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生活や企業活動の武器となる法律・政治の専門知識を身につけよう 法学部長
メッセージ
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社会の今と未来を見つめ、
進化・成長する法学部です。
法学部というと、古い、堅い、変わらない…

そんな印象を持つ人も多いかもしれません。

でも、明治学院大学法学部は違います。

たとえば、時代の先端と未来まで考える学びの内容。

少人数制やゼミ形式の授業を大幅に採り入れた学びのスタイル。

そして、法律学科、消費情報環境法学科、

政治学科からなる学びの体制も、

本学ならではの先進的なもの。

さらに 2018 年から、新たに「グローバル法学科」も加わりました。

進化・成長する法学部の中身を、ぜひ、じっくりご覧ください！

法学部がわかる8のポイント
法学部長メッセージ

法学部の魅力について、皆さんの疑問にお答えします！
法学部 NEWS
法律学科に「法曹コース」が誕生！
学科クローズアップ
特色ある 4 学科の学びに接近

こんな未来が待ってます 
定評ある就職＆キャリア支援
WE LOVE MEIGAKU LIFE.
法学部生が語るキャンパスライフ

ニュース＆トピックス

キャンパス 365日

少人数教育で、法知識と法的思考力を身につけよう！
法律学科……P11

新しい法律分野を、新しい方法で学ぼう！
消費情報環境法学科……P13

アクティブな学びで、問題解決能力、実践力を高めよう！
政治学科……P15

法的知識を持って、国境を越えてゆく。
グローバル法学科……P17

　皆さん、法学部に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。弁護士や
検察官、裁判官などの法曹をめざすというイメージ、またはどこか堅いイメー
ジをお持ちかもしれません。もちろん、法曹を養成するのも法学部の大きな使
命です（2020年4月法律学科に法曹コース設置）。しかし、それは一つの側面
に過ぎません。私たちの周りは、さまざまな法律に関係して成り立っていますし、
世界とも繋がっております。広く法律やその形成過程である政治を学び、それ
らをベースにものを考え、多数の情報の収集・整理能力、問題解決能力、異
文化理解力（2018年にグローバル法学科設置）などを身につけ、社会や世界
に羽ばたくことに重要な意味があります。明治学院大学法学部には、これら
を実現するために4つの学びの可能性があります。
　大学の建学の理念であるキリスト教主義教育の伝統にのっとり、弱者に優
しいまなざしを向けながら法学や政治学の専門性を身につけてほしいと考え
ています。“Do for Others（他者への貢献）”が本学の教育の理念です。これ
は、創立者のヘボン博士が生涯にわたって貫いた精神で、“Do for others 
what you want them to do for you”「人にしてもらいたいと思うことは何で
も、あなたがたも人にしなさい」という新共同訳『マタイによる福音書』7章12
節の言葉が元になっています。法律や政治を学ぶ者は、弱者、困っている人
の力になり世の中の役に立つという姿勢が大切です。
　「法律は技術である」といわれます。法律という技術を身につけ、その形成
過程を知ると、それを活かして自分の人生で使っていくことができます。現代は、
コンプライアンス（法令遵守）が重視され、社会で法的にものを考える能力が
求められる場が大きく広がっています。
　皆さんも法学部に対する固定観念を捨てて、身近で役立つ武器を身につ
けてみませんか。そこから思いもよらなかった世界が開けてくるかもしれません。

明治学院大学 
法学部学部長  今尾 真

いまお まこと／ 1965年生まれ。法政大学法学部卒業後、早稲田大学大学院
法学研究科に進む。1997 年に明治学院大学に着任。専門は、民法、特に担保物
権法と債権譲渡法。趣味は、読書とスキーおよびラグビー観戦（本学体育会ラグ
ビー部部長でもある）。著書には、『ガイドブック民法』共著（嵯峨野書院、2001年）、

『フレッシャーズのための民事法入門』共編著（成文堂、2014年）などがある。
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明治学院大学
法学部の

魅力について、
皆さんの疑問に
お答えします！

法学部というと、弁護士や検察官、裁判官な

どをめざす、ちょっと堅い学部というイメージ

を持つ方が多いかもしれません。しかし、法

学という学問はとても身近で、普段の生活に

密接に関係しているものです。たとえば街に

出たら、私たちは道路交通法に従い、それに

守られます。また、コンビニで買い物をしたと

きには、消費税法に定められた税金を誰でも

必ず払います。これらは法律と生活の関わり

を示すほんの一例に過ぎません。

法学部がめざすのは、人間社会の諸問題に対

して、論理的に考えて判断を下したり、的確に

意思決定したりする能力を身につけることで

す。でも、法学部に入ったからといって、六法

全書とにらめっこする必要はありません。「法

律は技術である」ともいわれます。英語と同じ

ように法律を技術としてうまく使いこなす能力

を身につければ、ビジネス、政治、行政、マ

スメディアなど、幅広い分野で活躍するための

強力な武器になるのは間違いありません。

01そもそも「法学部」って、何をめざして、何を学ぶ学部ですか？



国際問題の勉強は、国際系学部の専売特許――そんなふ

うに考えている人がいたら、ちょっと認識をあらためてほ

しいと思います。現代社会では、経済、文化、政治、そ

して個々の市民活動までもがグローバル化しています。こ

れに伴い、国同士の摩擦や異文化の衝突、企業の海外

移転といった、グローバル化により生じる多くの問題の解

決に向けて、「法」の観点からアプローチできる人材の

ニーズが高まっているのです。

このような背景のもと明治学院大学法学部は、「法」に軸足

を置いて国際的問題の解決を考える「グローバル法学科」

を開設しました。この学科は、2 年次秋学期間の海外留学

を必修とするなど、他の法学部にはない画期的な特徴を備

えています。法学部の OB 組織「白金法学会」による「白

金法学会海外留学支援奨学金」制度（法学部各学科 3 名・

計 12 名に 20 万円支給）が設置され世界に飛び出す法学

部生を応援する仕組みがさらに充実しました。

5

0 2法学部と国際化って、どんな関係があるんだろう？

明治学院大学法学部の多くの特徴の中で代表的なものが、

「少人数制による基礎教育」と「アクティブな教育プログラム」

です。

法律学科では、1 年次より少人数のゼミや法律の入門科目な

どで法律学の基本を確実に修得。消費情報環境法学科では

演習形式で行う1 年次からの ICT 教育で、現代社会に欠か

せない ICTリテラシーを学び、政治学科では十数名で取り組

む1 年次ゼミが用意されています。そしてグローバル法学科で

も、少人数で法律英語の知識やコミュニケーション力を養う

教育を入学直後から始めます。

もう一つの特徴である「アクティブな教育プログラム」としては、

「フレッシャーズ研修」があります。法律学科と消費情報環境

法学科合同の研修では法律劇を素材にしたディベートなどを

行います。政治学科の研修ではゼミ対抗の討論会などを通じ

て、主体的に学ぶ力を効果的に修得できます。またグローバ

ル法学科には、全員海外留学を準備する研修や講座が用意

されています。

0 3明治学院大学の法学部は、他の法学部とどこが違うの？
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はい。明治学院大学は“Do for Others（他者への貢献）”

