシア語
・日本語（外国人留学生のみ）

外 国 人 受 講 生と一 緒に、
日本の法を英語で学ぶ

外国語で学ぶ専門科目

東京都私立明治大学付属
中野八王子高等学校卒業

プログラムでは、日本法についてのディスカッションや国会などへのフィー
ルドトリップなどを通して、留学生とともに日本の法制度や運用を学びます。
私は英語への抵抗感をなくすことを目的に参加しました。短い期間の中で留
学生と積極的に交流した甲斐もあり、英語コミュニケーション能力の向上を
実感しています。また留学生との議論を通して、海外法の考え方や制度の違
いを知り、比較をする中でより日本法への理解を深めることができました。
プログラムで得た経験を足がかりに留学にも挑戦し、外国の法制度や文化の
違いを現地で学び、自分の視野をもっと広げていきたいと思います。

講義そのものが英語で進めら
れ、レポートなども英語での作
成が求められるため、実践的
な英語力が身につきます。

法学部では、グローバル化が進む時代に対応し、
「英語で法律
の仕事ができる人材」の育成を教育目標のひとつに掲げ、法律や
海外の文化などを英語で学ぶ授業も数多く開講されています。
授業はすべて英語で進められます。世界各国の法律を日本の法
律と比較しながら、その違いを理解する「比較法学」
など、国際舞

Jazeera、BBCなどが配信する最新の

の型」を実践しながら修得していきま

ニュースを教材として取り上げ、リス

す。また、効果的なプレゼンテーション

ニング、ライティング、プレゼンテー

のためのジェスチャーやパワーポイント

ションなどの演習を行います。本格

の作り方などvisual aidsについても学

また、実際に海外に渡って現地の法律を学ぶ、法学部独自の留

的な英語力の基礎固めと、世界を見

びます。わかりやすい説明とは何か？

学プログラム▶P.25～26 への参加を希望する学生向けに「留学基

る視野を広げることに役立ちます。

授業で一緒に考えてみませんか。

礎講座」などの科目も開講されています。

台で活躍するために必要な語学力とともに、国際的な見地から法を
学べる科目が設置されています。

［ 外国語（ 英語）
で授業を行う科目（ 2022 年度例）］
授業科目

配当学年 授業科目

配当学年

Introduction to Modern LawⅠ・Ⅱ

1～ 4

留学基礎講座ＡⅠ・Ⅱ

1～ 4

比較法学Ⅰ・Ⅱ

2～ 4

留学基礎講座ＢⅠ・Ⅱ

2～ 4

国際教育プログラム（異文化理解）
Ⅰ・Ⅱ

1～ 4

国際教育プログラム（法律・政治）
Ⅰ・Ⅱ

1～ 4

Business Law in EnglishⅠ・Ⅱ

3・4
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留学プログラム
PROGRAM 02

法学部独自の留学プログラム

PROGRAM 03

デ・ラ・サール大学
春期法学研修

語学留学とは違い、海外の大学で現地の法律について学ぶ、法学部ならではの
本格的な短期留学プログラムです。英語力だけでなく、国際感覚も身につきます。

ハワイ大学
春期法学研修

フィリピン

成長著しいASEAN 加盟国で法制度を学ぶ

PROGRAM 01

ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ・カレッジ夏期法学研修

イギリス

ロースクールでハワイの法律・文化を学ぶ

近年、高い経済成長を続けるフィリピンの首都マニラの旧市街

プリンストンレビューが、
「米国内の全ロースクールのなかで

にキャンパスを構え、国内を代表する 3 大学のひとつとして知ら

もっとも多様な学生・教授構成」であると評価した、ハワイ大学

れるデ・ラ・サール大学でフィリピンの

マノア校ウィリアム・S・リチャードソ

法制度を学ぶ 2 週間のプログラムです。

ン法科大学院で学ぶ 2 週間のプログラム

裁判所や国会などへのフィールドトリッ

です。アメリカ法の授業のほか、弁護士

プ、フィリピンの文化・歴史的史跡・自

事務所、州政府、刑務所などへのフィー

然環境を学ぶプログラムも含まれていま

伝統あるイギリスの名門大学で
イギリスの法制度について学ぶ

アメリカ

す。現地の学生と活発に交流できるのも
特長です。

緑豊かなキャンパスと、充実
した 施 設に加え、セキュリ
ティも厳 重。研 修 中は大学
そばのホテルに滞在します。

ルドトリップが含まれています。日本語
の通訳がつくため、英語に不安のある学
生も安心して参加できます。

キャンパスはワイキキビーチ
にも近いホノルル市街近 郊
の静かな住宅地にあります。

イギリスの名門、ケンブリッジ大学で約 1 カ月にわたり、現地の

■法学部の学部間協定校

講師陣からイギリスの法制度を学ぶプログラム。英語の上達を目
的とした語学研修とは異なり、イギリスの法律を学びながら一般

協定留学・認定留学

的な語学力とともに法律英語の上達も目指すのが特長です。

南京師範大学

プログラム内容は①法学授業、②法律英語授業、③ゲスト・
レクチャー、④フィールドトリップなどから構成されています。

法学部独自の留学プログラムのほか、明治大学では全学的な

授業は英語で行われ、扱う内容も本格的です。難度は高めです

留学支援として「協定留学」
「認定留学」制度を実施しています。

が、それだけに短期間で得られる内容が大きいプログラムになっ

「協定留学」は、明治大学と協定を結んでいる世界各国の高等教

ています。研修中は、ケンブリッジ大学の現役学生による「プロ

育機関に留学するもの。法学部は独自の学部間協定校も4校有し

グラム・アシスタント」がフォローをしてくれます。

ています。一方、
「認定留学」は学生が自分で留学先を選定して

滞在中はコーパス・クリスティ・カレッジの学生寮に宿泊し、
寮生活を体験します。週末は自由行動なので、ケンブリッジ市
内を散策したり、ロンドン観光を楽しんだりする時間もあります。

出願し、学部の許可を受けて留学する制度です。どちらも大学が
2019年度の夏期法学研修参加者。1209年に創設されたケンブリッジ大学は、歴史と伝
統を感じさせる建物が並ぶ美しいキャンパスも魅力のひとつです。

定めた所定の手続きや審査を経れば、留学先で取得した単位が、
明治大学の卒業に必要な単位として認められる場合があります
（法学部生は最大 60 単位まで）
。

［ プログラムの内容 ］
❶法学授業…ケンブリッジ大学

❷ 法 律 英 語 授 業 …Legal Essay

❸ ゲスト・レクチャー…ケンブ

❹フィールドトリップ…ロンドン

の講師陣から、イギリス法の各分

の書き方、法律に関するディスカッ

リッジ大学出身の若手法律家を

市内の王立裁判所やビッグ・ベン
（ 国会議事堂）など、法にかかわ

野について学ぶ授業。講師の問

ションやプレゼンテーション、模擬

招き、イギリスの第一線で活躍す

いかけに学生たちが返答する
「双

裁判や裁判傍聴後のレポート作成

るゲストの専門分野について講

る公共 施設の内部見学のほか、

方向形式」で行われるため、自分

などを通じ、英語で法律の仕事を

義を受けます。具体的なトピック

グリニッジ天文台の見学や、テム

の意見を明確にし、積極的に発

する際に必要な実践的かつアカデ

スを一つひとつ深く掘り下げて

ズ川の遊覧など名所をめぐるツ

言する姿勢が求められます。

ミックな英語力を身につけます。

いくスタイルが特長です。

アーも用意されています。

STUDENT VOICE

名門校の学生と学び
可能性と夢を拓く
プログラム
2019年度参加

亀井 龍

法律学科
国際関係法コース3 年
東京都私立開成高等学校卒業
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ケンブリッジ大学夏期法学研修は、私の人生のターニングポイン
トです。現地の先生方や学生との交流、英国文化を肌で感じた経
験によって、自分の可能性と夢に気づきました。これらが原動力と
なり、3 年次早期卒業、英国大学院合格、日本の法科大学院合格、
国家公務員総合職試験（大卒程度）教養区分合格と国家公務員総
合職の内定など、日本と国際社会の平和と発展に貢献にするという
私の夢を叶える道を歩むことができています。皆さんも明治大学法
学部在籍中に是非このプログラムに挑戦し、自分だけの特別な未来
を拓いてほしいと思います。

