


渋谷・原宿
　再開発が続く渋谷は、若者文化を発
信する活気に満ちたエリア。各種の美
術館やホールも多く、さまざまな芸術
にも親しめます。一方、原宿には個性
的なショップや行列のできるスポット
が集まっています。代々木公園も近く、
ショッピングや散策など、気分をリフ
レッシュできるエリアです。

明治神宮外苑いちょう並木「青山で学ぶ」ということ-
渋谷、六本木、青山…。
ココが、キミたちのキャンパス。
　東京は、日本全国だけでなく、世界中から多くの人が集まる中心都市です。
数多くある都内の大学のなかでも青山学院大学は、渋谷駅から徒歩10分、表参
道駅から徒歩5分と、抜群の立地環境。青山キャンパス周辺にはさまざまな企業
がオフィスを構え、最高裁判所や官公庁エリアへのアクセスもよく、社会を体感
しながら学べる理想の環境が整っています。
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青山・表参道
　表参道ヒルズや有名ブティック、個
性的なレストランが立ち並ぶ表参道
は、美しいケヤキ並木が続き、ここが
山手線内であることを忘れてしまいそ
うなほど豊かな自然にあふれていま
す。外国人観光客の姿も多く、青山キ
ャンパスの前には国連大学があるな
ど、都内でも国際色に富んだエリアの
ひとつです。

赤坂・六本木
　かつては高級繁華街としてにぎわっ
た赤坂も、現在は赤坂サカスをはじめ
とするオフィスビルが立ち並ぶ一角と
なっています。六本木ヒルズや東京ミ
ッドタウンがある六本木は、外資系企
業のオフィスも多いのが特徴。このエ
リアは大使館やホテルも多く、グロー
バルビジネスが体感できます。

永田町・霞が関
　国政や官公庁の比喩表現として使わ
れる永田町と霞が関。最高裁判所もあ
り、日本の立法、行政、司法の中心地
です。このエリアには、国内のあらゆ
る出版物を収集・保存する国立国会図
書館や、議会制民主主義について学べ
る憲政記念館、法務史料が展示された
法務省赤れんが棟などもあります。

最高裁判所

渋谷スクランブル交差点

南青山五丁目交差点

渋谷ヒカリエ

国立新美術館六本木ヒルズ

けやき坂
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「青山で学ぶ」

わたしたちの夢
［在学生からのメッセージ］

金子 夏望さん
ヒューマン・ライツコース3年

（神奈川・捜真女学校高等学部出身）

　私は今、憲法や商法などの法学基礎科目か
ら、国際社会と法やヒューマン・ライツコー
スの人権科目に至るさまざまな授業を受ける
ことにより、将来の夢を模索しています。ま
た、法学部の授業だけでなく、友だちとの
日々の触れ合いや、国際的に活躍したいとい
う思いから受講している外国語科目での学び
も将来に活かしたいと考えています。

法律や人権の授業を受けながら
将来の夢を模索中！

西村 立心さん
公共政策コース3年

（東京・関東国際高校出身）

　青山学院大学法学部の授業では、語学の授
業以外にも1年生から外国の法文化に触れら
れる授業が多く、充実した1年間を過ごせま
した。今後は法学部主催の海外セミナーにも
参加したいと考えています。将来は、培った
語学力や法律の知識で国際貢献できる職に携
わりたいです。自分の夢に着実に近づいてい
ることが分かる学生生活です。

国際社会で活躍できる
人材をめざして！

田仲 純也さん
司法コース4年

（大阪・履正社高校出身）

　僕が法学部を選んだ理由はとくにありま
せんでした。しかし、青山学院大学の授業
を通して、現代社会はさまざまな法律と切
り離せない関係にあることを知ることがで
きました。将来はここでの経験を生かし、
知的財産の面から、さまざまなコンテンツ
を守り、発展させることに携わっていきた
いです。

法律と社会の結びつきを
実感できた！

04 AOYAMA LAW 2020



未来の“新しい自分” に出会うために、学生たちは多くを学び、さまざまなことにチャレンジしています。

長井 惇子さん
2019年3月卒業

（埼玉・川越女子高校出身）

　授業やアルバイト、サークルや友だちと
の旅行と、忙しくも充実した日々を送って
いました。法学部の友だち、サークルの友
だち、ゼミの先生など、青山学院大学で出
会えた人たちは私にとって財産です。就職
活動を通して、法学部の授業で学んだ内容
や培った論述力が大きく生きていると実感
しました。

見いだした自分の価値観を
表現したい！

梅澤 美優さん
公共政策コース4年

（東京・國學院高校出身）

　公務員という目標のもと法学部に入学した
私にとって、進路別のコースでの学びは非常
に有意義なものだと感じています。また、法
学部主催の海外セミナーに参加してハワイ大
学で環境法を学んだ経験は、新たな視野を与
えてくれる貴重な経験となりました。さまざ
まなことに挑戦しながら、今後の学生生活も
夢に向かって励んでいきたいと思います。

社会と環境に貢献できる
人材をめざして！

高野 富瑛さん
2019年3月卒業

（東京・青山学院高等部出身）

　青山学院大学は自分のやりたいことがで
きる環境で、法学部の勉強はもちろん、部
活や趣味の旅行など、本当に充実した毎日
を過ごしていました。学生生活で得た多く
の知識や経験から、将来は人々が暮らしや
すい街づくりを行いたいという夢ができ、
その実現のため、学生時代は行政法や都市
法の勉強に力を入れていました。

街づくりを通して
社会に大きく貢献したい！
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法律は私たちの生活にとても身近なもの。
法学部では幅広く社会について学べる
吉田	 私の高校時代の夢は外交官になること。その実現のために

国際関係か法律を学びたいと思い法学部を志望したのです
が、皆さんはどうして法学部を選んだのですか？

平井	 私は祖父が裁判所の職員をしていた影響で、漠然と法曹関
係の仕事に就きたいと考えていました。

峰村	 高校は理数科で、もっと社会と関わりのある勉強をしたいと
思ったのが、私が法学部を選んだ理由です。立谷さんは？

立谷	 私の場合は、学ぶ内容が想像でき、しっかりと勉強したいと
思ったからでした。

吉田	 でも、入学して実際に学んでみると、法学部のイメージが変
わりませんでしたか？

峰村	 高校生のころは、法曹をめざす人が入る学部というイメージが
強かったけれど、実際にはそれほど法曹志望者は多くありませ
んでした。むしろ、一般企業を含め、職業の選択の幅が広
い学部だと分かり、意外な気がしました。