を教育理念にしていますが、法学部ではこれに加えて、学

生を支援する“Do for Students”の取り組みにも力を入れ

ています。まず、学部による学生サポートとしては、法学を

専攻する大学院生が、学生の疑問や質問に丁寧に対応す

る「特別 TA（ティーチングアシスタント）制度」を用意。また、

法律・行政関係の専門職をめざす学生のために「国家試

験対策室」を設け、資格試験合格を支援する各種の課外

講座を開講しています。さらに、法学部の卒業生、在学生、

教員で構成される「白金法学会」は、海外研修に挑戦す

る学生への補助金や、語学学習に励む学生への奨励金

のほか、公務員志望者への就職相談会などのサポートも

行っています。

明治学院大学法学部の就職率は、例年 9 割以上の

高さを保っています。この実績は、本学部生に対す

る社会・企業からの信頼の大きさの表れといえるで

しょう。

法学部卒業生の主要な進路は、一般民間企業、国家・

地方公務員、公益団体への就職をはじめ、裁判官、

弁護士などの法曹をめざす法科大学院進学、高度の

専門知識獲得や研究者になることを目的とした大学

院進学などです。在学中や卒業後に、司法書士、行

政書士などのいわゆる士業、教員免許、消費生活専

門相談員、消費生活アドバイザーなどの資格取得を

めざす学生もいます。また、2018年4月開設のグロー

バル法学科の主な進路としては、グローバルな活動を

展開する就職先—民間企業（商社、エアラインなど）、

公務員（国家・地方）、国際機関・NGO スタッフ、メディ

アなど—が想定されています。

0 4

0 5

この学部の学生サポートは手厚いと聞きました。本当ですか？

やっぱり将来が気になるから――　明治学院大学法学部の就職状況は？
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一人ひとりの希望や目標に合わせて、
４つの学科から選ぶことができます。

学科ナビゲーション

進学に向けたサポート体制も充実
白金・横浜キャンパスの双方に、司法試験関連の基本書
をそろえた自習室を完備。また、公務員試験・資格試験
を総合サポートする国家試験対策室も両キャンパスに設
置され、法曹コースを全面支援します。

注目ポイント❷

正式エントリーの前に導入演習を実施
法曹コースを希望する学生は、まず 1 年次秋学期に「導入演
習」に参加（プレエントリー）したうえで、正式にエントリーす
るかどうかを判断。エントリーが決まった学生は 2年次から
本格的なコース学修がスタートします。

注目ポイント❸

複数の有力法科大学院と教育連携
本学法学部は、早稲田大学・慶應義塾大学・中央大学・
明治大学・千葉大学・東京都立大学の各法科大学院と５
年一貫教育を行う法
曹養成連携協定を締
結。さまざまな有力
法科大学院での勉学
が保証される仕組み
が整っています。

注目ポイント❶

【 法 曹 コ ー ス の 特 色 】

【 法 曹 資 格 取 得 ま で の 流 れ 】

2016 年に本学法学部法律
学科を 3 年次早期卒業し早
稲田大学大学院法務研究科
に進学した宮澤裕登さんが、
2019 年の司法試験に見事
最終合格しました。その他
にも多くの先輩が、本学法
学部を卒業後、有力大学の
法科大学院に進んで法曹を
めざしています。

2019年司法試験最終合格者

宮澤 裕登さん
2016年明治学院大学法学部
法律学科早期卒業

 法律学科に「法曹コース」が誕生！
最短 5 年間で司法試験に合格できます！

 裁判官  検察官  弁護士  をめざすあなたへ

もっと詳しく
知りたい方は！

法曹コースに関する
疑問はこちらの
特設ページを
ご覧ください。

0301
5年間の一貫教育

（法学部 3 年＋法科大学院
2 年）で、司法試験合格を
めざします。

02
実績ある法科大学院と
連携協定を結んでいます。

法律学科に入学してから
コース選択できる、
2年次からの
エントリー制です。

（1 年次秋学期にプレエントリー）

04
法曹コース修了者は、
特別選抜枠を利用して
法科大学院に進学できます。

法 学 部 N E W S

法学部を早期卒業した先輩が司法試験に合格！

●協定締結先：早稲田大学・慶應
義塾大学・中央大学・明治大学・
千葉大学・東京都立大学の各法科
大学院（2020年2月現在）

2020年
4月新設

生活に身近な最先端の法律
　　　　　　　　　　　　　　について学びたい。
コンピュータや
情報を活用する力を身につけたい。

プレゼン力や自己発信力
　　　　　　　　　　　　　　　　を高めたい。

グローバル社会の問題を解決する

　　　　　法的知識を学びたい。

実践的な英語力や

　　異文化理解力を身につけたい。

留学などを通じて、世界で活躍できる

　　　　　行動力を手に入れたい。

消費情報環境法学科

グローバル法学科

P13

地域の課題から日本政治、
　　 国際関係まで体系的に学びたい。

社会現象を分析する
　　　　　　　　　　専門的手法を身につけたい。

主体性や他者と協働する力
　　　　　　　（コミュニケーション力）を磨きたい。

政治学科 P15

P17

法的なものの考え方
（リーガルマインド）と　　　　　　　を身につけたい。
公務員になって、

人や地域のために働きたい。
法曹（裁判官・検察官・弁護士）になりたい。

法律学科 P11

伝える力
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◎ 刑事模擬裁判（鈴木ゼミ）
検察官として豊富なキャリアを持
ち、現在も弁護士を務める鈴木
敏彦先生のもと、毎回、刑事模擬
裁判を実施。リアルな刑事裁判
を体験しながら、刑法や刑事訴
訟法について理解します。

◎ 民事法入門
1 年次春学期に学ぶ入門科目のひとつ。身近な生活に関わる民事法につい
て、具体的な例を取り上げながら、契約や裁判手続きの流れなど、重要
で基本的な事柄を学びます。

◎ 超高齢社会の成年後見法
高齢や障害により判断能力が不十分となった人の権利擁護について法的ア
プローチを中心に、社会福祉や心理学の観点などからも考える授業。社会
福祉学科生や社会人も参加してともに学びます。