1902年に設立され
た総合大学。法学
院は、法哲学、刑
法、民商法、訴訟
法、国際 法、経済
法研究室より構成され、中国でもっとも優秀
な法学院のひとつとして評価されています。

バイロイト大学
1975年に設立され
た国立大学。ドイ
ツ南部バイエルン
州のバイロイト市
にメインキャンパス
を置き、6学部を展開。同大学の消費者法研
究所はドイツの研究拠点になっています。

サンパウロ大学
1934年に設立され
た総合大学。サン
パウロ市内および
周辺地区に8つの
キャンパスと関連
研究所を有し、8万人以上の学生が学ぶ、ブ
ラジル最大規模で南米屈指の名門大学です。

国立台湾大学
1928年に設立され
た国立大学。緑豊
かなキャンパスには
11学院が展開され、
法律学院は、基礎
法、公法、刑事法、民事法、商法、国際法、金融
租税法、経済法研究室より構成されています。

▲法学部協定校
＊授業料負担型のみ

■法学部生が留学できる協定校（ 2021 年 11 月現在）
□イギリス
□デンマーク
イースト・アングリア大学
コペンハーゲン大学
エジンバラ大学
□ドイツ
ケンブリッジ大学ヒューズ・ホール校 アウクスブルク大学
シェフィールド大学
オスナブリュック応用科学大学
ブライトン大学
ジーゲン大学
マンチェスター大学 人文科学部 ツェッペリン大学
▲バイロイト大学
ヨーク・セント・ジョン大学
ハインリッヒ・ハイネ大学
ロンドン大学 クィーン・メアリー校
ロンドン大学 アジア・アフリカ （デュッセルドルフ大学）
パッサウ大学
研究学院（SOAS）
フリードリヒ・シラー大学
□イタリア
（イェーナ大学）
ヴェネツィア大学
□ノルウェー
シエナ外国人大学
シエナ大学
インランドノルウェー応用科学大学
フィレンツェ大学
□ハンガリー
ミラノ大学
エトヴェシュ ･ロラーンド大学
□ウクライナ
□フランス
キエフ国立大学
ヴェルサイユ大学
□オーストリア
エクス・マルセイユ大学
ウィーン経済・経営大学
グルノーブル・アルプ大学
ウィーン大学
ストラスブール大学
クーフシュタイン・チロル応用科学大学 トゥールーズ政治学院
ザルツブルク大学
トゥールーズ第1キャピトル大学
□オランダ
パリ第3大学（ソルボンヌ・
ライデン大学
ヌーベル）
北マケドニア使徒聖パウロ情報科学技術大学 パリ大学
フランス国立東洋言語文
□ギリシャ
化研究学院（INALCO）
クレタ大学
□スイス
モダール・インターナショナル学院
チューリッヒ大学
ランス大学
□スウェーデン
リール・カトリック大学
カールスタード大学
リヨン第2大学
セーデルトーン大学
リヨン第3大学
ヨーテボリ大学 ビジネススクール リヨン政治学院
レユニオン大学
リンシェーピン大学
□ブルガリア
□スペイン
ソフィア大学
ESADEビジネススクール
□ベルギー
アリカンテ大学
リエージュ大学
サラマンカ大学
ルーヴェン・カトリック大学
バレンシア大学
□ポーランド
モンドラゴン大学
レイ・フアン・カルロス大学 ウッジ大学
ロビーラ・イ・ビルジリ大学 ポズナン経済大学
□ボスニア・ヘルツェゴビナ
□セルビア
ベオグラード大学
サラエボ大学

バニャルカ大学
□リトアニア
ヴィータウタス・マグヌス大学
ヴィリニュス大学
ミーコラス・ロメリス大学
□ルーマニア
ブカレスト大学
ブカレスト経済研究大学
□ロシア
オムスク国立大学
クラスノヤルスク国立教育大学
国立経営大学
サンクトペテルブルク工科大学
サンクトペテルブルク国立経済大学
プレハーノフ経済大学
モスクワ国際関係大学
モスクワ国立大学
ロシア国立研究大学高等経済学院
□インド
インド科学院大学
インド統計大学
ゴカレ政治経済研究所
ジャダプール大学
ジャワハルラール・ネルー大学
マニパル大学
□インドネシア
インドネシア大学
ウダヤナ大学
ガジャマダ大学
バンドン工科大学
□カンボジア
王立芸術大学
カンボジア工科大学
□シンガポール
シンガポール経営大学
□スリランカ
コロンボ大学
□タイ
アジア工科大学院
カセサート大学
キングモンクット工科大学
ラカバン校
シーナカリンウィロート大学
泰日工業大学
チェンマイ大学
チェンマイラジャパット大学

チュラロンコン大学
プリンスオブソンクラー大学
□韓国
梨花女子大学
仁荷大学
韓国外国語大学
慶熙大学
慶尚大学
慶北大学
高麗大学
淑明女子大学
崇実大学
西江大学
聖公会大学
済州大学
中央大学
忠北大学
全北大学
大邱大学
大田大学
同徳女子大学
漢陽大学
延世大学
嶺南大学
□中国
厦門大学
内蒙古工業大学
雲南大学
雲南農業大学
延辺大学
華東師範大学
上海交通大学
上海対外経貿大学
深圳大学
蘇州大学
大連外国語大学
大連海事大学
中央財経大学
中央民族大学
中国社会科学院
中国社会科学院大学
中国人民大学
東華大学
南京財経大学
▲南京師範大学
南京大学

北京大学
北京第二外国語大学
遼寧大学
□香港
香港大学 人文学部外国
語外国文化学科
香港中文大学
□台湾
環球科技大学
国立嘉義大学
国立虎尾科技大学
国立政治大学
国立台北大学
国立台湾師範大学
▲国立台湾大学
国立高雄科技大学
国立屏東科技大学
国立陽明交通大学
淡江大学
中原大学
中国文化大学
南台科技大学
□バングラデシュ
ダッカ大学
□フィリピン
アテネオ・デ・マニラ大学
エンデラン大学
▲デ・ラ・サール大学
フィリピン大学ディリマン校
□ベトナム
ノンラン大学
ハノイ建築大学
ハノイ大学
ハノイ貿易大学
ベトナム科学技術院
ベトナム国家大学ハノイ外
国語大学
ベトナム国家大学ハノイ人
文社会科学大学
ベトナム国家大学ホーチミ
ン市人文社会科学大学
ベトナム社会科学院
ホーチミン市建築大学
□マレーシア
ペトロナス工科大学
マラヤ大学

マレーシア・サバ大学
マレーシア･サラワク大学
マレーシア科学大学
マレーシア工科大学
□ミャンマー
ヤンゴン外国語大学
ヤンゴン工科大学
ヤンゴン大学
□モンゴル
モンゴル国立大学
□ラオス
ラオス国立大学
□オーストラリア
UNSWシドニー
アデレード大学
カーティン大学
クイーンズランド工科大学
グリフィス大学
シドニー工科大学
西シドニー大学
ニューイングランド大学
マッコーリー大学
南オーストラリア大学
□ニュージーランド
リンカーン大学
□イスラエル
イスラエル工科大学
□サウジアラビア
アブドゥルアジズ国王大学
□トルコ
中東工科大学
ボアジチ大学（ボスポラス大学）
□ガーナ
ガーナ大学
□セネガル
シェイク・アンタ・ジョップ大学
□タンザニア
ダルエスサラーム大学
□アメリカ
アーカンソー州立大学
アイオワ大学
アラバマ大学
アリゾナ州立大学
インディアナ大学・パーデュー
大学インディアナポリス校
ウィチタ州立大学

オレゴン大学
カリフォルニア州立大学チ
ャンネル・アイランズ校
カリフォルニア州立大学ド
ミンゲス・ヒルズ校
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校
カリフォルニア州立大学フラトン校
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校
カリフォルニア大学アーバイ
ン校 サマーセッション
カリフォルニア大学デービス校
カリフォルニア大学デービス校
生涯専門教育部
カリフォルニア大学バーク
レー校 エクステンション
カリフォルニア大学バーク
レー校 サマーセッションズ
カリフォルニア大学ロサンゼルス校
カリフォルニア大学ロサンゼルス校
サマーセッションズ
カンザス大学
北テキサス大学
コロンビア大学 専門教育学部
サザンイリノイ大学カーボンデール校
サンディエゴ州立大学
サンフランシスコ州立大学
ジョージア大学
スタンフォード大学 サマーセッション
セントラル・オクラホマ大学
ソノマ州立大学
テネシー工科大学
テネシー大学マーティン校
テンプル大学
ニューヨーク州立大学ニューパルツ校
ニューヨーク州立大学バッファロー校
ニューヨーク市立大学スタ
テンアイランド校
ネバダ大学リノ校
ネブラスカ大学オマハ校
ノーザン州立大学
ノースイースタン大学
ハワイ大学ヒロ校
ハワイ大学マノア校 ウィリアム・
S・リチャードソン法科大学院
ペンシルベニア大学ELP