平井	 法律の知識を生かせる場がこんなにたくさんあるんだというの
は大発見でしたね。法律は社会のあらゆるところにつながっ
ていて、私たちの生活にとても身近なものです。たとえば、
民法は、騒音トラブルなど生活のなかで起きる問題に対し、
直接的な衝突を避けるためにどう対処したらいいか解決方法
を考えるもので、本当に生活に密接に関係しています。条
文だけでなく判例や具体例も勉強することで、世の中に起き
ていることのほとんどは法律に関わっているのがよく理解でき
るようになります。

吉田	 全然、条文を全部覚えるだけの暗記の勉強ではないですね。
平井	 条文ひとつとってみてもいろいろな考え方があり、それをその

都度、どう適応させていくかを考えなければなりません。高校
生のころは、この事件にはこの罰則という具合にひとつだけ

「青山で学ぶ」その先に…［卒業生からのメッセージ］

法学部出身者の活躍の場としてまず思い浮かべるのは、法曹や企業の法務部ではないでしょうか。しかし、社会のさまざまな
問題を法的な視点からとらえ、ものごとを論理的かつ公正に考える姿勢を身につけるところが法学部です。身につけたリーガル
マインドを生かして各分野で活躍する卒業生たちに、青山学院大学法学部で学ぶことについて話していただきました。

【大学院】

吉田 恵実子さん
青山学院大学大学院
法学研究科 私法専攻 ※座談会当時

（愛知・天白高校出身）

prof i le
2010年	中国青年政治学院留学
2011年	カザフスタン国立
	 ユーラシア大学留学
2015年	青山学院大学
	 法学部卒業（3月）
2017年	青山学院大学大学院
	 法学研究科私法専攻
	 修了（3月）
2017年		株式会社レプロエンタテ

インメント入社（12月）
　法学部在学中に2年間の海外
留学を経験し、大学院での著作
権法の研究を経て、現在、エン
タメ業界にて企業法務を担当。
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当てはめているのかと思っていましたが、同じ事件でも状況に
よって解釈の仕方も変わり、その結果、罪と罰も変わってき
ます。

立谷	 それが法律の柔軟性です。先生方はよく「リーガルマインド
を育てる」とおっしゃっていましたが、覚えさせるのではなく、
考えさせる授業が多かったですね。

峰村	 おかげで、いろいろな視点からものごとを見るようになり、視
野が広がる学びができたと思います。

留学、サークル、地域の人たちとの交流など
興味を持ったことに全力投球した4年間
吉田	 私は英語、日本語のほかに中国語を身につけたいと思い、

2年次に長期留学しました。その中国への留学中に今度は
カザフスタンに興味を持ち、カザフスタンにも留学してカザフ
語も習得しました。もちろん、法律科目では外国法にもしっ
かり取り組み、国際法の知識も身につけました。

峰村	 私も「国際法愛好会」というサークルで、深く国際法に取
り組みました。国際法愛好会は、全国の大学に同様の団
体がありますが、大会本部から提示される「仮想の国同士
の紛争」というテーマに対して、原告、被告それぞれの立
場での主弁論を提出するのが主な活動でした。大会では、2
つの大学が原告側と被告側に分かれて論戦するのですが、
準備のために図書館の貸し出し冊数の上限まで本を借りて、
皆で必死に勉強しました。

立谷	 峰村さんは、もともと国際法に興味があったんですか？
峰村	 学生生活で何か打ち込めるものがほしかったのと、きちんと

勉強できて将来に生かせるものが見つかればいいと思って入
りました。2年次にはサークル代表も務め、大学生活が色
濃い、充実したものになりました。

平井	 私は1年次の終わりにメディアに興味を持ち始め、2年次に
他大学の学生や行政の方 と々一緒に、神奈川県相模原市
のフリーペーパーを作る活動に参加しました。その流れでメ
ディア法のゼミに入り、ゼミではディベートや法廷劇などを通し
て、表現の自由やプライバシーなどの問題に取り組みました。

吉田	 平井さんがメディアに興味を持ったきっかけは？
平井	 社会の役に立ちたい、弱者を救済したいという気持ちから弁

護士になりたいと思っていましたが、弁護士という職業に就か
なくても、新聞記者という立場からも、同じように世の中で光
の当たらない人にスポットを当てて、その人を知ってもらうこと
で社会のためになるのではと思いました。

立谷	 そうなんですね。私は、ひとつに絞るというよりも、いろいろ
な活動をした4年間でした。そのなかでも大きいのは、留学
です。2011年3月、東日本大震災があったときは、3週間
の上海セミナーに参加していました。また、アメリカ留学にも
行き、いろいろな場所で、いろいろな人に出会って育てても
らった気がします。

平井	 社会人になるとなかなか留学する機会はなく、いまになって、
「在学中に留学しておけば良かった」と痛感しています。

吉田	 その点、青山学院大学は留学しやすい環境だと思いません
か？

峰村	 それに、キャンパスで学ぶ留学生も多いですね。
立谷	 私は留学生のチューターをやっていました。外国人留学生は

日本で普通の日常生活をすることを希望しているので、浅草
など日本的な観光地に行くよりも、普通に一緒に遊ぶ感じで、
自然体でやっていました。青山学院大学に来る留学生は日
本語がすごくうまいから、英語に自信がない人でも、本当に
気軽に関われます。

［卒業生からのメッセージ］

【総合商社】

立谷 優実さん
丸紅株式会社
保険事業部 保険事業開発チーム

（東京・桐朋女子高校出身）※座談会当時

prof i le
2013年	青山学院大学
	 法学部卒業（3月）
2013年	丸紅株式会社入社（4月）
　総合商社の保険事業部で、
主に再保険会社の実務を担当。
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将来の目標が決まれば、先生や友だち、
卒業生が親身になって応援してくれる
吉田	 ところで、卒業後の進路を意識したのはいつごろでしたか？
峰村	 国家公務員はサークルの先輩を見ていて、選択肢のひとつ