裁判所の法廷を模した法廷教室

自由な学びと
クラブ・サークルを
両立させている先輩が多数！

法律学科の少人数教育
1年次のゼミである基礎演習は、25名程度で全員が報告と議論を経験。

憲法、民法などの講義形式の専門科目も基本科目を中心に100名程度

の集中できる環境で学びます。2年次演習、演習（3年次のゼミ）も原

則20名までで、10名前後のゼミが多いのが特徴です。学修効率が良

いだけでなく、学生同士、学生と教員の距離が近くなり、個性やレベ

ルに合わせた学びが可能です。

公務員試験に向けたサポート
明学生全員が対象の「公務員セミナー」。法律学科から始まったこの制

度は、公務員（国家公務員、都・県・横浜市・23区などで働く地方公

務員）をめざす3年次生を中心に、在学中の合格を目標として、公務員

試験の受験から採用までを一貫してサポートする講座を格安で提供。

充実の指導で多数の合格者を出しています。法学部生の多くが苦手と

する数的処理、経済学といった分野や、得点に差が出る法律系科目

を強化するとともに、ゼミや

面接対策を行って公務員試

験に挑戦する学生を全力で

応援しています。市役所・警

察・消防志望者への支援も

行っています。

2年次より「法曹コース」設置
法曹（裁判官・検察官・弁護士）をめざす人のための「法曹コース」を

2020年度の法律学科2年次から開始します。他大学法科大学院と連携

して一貫教育を行います。コース在籍者は、学部での成績が重視され

る特別選抜枠で法科大学院を受験できます（協定先の法科大学院へ

は指定校推薦類似の方法で進学可能）。

法律学科3年
 （2020年2月現在）

   舩木 祐哉さん
 埼玉県生まれ

明治学院東村山高校卒業
黒田美亜紀教授の「民法」ゼミに所属

授業レポート

明学初の箱根駅伝ランナーは
法律学科生！

少人数教育で、法知識と法的思考力を身につけよう！

法律学科

両親が公務員として地域の活性化などのために働く姿を子どもの頃から見ていたこともあり、自分も同じ道を志すように

なりました。明学法学部の法律学科を選んだのは、定評ある「公務員セミナー」がこの学科から始まったと聞いたことが

決め手のひとつになりました。法律の勉強は難しいイメージがありましたが、実際に学んでみると、さまざまな法律が暮

らしに密接に関係していることを実感でき固定観念は消えました。また、法律を学び始めた当初、授業でわからないこ

とがあったときには、大学院生が丁寧に質問に答えてくれる特別TA制度をよく利用しました。これは正確な知識を定

着させるうえで大いに役に立つはずです。多くの授業の中で私が特に有意義だと感じているのは「行政法」です。その

学修内容は公務員試験に直結していますし、身につけた知識は、希望通り公務員になれた後も仕事の中で生きるに違

いありません。現在、所属している民法ゼミの先生は驚くくらい優しい人柄で、メールや口頭できめ細かく指導してくだ

さいます。もうすぐゼミ対抗の討論会があるのですが、ぜひ学修の成果を発揮して好結果を残したいですね。

V o i c e
この学科には、公務員になる夢に直結する
授業とサポートがある。

法知識と法的思考で「社会貢献できる市民」 ◎ 公法、民事法、刑事法などの基本的な法知識と、
　 それを使いこなす技術
◎ 正しいことを勇気を持って論理的に主張できる力
　（＝リーガルマインド）
◎ 社会問題を真摯に考え、柔軟に思考する能力

どんな人をめざせる？ 何が身につく？

学び方の特徴は？

少人数制＆1年次からのゼミ参加

「わかる人だけ」ではなく「全員がわかる」授業をめざして、4 年間に
わたり少人数教育を徹底。少
人数で専門分野を学ぶ「ゼ
ミ」も1年次から行うことで、
早い時期から教員との信頼
関係を築き、高学年次のより
専門的な学修の土台を固め
ます。

豊富な科目を柔軟に履修

140を超える科目が用意され、「労働法」「成年後見法制」など時代
のニーズに応える注目の科目もいろいろ！ また、契約法や相続法、
会社法なども法改正に合わせて内容を大幅に刷新しています。さら
に、消費者法、知的財産法、環境法といった最先端分野の法律を学
科の垣根を越えて自由に履修できるのも魅力です。

複数の履修モデルを提示

法律学科の豊富な履修科目から自分の進路や関心に合った科目を見
つけるのは大変です。そこで、民間企業から法曹（弁護士・裁判官・
検察官）まで、進路に応じた履修モデルを用意。社会とのつながりを
意識しながら学ぶことができます。1 年次だけでなく、2・3年次になっ
て進路を検討・変更するときにも役に立つはずです。

◎ 法曹（裁判官・検察官・弁護士）
◎ 司法書士、行政書士、宅建士
◎ 公務員
　　（国家公務員、都庁・県庁・政令指定都市などの地方上級職、特別区・
　　市役所などの地方公務員、裁判所事務官、警察官、消防士など）
◎ 民間企業への就職
　（金融、証券、不動産、メーカーなど多種多様の有力企業）
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先端的な法律問題を学べる

法律基礎科目群で法律学の基礎的な知識と考え方を身につけたうえで、
3 つの先端的な法律科目群（消費者法科目群・企業活動法科目群・環
境法科目群）を学んでいきます。特に、
現代社会の重要領域でありながら、こ
れまで目を向けられていなかった「消費
者問題」や「環境問題」に焦点を合わ
せた、ユニークかつ実践的な科目を用
意しています。

充実のコンピュータ教育

先端分野の法律を扱う本学科では、法学部としては異例の先進的な
コンピュータ教育を実施しています。少人数の授業で「コンピュータを
道具として使いこなす」技術を基礎から修得。判例の収集やプレゼン
テーション用の資料の作成など、法律の学修にパソコンを活用する
ノウハウも学べます。

プレゼンテーション力やコミュニケーション力を重視

本学科で特に力を入れているのは、自分の意見や考えを外部にわか
りやすく発信するプレゼンテーション力の育成。演習をはじめとした少
人数制の授業で、学生は発言や発表の機会に恵まれ、表現力やコミュ
ニケーション力も鍛えられます。

オリジナルのインターンシップ（就業体験）
教室で学んだ法律や政策が、社会の第一線でどのように実施されている

かを現場で実習します。実施場所は、市役所、区役所の消費生活センター

や、消費者団体などさまざま。将来の進路を考えるよいきっかけとなって

います。
＜インターンシップ先の一例＞

●神奈川県庁、横浜市役所、川崎市役所、鎌倉市役所、港区役所
●日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会、
　全国地域婦人団体連絡協議会、全国消費者団体連絡会、関西消費者協会

資格取得に向けたサポート
消費と情報の分野の資格取得をサポート。授業やゼミの中で、資格取

得に必要な基礎知識の一部を学修することができます。さらに、国家

試験対策室（→P.19「資格試験サポート」の項参照）が受験対策に必

要な課外講座を実施しています。このサポート体制により、本学科の

学生は「ITパスポート試験」「消費生活アドバイザー」「消費生活相談

員」といった資格を取得しています。
● ITパスポート試験 　
情報分野の国家試験のひとつで、情報セキュリティやIT管理など、企業で働く
社会人が備えておくべき基礎的なIT知識を修得していることの証明になります。
● 消費生活アドバイザー 　
企業と消費者の懸け橋として、消費者の意向を商品開発や企業経営に反映
したり、消費者からの相談を受けるための資格です。

消費情報環境法学科3年
 （2020年2月現在）

  岩本 玲子さん
 神奈川県生まれ

鎌倉女子大学高等部卒業
角田真理子教授の

「消費者法」ゼミに所属

◎ 消費者法の実務
大学の教員だけでなく、国の省庁の中で実際に業務として担当している職
員が教壇に立ち、消費者契約法や景品表示法など、主な消費者法の内容
に加え、立法や執行などについて講義します。法律の条文だけでなく、教
科書ではわからない実際の現
場での取り組みや問題点などを、
最新の情報に基づいて理解す
ることができます。

◎ 会社法（来住野ゼミ）
ゼミでは、会社法の最近の判例を素材としてゼミ生の報告をもとに議論します。
会社法は覚えることも多くて敬遠されがちですが、不公正な株主総会の決議、
取締役の違法行為、乗っ取りに対する防衛、同族会社の支配をめぐる骨肉の
争いなど、株式会社の経営をめ
ぐる実際の紛争を通じて、生きた
会社法が学べます。判例を検討
する際には、権威に盲従しない
批判的な見方を大切にしています。