ペンシルベニア大学LPS
ポートランド州立大学
ボストン大学メトロポリタンカレッジ
ミシガン州立大学
ミズーリ・サザン州立大学
ミズーリ州立大学
ミドル・テネシー州立大学
南カリフォルニア大学 ドー
ンサイフカレッジ
南ユタ大学
メンフィス大学
ヤングスタウン州立大学
□カナダ
アルバータ大学
ダルハウジー大学
マクマスター大学
モントリオール大学
ユーコン・カレッジ
ヨーク大学
ラヴァル大学
□アルゼンチン
サンマルティン国立大学
ラプラタ国立大学
□コロンビア
エアフィット大学
ホルヘ・タデオ・ロザーノ大学
ロサリオ大学
□ブラジル
FAAP - アルマンド・アルバ
レス・ペンチアード大学
▲サンパウロ大学
リオ・ブランコ大学
□メキシコ
グアダラハラ大学
グアナファト大学
メキシコ国立自治大学
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卒 業 後 の進 路

法学部生の卒業後の進 路

法学部卒業生からのメッセージ

法学部生の多くは、卒業後に民間企業や官公庁などに就職しますが、

現在さまざまな業界、さまざまな職種で活躍している法学部の卒業生たちから

大学院などに進学する学生も少なくありません。進路は多岐にわたります。

明治大学法学部を目指すみなさんへメッセージをいただきました。

法学部で学びながら将来の夢を見つけ、
さまざまな選択肢から進路が選べます

［ 法 学 部 卒 業 生 の 進 路（2021年度卒業生） ］
進学

法学部卒業後の進路には、①民間企業・団体に就職する、②公

6.7%

各種試験受験

海外留学・各種学校入学
自営・継続

務員として官公庁に就職する、③法曹（裁判官、検察官、弁護士）

2.6%

を目指して法科大学院（ロースクール）に進学する、④法学の研究
者になる、または法律についてより高い専門知識を身につけるため
に大学院に進学する、など多くの選択肢があります。
就職

選ぶ進路によって、必要となる知識や資格が違ってきます。法学

86.4

部では、学生一人ひとりが在学中に将来の夢を見つけ、具体的な進
路を決定できるよう、5 つのコース制を採用しているほか、さまざま
なキャリアサポート（就職活動支援）▶P.34 を実施しています。

労働法の授業が
弁護士として働く原点です

3.8%
0.4%
人数

2021年度卒業生
卒業者数

825人

進路把握者数

758人
665人

（うち 公務21.2% 、民間78.8%）

進学

51人

各種試験受験

29人

海外留学・各種学校入学

また、進学を希望する学生には、早期卒業制度 ▶P.32 も設けられ
ており、夢に向かって効率的に学べる環境を整えています。

自営・継続

3人
20人

根拠を正して思考する
裁判官の基礎を学びました

による健康被害を受けた方の話を聞き、

判官として心がけていることは、当事者の

心が動いたことがきっかけで弁護士にな

主張に真摯に耳を傾け、紛争が起こった原

ると決意。現在は弁護士として労働事件

因や解決方法をしっかりと検討することで

を取り扱っており、弱い立場に置かれてい

す。在学中にゼミで学んだことは、根拠を

る労働者の味方となって奮闘しています。
解決後、被害を受けた方が新たな一歩を
踏み出す姿を見た時が、いちばんやりがい
を感じる瞬間です。これからも法学部で
学んだ法律を扱ううえでの心得を大切に、
一つひとつの事件に向き合っていきます。

裁判官

裁判所で民事事件を担当しています。裁

大学時代、労働法の授業でアスベスト

就職

%

弁護士

中野すずらん法律事務所

藤原 朋弘 さん

法律学科2016 年卒業
静岡県立沼津西高等学校卒業

明らかにしたうえで物事を理解することの
大切さ。暗記ではなく、思考する習慣を身
につけられました。その成長は、今の自分
の強みになっています。各案件で新たな問
題に直面し、結論が求められる裁判官の仕
事。思考力を発揮し、これからも頑張りま

横浜地方裁判所

村上 ゆりあさん
法律学科2017年卒業
福島県立安積高等学校

す。

※就職状況の詳細は▶P.34

■卒業後の進路モデル

法学部での学びを軸に
地域のことを想い支える
司法試験予備試験

早期卒業制度
▶P.32

明治大学

法学部

法科大学院入試

法曹

明治大学

専門職大学院
法務研究科

司法試験

（法科大学院）

司法修習

裁判官
検察官
弁護士
など

大学院入試

明治大学

大学院
法学研究科

群馬県庁で税金の課税業務を担当し

楽天カードの公式ホームページの改善
や、自ら企画を提案した公式 Instagram

支援機関である行政研究所での学びが、

の運用を担当しています。大学時代、企

公務員になるという進路決定を後押して

業と協力して商品開発を行い、屋台を出

くれました。法学部で学んだ「根拠を理

店した明大祭。一から企画することや人

と」は、現在の自分の軸となっています。

その他の法科大学院

自分が生活する地域を、法律の分野から
支える仕事に誇りをもち、人々のことを

博士前期 博士後期
課程
課程

研究者

考えられる職員であり続けたいです。

群馬県庁
太田行政県税事務所 県税課

の興味を引くことの難しさ、そしてやりが
いを学んだことは現在の仕事の原動力に

草野 光美 さん

なっています。法律を学ぶ中で身につい

法律学科2018 年卒業
群馬県立高崎女子高等学校卒業

もとに自分の意見を考える力」
を自分の強

た「物事を整理してまとめる力」
「 事実を
みとして、これからも挑戦し続けます。

金融

楽天グループ株式会社
楽天カード株式会社 編成部

小川 麻美 さん

法律学科2020年卒業
京都府私立京都女子高等学校卒業

▶P.31

その他の大学院

公務員試験

物流業界の最前線で
法学部で培った対応力をいかす
公務員

各種学校など

民間企業
団体

法の知識を責任に変え
医療分野に貢献したい

購入いただいた商品がお客様のもとに

病院やクリニックへ医療機器や試薬を
販売しています。ゼミでは、医療事故の

の管理が私の仕事です。各配送地点と密

裁判例について討論を重ね、医療機器の

に連携を取り、質の高いサービスを提供で

不適切な扱いが患者の命に関わることを

きるよう改善を重ねています。法学部で

学びました。仕事をするうえでも、間違っ

こったとき。在学中に培った、理論的に

各種資格試験

物流

予定通り届くよう、ルートの構築や配送網

の学びが特に発揮されるのは、問題が起
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明大祭で味わったやりがいが
働くわたしの原動力に

ています。法学部や公務員試験の学習

解し取り組むこと」
「 仲間と協力するこ

▶P.30

公務員

判断・説明する力や本質を捉えてわかりや
すく伝える力が、流通の現場で役立ってい
ます。これからもさまざまな仕事に向き合
い、自分の可能性を広げていきたいです。

アマゾンジャパン合同会社
Last Mile Execution

た知識や取扱説明が患者の命に大きく影
響する自覚と責任をもち、現場と密にコ

松山 凌雅 さん

ミュニケーションを取ることで、正しい知

法律学科2021年卒業
静岡県立浜松北高等学校卒業

将来は、文化や法律の垣根を越えて、海

識を身につけることを心がけています。
外市場で医療機器を販売したいです。

医療

富士フイルム株式会社
富士フイルムメディカル株式会社
IVDシステムセンター

前田 浩毅 さん
法律学科2020年卒業
東京都私立明治大学付属明治高等学校卒業
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卒 業 後 の進 路