としてずっと頭の中にありましたが、一番のきっかけは東日
本大震災ですね。オールジャパンで公共のためにできる仕
事に就きたいと思ったとき、やはり公務員になるのが一番だ
と思ったのです。その後、エネルギー問題が注目され、エ
ネルギーや資源に興味を持ち、経済産業省を志望しました。
青山学院大学は、公務員試験対策や情報提供など、公
務員志望者の支援にも力を入れてくださっているので助かり
ました。

平井	 私は大学3年のときに新聞社などのインターンシップに参加
し、それがきっかけで共同通信社の方と接点ができ、添削を
していただいたりしていました。いま思えば、大学に入ってか
ら自分の将来を決めるのが早かったので、就職活動の対策
もしやすかったと思います。ゼミの先生も、マスコミや新聞
研究を熱心にされていたので、いろいろとアドバイスをいただ
き、自分でも新聞をよく読んだので就職活動にも役に立った
し、いまの自分の基礎にもなっています。

立谷	 私は海外に出ることが多かったので、海外といえば総合商社
だと決めていました。ほかにもいろいろ受けましたが、就職活
動では、先輩たちのおかげで “青学” に対するイメージがとて
も良く、ポジティブな印象を持っていただけた気がします。

法律の知識以上に、ものごとや考えを
分かりやすく伝える力が役立っている
吉田	 法学部の学びは、現在の仕事でどのように役立っていると思

いますか？
峰村	 法律案の作成も国家公務員の仕事のひとつなので、大学

時代よりも法律を身近に感じます。国会の動きや経済産業
省がどのような状況で動いているかを考えながら仕事をするう
えでベースになるのは憲法の授業ですし、1年目、中東アフ
リカ課に配属されたときは国際法の授業で学んだ考え方が役
立ちました。

平井	 事件・事故を担当すると刑法や刑事訴訟法が必要になるな
ど、私も仕事で結構、法律を使います。共同通信社は速報
性重視なので、大量の判決文を一気に読んで、どこが必要
なのかを読み取り、難しい判決文をどう分かりやすく記事にで
きるかを瞬時に判断する必要があります。その点、他学部出
身の人よりも法律に関する文書や記事が読みやすいし、裁

【公務員】

峰村 南保さん
経済産業省
資源エネルギー庁 
長官官房 総合政策課 ※座談会当時

（山梨・吉田高校理数科出身）

prof i le
2012年	国家公務員採用一般職
	 試験合格
2013年	青山学院大学
	 法学部卒業（3月）
2013年	 経済産業省入省（4月）
　通商政策局中東アフリカ課に
着任。通商政策局、資源エネル
ギー庁を経て、現在、経済産業
政策局知的財産政策室に在籍。
不正競争防止法、営業秘密を担
当。

　AOYAMA LAW の大学院には、法学研究科の私法専攻・公法専攻、
ビジネス法務専攻があります。

私法専攻・公法専攻
　法学の特定の分野に強い関心があり、その分野を本格的に研究したい人向
けの専攻。分野により、私法（たとえば、民法、商法、民事訴訟法）と公法（た
とえば、憲法、刑法、税法）のいずれかに分かれます。学部で学ぶ大教室の
授業とは異なり、ひとりで調べて行う判例発表や、テーマを自分で探して執
筆する論文作成などが求められます。関心のある研究テーマを深めるために、
法律の条文や歴史、裁判所の判決や学説などを主体的にリサーチする力が身
につきます。

ビジネス法務専攻
　昼間は民間企業などで働く社会人の方が多く通う、平日の夜間（６限、７限）・
土曜に開講されている大学院です。2018年度から唯一のプログラムとなっ
た税法務プログラムでは、税理士試験をめざす院生がとくに多く集まります
が、有資格者（弁護士、税理士、公認会計士）の院生もいます。高度な専門性
が求められる税実務に対応できる法的思考力を、判例演習やディベートを通
じて養うことができます。

※詳細は、青山学院大学大学院法学研究科Webサイトをご覧ください。

「青山で学ぶ」その先に…

大学院 法学研究科

colum
n

大学院
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判長の言いたいことはどこかなどもよく分かります。
立谷	 私の場合、人と話すことが仕事の中心にあります。ですから、

その人がいま何を必要としているかを把握し、自分の考えを適
切に伝えるうえで、法学部での難しい内容をいかに分かりやす
く、かつ簡潔に伝えるかを勉強できたのが一番役立っている
ように思います。

平井	 吉田さんは、大学院でどんな研究をしているんですか？
吉田	 著作権法を勉強しています。きっかけは、語学力を試すため

に中国のチベットの一妻多夫制度の調査記事を日本語に訳
し、『青山ローフォーラム』に掲載しようとしたことでした。掲
載には著者の許可が必要ですが、なかなか執筆者の理解
が得られないし、中国と日本では同じ出版社でも著作権に対
する理解が違っていることから、著作権に興味を持ちました。
大学院の良さは、自分が興味を持った分野をとことん追究で
きるところ。大変だけど、面白いですよ。

ひとりひとり違う多様なものの見方に触れ
徹底的に考える力が鍛えられた
吉田	 青山学院大学法学部の特色は何だと思いますか？
立谷	 高校までは授業を聴いて穴埋めするだけで良かったけれど、

大学はそれではダメ。自分なりに内容を消化し、自分の意見
を書かなければなりません。そういう学びのスタイルは新鮮でし
たが、慣れるまでに少し時間がかかりましたね。

吉田	 問題文が一文あるだけで、あとは真っ白な答案用紙。大学
入学後、最初の試験では本当に戸惑いました。

平井	 法律はひとりでは勉強できません。暗記もあるけれど、それを
使って論理を組み立てなくてはならないし、一緒に話し合いな
がら論点を整理できたのは良かったと思います。

峰村	 アプローチの仕方、解釈の仕方はひとつではなく、4人で考
えれば4とおりの考え方が出てきて、自分で気づいていない
視点に気づかされることも多 あ々りました。