授業レポート

消費情報環境法学科の良いところは、法律関連はもちろん、理系の内容やプログラミングなど、幅広い分野を学べること。

高校時代は理系科目が得意で、大学でも物理や環境関連の授業を履修。情報系の授業でパソコンのスキルを高めるこ

ともできました。この学科の多様なカリキュラムの中で、特に私がおすすめなのは「消費者問題と法」です。クーリング

オフや景品表示法など身近な内容を扱うので、学んだ知識は将来も役立つはずです。所属しているゼミでは「保険金の

支払いトラブル」に関する研究に取り組んでいます。このゼミは保険会社をはじめとする企業訪問を行っていることも特

長のひとつ。参加することで企業や業界についての理解が深まり、就職活動の参考にもなります。また、私が1年次か

ら積極的に取り組んでいる活動としてインターンシップがあります。これまでに国会議員の事務所や市役所の消費行政セ

ンター、金融系企業など10か所近くを経験。社会で必要なマナーやルールを身につけられるだけでなく、普段はあまり

接触のない社会人や他大学の人などと出会うことで、視野や考え方を大きく広げる絶好の機会になっています。

V o i c e
企業訪問やインターンシップを通じて、
視野や考え方を広げています。

学び方の特徴は？

情
報
技
術
科
目
群

金融、ＩＴ、サービスなど幅広い民間企業をはじめ、

消費者行政、生活協同組合、NPO法人、公務員など

多彩な分野で即戦力として歓迎される「実践的人材」

◎ 「消費者」と「企業」の両方の視点から問題を解決
　 する能力
◎ 情報化時代の多彩な仕事に対応する、実践的コン　
　 ピュータ活用能力
◎ 社会人に必要とされる、柔軟な適応力やコミュニ
　 ケーション力、自己発信力
◎ 就職活動や卒業後に有用となるさまざまな資格

どんな人をめざせる？ 何が身につく？

新しい法律分野を、新しい方法で学ぼう！

消費情報環境法学科
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◎ 地方政府論
国と自治体の役割分担はどうなっているのか、権限や財源を通じた
両者の関係はいかなるものかというマクロ的視点と、自治体内でサー
ビスはどのように形成・決定されるのか、住民はどのように関わること
ができるのかといったミクロな視点について、自分の住んでいる自治
体を念頭に理解することをめざします。

◎ 比較政治
「世界の先進国の多くで、既成の政治に不満を持つ人が多くなってい
るというのは本当か」「そうだとしたら、その原因は経済のグローバル
化にあるのか」。各国の政治制度や実態を比較することを通じて、民
主政治とは何か、大統領制と議院内閣制の違い、政党や議会の役割
など、わかりやすく解説します。

授業レポート

◎ 社会の仕組みを理解したうえで、より良い社会の
　 あり方を追求する「教養ある政治的市民」
◎ 地域社会から国際社会まで、さまざまな分野 （メディ
　 ア、金融・商社、公務員・教員、国際機関や公益団体
　 など） で活躍できる人材 

◎ 社会の問題に積極的に取り組む主体性や、他者と
    ともに協力して物事を進めるコミュニケーション能力
◎ 地域の身近な課題から日本の政治・政策、
    国際関係まで、幅広い問題解決に必要な知識
◎ 現実の社会を専門的手法で分析し、状況変化に
    応じて柔軟に考え、行動できる能力

学び方の特徴は？

小規模学科での主体的な学び

１学年約150 名という小規模学科の強みを活かした、主体的な学び
を可能にするカリキュラム。学外実習（フィールドワーク）や学生イベン
トの企画（フレッシャーズ研修）、授業での発表・討論を通じたアクティ
ブな学びにより、大教室で座っているだけでは身につかない主体性
やコミュニケーション能力が芽生えます。

社会の変化に柔軟に対応できる学び

「知識」は時間が経てば時代遅れになってしまうもの。そこで「学び方
を学ぶ」ことで、新しい問題にも柔軟に対応できる思考力・実践力を
養います。社会現象を分析する「社会調査論」「計量政治分析」、英
字新聞を読み解く「時事英語」、古典の読み方を学ぶ「専門書講読」
などの科目が用意されています。

卒業後の進路を見据えた体系的な学び

安全保障や地球環境問題を学ぶ
「国際政治」、現代政治やその報
道のあり方を学ぶ「メディア・ポ
リティクス」、地方政治や福祉政
策を学ぶ「ガヴァナンス」の 3 分
野を用意。専門科目を体系的に
履修することで、卒業後の進路
を見据えた学びが可能に。

どんな人をめざせる？ 何が身につく？

アクティブな学びで、問題解決能力、実践力を高めよう！

政 治 学 科

イスラエル大使館の
ヨナタン・レベル報道官に
よる講演

将来は政治に携わり、社会的な弱者をはじめ多くの人々を支えていく仕事がしたい。そんな思いから政治学科に入りま

した。好きな授業は、「自由」や「正義」などをテーマに、思想家や歴史背景に触れながら、その言葉の真の意味を探っ

ていく「現代政治理論」です。少人数での密度の濃い学びを通して現代の政治問題の本質に迫ることができ、3年次以

降のより専門的な勉強がますます楽しみになりました。授業以外では、新入生を学科に迎え入れる一大イベントである

フレッシャーズ研修の委員を務めたことも大きな収穫につながりました。自分が担当したのは政治家による講演会の企

画運営。半年前から入念な準備を進め、試行錯誤しながら無事に講演会をやり遂げたことで自信と達成感を得るとと

もに、講演会後も議員の仕事のお手伝いをさせていただくなど、将来への財産となるつながりと経験を手に入れること

ができました。この先の希望として、議員インターン、大学院への進学、海外留学などやりたいことがたくさんあります。

多くの経験がいつか結びついて力になることを信じて、さまざまなことに積極的に挑戦していきたいですね。

V o i c e

生きた政治を学ぶ！
政治学は社会を対象とした学問です。そのため、理論と現場の両面

から学べるさまざまな仕掛けが用意されています。「フィールドワーク」

では学生が議員事務所、新聞社、役所などに出向き、インタビューや

調査を行って政治の実態に向き合います。最終的には教員の個別指

導のもと、1万字以上の研究報告書を書き上げます。また、第一線で

活躍する方 （々外交官、ジャーナリスト、公務員・NPO関係者等）を招

き、現場の考えや課題を聞き、議論する授業も展開しています。

多彩なゼミで学ぶ！
政治学科は1年次から全員がゼミに参加するほか、3・4年次のゼミは

卒論執筆に向けて2年間の一貫した教育を行います。平均人数は15名

以下と少人数教育を徹底。海外への実地研修（ドイツ・韓国・タイ等）や、

全国の大学生が公共政策提案を競う研究大会（ISFJ）への参加を積

極的に進めるゼミ、実際の現場を見たうえで分析・提言することを学

ぶ行動的なゼミなどが多数あります。

政治講演会を企画運営した経験は、
将来につながる貴重な財産になった。

政治学科2年
（2020年2月現在）

來住 樹生さん
岡山県生まれ

岡山県立岡山朝日高校卒業

日本政策学生会議
（ISFJ）で発表する
西村ゼミの 3 年生
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学び方の特徴は？

学科オリジナルの英語カリキュラム

留学を軸とし、レベル別に授業時間数・内容ともに充実した学科独自
のカリキュラムで、大学留学に必要な英語４技能（聞く、話す、読む、
書く）と法律英語を修得します。

グローバル時代に必要な法的解決能力を修得

1年次の必修科目「グローバル法入門」で法的知識を固めるとともに、
少人数・個人指導によりプレゼンテーション、ディベートを通じてのアカ
デミック・リテラシーを育成します。「Introduction to Japanese Law」で
は日本法を英語で学修。法学基礎分野、国際関係法分野（国際法・
国際ビジネス法・国際私法など）、国際政治経済分野など幅広い学び
からグローバル時代に必要な法的解決能力を身につけます。