法曹を目指す学生へのサポート

明治大学専門職大学院法務研究科（法科大学院）

将来、裁判官、検察官、弁護士などの法曹を目指す学生は、司法試験に合格しなければなりません。

明治大学には、法曹を目指す学生のために法科大学院も設置されています。

明治大学では多様な体制を整え、高い志をもつ学生をサポートしています。

法学部と連携し、これからの時代を担う法曹の育成に力を入れています。

司法試験合格までの長い道のりを
1 年次からしっかりとサポート

法曹コースにおける「一貫教育プログラム」

法曹（裁判官、検察官、弁護士）の職に就くためには、法科大学院
（ロースクール）を修了するか、司法試験予備試験を通過し、司法試験
に合格しなければなりません。法曹コース▶P.19～20 では、司法試験
に必要な知識を早い時期から効率よく学ぶことができるよう、法科大
学院と連携した有機的なカリキュラム（法曹コースにおける「一貫教育
プログラム」）を用意しています。さらに、国家試験受験をサポートす
る「法制研究所」を活用することで、1 年次からきめ細かな指導を受け
ることができます。

を緩和し、相互に連携して、効果的な法曹教育を行うことを目的と
したカリキュラム
（一貫教育プログラム）を実施しています。
同プログラムの指定科目を履修し、一定の成績を収めることで「 特
別選抜」によって法科大学院に進学することが可能となります。

予備試験対策答案練習講座
予備試験の
「 論文試験」対策を中心として、本学出身の法曹
（ 弁護士
等）がきめ細かい指導を行っています。近年では、本講座受講生から

そして、明治大学専門職大学院法務研究科（法科大学院）▶P.30 に
進学することで、卒業後も環境を変えずに学び続けることが可能です。

予備試験にとどまらず、その先の
「司法試験」においても、在学中の合
格者を輩出するなどの成果をあげています。

■法曹を目指すためのステップ

春

（４年）

2 年次
秋

春

3 年次
秋

春

4 年次
秋

春

2 年次

明治大学専門職大学院法務研究科は、高度専門職業人として
の法曹の養成を教育目標に掲げています。そのため、法理論はも

部などで法律を学んだ既修者は 2 年間（未修者は 3 年間）です。

ちろんですが、実務的な教育にも力を入れています。法曹実務は

修了すると「法務博士（専門職）」の学位が授与され、司法試験の

裁判官、検察官、弁護士の三者で異なるため、それぞれ実務経験

受験資格が得られます。※ 開設以来、優秀な修了生を送り出し続

豊富な専任教員が教壇に立ち、質の高い授業を展開しています。

け、過去 16 回の司法試験では累計 910 名の合格者を輩出してい

授業は講義形式、演習形式、実践形式、個別指導形式の 4 つに

ます。2021 年の司法試験では、22 名（全国の法科大学院の中で

大別できます。テキストには、汎用性の高い一般的なものも使用

第 12 位）
が合格しました。

しますが、創造的な思考力や法的分析力を養えるよう、独自で作

法学部 3・4 年次と同じ駿河台キャンパスにあるので、大学時

成したオリジナルの教材も数多く使用されています。実践形式の

代と同じ環境で学びを続けていくことができます。法律書を収蔵

授業では、法律事務所などに学生を一定期間派遣し、法律実務

したローライブラリーや模擬法廷など、施設も充実しています。

に関与する「エクスターンシップ実習」
なども実施しています。

秋

法曹コース
「一貫教育プログラム」

法制研究所

商訴行政入門講座

予備試験対策答案練習講座
（法学部との共催）

春

司法 試 験

法科大学院
（特別選抜）

法学部卒業

法科大学院
（一般入試）

秋

合格

論文ゼミ等

予備試験

予備試験

予備試験

合格

ます。また、進学時には1年次必修単位に加えて2年次必修単位の一部も単位認定さ
れます。法科大学院入学試験の負担や、法科大学院入学後に履修する授業負担を考
えると、
「一貫教育プログラム」を修めることでさまざまなメリットを享受できます。

Q
実際の法廷そっくりにつくられた模擬法廷（ 法廷
教室）では、学生それぞれが原告、被告、裁判官、
検察官、弁護士などの役割を演じ、裁判の流れを
シミュレートします。
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明治大学国家試験指導センター法制研

です。カリキュラムも大学の行事などを考

究所は、法科大学院進学・予備試験・司法

慮して組まれているので、大学生活と両立し

試験合格を目指す学生に、合格までの学習

やすいのも特長です。自習室や豊富な図書

を支援する機関です。和泉研究室（1・2 年

など、試験勉強に専念できる環境が整って

次）はキャンパス内に、駿河台研究室（3・4

いるだけでなく、
「論文ゼミ」や「個別指導」

年次）はキャンパスから近い猿楽町校舎に

などのプログラムでは、本学出身の若手弁

あるので、授業の合間に利用することが可能

護士から直接アドバイスも受けられます。

法務研究科の授業は、駿河台キャン
パス内のアカデミーコモンで行われ
ます。法学部時代の環境のまま勉学
に集中することができ、法制研究所
のサポートも受けられます。

■奨学金について
奨学金名

対象

法制研究所のサポート

「一貫教育プログラム」を履修すると、進学にどんなメリットがありますか？

Answer
「 一貫教育プログラム」を履修して一定の成績を収めた学生は、法務研
究科入学試験において筆記試験を課されない特別入学試験を受験することができ

秋
法科大学院修了

▶P.32

春

Q

3 年次

法科大学院入学

コース登録

法学部入学

法学部・法科大学院

法科大学院
（特別選抜）

▶P.19~20

憲民刑入門講座

明治大学専門職大学院法務研究科は、2004 年に開設された
法曹養成に特化した専門職大学院です。標準修了年限は、法学

法科大学院
（２年）
※既修者コース

早期卒業

法科大学院
（一般入試）

各種学習プログラム

カリキュラムの特長

※2023 年度から、要件を満たした在学生も司法試験受験資格が得られる予定。

法学部（３年）

1 年次

明治大学専門職大学院法務研究科の特長

法学部と法科大学院は、司法試験受験までの時間的・経済的負担

採用人数

Answer
学生一人ひとりにきめ細かな指導をするために
「 教育補助講師制度」を
導入しています。明治大学専門職大学院法務研究科出身の若手弁護士を中心とし

た
「 教育補助講師」が、月～土曜日の8時～ 23時の間、個別の学習相談に応じてい
ます。専任教員も、授業時間外にオフィスアワー
（ 学習相談）の時間を設け、担当科
目や専門分野にかかわる質問や相談などを受け付けています。

Q
（2021年10月現在）

専門職大学院法務研究科給費奨学金
①入学試験合格者のうち、入学試験成績優秀者。
②入学試験合格者のうち、大学在学中の者で、明治大学専門職
大学院法務研究科が定める学部学業成績基準を超える者。
③入学試験合格者のうち、明治大学学部在学中の者で、明治大学
専門職大学院法務研究科が定める一定の基準を満たす者。
④5 年一貫型特別選抜入学試験合格者。
約24 名
（①～④の合計）

司法試験対策の勉強法など学習相談はできますか？

入学前や修了後にも学習サポートはありますか？

Answer
入学前には、①導入教育プログラム
（ 11月、2月）、②授業見学、③自習
室の入学前利用などがあり、入学後、スムーズに学習に入れるようサポートします。

修了後には、本研究科修了生のみが所属できる
「 法務研究所」において、個人専用
の自習室やロッカーを使用できるとともに、弁護士講師による司法試験対策講座を
受講することができます
（2021年10月現在）。

■法務研究科入試データ
［ 2022 年度一般選抜入学試験結果 ］
※
（ ）内は女子の人数

学費相当額
（入学金、授業料・教育充実料相当額）
給付額

和泉研究室は自由席制、駿河
台研究室は固定席制の自習室
があり、学習に集中できます。

研究室内には最新版の参考書
や問題集など、勉強に役立つ
図書が豊富にそろっています。

給付期間

志願者数

※入学手続時には、入学金および学生健康保険互助組合費以外、納入
する必要はありません。なお、奨学金給付内定者の入学金については、
入学後、振込で還付します。

既修者 *1

標準修業年限（法学未修者コース3年、法学既修者コース2年）

合計

※休学する場合は、給付資格を取り消し、休学在籍料を納入していただ
きます。
※退学する場合および大学から処分を受けた場合は、給付資格を取り消
し、当該学期分の授業料および教育充実料を納入していただきます。