吉田	 そういうお互いを高めあう助け合いができるのが、青学のいい
ところであり、魅力だと思います。

平井	 よく勉強した4年間でしたね。キャンパスが渋谷にあるから遊

んでいるイメージを持たれるかもしれませんが、勉強するときは
真剣に勉強しました。

峰村	 青山というと、もっと雑音や誘惑の多い環境を想像していまし
たが、静かで、とても勉強しやすい環境でした。

平井	 就職活動にも有利な立地だと思います。
吉田	 アクセスがよく、授業が終わってすぐ移動できるから、いろい

ろなことにチャレンジしやすいと思います。
立谷	 本当にいろいろなことに取り組める環境がきちんと整っていて、

やりたいことができなかったことは、何ひとつありません。
平井	 規模がそれほど大きくないので、先生との距離も近く、ゼミ以

外でも先生と親しくなれるのもいい点です。
吉田	 先生方は皆さん、とても親身になってくださるし、学生たちは

明るくてパワフルですね。
立谷	 青学パワーっていうのかな。皆がそれぞれの目標に向かって

頑張っていて、キラキラしています。それは青山祭（学園祭）
やオープンキャンパスに来れば、きっと実感できます！

［卒業生からのメッセージ］

　法学部のすべてのコースに共通して重視されている「国際性」。将来に活き
るグローバルな視野を得る機会となることをめざして、青山学院大学法学部
は、独自に海外セミナーを実施しています。

※詳細は、p.26をご覧ください。

【マスコミ】

平井 麻衣子さん
一般社団法人 共同通信社 記者

（大分・竹田高校出身）※座談会当時

prof i le
2013年	青山学院大学
	 法学部卒業（3月）
2013年	共同通信社入社（4月）
　神戸支局、徳島支局を経て、
現在は岡山支局に勤務。

colum
n

法学部独自の海外セミナー

この座談会は2015年9月26日に実施されました。
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充実した導入科目で基礎からしっかり土台づくり。
段階的な学習カリキュラムで、
選択したコースにあわせて専門的学びが深まる4年間。
少人数で学べる科目も多数。

法学部 法学科
基礎からしっかり学べる4年間

1年次

1年次：1年次は、「法学入門」「法学概論」「民法入門」「憲法A・B」という
「必修科目」をはじめ、基礎的な法学・政治学科目の一部を学ぶこと
で、4年間の学びの基礎をつくると同時に、法学全般への関心が高
まります。また、多様なリベラルアーツ科目「青山スタンダード科
目」を学ぶことで、幅広い教養を身につけます。後期には自分の進む
コースを選択し、コースの導入科目を履修することにより、専門的な
学習への一歩を踏み出します。

3年次：3年次には、「専門教育科目」の比重が高まっていきます。専門教育
科目は、基本六法を中心に、多種多様な内容の先端・展開科目が数多
く開講されており、他大学の法学部と比べて極めてバラエティに富ん
でいます。また、自由度の高い選択必修科目制を採用しているため、
法学系以外の科目や他学部で開講されている科目も履修できます。
興味のある分野を深く学びたい学生も、ジャンルを超えて幅広く研究
したい学生も、自分の関心に応じて学習を進めることができます。

2年次：2年次になると、コースの特色を反映した「専門教育科目」が増えて
きます。各コースの基礎となる科目をここで学んでおくことで、3・
4年次のより高度な学習に備えます。また、少人数制の「入門演習（プ
レゼミ）」が配置されています。3年次以降の学びに必要な基礎能力を
養い、自ら調査・討論・議論する能力を獲得することで、3・4年次
の「専門演習（ゼミ）」での学びがより深いものになります。

4年次：4年間の学習の総仕上げです。3年次以降に履修可能となった専門
科目を引き続き学び、社会で必要とされる専門性をより強固なもの
にしていきます。他方で、カリキュラムの自由度が高く、開講科目
も多彩なため、これまで学ぶことのなかった他コースの専門科目や
他学部の科目を履修し、新たな世界をのぞいてみることも可能です。
また、多くの学生がゼミで卒業論文を書き上げます。

4年間の学習の流れ

2年次
3年次

4年次

　法学部での学習は、一定の基礎となる事項の上にさらに専門的な事項を学んでいく、積み重ね学習が重要になります。
青山学院大学法学部では、4年間を8セメスターに区分し、セメスターごとに科目の専門性が増していくカリキュラム
により、段階的に学びを深めていくことができるようになっています。

　1年次（第 1・第 2 セメスター）は、4年間の学習の土台づくりのための導入科目が複数配置されています。法学
共通の基礎を理解する「法学入門」、コース選択の前提ともなる各専門科目の概要を学ぶ「法学概論」など、それぞ
れのコースの導入科目が設置されています。これにより、4 つのコースの特徴を十分に理解してから、それぞれの
コースの特色を反映した専門教育科目へと学びを進めていくことができます。

　2年次からは、「入門演習（プレゼミ）」「基礎演習」、3・4年次には「法曹演習」「専門演習（ゼミ）」が設置され、
少人数で学べる科目も充実しています。それぞれの科目の専門家教員の行き届いた指導のもとで、同じ関心を持つ
仲間とともに学びの主役となってじっくり学べます。

Semester 1

〈前  期〉

Semester 2

〈後  期〉 Semester 3

〈前  期〉

Semester 4

〈後  期〉 Semester 5

〈前  期〉

Semester 6

〈後  期〉 Semester 7

〈前  期〉

Semester 8

〈後  期〉
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1

2 3
4

ビジネス法コース

ヒューマン・ライツコース

公共政策
コース

4Courses
司法コース

　法学部では、それぞれが設定した卒業後の進路に応じて学
習を進められるように、コース制を採用しています。コース
は「ビジネス法」「公共政策」「司法」「ヒューマン・ライツ」
の4コース。大学での学習を始めて、自分の将来像が少し明
確になってくる1年次の後期に選択します。
　各コースの設置科目は、基礎的なものから専門的なものま

でバラエティ豊富で、とくに専門性の高い科目が充実してい
ます。こうした科目では、法が現実に適用される「現場」が
常に意識されています。コースにそったカリキュラムで、ひ
とりひとりが自分の関心・興味に応じて、社会における実際
の法の適用についても学ぶことで、各領域のエキスパートを
めざします。