全員が英語圏に半期留学

2 年次秋学期に、全員が英語圏の協定校に留学します。安心して留学
に臨むために、入学直後から準備講座を開講。留学先では現地の法
律と英語を学び、人 と々触れ合う中で異文化を体験し、グローバルな
視野を持った法的な解決能力、実践的な英語コミュニケーション能力、
柔軟な異文化理解力を養います。

【協定校】カルガリー大学（カナダ）、ウィスコンシン大学ミルウォーキー校（ア
メリカ）、ダブリンシティ大学（アイルランド）、リバプール大学（イギリス）、オー
ストラリアン・カソリック大学（オーストラリア）、アデレード大学（オーストラリア）。

※協定校の事情によって当該協定校へのカリキュラム留学を実施しない年度があります。

◎ 国内外で活躍できるビジネスパーソン

◎ 国家・地方公務員／国際公務／国際NGOスタッフ

◎ エアライン・スタッフ／ジャーナリスト／アナウンサー

◎ 弁護士や行政書士、司法書士

◎ グローバル社会で生じる社会問題を
　 法的知識を応用して解決できる力
◎ 取引や企業活動を想定した
　 英語での実践的コミュニケーション能力
◎ グローバルな視野に立って行動する力

どんな人をめざせる？ 何が身につく？

法的知識を持って、国境を越えてゆく。

グローバル法学科

実践的な
英語力を
身につける

英語の
応用・発展力を
身につける

留 学 法律英語 + 英語4技能

留学支援制度（奨学金）
返還不要で全員が受給できる「給付」奨学金として、「明治学院大学カ

リキュラム留学生奨学金」制度を設けています。給付金額は25 万円。

この制度を活用し、充実した長期留学の実現が可能です。さらに、法

学部で長期留学する成績優秀者対象の「白金法学会海外留学支援奨

学金」（給付金額 20万円）も創設されました。なお、留学中も本学へ

の学納金を納める必要はあります。

留学前の準備＋帰国後の応用・発展科目
留学前の準備として、学科独自の英語カリキュラムに加え、日本法を

英語で学ぶ科目やコミュニケーション・スキルとしての英語を修得する

科目を用意。さらに、帰国後の応用・発展科目として法律・ビジネスの

英語スキルを伸ばす必修英語科目や法律・政治・文化を英語で学ぶ科

目などがあり、留学によって得た知識と能力の養成をしっかりフォロー

アップします。

グローバル法学科1年
 （2020年2月現在）

吉田 なな子さん
 神奈川県生まれ

公文国際学園高等部卒業

高校1、2年にかけてカナダに留学したことをきっかけに、異文化理解力を養える大学で学びたいと考えるようになり、グ

ローバル法学科に入りました。単に英語を勉強するだけでなく、英語を使って法律や政治のことまで学べる点が、自分

の希望にぴったりだったのです。この学科の魅力のひとつは、2年次秋からの海外留学にしっかりと準備して臨めること。

1年生のうちは週3回の英語の必修授業で語学力に磨きをかけながら、月に1回の留学準備講座も受講。外務省や青年

海外協力隊をはじめとして、国際的舞台の最前線で活躍する方々の話を聞くなど、海外生活で参考になるたくさんの知

識と情報を得ることができます。留学先はオーストラリアのアデレード大学に行きたいと考えています。大学関係者による

プレゼンテーションの素晴らしさと街の環境の良さに惹かれました。この留学を通じてスピーキング力とライティング力の

両方を高めたいと思います。私は入学直後からラクロス部の練習にも力を入れて取り組んでいます。今年度は先輩方が

見事1部リーグへの昇格を決めたので、私たち下級生もがんばって、新人戦では絶対に好成績を挙げようと燃えています。

V o i c e
異文化理解力を養えるのが学科の魅力。
2年次からの留学が楽しみです。



● 法学部生のキャリアデザイン講座
すべての仕事に法律が関係していることを認識し、法的な思考
を役立てる方法を学ぶ講座です。就職動向に詳しい専門家やゲ
ストスピーカーが、ビジネスマナーをはじめとする就職活動のノ
ウハウや、各自の経験を講義します。就職に役立つ情報の入手
だけでなく、適職の発見にもつながります。

法律学科、消費情報環境法学科、政治学科では、それぞれの
卒業に必要な単位に加えて、教職課程に必要な単位を満たせ

ば、高等学校（法律と政治は地理歴史・
公民、消費情報環境法は公民・情報）、
中学校（社会）の教員免許状を取得で
きます。さらに、本学の教職課程を履修
しながら、他大学の通信教育を受講して
小学校の教員免許状（小学校教諭二種
免許状）を取得する道も開かれています。

● 国家試験対策室の課外講座
国家試験対策室では、法律・行政関係の専門職をめざす学生
のために課外講座を開講。横浜キャンパスは「基礎講座」、白
金キャンパスは「宅建講座」「行政書士講座」「IT資格関連講座」
など、各自の目標に合わせて選べる豊富な講座を負担の少ない
低料金で用意しています。そのほか、法科大学院進学対策も実
施しています。2020年度から法律学科に設置される法曹コース
受講生もサポートします。

● 公務員セミナー
法学部で身につけた法学・政治学の力を活かして社会に貢献
できる公務員。法学部は、在学中の公務員採用試験合格をめ
ざす学生をサポートする公務員セミナー（受講生の大半は法学
部生）を創設し、現在も運営の中心です。さらに、国家公務員
総合職や裁判所事務官などの難関試験に向け、学部独自の支
援も実施。採用までを総合的にサポートします。

● 白金法学会による公務員就職相談会
法学部の卒業生、在学生、教員からなる「白金法学会」には、公
務員として働く卒業生で構成される「白金行政倶楽部」があり、公
務員志望者への就職相談会や、試験のアドバイス、各官庁や自
治体等に関する情報提供などを行っています（→P.7参照）。公務
員就職相談会では、官庁や自治体、警察や消防等多種多様な職
業の方 に々来ていただき、試験のことから仕事内容に至るまでじっ
くり話を聞くことができます。2019年度は、31名の講師の方 に々お
越しいただきました。
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法学部の優れた就職の実績の根底には、「社会人基礎力」の養成に直結する主体的・能動的な教育に加え、
就職とキャリアデザインを効果的にサポートする多彩なプログラムがあります。
一人ひとりがめざす未来に向けて、明学法学部の学びの仕上げは万全です！