未修者* 2

291（129）名
109（43）名
400（172）名

合格者に占める明治大学
法学部出身者の割合

合格者数

120（54）名
26（13）名
146（67）名

割合
既修者*1
未修者*2
合計

28.3%
23.1%
27.4%

*1既修者：明治大学専門職大学院法務研究科において必要とされる法学の基礎的な学識を
有すると認められた場合に、2年間で修了可能なコース。
*2 未修者：標準修業年限の3 年間で修了するコース。法学の基礎から学ぶことができ、法学
部出身者も入学可能。
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卒 業 後 の進 路

明治大学大学院法学 研 究 科

早期卒業制度

法学部で学んだ知識をより深く専門的に研究できるのが、同じ駿河台キャンパス内にある

成績優秀な進学希望者は、早期卒業が可能です。

大学院法学研究科です。研究者や専門知識をもつ職業人を目指す学生が進学しています。

将来の夢に向かって 1 年早くスタートが切れます。

明治大学大学院法学研究科の特長

す。また、企業や官公庁でも、法律に関する高い専門知識をもっ
た職業人が必要とされています。そこで明治大学大学院法学研
究科では、法学研究者養成コースと高度職業人養成コースを設
け、将来の目標に応じた研究の場を提供しています。

法科大学院が法曹（裁判官、検察官、弁護士）の養成を目的と

高度職業人養成コースは原則として博士前期課程のみの 2 年

するのに対し、大学院法学研究科は、学問分野における法律学

間で修了します。法学研究者養成コースは、博士前期課程修了

の研究を推進するような研究者を養成することを目的としていま

後、3 年間博士後期課程で研究を続けることも可能です。

高度職業人養成コース
公法学専攻
民事法学専攻

リサーチ・
ペーパー＊1

早期卒業を希望する学生は、3 年次の履修登録時に申請が必要
です。申請資格は、2 年次修了時に卒業に必要な単位数のうち 86

大学院修了後の進路
法学研究者養成コース修了生の多くは、大学院博士後期課程
に進学して修了し、大学や研究機関などに教職員や研究員として
迎えられています。日本の法学研究の分野で、本学卒業生は数
多く活躍しており、大学の法学部専任教員市場でも、明治大学
出身者がかなり高い割合を占めていることでも知られています。

業・団体などに就職しています。
いずれも、大学院で研究を深めた自身の専門分野をいかし、そ
れぞれの道で法律の専門家として活躍しています。

博士
（法学）
学位授与

大学教員・
研究者など

できます。この制度を利用して、2020 年度には 4 名、2021 年度に
も 4 名の法学部生が卒業しました。夢に向かって 1 年早くスター
トが切れる、とても有意義なシステムです。

公務員、

*1 高度 職 業 人養 成コースの
場合、修士論文の代わりに
「リ
サーチ・ペーパー」という研究
論文の提出が必須となる。

各種学校、
民間企業など

・明治大学
・白鴎大学
・関東学院大学
学校、研究機関等
・富山大学
・島根大学
・慶應義塾大学

公務員

・法務省
・町田市役所
・労働基準監督署

・福岡大学
・国士舘大学
・帝京大学
・筑波大学
・愛媛大学
・駿河台大学
・東京都庁
・市川市役所
・衆議院法制局

・日本郵便株式会社
・日本電気株式会社
民間企業・団体等 ・森・濱田松本法律事務所
・株式会社産業経済新聞社
・日本弁護士連合会

・中央大学
・中央学院大学
・福島大学
・名城大学
・松山大学
など

入学時から計画を立てておけば安心ですが、早期卒業を

可能性を検討することも可能です。ただし、審査には 2 年次修了時の
単位数や成績が影響しますので、1 年次から必修科目を中心に履修し、
良い成績で単位を取得しておく必要があります。

1 年早く卒業できるメリットは何ですか？

・明治大学専門職大学院法務研究科

・明治大学大学院法学研究科

・東京大学法科大学院

・京都大学法科大学院

・一橋大学法科大学院

・慶應義塾大学法科大学院

・早稲田大学法科大学院

・中央大学法科大学院

など

Answer

進学後、さらに数年学んでから社会に出ることになりま

す。1 年早く卒業できれば、そのぶん夢に近づくのも早くなります。
公務員などは採用に年齢制限が設けられている場合も多いので、キャ
リアプランを立てる際にも有利になります。また学部 4 年次の授業料
や生活費が不要になるので、経済的にもメリットがあります。

STUDENT VOICE

同じ目標を持つ仲間と
切磋琢磨できる環境へ

効率的に進学できる制度で
目指していた大学院へ

早稲田大学大学院法務研究科進学

明治大学専門職大学院法務研究科進学

法律学科法曹コース3 年
東京都私立明治大学付属中野八王子高等学校卒業

法律学科法曹コース3 年
神奈川県立湘南高等学校卒業

など

・パナソニック株式会社
・日本アイ・ビー・エム株式会社
・日本生命保険相互会社
・株式会社日本評論社
など

河野 力也

大学院生も就職活動は
Q
サポートしてもらえますか？

岩見 風音

私は入学前から法曹を目指して大学院進学を希望していました

期卒業制度を利用した理由は、同じ法曹を目指す学生と切磋琢磨す

が、経済的な不安から諦めかけていました。その時に知ったのが、

る環境に身を置くことで、より高い志を持って勉学に励むことがで

時間と金銭面の負担を軽減できる早期卒業制度です。制度を活用

きると考えたからです。本制度を視野に入れ、1 年次から良い成績

することで、3 年次修了に続けて大学院へ進学することができまし

を取るように努力してきました。一年早く大学院試験に合格できた

た。学部ではジェンダーなど、現代の社会的課題に対する法律の作

大学院生に特化したキャリアサポートプログラムが実施

ことは、これまでの学習方法への自信につながっています。大学院

用などを学びましたが、大学院ではさらに専門的な法的知識を究め

月に実施されています。一般入試のⅠ期入学試験（9 月）とⅡ期入学

されています。研究職志望者を対象とした「研究職支援」と、民間企

進学はスタートライン。司法試験に合格できるように、気を引き締

たいと考えています。将来は、法的な観点から社会的弱者に寄り添

試験（2 月）の受験も可能です。また本学法学部の早期卒業予定者

業への就職や公務員試験受験の志望者向けの「就職支援」の双方で、

めて勉学に励みます。

える弁護士になりたいです。

Answer

▶P.32
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Answer

申請するのは 3 年次の 4 月ですから、入学後に進学を考えて早期卒業の

［ 早期卒業生の進学先例 ］

企業法務を取り扱う弁護士になりたい。目標を実現するために早

明治大学法学部生のための
Q
入試はありますか？

Q 入学時から準備しないと難しいですか？

Q

［ 近年の大学院法学研究科卒業生の就職先例 ］

一方、高度職業人養成コースの修了生は、国家公務員や地方
公務員として官公庁に就職するほか、さまざまな業種の民間企

所定の単位数と成績基準を満たしていることなどが審査され、条
件がすべてクリアできれば、学士（法学）の学位が授与され、卒業

博士論文

進学を希望する人にとって、1年早く卒業できることは大きなメリットになります。

年次修了時に卒業できる早期卒業制度を実施しています。

その後、3 年次修了時点で、大学院入学試験に合格していること、

博士後期課程
（ 3 年間）
修士︵ 法学︶学位授与

民事法学専攻

院・専門職大学院）に進学を希望する成績優秀な学生を対象に、3

と、大学院への進学を希望していることなどが条件とされます。

博士前期課程
（ 2 年間）

修士論文

法学部では、大学院（明治大学以外も含む大学院・法科大学

単位以上を修得していること、成績が一定基準を満たしているこ

■大学院法学研究科の進路モデル

法学研究者養成コース
公法学専攻

大学院、法科大学院進学者を対象に
3 年間で学部を卒業できるシステム

明治大学生を対象とした学内選考入学試験が 9 月と 2

を対象とした 3 年早期卒業入試（9 月・2 月）も実施しています。

Answer

それぞれきめ細かなバックアップをしています。
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卒 業 後 の進 路