　4年間で専門性を高めていく法学部の4コースの基礎にあるのは、国際性です。どのコースに進んでも常に国際的な視点からものごとをとらえ、
グローバルに活躍できる人材となってほしい。そのために、4コースのどのコースからもアクセス可能な外国法、国際法、国際関係に関する講義が多数
配置されています。英語で行われる授業やゼミのほか、学部独自の協定校であるワシントン大学ロースクール教員による講義もあり、また、単なる語学
研修ではなく、海外の大学などで法を学ぶ法学部独自の海外研修も充実しています。

法が適用される「現場」を意識。
社会のなかでの法の動きを理解し、各領域のエキスパートをめざす。

すべてのコースに国際性を！

　将来、日本や世界のビジネスの最前線で
活躍したい人向けのコース。民法や商法を
出発点に、ビジネスの現場で必要になる実
践的な法知識を習得します。

　公務員や政策形成に
携わる仕事がしたい人
向けのコース。行政法
や政治学を核として、
政策の立案・実施に関
わる多様な法知識を習
得します。

　法曹や司法書士、行
政書士などの隣接法曹
をめざす人向けのコー
ス。法律のエキスパー
トが備えるべき幅広い
法 知 識 を、 基 礎 か ら
しっかり習得します。

　NPO、マスメディア、国際機関などで働くうえ
で必要となるヒューマン・ライツ（人権）の法を学
びたい人向けのコース。グローバルな視野と現場
の感覚を結ぶ、新領域の知識を習得します。

進路に応じた4つのコース

ｐ.12

ｐ.14

ｐ.16

ｐ.18

法学・政治学演習

法学部 専門演習（ゼミ）一覧

●刑事法を通じて人間と社会を考える /安部 祥太

●租税法の基本的判例の研究 /荒井 英夫

●国際刑事法 /安藤 泰子

●国際私法の重要課題 /伊藤 敬也

●「表現の自由」論	ーメディアの法と倫理 /大石 泰彦

●金融から学ぶ民法・会社法 /大垣 尚司

●現代行政法現象の分析 /大沢 光

●民法財産法に関するトレーニング /大山 和寿

●刑法の現代的諸問題 /岡上 雅美

●独占禁止法（経済憲法）と競争政策 /岡田 直己 

●環境政策と環境法 /勝田 悟

●税法の基本判例を読む /木山 泰嗣

●生と法律学 /許 末恵 

●「政治」って何だろう？	ー社会の中で人間が共同して
　生きるとは？	/山田 央子

●トラストに関する法的研究および少子高齢化社会に
　おける信託の役割 /楊 林凱

● EU法・ドイツ法の全分野から学生が自由に選ぶ
　/ Lenz, K. F.

●人権問題を英語で研究・議論すること/Coop, S. L.

● Language	in	the	World	of	Law『法の世界の言語』/ Fukuda, S. E.

● Language	and	Politics　（言語と政治）/ Mennim, P.

●社会と言語/ 石塚 智子

●ごく基本的な西欧文化芸術史の概念や教養、原型的
　イメージのいろいろなどを身につける/ 室住 信子

●現代社会における民法理論の展開 /酒巻 修也

●医療と法を考える	ー医療にとっての法の役割 /佐藤 智晶

●国際人権法を国内でどう活かすか /申 惠丰

●タブーに挑む法哲学 /住吉 雅美 

●公共政策の立案と実施 /臺 豊 

●日本における人権問題 /髙佐 智美

●労働法における理論的・政策的課題を考える /細川 良

●日米著作権法の現代的問題点 /松川 実

●社会科学的思考の迷宮の散策	ー化学変化としての政策の		
		論究、政治における物理的法則の探究ー/松田 憲忠

●民事訴訟法（判決手続）/安見 ゆかり

●民事訴訟法（主として判決手続）	/藪口 康夫

●会社法に関する諸問題の検討	/山下 典孝

専門性を支える国際性

教養演習
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ビジネス法コース
Business Law

1

専
門
教
育
科
目

全コース必修 必　　修

●法学入門
●法学概論（公法系）
●法学概論（私法系）
●憲法Ａ  ●憲法Ｂ
●民法入門

●刑法Ａ  ●刑法Ｂ

基礎選択必修 選択必修
●近代西洋法史
●国際社会と法

●アメリカ法Ｂ  ●アメリカ法Ｃ ●中国法Ａ

共通選択必修 選択必修 ●民法Ａ
●民法Ｂ  ●民法Ｃ
●商法Ａ  ●商法Ｂ

●商法Ｃ  ●商法D
●労働法Ａ  ●労働法Ｂ
● 経済法Ａ  

コース選択必修
必　　修 ●ビジネス法入門

選択必修 ●法と経済
●消費者法
● 銀行取引法

●企業法務
●金融商品取引法

●国際取引法Ａ

選択科目 選　　択 ●法情報リテラシー ●入門演習
●民事訴訟法Ａ
●知的財産法Ａ  ●知的財産法B
● 演習ⅠA  ● 演習ⅠＢ

●演習ⅡＡ  ●演習ⅡＢ

自
由
選
択
科
目

※１ 選　　択
●民法Ｄ
●経済法Ｂ
●中国法Ｂ

●国際取引法Ｂ
●商事法特論 B

外
国
語
科
目

第一外国語 必　　修
●コミュニケーション&リーディングⅠA・B
●コミュニケーション&ユーセージⅠA・B
●オーラル・イングリッシュⅠA・B

第一外国語
第二外国語 選択必修

●コミュニケーション&リーディングⅡA・B
●コミュニケーション&ユーセージⅡA・B

　企業活動には、契約、営業活動、組織・労務・資産管理など、あらゆる局
面で多種多様な法が関わっており、それらのすべてに “契約” という法律行
為が介在しています。また「コンプライアンス（法令遵守）」という言葉が
日々の報道で頻繁に使われるように、ビジネスにおける法の重要性は飛躍的
に高まっています。ビジネス法コースでは、企業の国際化にも対応できるよ
う、グローバルビジネスの現場で要求される法的知識と幅広い視野も養い、
企業法務のエキスパートをめざします。

企業法務・人事・総務担当者、金融機関（銀行・証券・保険・信用金庫・資産管理）、信託銀行、商社、企業法務専門法律事務所事務職員、

社会保険労務士、税理士、弁理士、公認会計士、宅地建物取引主任者、中小企業診断士 など

※１	専門科目および青山スタンダード科目から、それぞれの分野における要件単位を越えて修得した科目・他学部専門科目が算入されます。
＊この履修モデルはあくまでも一例です。他コース選択者も各コースの科目を履修できます。キリスト教概論や第二外国語など、全学共通の教養科目「青山スタンダード」科目は記載していません。