定評ある就職＆キャリア支援で、なりたい自分に！ 法律学科

先輩たちの進路

進路は大きく4つに分かれます。①法曹（裁判官・検察官・弁護士）をめざし、法科大学院に進学する

方向、②司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士などの法律資格を取得して士業を開業、③

公務員、④一般企業への就職があります。公務員就職率は全学部学科中でトップで、国家公務員、都

庁・県庁などの地方上級職、国税専門官、裁判所事務官、警察官・消防士などを多数輩出。一般企

業への就職は、金融、運輸、通信、メーカーなど、多種多様な有力一部上場企業への優れた就職実

績があります。

主な進路　　金融・保険・法曹・公務員 ほか

主な就職先 （2019年5月現在）

（株）ＡＯＩ Ｐｒｏ．／アクセンチュア（株）／いすゞ 自動車（株）／ＡＮＡエアポートサービス（株）／神奈川県庁／金融庁

／警視庁／厚生労働省／財務省　東京国税局／サッポロビール（株）／（株）資生堂／品川区役所／消費者庁／（株）セー

ルスフォース・ドットコム／全国農業協同組合連合会／全日本空輸（株）／総務省／ソフトバンク（株）／第一三共（株）／

中央労働金庫／東京海上日動火災

保険（株）／東京地下鉄（株）／東

京都庁／日本製粉（株）／日本通運

（株）／日本郵便（株）／日本航空（株）

／日本司法支援センター／日本たば

こ産業（株）／野村證券（株）／東

日本電信電話（株）／（株）東日本

放送／東日本旅客鉄道（株）／（株）

日立システムズ／法務省／（株）み

ずほフィナンシャルグループ／三井住

友海上火災保険（株）／（株）ヤク

ルト本社／（株）横浜銀行／横浜市

役所

大学卒業後、故郷の茨城に本拠を置く銀行に入
行し、営業を担当しています。融資や資産運用
などを通じて、個人から中小企業まで地元の幅
広いお客様の役に立てることがこの仕事の魅力。
入行して間もないですが、感謝の声をいただくこ
ともあり、やりがいを実感しています。もともと
私は、社会で求められるリーガルマインドを身に
つけたいと思い法律学科を選びました。特に

「民法」や「物権法」の授業で得た知識や考え方
は、さまざまな契約で成り立っている銀行の仕
事に生きています。私が勉強と並んで学生時代
に力を注いだのは陸上部での活動です。仲間と
切磋琢磨した結果、4年次には本学の歴史上初
めて学連選抜メンバーとして箱根駅伝を走りまし
た。レース当日、本学の関係者から大声援を受
けて走れたことは、大学時代の最良の思い出。
この駅伝の経験は、仕事でお客様と良い関係を
築くうえでも大いに力になっています。現在は職
場の陸上サークルに所属し、休日には駅伝大会
などにも参加。仕事とランニングを両立させ、「日
本最速の銀行員」になるのが目標です。

法学部での学びと、
箱根を走った経験が銀行員としての仕事を支えています。

就職＆キャリアデザインの総合的サポート

教員志望者向けサポート

公務員志望者向けサポート
資格試験サポート

国家公務員：〈一般職〉環境省、厚生労働省、
　　　　　　　　　　入国管理局、法務局
　　　　　　〈専門職〉国税専門官　裁判所職員
地方上級： 神奈川県庁
政令指定都市・特別区：横浜市、相模原市、中央区、品川区
市役所：三鷹市、南足柄市、東松山市、昭島市
その他：警視庁行政職員、東京消防庁、自衛隊幹部候補生

2019年度の公務員合格実績 法学部生（のべ28名）

こんな未来が待ってます

高等学校（地理歴史・公民）、中学
（社会）、小学校の教員免許状を取
得した田山和樹さん（法律学科生）

公務員セミナーの合格者座談会 国家試験対策室の合格者座談会

鈴木 陸さん
法律学科 2019年卒業

※所属は取材当時

株式会社常陽銀行
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主な進路　　公務員 ・金融・ 保険 ・ マスコミ ほか主な進路　　金融・保険・IT 関連・エレクトロニクス ほか

消費情報
環境法学科

先輩たちの進路

金融・保険、建設関連、商社・流通など、多岐にわたる業種へ就職しています。また、優れたコンピュー

タ技術と環境の科学的メカニズムに関する深い知識と理解を備えていることから、従来は理系の進路

と考えられていたIT関連、エレクトロニクス、化学、薬品などの分野での就職率も高まっています。消

費生活相談員や消費生活アドバイザーなどの資格を活かし、消費者行政、消費生活関連団体に就職

するケースもあります。

主な就職先 （2019年5月現在）

ヱスビー食品（株）／エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術（株）／キユーピー（株）／キリンホールディングス（株）／（株）サイバー

エージェント／財務省　東京国税局／ＪＴＢグループ／（株）資生堂／日本製鉄（株）／西武鉄道（株）／積水ハウス（株）／全国

生活協同組合連合会／全日本空輸（株）／ソフトバンク（株）／第一三共（株）／（株）大和証券グループ本社／（株）タカラトミー

／中央労働金庫／東急建設（株）

／東京海上日動火災保険（株）／

東芝テック（株）／日本中央競馬会

／日本電気（株）／日本アイ・ビー・

エム（株）／日本航空（株）／日本生

命保険／日本電産（株）／野村證券

（株）／東日本旅客鉄道（株）／（株）

日立システムズ／富士通（株）／プロ

クター・アンド・ギャンブル・ジャパン（株）

／（株）毎日新聞社／（株）みずほフィ

ナンシャルグループ／（株）三井住友

銀行／三菱自動車工業（株）／文部

科学省／横浜市役所／ライオン（株）

／楽天（株）

政治学科

先輩たちの進路

専門的な知識を活かし、国家公務員や地方公務員となる卒業生のほか、新しい公共の担い手とされる

民間非営利団体（NPO）や国際的に活動する非政府組織（NGO）をめざす人もいます。また多くの有名

企業に就職し、よき企業人として、そして「教養ある政治的市民」として活躍している人もいます。その

業種は金融、証券、運輸、流通、通信、マスコミ、サービスなど、多種多様です。近年は政治学科の

カリキュラムを反映して、マスコミ、公務員、教育、コンサルタント、非営利団体へ進む割合が増加して

います。

主な就職先 （2019年5月現在）

ＡＮＡエアポートサービス（株）／（株）ADKマーケティング・ソリューションズ／ＳＭＢＣ日興証券（株）／（株）オリエンタルランド／鹿

島建設（株）／神奈川県庁／警視庁／厚生労働省／財務省／サントリーホールディングス（株）／ＪＴＢグループ／（株）静岡新聞社

／静岡放送（株）／清水建設（株）／Ｓｋｙ（株）／西武鉄道（株）／全日本空輸（株）／第一生命ホールディングス（株）／東芝テッ

ク（株）／高齢・障害・求職者雇用

支援機構／日本通運（株）／日本

発条（株）／日本郵便（株）／日本

アイ・ビー・エム（株）／日本航空（株）

／日本生命保険／野村證券（株）

／（株）博報堂プロダクツ／東日本

電信電話（株）／東日本旅客鉄道

（株）／福井放送（株）／富士通（株）

／法務省／北海道放送（株）／（株）

みずほフィナンシャルグループ／三井

住友カード（株）／三井住友海上

火災保険（株）／（株）三菱ＵＦＪ

銀行／横浜市役所／（株）リクルー

トホールディングス

損害保険会社の業界団体である日本損害保険協
会で働いています。入社当初は東京の本部に勤
めていましたが、損保会社の第一線で活躍され
ている方や一般市民とも触れ合う機会が多い地
方勤務を希望して、現在は名古屋を拠点とする支
部にいます。仕事内容は、業界の発展や損害保
険の理解促進、事故や災害、犯罪の防止などに
関わる幅広い業務。企業の管理職の方や行政関
係者などから頼りにされることもしばしばあり、大
きな手ごたえを感じています。在学中は消費者法
に興味を持ち、担当の先生の人脈を頼りに、東日
本大震災で困っている人をサポートする団体でイ
ンターンシップも経験しました。電話相談の現場
見学や被災地の視察などを通じて得た多くの気づ
きは、防災にも関わる現在の仕事に生きています。
そのほか、横浜市内の大学間の単位互換制度を
利用して他大学の授業を受けたことも、視野を広
げてくれる有意義な体験でした。近い将来、多く
の仕事がAIに替わられると言われていますが、