法学部生が目指す主な試験・資格

就職実績とキャリアサポート

法律の知識はさまざまな資格を取得するうえでも役立つため、試験や資格に挑戦する

法学部の卒業生は、多種多様な業界に就職しています。明治大学では、学生一人ひとりの

法学部生も少なくありません。法学部では独自のサポートも行っています。

キャリア形成や就職活動を支援するため、多様なサポート制度を整えています。
［2021年度法学部卒業生の業種別就職先］

公務員試験

業種に偏りなく、あらゆる業界に
就職しているのが特長です

国家資格

公務員試験は法学部生に人気の高い

法律の知識をいかし、下表のような国家資格に挑戦することも可能です。いずれも就

資格のひとつです。ひと口に公務員と

職活動の際に高く評価されるのはもちろん、専門職として独立・開業もできる資格です。

いっても、職種や勤務地などに多くのバ

法学部では、将来公務員を目指す学
生のために、公共法務コース▶P.17～18
を設けています。公務員試験に出題さ

のまま公務員試験の準備につながりま
す。また、行政研究所 ▶P.35 では、
「公
務員ガイダンス」や「公務員試験対策講

［ 法学部生が目指す公務員試験例］

職種の内容

司法書士

裁判所や検察庁、法務局、地方法務局に提出する
憲法、民法、商法概論・総則、
書類の作成、登記や供託の手続きの代理、簡易裁判所 商行為法、刑法、登記・供託法、
で行われる一定の訴訟や調停の代理などを行う。
民事訴訟法、民事執行・保全法 など

行政書士

行政に提出する書類や、契約書などの権利義務や事 憲法、民法、行政法、
実証明に関する書類の作成と手続きを代理で行う。
現代法入門 など

弁理士

特許権や実用新案権、意匠権、商標権を特許庁に
出願し、権利を取得するまでの手続きを代理で行う。

公認会計士

不動産鑑定士

試験名

国家公務員採用試験
（総合職・一般職）
地方公務員採用試験

国税専門官採用試験

土地や建物などの不動産の経済価値を鑑定し、評価
を行う。不動産取引や投資の相談業務にも携わる。

知的財産法、民事訴訟法、行政法、
国際私法、経済法 など

いかせる力です。近年の企業や組織では、企業買収や合併、法令

がっています。
自分に合った就職先を見つけるには、自分の望む将来像や自
身の個性を自覚することも大切です。法学部では、さまざまなプ
ログラムなどを通してキャリア形成を支援しています。努力次
第で必ず自分の進みたい道に進むことができるはずです。

税理士

税務署などに提出する書類の作成や、税金の申告、
申請、不服申し立ての代行、税務相談などを行う。

租税法、会計学、民法 など

宅地建物取引士

不動産会社等に勤務し、宅地や建物の売買、賃貸契約 不動産法、民法、登記・供託法、
の際に相手方に対して重要事項の説明等を行う。
租税法 など

法学部独自のキャリアサポート
（就職活動支援）

強みを客 観 的に判 断でき、職 業や職 種を選ぶ際に参 考になる
R-CAP（適職診断テスト）と、専門・専攻にかかわらず、大卒者

課程を修了すれば
卒業時に取得できる資格
定められた課程を修了すれば卒業時に
得られる資格があり、その代表的なもの
が教員資格です。法学部では、中学校の
社会、高等学校の地理歴史・公民を担当
する教員免許状を取得できます。ほかに
も学芸員、社会教育主事、司書、司書教
諭についてもそれぞれ課程が設けられて
います。卒業に必要な科目とは別の科目
も履修しなければならないので、しっか
り履修計画を立てて臨んでください。
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■その他

■サービス業

3.1%

5.0%
■公務

3.2%

■不動産業、物品
賃貸業 6.3%

21.2%

■学術研究、専門・技術
サービス業 6.9%
■卸売業、小売業

■製造業

11.6%
7.0%
17.1%

11.8%

■情報 通信業

■金融業、
保険業

［ 近年の法学部卒業生の就職先例 ］
・国家公務員（法務省など） ・東京海上日動火災保険（株） ・
（株）毎日新聞社

として社会で求められる汎用的能力・態度・志向を測定する
PROG（強み発見テスト）を実施しています。結果が出た後には、

・日本航空（株）

・衆議院事務局

・三井住友海上火災保険（株） ・
（株）朝日新聞社

・参議院事務局

・野村證券（株）

（株）日本経済新聞社 ・トヨタ自動車（株）
・

・裁判所事務官

・大和証券（株）

・東日本電信電話（株） ・サントリーホールディングス（株）

・都道府県庁

・メリルリンチ日本証券（株） ・KDDI（株）

・都道府県警察

・
（株）三菱UFJ銀行

・（株）エヌ・ティ・ティ・データ ・パナソニック（株）

・東京都特別区

・
（株）三井住友銀行

（株）
キーエンス
・ソフトバンクグループ（株） ・

・国立研究開発法人
・
（株）みずほフィナンシャルグループ ・伊藤忠商事（株）
宇宙航空研究開発機構

法学部では、3 年生を対象に一人ひとりの個性や、個人がもつ

［ 課程が用意されている資格］

■教育・学習支援業

■運輸業、郵便業 2.9%

増えており、法学部出身者が専門をいかして活躍できる場が広

不動産法、会計学、経済学 など

労働法、社会保障法 など

4.0%

順守意識の高まり、知的財産の管理など、法律にかかわる業務が

租税法、会社法、会計学、
民法、経済学 など

社会保険に関する提出する書類の作成代行、企業の
労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う。

労働基準監督官採用試験
外務省専門職員採用試験

企業の財務諸表や計算書類に書かれている内容が
適正であるかどうかを、第三者の立場から監査する。

関連する科目

社会保険労務士

警察官採用試験
裁判所職員採用試験

法学部で身につけた論理的思考力は、社会のあらゆる場面で

資格名

座」
なども実施しており、よりきめ細かな
支援を受けることも可能です。

カー、マスコミなどの民間企業の法務部門などで法律知識をい
員への就職者数は、他学部と比較しても群を抜いています。

［ 法学部生が目指す国家資格例］

れる法律科目を重点的に学ぶカリキュラ
ムが組まれているので、日々の学習がそ

法曹界を目指しているわけではなく、毎年、金融、商社、メー
かした仕事に就きたいという学生が増えています。そして、公務

リエーションがあり、目指す将来像に応
じ、さまざまな選択肢があります。

法学部生の就職先は、非常に多岐にわたっています。全員が

■建設 業

・全日本空輸（株）

・富士フイルム（株）

・アクセンチュア（株）

・日本放送協会

・住友商事（株）

・
（株）電通

・
（株）TBSテレビ

・丸紅（株）

など

・
（株）
テレビ朝日

・東日本旅客鉄道（株）

STUDENT VOICE

客観的な診断が
自分を見つめ直す
きっかけに
法律学科
公共法務コース3年

資格名

内容

中学校教諭一種
免許状（社会）

中学校で社会科の授業を担当。教職課程で教職や教科に関する
科目等を所定の単位数取得すると、一種免許状を取得できる。

高等学校教諭一種
免許状（地理歴史・公民）

高等学校で地理歴史や公民の授業を担当。教職課程で教職や教科に
関する科目等を所定の単位数取得すると、一種免許状を取得できる。

学芸員

美術館、科学館、動物園などの博物館で、資料の収集や展示、調査等を
行う。学芸員養成課程で21単位を取得すると資格が得られる。

にPROG（強み発見テスト）
を受検。個性や能力を発揮しやすい環境や働

社会教育主事

教育委員会の専門的職員として社会教育に関する指導等を行う。社会
教育主事課程で単位取得後、所定の職務での1年以上の経験が必要。

を通じて理解がより深まりました。また、就職活動相談会や業種別セミ

司書

公共図書館で、資料の収集や整理、貸出・返却業務、相談業務等を行う。
司書課程で図書館学関連の32単位を取得すると資格が得られる。

司書教諭

小・中・高等学校の図書館に教員として勤務。司書教諭課程で司書教諭
資格を取得するとともに、教員免許状も取得していることが条件。

「診断セミナー」を実施し、診断結果の解説や、将来の進路選択
へのいかし方などのフォローアップも行っています。

笠原 萌

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校卒業

志望業界の選択のためにR-CAP（適職診断テスト）
、自己分析のため
き方など、自分では気づけない客観的な診断結果を得られ、さらに解説会

「 診断セミナー」の様子。客観的
な基 準で 判 定された検 査 結 果
を通して、自分ではなかなか気
づきにくい個性や強みなどを自
覚することは、将来の進路選択
に役立ちます。