■ビジネス法コース履修モデル 将来、日本と世界のビジネスの最前線で活躍したい人向けのコース。民法や商法を出発点として、
ビジネスの現場で要求されるさまざまな法知識を修得します。

卒業後のイメージ

科目の種類 1 年次 2 年次 3 年次 4年次
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　ビジネスと法は、深く関係しています。ビジネス
の目的そのものは、お金や夢や幸せなどさまざまで
しょう。多種多様なビジネスに共通しているのは、
目的の実現のために経済活動という方法が用いられ
る経済現象であるということ。しかし、ビジネスは
とても重要な法現象でもあります。
　ビジネスの方法が経済活動であっても、その条件
や環境を設定するのは法律です。ビジネスの基本と
なる契約の枠組をつくるのは、民法や商法。企業
や人がビジネスの場で競争する環境を整えているの
は、経済法。ビジネスにも大きく影響する税金を定
めるのは、税法。このように、さまざまな法律がビ
ジネスと直接かかわっています。どれほど素晴らし
いビジネスアイデアがあっても、現実の社会で実践
しようとするなら、ゲームのルールと同じで、法律
の定める条件や環境に従わなければなりません。
　法現象としてのビジネスには大きな特徴がありま
す。日本企業のビジネスの多くが、日本国内にとど

まらず外国企業や外国人とかかわって世界に展
ひ ろ

がっ
ているのは、言うまでもないことでしょう。ビジネ
スという法現象を扱うためには、日本の法律だけで
なく取引相手のいる外国の法律、そして私の担当す
る国際私法や国際取引法など日本と世界をつなぐ法
律も学ぶことが必要です。
　ビジネスという法現象を軸にしてさまざまな法律
を学ぶということは、ビジネスから法を眺め、法か
らビジネスを考えることであり、実におもしろいの
です。

Business Law
ビジネス法コース

1
2 3

4

　「トラスト」は人を信じて財産の管理、運用等を託す人間の知
恵・文化であり、信託法は「トラスト」に関する法制度です。
　このゼミは、「トラストに関する法的研究および応用」をテー
マとし、理論編（1年目）、応用編（2年目）、および卒業論文（2年
目）によって構成されます。理論編では、トラストの歴史および
信託法の基礎理論を体系的に学び、応用編では、まず信託法の
ケーススタディをし、次にトラスト・プランニング、すなわち、
信託商品の開発・信託スキームの考案と設計を行い、中間発表や
最終発表までのプロセスを経て、実務家審査委員による評価を受
けます。卒業論文については、
それまでに身につけた信託法
理論および実践体験を生かし、
集大成として研究論文を仕上
げていきます。なお、ゼミ活
動はすべてチーム・ワークで
行います。

　また、ゼミでは、実務家や海外の専門家による特別講義を実
施。これまで、田中和明氏（三井住友信託銀行法務部法務部長、
法制審議会信託法部会臨時委員）、David	M.	English 先生（ミ
ズーリ大学教授）、李建偉先生（中国政法大学教授）にお願いして
います。
　最後に、サブゼミとして、信託銀行人事担当者による特別説
明会、先輩による就活体験記および金融機関見学も企画する予
定です。

　私は、少子高齢化問題が深刻になっていくこれ
からの社会において、老後費用の運用方法のひと
つとして信託が重要視され、信託の応用範囲が広
がっていくと考え、このゼミを選びました。多様
な形で利用できる信託の新たな商品開発や信託の
利便性の向上などを研究し、信託で社会貢献や環
境問題に取り組む可能性を考えていきたいです。

法はビジネスとともに世界へとひろがり
世界とつながる！

法学部

伊藤 敬也 先生
I TO Takaya

先生からのメッ
セージ

中田 理紗子さん

楊 林凱ゼミ
公共政策コース4年

（東京・大妻高校出身）

広がる信託の可能性！
わたしも学んでいます！

ゼミナー
ル

楊 林凱ゼミ  
「トラストに関する法的研究および
 少子高齢化社会における信託の役割」
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　近年、過度な個人主義が見直され、「公共」という概念の重要性が再認識
されています。「公共」の担い手は国家などの公的存在に限られず、国民・
市民である私たちや、教育事業や慈善事業、マスメディアによる報道事業
などを行う組織・個人も大切な担い手です。公共政策コースでは、行政法、
地方自治法などだけではなく、政治学、さらには経済学などを幅広く学び、
政策の立案・実施・評価に関わる仕事をめざします。各種の公務員試験に
向けた重点的な学習も可能です。