「この仕事は宇佐美さんでなければ」と思っていた
だけるよう能力を磨いていきたいですね。

「この人でなければ」と信頼される人をめざし
能力を磨いていきたいと思います。

セキスイハイムを建てていただいたお客様にリ
フォームの提案を行う仕事をしています。住宅業
界を志望したのは、高額な商品を個人のお客様
に買っていただくためには、どんな努力や知恵が
必要なのかに興味があったから。最近、初めて
自分一人の力で大規模な仕事を受注することが
でき、この仕事がお客様の人生の舞台をより良く
変えられる、やりがいのあるものであることを改め
て実感しました。大学時代の学びのハイライトと
なるゼミですが、私は政治行動や地方政治など
について統計学を駆使して考えるゼミを選びまし
た。卒業論文では、首都圏のさまざまな自治体に
アポを取り、待機児童政策の違いや問題点など
を調査。明確な地域差を見出すことができました。
この成果は、将来自分がどこに住んだらいいかな
ど、自身の人生設計の参考になるかもしれません。
プライベートではスポーツジムのインストラクターの
アルバイトに力を注ぎました。ここで幅広い世代
の会員さんと接したことが、お客様と真摯に向き
合う力が求められる今の仕事の支えになっている
と思います。

お客様の人生の舞台を変える仕事に、
やりがいの大きさを実感しています。

岩野 貴宏さん
政治学科 2018年卒業

※所属は取材当時

東京セキスイファミエス株式会社 神奈川支店

宇佐美 真帆さん
消費情報環境法学科2016年卒業

※所属は取材当時

日本損害保険協会 中部支部



栗本：そう思いますね。私のいる政治学

科は、まず自分のやりたいことに真摯に

向き合っているアクティブな人が多い印

象。端から見たらクセが強い人の集まり

だと思われているかもしれませんが（笑）。

雫内：それって、いいことじゃないです

か。法律学科は、真面目な人が多いとよ

く言われますね。あとは優しい人、しっ

かりしている人が多いとか。

鈴木：間違いないです。法律学科は「法

学部のリーダー」っていう感じです。

雫内：そう言ってもらえるとうれしいですね！

魅力的な授業と先生が
各学科に待っている

犬丸：先輩方の話を聞いて、他学科のこ

とが前よりわかってきました。ところで勉

強の中身はどんな感じですか。

雫内：法律学科の授業は、覚えることが

多くて確かに大変ですが、日常で役立つ

ものも多いですよ。そのひとつが労働問

題を扱う「労働法」で、私はこれを学ん

だおかげでブラックバイトから抜け出せ

ました！

鈴木：良かったですね。消費情報環境法

学科は学科名の通り、幅広い分野を学

べるのが特長。僕が所属している環境

系のゼミでは、博物館へ校外学習に出

かけたり、ゴミ問題を学ぶために白衣を

着て化学実験もやりました。

栗本：法学部で白衣なんて意外！ でも、

政治学科も学びの自由度は高いですよ。

明るくアットホームな
雰囲気が明学らしさ

雫内：今日集まっている 4 人は学科が違

うし、入学した動機もいろいろだと思い

ます。私は法律に携わる仕事がしたくて

法律学科に入りましたが、皆さんは？ 

栗本：家庭で両親がよく政治の話をして

いて、その影響で政治学科に興味を持

ちました。明学を選んだのは過ごしやす

そうな雰囲気に惹かれて。高校もキリス

ト教系だったので肌に合うかなって。

雫内：キャンパスの明るい雰囲気は魅力

ですよね。

鈴木：僕が消費情報環境法学科を選ん

だのは、ずばり環境を学べる文系学科だ

から。数学は苦手なのですが、生物や

生態系に関連することを学びたくて、こ

の学科にたどり着いたんです。

犬丸：確かに他大学にない貴重な学科で

すよね。同じようにグローバル法学科も

明学法学部ならではの学科で、英語と国

際問題に興味のある自分にぴったりでし

た。2 年次に全員が海外留学する点も魅

力でした。

栗本：グローバル法学科は開設 2 年目だ

けど、どんな雰囲気ですか？

犬丸：法学部の中で最も少人数なので、

とてもアットホーム。学科全体がひとつ

のホームルームのようです。

雫内：法学部はどの学科も入学直後のフ

レッシャーズ研修で、学生同士や先生と

の距離を縮められるのがいいですよね。

他学科のカラーもわかるし。

鈴木：消費情報環境法学科は法学部の

中でも活発な人が多くて、スポーツが得

意な人もたくさん。サークル★ 1 に入って

いる人も多いし、コミュニケーション能力

は全体的に高めかも。
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雫内 七海さん　法律学科 4 年
卒業後は日本弁護士連合会に就職。
困っている人を手助けする力になりたい。