ナーにもオンラインで参加。周囲の学生の就活状況など、現状の理解や
情報収集ができて就職活動に対する不安が軽減され、心強く感じました。
みなさんも、法学部で培える、情報を精査して収集する能力や、事実を客
観的に分析する能力をいかして就職活動を頑張ってください。
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法 学 部 独自のサポート

法学部生のためのさまざまなサポート
全学共通のサポート体制に加え、法学部では、学部に在籍する学生を対象に、

法 学 部 が 開 講 する
「予備
試 験 対 策答案練習講座 」
の授 業 風景。法曹養 成拡
大を目的に、明 治大学 法
学 部 出身の 若 手 弁 護 士、
司法修習生を講師に迎え
実施しています。

資格取得の助成

語学のスキルアップや資格取得の助成など、さまざまなサポート制度を設けています。

将来の夢を叶えるため、法学部生の多くは、在学中にさまざま
ある法学部生の六法。インデックス
をつけたり、マーカーでチェックした
りと、検索しやすいようそれぞれ工
夫を凝らして使用しています。

新入生全員に六法を配付

な資格試験にチャレンジしています。法学部では、資格取得を
目指す学生を支援するため、各種資格試験の受験費用や、資格
試験向け対策講座の受講費用を助成しています。
対象となる資格試験には、国家資格だけでなく、就職活動に役

憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法など、主要
な法令を収録した「六法」
は、法律を学ぶ学生にとって必携の法令

立つ人気の民間資格なども数多く含まれています。また、司法

・司法試験

・不動産鑑定士試験

試験の受験資格を得るために必要な「司法試験予備試験」
などの

・司法試験予備試験

・宅地建物取引士試験

受験料も助成されます。

・行政書士試験

・日商簿記検定

・法学検定

・秘書技能検定
・Microsoft Ofﬁce 関連資格

集です。法学部では、毎年新入生全員に対し、持ち運びに便利な

また、明治大学の生涯学習機関「リバティアカデミー」で開講

小型の六法を 1 冊ずつ配布しています。法律は常に改正されてい

されているすべてのプログラム、学内で実施している語学プログ

・知的財産管理技能検定

ラムの参加費も、一部金額を助成しています。

・ビジネス実務法務検定

・ファイナンシャル・プランニング技能検定

・社会保険労務士試験

・IT パスポート

るので、入学時点での最新版を用意しています。
1 年次から法律必修科目などの授業で使用するのはもちろん、
法学部での学びに欠かせない 1 冊となります。

六法に収録されているのは、どれも
基本となる法律です。入学後は、たく
さんの法律を理解し、運用する力を
身につけていきます。

法学部が実施する短期留学
プログラムの参加費用助成

法学部学習サポート

法学部では、夏期・春期休暇を利用した短期留学プログラム

法学部では、駿河台・和泉の各キャンパスにて「法学部学習サ

「ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ・カレッジ夏期法学研

ポート」を実施しています。明治大学大学院法学研究科に在籍

修」
（ イギリス）
、
「デ・ラ・サール大学春期法学研修」
（ フィリ

する TA・助手が、法学部生の日々の学習をサポートする法学部

ピン）、
「ハワイ大学春期法学研修」
（ アメリカ）▶P.25～26 を実

独自の学習支援制度です。講義についていくのが厳しいなど、

施しています。研修参加費は、参加者の自己負担ですが、法

さまざまな理由から学習に困難を感じている学生に対し、各年次

学部生に限り、毎年参加費用の一部が助成されています。

において必要な単位数を修得できるよう必要な支援・指導を行

3 つのプログラムは、いずれも現地の教授陣から英語で現地の

い、4 年間で卒業してもらうことを基本的な目的としています。

法律を学べるのが特長です。将来、英語で法律の仕事ができる人
TAが学部生に学習支援を行っている様子。法律専門科目についてはもちろん、外国語科
目、答案・レポート作成方法など、さまざまな疑問点に答えてくれます。

国家試験指導センターの
各研究所への入室費用助成

研究所

内容

究所 ▶P.29 、行政研究所、経理研究所の 3 つの研究所に分かれ

行政研究所

ており、明治大学の学生は学部を問わずどの研究所にも入所でき
ます。いずれも 60 年以上の歴史があり、明治大学教員や OB・
OG を中心とした実務専門家が指導を行います。法学部生がこ
れらの研究所に入室する場合、費用の一部を助成しています。

経理研究所

語学スキルアップの助成

法科大学院進学・予備試験・司法試験合格をサポートする指
導機関▶P.29 。司法書士資格試験や裁判所職員採用試験合格
を目指す人にとっても役立つ講座が開講されている。

明治大学には、国家試験合格を目指す学生のための学習支援
機関「国家試験指導センター」があります。資格によって法制研

材を育成する、法学部ならではのプログラムです。

［ 国家試験指導センターの3 つの研究所］

法制研究所
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［ 対象となる資格試験の一 例（ 前年度実績）］

国家公務員試験および地方公務員試験合格をサポートする指

対象となる語学
検定例（前年度実績）

TOEFL® 各種（英語）

将来、グローバルに活躍できる人材の育成を図
るため、法学部では、各種語学検定試験の受験

仏検（フランス語）

試験が実施されている。

共通で行われている「留学志望者対象英語プロ

独検（ドイツ語）

グラム」や、学部間共通外国語講座の「英会話

中検（中国語）

集中講座」
（合宿形式／春期・夏期）
の受講費用

西検（スペイン語）

力による受験指導を行う。将来の就職に役立つ
「 会計士講座」

も、一部金額が助成されます。

プログラム名

内容

レアジョブ英会話

一般的なスピーキング力のみならず、英語能力試験のスコアア
ップや留学中の修学に対応できる発話力を身につけたい学生
に向けて、スピーキングを効果的にトレーニングできるオンラ
イン講座です。本学指定のURLから申し込むことで通常より安
価に受講でき、さらに、受講者限定のオンラインセミナーやワ
ークショップに参加することができます。

TOEIC® e-Learning

TOEIC® テストを作成しているETSが、本番のテストと同じプ
ロセスで制作した問題を使用しています。本番のテストと同
じクオリティーの問題を使用しているため、テストに向けた
準備に最適です。ビジネスや日常の場面に即した問題を使用
しているので、テストに向けた学習・練習が、実際のコミュニ
ケーションシーンで使える英語力の習得に直結します。

英検（英語）

費の全額または一部を助成します。また、全学

「簿記講座」なども開講。

［ 留学志望者対象英語プログラム ］

TOEIC® 各種（英語）

導機関。入室試験があり、毎年4月に択一（ 筆記）試験と面接

公認会計士の国家試験合格をサポート。現役公認会計士の協

一般的な語学留学とは違い、法律英語や現地の法制度なども学べる本格的な内容で、
将来国際舞台での活躍を目指す学生たちに人気のプログラムです。

ロシア語検定
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課 外活 動

入試情報

■大学入学共通テスト利用入学試験

法学会・法律相談部の活動

法律学科

試験日

募集人数

3 科目・60名／ 4 科目・40名／ 5 科目・40名

合格発表日時

出願期間

1月6日
（金）
～ 1月13日
（金）※締切日消印有効

手続締切日

教科
国語

充実させるためのさまざまな活動を行っています。法学部生なら自由に参加できます。

明治大学法律相談部とは
法律相談部は、
「明治大学法学会」
の一部署ですが、独立して
活動を行っています。一般の依頼者から法律にかかわる相談を

どのイベントを開催するほか、最高裁判所の見学や裁判の傍聴な

受け、弁護士資格をもつ先輩とともに法律上のアドバイスをする

ど、実際の司法の現場を知るためのツアーなども行っています。

「無料法律相談」を行っています。また、この活動に備えるため

法学部生ならだれでも、運営に携わる・行事に参加することがで

の上級生による民法ゼミ講義や勉強合宿なども行っています。

きます。

右記の4教科17科目のうちから
1科目を選択。
（ 注）2科目以上
を受験した場合には、高得点の
科目の成績を合否判定に利用
する。

公民

「現代社会」
、
「倫理」
、
「政治・経済」
、
『倫理、政治・経済』

数学

『数学Ⅰ・数学A』
、
『数学Ⅱ・数学B』
「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」
、
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」

外国語

相談会は駿 河台キャンパス
のほか地方にも赴き、年100
件以上の相談を受けていま
す。法学部で学んだ知識を、
一般の相談者のためにいか
す場となります。

「地理歴史」「公民」をあわせて2科目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。第2 解答科目の成績は合否判定に利用しない。
「地理歴史」「公民」をあわせて2科目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。第2 解答科目の成績は合否判定に利用しない。