国家公務員（中央省庁等職員）、地方公務員（県庁・市役所等職員）、行政書士、NPO職員、公益法人職員、民間企業（人事、総務、法務）、

国税専門官、税理士、労働基準監督官、政策秘書 など

卒業後のイメージ

公共政策コース
Public Policy

2

専
門
教
育
科
目

全コース必修 必　　修

●法学入門
●法学概論（公法系）
●法学概論（私法系）
●憲法Ａ  ●憲法Ｂ
●民法入門

●刑法Ａ  ●刑法Ｂ

基礎選択必修 選択必修 ●近代日本法史
● 国際社会と法  
● 法情報リテラシー

● グローバル・スキーム論A

共通選択必修 選択必修
●民法Ａ
● 政治学原論Ａ  ● 政治学原論B

●憲法Ｃ  ●憲法D
● 日本政治史Ａ  ● 日本政治史B

●労働法Ａ  ●労働法Ｂ
● 税法Ａ  
● 行政法Ａ  ● 行政法B
● 社会保障法Ａ  ●社会保障法B

コース選択必修
必　　修 ● 公共政策と法

選択必修 ● 行政学Ａ  ● 行政学B
● 地方自治法
● 都市法

選択科目 選　　択 ●入門演習
●政治過程論Ａ  ●政治過程論B
●演習ⅠA 　 ●演習ⅠB

●演習ⅡＡ  ●演習ⅡＢ

自
由
選
択
科
目

※１ 選　　択
●公共政策特論Ａ
●立法学

●行政法Ｃ
●民法Ｄ
●政治思想史A  ●政治思想史B

外
国
語
科
目

第一外国語 必　　修
●コミュニケーション&リーディングⅠA・B
●コミュニケーション&ユーセージⅠA・B
●オーラル・イングリッシュⅠA・B

第一外国語
第二外国語 選択必修

●コミュニケーション&リーディングⅡA・B
●コミュニケーション&ユーセージⅡA・B

■公共政策コース履修モデル
科目の種類 1 年次 2 年次 3 年次 4年次

公務員、政治家などの政策のプロフェッショナルを志望する人向けのコース。行政法や政治学を出発点と
して、政策の立案・実施・評価に関わる幅広い法知識を修得します。

※１	専門科目および青山スタンダード科目から、それぞれの分野における要件単位を越えて修得した科目・他学部専門科目が算入されます。
＊この履修モデルはあくまでも一例です。他コース選択者も各コースの科目を履修できます。キリスト教概論や第二外国語など、全学共通の教養科目「青山スタンダード」科目は記載していません。
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Public
Policy

公共政策
コース 2 3

1

4

　「公法」というと、皆さんはきっと自分とはあま
り関係のない、堅苦しい法律だと思うかもしれませ
んが、実は、皆さんの生活はさまざまな場面で公法
と接しています。たとえば、ふだん利用する公共交
通機関や電気・ガス・水道などの料金は、自由に決
められるわけではなく、行政機関から認可を受ける
必要があります。その他にも、ゴミ問題や放置自転
車の問題など、行政の活動範囲は多岐にわたります。
そして、こうした行政の活動の根拠には必ず法律が
あるのです。その法律は、国のかたちや基本的人権
について定める重要な法規範である憲法に従って規
定され、解釈される必要があります。「公法」は身
近な問題から国家のあり方まで、きちんと考えるた
めのひとつの手段だといえるでしょう。そして同時
に、皆さんの生活している社会がどのように成り
立っているのかを知るための手段でもあるのです。

　では、きちんと考えるとは、どういうことでしょ
うか？
　その答えを、授業を通じて見つけ出し、身につけ
てもらいたいと思います。
　教室でお待ちしています！

　ゼミのメンバーは、各自が興味を持っている社会問題を研究
テーマとして設定して、より良き社会の実現に寄与する研究を
行います。ゼミでは研究の進捗状況を報告し、その研究報告に
ついてゼミ全体で討論・熟考します。研究の成果は卒業論文と
してまとめられます。研究テーマに制約はありませんが、その
テーマに対する冷静・客観的	―社会科学的―	な姿勢が求められ
ます。
　より良き社会の構築は、理想への激しい渇望から始まります。
しかし、熱い思いだけで走り出すと壁に激突しかねません。よ
り良き社会の構築とは、明確なゴールが見えない迷宮を彷

さまよ

徨う

ようなものです。ここで大切なのは、熱い思いに加えて、もの
ごとに対する冷静・客観的な姿勢です。熱さと冷静さの併存は、
まさに、見た目には激しくない
ものの青白く燃える完全燃焼の
証です。さあ、皆さんも一緒に、
青白い炎のような「クールな激
しさ」を胸に、より良き社会の
実現という迷宮のなかで完全燃
焼しましょう！

　このゼミでは、自分の関心のある社会問題を科
学的に研究していきます。それぞれの研究を皆で
意見を出し合って進めていくので、知識も深まり、
さまざまな価値観・視角から問題を考えることが
できます。また、ものごとを論理的に考える力が
鍛えられます。勉強だけではなく、親睦会や夏の
合宿などの行事もあり、楽しく学んでいます！

身近な問題から国家のあり方まで
「公法」の視点から考えてみませんか？

法学部

府川 繭子 先生
FUKAWA Mayuko

「社会科学的思考の迷宮の散策
   ― 化学変化としての政策の論究、政治における物理的法則の探究―」

石井 智美さん

松田 憲忠ゼミ
公共政策コース4年

（神奈川・横須賀高校出身）

メリハリのある、社会科学ゼミ！
わたしも学んでいます！

先生からのメッ
セージ

ゼミナー
ル

松田 憲忠ゼミ  
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　司法コースは、資格試験の受験に必要な法律科目を学ぶだけでなく、法
曹や隣接法曹が備えるべき語学力や教養、国際感覚のほか、文書起案や討
論・議論の能力など、専門知識の修得と高度な知的技能の養成を目的とし
ています。弁護士会などと連携して「現代法実務論」「法曹演習」などの科目
を設置しており、司法実務の現場で活躍する外部講師を招聘して、生活社会
やビジネスフィールドで実際に起きている問題を素材として法的問題を考
えるなど、司法実務の “現在” に触れながら法を学んでいきます。