栗本 華帆さん　政治学科 4 年
IT 系企業への就職が内定。
ただいま基本情報技術者の資格取得に向けて勉強中！ W E  L O V E  

M E I G A K U  L I F E . 催団体を運営していて、自分で DJもやっ

ています。DJやパーティにネガティブなイ

メージを持つ人もいますが、めざしてい

るのは誰でも楽しめる明るいイベント。こ

の取り組みを通じて、明学の他学部にも

たくさんの知り合いができました。

犬丸：僕は情熱を注げるものを模索中と

いったところですが、今は大学主催の留

学生との交流イベントなどに積極的に参

加して、自分の視野や人間関係を広げた

いと考えています。

鈴木：交流を広げるなら、横浜キャンパ

スのインターナショナルラウンジ★３に行け

ば、外国からの留学生と話す機会が持

てますよね。あのラウンジ、僕は大好き

なんです。おしゃれだし、油そばも美味

しいし（笑）。

雫内：食べ物に関しては、私も横浜キャ

ンパスが好き。カフェテリアや食堂など、

食べる場所が豊富にありますから。

栗本：タコライスとか牛丼屋さんとか、い

ろいろなキッチンカーも来ますしね。

鈴木：自然が豊かで空気がきれいなのも

横浜キャンパスの魅力でしょう。

雫内：野生のリスや除草用に飼ってるヤギ

にも会えます（笑）。

犬丸：キャンパスが丘の上にあるので最

初は坂道が嫌だなと思っていましたが、

今はのびのびとした環境が大好き。4 年

間、横浜でいいと思うこともあります。

栗本：白金キャンパスも建物が美しくて居

心地もいいですよ。図書館はとっても雰

囲気があるし。

雫内：冬に点灯するクリスマスツリー★４は

本当にきれいです！

栗本：周囲に美味しいお菓子屋さんやカ

フェ、レトロな喫茶店などがたくさんあっ

て、お店巡りを楽しめるのも白金の魅力。

鈴木：今度、僕が知ってる激シブの喫茶

店を紹介しますよ。ぜひ、みんなで行き

ましょう！

一同：いいですね！

明学は、運動系、
文化系ともクラブ・
サークルが盛ん。
体育会では、サッ
カー部、アメフト部、
ラグビー部、ラク
ロス部などが活躍
しています。

法学を専攻してい
る大学院生が TA

（ティーチングアシ
スタント）として、
授業内容や勉強
方法などをアドバイ
スしてくれる。

外国人留学生との
交流促進などを目
的とするスペース。
カフェや茶室など
があり、さまざまな
国籍の学生が集ま
る。

クリスマスの季節
には両キャンパス
に、雰囲気の異な
るイルミネーション
をあしらった美しい
ツリーが飾られる。

法学部生が語る 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明学キャンパスライフ

そもそも必修科目が少なくて、他学部・

他学科の科目をたくさん取れます。いい

とこ取りができる学科と言えるかも。

犬丸：グローバル法学科では英語は学び

の柱のひとつですが、英語の授業は 3

つのレベル別のクラスで行うので安心で

す。また、法律関係の授業でおすすめな

のは「国際法」。実際の国際問題を取り

上げるので興味が湧くし、何より先生の

人間性が最高。緊張と脱力のバランスが

絶妙なんです。

栗本：個性豊かな先生の存在は、法学

部の魅力ですよね。政治学科にも、歴

史上の偉人を知り合いのように語る先生

とか、授業前になぜかクラシック音楽を

かける先生とか、キャラの濃い先生が

いっぱい（笑）。

雫内：私も先生の人柄や教え方に惹かれ

てゼミを決めました。授業の進め方がと

ても丁寧でわかりやすかったので。

鈴木：僕も自由にやらせてくれる先生のお

かげでゼミが楽しい！　法学部は質問や

相談がしやすい先生が多いです。

雫内：それに大学院生が学生目線でアド

バイスしてくれる特別 TA 制度★２もあり

がたいですよね。

学生生活を彩る 2 つのキャンパス

栗本：私が 4 年間の学生生活で特に力

を入れたもののひとつが政治講演会を行

う委員の活動です。政党の党首クラスの

政治家に自分たちでアポを取って大学に

招きました。

雫内：それは貴重な経験ですね！ 私が

これまでに一番がんばったのは、やはり

勉強かな。3 年生のときに学年一位の成

績優秀者に選ばれました。

鈴木：えっ、すごい！ 僕は学部の学びと

は関係ありませんが、音楽イベントの主

犬丸 嗣斗さん　グローバル法学科 1年
夢は国際機関に勤めること。
まずは在学中に海外への一人旅の実現をめざす。

鈴木 一世さん　消費情報環境法学科 3 年
明学はいろいろなことに挑戦できる大学。
将来は広告やメディア関係の仕事を希望。

★1

★2

★3

★4

↙︎↙︎

↗︎



　

ニュース＆トピックス

法律学科・消費情報環境法学科で4月の入学直後に行

われる「フレッシャーズ研修」は、新入生の大学生活の

スタートをサポートするイベント。上級生が基本的にす

べて自分たちで、法律劇やディベートなどの企画・実行や、

親睦会の盛り上げなどを手がけます。新入生は、先輩と

交流したり、友人をつくったりして、キャンパスライフに

自然になじんでいくことができます。また上級生にとって

は行動力やコミュニケーション力を養う格好の機会に

なっています。グローバル法学科でも上級生主導で、留

学を意識した独自の研修を実施します。 

明治学院大学法学部は、韓国や台湾の大学と協定を結

び、持ち回りで学生の交流事業を行っています。2019

年度はその第8回、台湾国立東華大学を会場にして、11

月2日に開 催されました。明治学院 大学の学生は、

「Application and Practice of European Experience 

in Asia: Idea of Cooperation and Integration」をテーマ

として意見を発表し、韓国や台湾の学生と活発に議論し

ました。また、発表の前日と翌日には、 台湾の学生の案

内で華蓮市内を観光し、親睦を深めることができました。

＜大いに盛り上がるフレッシャーズ研修＞
4月に行われる政治学科の「フレッシャーズ研修」では、

上級生が設けたテーマのもと、入学したばかりの1年生

がゼミ対抗の白熱した討論会に参加します。毎回、大

いに盛り上がります。また、同時に、在学生が企画・運

営する政治家の講演会も開催しています。

＜多数の政治家を、討論会や講演会に招へい＞
政治学科では11月の白金祭でも、学生が中心となって多

くの政治家を招き、講演会を実施しています。
● 討論会・講演会に来校した政治家（肩書は当時）
辻元清美 衆議院議員／枝野幸男 衆議院議員／前原誠司 衆議院議
員／小池晃 参議院議員／松田公太 参議院議員／石破茂 衆議院議
員／谷垣禎一 衆議院議員／松沢成文 前神奈川県知事／大村秀章 
衆議院議員／山本一太 参議院議員／伊吹文明 衆議院議員／義家
弘介 参議院議員（本学部卒業生）／加藤紘一 衆議院議員／鈴木宗
男 衆議院議員／福島瑞穂 社会民主党党首／原口一博 衆議院議員
　ほか

毎年11月の白金祭で、弁護士、行政書士、税理士などを

されている法学部卒業生が市民に対する法律相談会を実

施しています。この運営に当たるのは現役の法学部生。

広報活動から、法律相談に当たる士業の先輩のサポート

まで手がけます。白金法学会の士業者の組織「白金士業

倶楽部」および港区との連携事業として行われています。

● 入学式
● 履修登録
● 春学期授業開始

● 法律学科・
　 消費情報環境法学科・
　 グローバル法学科
　　フレッシャーズ研修

● 政治学科
　 フレッシャーズ研修● 戸塚まつり

● 白金法学会総会
● 卒業生による
    公務員就職相談会
    （→ P.19 参照）

● 春学期試験
● 春学期授業終了

● グローバル法学科
　  （2 年次）留学出発
● 9月卒業式
● 秋学期授業開始

● 卒業式
● 卒業礼拝

● 卒業論文提出
● 秋学期試験
● 秋学期授業終了

● 春季休暇

● クリスマス礼拝
● 冬季休暇

● 法律討論会

ゼミ対抗で行われ、大いに盛り上がる
法学部スポーツ大会の様子

　

● オープンキャンパス
● 夏季休暇
● ゼミ合宿・研修旅行

毎年10月に開催される法律討論会は、
明学生であれば誰でも参加可能

※出願方式・出願期間等の
詳細については
必ず大学ウェブサイトを
ご確認ください。

フレッシャーズ研修を開催

海外大学と提携して
国際交流活動を展開

政治学科で学生主体の
イベントを開催

白金祭での法律相談

明学法学部の
注目の話題をご紹介します キャンパス
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P i c k  u p . 3  

P i c k  u p . 2  

P i c k  u p . 4

4月 4月 11月

11月

11月

P i c k  u p . 1  

● 政治討論会・講演会
P i c k  u p . 2  

● 白金祭
P i c k  u p . 4  

P i c k  u p . 2  

● 創立記念日
● ゼミオリエンテーション
● 法学部スポーツ大会
● 白金法政フォーラム

日

P i c k  u p . 3  
● 日台韓トライアングル
　　交流事業

 入 試 ・全学部日程　2/1（月）※ 4 学科共通
・A 日程  2/3（水） 法律学科　
  2/4（木） 消費情報環境法学科　
  2/6（土） 政治学科
  2/7（日） グローバル法学科
・B 日程  3/2（火） ※ 4 学科共通 

一般入試
試験日

共通テスト入試：前期のみ ※法律学科・消費情報環境法学科・政治学科のみ

自己推薦 AO入試 ※消費情報環境法学科・グローバル法学科・政治学科のみ

私費外国人留学生入学試験 ※ 4 学科共通

編入学試験（3年次） ※法律学科・消費情報環境法学科・政治学科のみ
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