100点

（注）
「理科①」を利用する場合は、
「理科①」のうちから2科目を選択し、この2科目を以て1科目とみなす。
「理科②」において2科目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。第2 解答科目の成績は合否判定に利用しない。

500点
200点

『国語』
『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』から1科目

200点

『 英語』はリーディング100点、リスニング100点とする。

右記の2 教科7 科目のうちから
1科目を選択。2科目を受験し
た場合には、第1解答科目の成
績を合否判定に利用する。第2
解答科目の成績は合否判定に
利用しない。
右記の2教科10科目のうちから
1科目を選択。
（ 注）2科目以上
を受験した場合には、高得点の
科目の成績を合否判定に利用
する。

地理歴史

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」

公民

「現代社会」
、
「倫理」
、
「政治・経済」
、
『倫理、政治・経済』

数学

『数学Ⅰ・数学A』
、
『数学Ⅱ・数学B』 大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。
「物理基礎」、
「化学基礎」、
「生物基礎」、
「地学基礎」、
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」

理科

合計（4 科目）
国語

法学部生同士が交流するた
めの楽しいイベントのほか、
テスト対 策の勉強会 や、法
律討論会への参加など、年
間を通してさまざまな活動
を行っています。

200点

『 英語』はリーディング100点、リスニング100点とする。

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」

合計（3 科目）
国語

4
科
目
試験科目・ 方
配点
式

2月13日
（月）9:30
3 科目方式：3月2日
（木）、4・5 科目方式：3月10日
（金）
※締切日消印有効
配点
200点

地理歴史

理科

法学部生と法学部の全教員から構成される機関です。法学部

※「令和5 年度大学入学共通テスト受験案内」を参照してください。

科目
『国語』
『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』から1科目

外国語
3
科
目
方
式

生同士や教員との親睦を深める新歓合宿やバーベキュー大会な

1月14日
（土）
／ 1月15日
（日）

学科

法学部の学生と教員で組織される「明治大学法学会」では、法学部生の学生生活を

明治大学法学会とは

※すべての方式間での併願が可能です。

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

200点
大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

200点

（注）
「理科①」を利用する場合は、
「理科①」のうちから2科目を選択し、この2科目を以て1科目とみなす。
大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。
「理科②」において2科目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。第2 解答科目の成績は合否判定に利用しない。

外国語

『国語』
『 英語』、
『ドイツ語』、
『フランス語』、
『中国語』から1科目

数学

『数学Ⅰ・数学A』
、
『数学Ⅱ・数学B』から1科目

800点
200点
200点

『 英語』はリーディング100点、リスニング100点とする。

200点

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。2科目を受験した場合には、高得点の科目の成績を合否判定に利用する。

5
科
目 理科
方
式 右記の2教科7科目のうちから

1科目を選択。2科目を受験し
た場合には、第1解答科目の成
績を合否判定に利用する。第2
解答科目の成績は合否判定に
利用しない。

「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」から2科目
（注）
または
「物理」、
「化学」、
「生物」、
「地学」から1科目

（注）
「理科①」を利用する場合は、
「理科①」のうちから2科目を選択し、この2科目を以て1科目とみなす。
大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。
「理科②」において2科目を受験した場合には、第1解答科目の成績を合否判定利用の対象とする。第2解答科目の成績は合否判定に利用しない。
「理科①」
において2科目、
「理科②」
において1科目を受験した場合には、
「理科①」
2科目を1科目とみなし、
「理科①」
と
「理科②」
のうち高得点の科目の成績を合否判定に利用する。

地理歴史

「世界史B」、
「日本史B」、
「地理B」

公民

「現代社会」
、
「倫理」
、
「政治・経済」
、
『倫理、政治・経済』

200点

大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

200点
大学入学共通テストの配点100点を200点に換算する。

合計（5 科目）

1,000点

※
「理科①」…「物理基礎」
、
「化学基礎」
、
「生物基礎」
、
「地学基礎」を指します。 ※
「理科②」…「物理」、
「化学」、
「生物」
、
「地学」を指します。

入試情報

明治大学の一般選抜（学部別入試・全学部統一入試・
大学入学共通テスト利用入試）は、すべて Web 出願です。
パソコン・スマートフォン・タブレットから出願できます。
※詳細は、一般選抜要項（明治大学ホームページにて11月上旬公開予定）をご確認ください。
※特別入試・推薦入試では、Web出願受付を行いません。

■学部別入学試験
学科

法律学科

試験日

2月14日
（火）

募集人数

375名

合格発表日時

2月21日
（火）9:30

出願期間

1月6日
（金）
～ 1月27日
（金）※締切日消印有効

手続締切日

3月2日
（木）※締切日消印有効

試験科目・
配点

■特別入学試験
試験種類

時限

教科

科目

配点

1時限（70 分）

外国語

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・
英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）
、ドイツ語、フランス語から1科目選択

150点

2時限（60 分）

国語

国語総合（漢文の独立問題は出題しない）

100点

3時限（60 分）

地理歴史、公民

世界史B、日本史B、政治・経済から1科目選択

350点

■全学部統一入学試験
学科

法律学科

試験日

2月5日
（日）

募集人数

115名

合格発表日時

2月13日
（月）9:30

出願期間

1月6日
（金）
～ 1月17日
（火）※締切日消印有効

手続締切日

3月2日
（木）※締切日消印有効

教科

科目

1時限（60 分） 外国語
試験科目・
配点

2時限（60 分） 国語
3時限（60 分）
4時限（60 分）
合計（3 科目）
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右記の4 教科8 科目のうちから1
科目を選択し、受験する。2科目
を受験した場合には、高得点の
科目を合否判定に利用する。

選考方法

募集人員

海外就学者
特別入学試験

2022年8月18日
（木）
～
8月23日
（火）

小論文
2022年10月1日
（土） プレゼンテーション
面接

外国人留学生入学試験

2022年9月1日
（木）
～
9月8日
（木）

明治大学における入学試験および
（一次：書類選考、
2022年12月3日
（土） 「日本留学試験」
二次：小論文、面接）

2022年度

2021年度

志願者数

合格者数

志願者数

合格者数

10名

10名

8名

7名

6名

20名

40名

21名

61名

21名

※上記のほか、スポーツ特別入学試験、指定校推薦入学試験、付属校推薦入学試験を行っています。

［ 海外就学者特別入学試験 ］

［ 外国人留学生入学試験 ］

青少年期に海外で教育を受けた方が対象です。海外生活で得た

明治大学は、
「世界に開かれた大学」として、国際的な知識基盤

体験、知識などをいかし、国際的に有能な人材を育成し、同時に

社会の確立に貢献すること、
「個を強くする」
教育理念のもと国際

大学の国際性向上を図ることを目的に実施しています。

社会で活躍する人材を輩出することをその目的に掲げています。
このような方針のもと、優れた能力を有し、入学後の明確な目的・

配点

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・
英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）
、ドイツ語、フランス語から1科目選択

100点

国語総合（漢文を除く）

100点

地理歴史、 世界史B、日本史B、地理B、政治・経済、物理
（物理基礎・物理）、化学（化学基礎・化学）、
公民、理科 生物
（生物基礎・生物）から1科目選択
数学

試験日

100点

合計（3 科目）

時限

出願期間

目標をもった、個性豊かで熱意あふれる留学生を受け入れます。

100点

数学
（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学A、数学B「数列・ベクトル」）
300点
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明治大学法学部がわかる

9

つのポイント

伝統

学科・科目

カリキュラム

在野精神

進路を見据えたコース制

多角的に考える

日本初
女性弁護士を輩出

1学科5コース

学べる分野
が広い

ゼミナール

語学

国際・留学

実践力を鍛える

多岐にわたる

国内外で法律を深める

発言・発表・探求

日本語も外国語も

海外屈指の大学
と連携

ビジネスマンへの道

公務員への道

法律家への道

民間企業など

国家公務員など

司法試験へ

あらゆる
業界へ

就職者の20％
が公務員に

1年生から
手厚くサポート

詳しくはこちらを

● 受験生のための学部選択ガイド Step into Meiji University

CHECK!

https://www.meiji.ac.jp/stepinto/hogaku

● 明治大学入試総合サイト

https://www.meiji.
ac.jp/exam/