司法コース
Legal Profession

3

法曹（裁判官、検察官、弁護士）、法律事務所等のロー・クラーク、司法書士、税理士、民間企業（法務）、裁判所書記官・事務官、

検察事務官、家庭裁判所調査官、各種官公庁の法務担当職員 など

卒業後のイメージ

専
門
教
育
科
目

全コース必修 必　　修

●法学入門
●法学概論（公法系）
●法学概論（私法系）
●憲法Ａ  ●憲法Ｂ
●民法入門

●刑法Ａ  ●刑法Ｂ

基礎選択必修 選択必修
●裁判論
●法情報リテラシー

● 法思想史Ａ ● 法思想史B 

共通選択必修 選択必修 ●民法Ａ
●民法B  ●民法C
●商法A

● 民法Ｄ
● 商法Ｂ
● 民事訴訟法Ａ
● 刑事訴訟法Ａ
● 行政法Ａ  ● 行政法B

コース選択必修
必　　修 ● 法曹入門

選択必修
● 法学ライティング
● 現代法実務論

選択科目 選　　択 ●入門演習

● 商法Ｃ
● 刑事訴訟法Ｂ
●法曹演習B  ●法曹演習Ｄ
●演習ⅠA 　 ●演習ⅠB

●演習ⅡＡ  ●演習ⅡＢ

自
由
選
択
科
目

※１ 選　　択
●憲法Ｃ  ●憲法D
●民法Ｅ
●労働法Ａ  ●労働法Ｂ

外
国
語
科
目

第一外国語 必　　修
●コミュニケーション&リーディングⅠA・B
●コミュニケーション&ユーセージⅠA・B
●オーラル・イングリッシュⅠA・B

第一外国語
第二外国語 選択必修

●コミュニケーション&リーディングⅡA・B
●コミュニケーション&ユーセージⅡA・B

■司法コース履修モデル
科目の種類 1 年次 2 年次 3 年次 4年次

法曹や隣接法曹（司法書士、行政書士など）をめざす人向けのコース。法律のプロフェッショナルが備えるべき広範な
法知識を修得します。

※１	専門科目および青山スタンダード科目から、それぞれの分野における要件単位を越えて修得した科目・他学部専門科目が算入されます。
＊この履修モデルはあくまでも一例です。他コース選択者も各コースの科目を履修できます。キリスト教概論や第二外国語など、全学共通の教養科目「青山スタンダード」科目は記載していません。

16 AOYAMA LAW 2020



Legal
Profession

司法
コース32

1

4

　ゼミでは、民法の中の主に財産法について学んでいます。各
人が割り振られた教科書の範囲について生じた疑問をまとめ、
発表をします。そして、ゼミ全体の話し合いを経て、解決を導
くという形式で日々行っています。
　このゼミは高度な知識を必要としておらず、2年生までに得
た知識をもとに、ひとりひとりが自分の意見や質問を気軽に発
言できるので、さまざまな視点から多くの意見が飛び交います。
中には自分とはまったく異なる視点からの意見もあり、とても
印象に残る充実した90分となっています。

　そして、ひととおり意見が飛び交った後は、発表者の疑問に
ついて先生が丁寧に解説してくださるので、民法の知識をより
いっそう深めることができます。また、民法の分野だけに限ら
ず幅広く知識を活かすこ
とができ、このゼミから
卒業した先輩たちは裁判
所や都庁、商社などさま
ざまな場所で活躍してい
ます。

　ゼミ生はバイク好きやテニス好き、さまざま
な人がいて個性が強いですね！  関先生はという
と、目的なしに電車に乗りながら小説を読むのが
好きというお茶目な方ですし…。そういう私たち
は、権利関係の「なぜ」を大事にしながらゼミに
取り組んでいます！  その「なぜ」が分かること
で、自分たちの疑問を解決しています。そんな法
学部・関ゼミは、とても最高だと思います！

法学部

酒巻 修也 先生
SAKAMAKI Naoya

大貫 圭悟さん

関 武志ゼミ
公共政策コース4年

（神奈川・日本大学藤沢高校出身）

関ゼミは、個性の宝庫！

ゼミナー
ル

関 武志ゼミ  

先生からのメッ
セージ

わたしも学んでいます！

　私たちが生活する社会は、日々複雑なものとなり、
10年たてば大きく変わっています。その一方で、憲
法や民法、刑法などの基本的な法律は、社会の変化
とともに常にその内容が変わっているわけではあり
ません。たとえば、私の担当している民法は、今か
ら100年以上も前に施行されています。その後、と
くに契約という分野についていうと、平成29年にそ
れに関する規定を大幅に見直した改正法が成立する
まで、大きな改正を受けてきませんでした。つまり、
法律によっては、現在の社会の現象が想定されてい
ない可能性があります。ですので、基本的な法律を
学ぶことで、その解釈や理論を知り、法的思考力を
習得することができますが、それを現代の社会で活
かすには、より実践的な学びも重要です。司法コー
スでは、教員や第一線で活躍している実務家による

「法曹演習」など、そのためのカリキュラムを用意し
ています。
　では、今からさらに10年、20年がたつと、私たち

の社会はどうなっているでしょうか。社会では、新
しい、そしてより複雑な問題が生じているはずです。
このとき、問題の所在を多角的に分析するためにも、
先に挙げた学びに加えて、法律に関係する先端的研
究や、社会、人文、自然科学の基礎的知識に触れ、
幅広い分野の知見を得ることが必要になります。司
法コースや法学部の他コースの科目、「青山スタン
ダード科目」を通じて、現代、そして未来で活躍で
きる法的素養を身につけていきましょう！

現代、そして未来で活躍できる
法的素養を身につけよう！

「財産法の理解を深める」
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　各国の憲法はもちろん、国際法上も人権の保障が国際社会の共通の価値・
原則となっている現代では、グローバルな視野に立って、さまざまな人権
問題を分析・解決できる人材が求められています。ヒューマン・ライツコース
では、人権の保障がどのようになされているのか、どのような人権問題が
あるのかを「現場」の視点から学ぶことで、社会の弱者の状況に対する敏感
な人権感覚を備えつつ、具体的な人権問題の解決のために法を生かして行動
できる人材をめざします。

ヒューマン・ライツコース
Human Rights

4

法曹、公務員、民間企業（特に、法務やCSR担当部署）、ジャーナリスト、NPO・NGO等職員、国際公務員（国連人権高等弁務官事務所、

国連難民高等弁務官事務所など）、研究者（憲法やその他国内法の諸分野のほか、国際法、国際公共政策、開発学など） など

卒業後のイメージ

専
門
教
育
科
目

全コース必修 必　　修

●法学入門
●法学概論（公法系）
●法学概論（私法系）
●憲法Ａ  ●憲法Ｂ
●民法入門

●刑法Ａ  ●刑法Ｂ

基礎選択必修 選択必修
●近代西洋法史
●国際社会と法
●インターネット法

● 中国法Ａ ● 中国法B 

共通選択必修 選択必修 ●民法Ａ

●憲法Ｃ  ● 憲法D
● 憲法基礎演習
● 国際関係論
● 国際法Ａ

● 行政法Ａ  ● 行政法B
● 刑事訴訟法Ａ  ● 刑事訴訟法B
● NPO論
● 国際法Ｂ

コース選択必修
必　　修 ● ヒューマン・ライツの現場Ａ

選択必修 ● ヒューマン・ライツの現場B
● 環境法Ａ  ● 環境法B
● 人権調査論

● 言論法Ａ

選択科目 選　　択 ●公共政策と法 ●入門演習
● 言論法Ｂ
●演習ⅠA 　 ●演習ⅠB

●演習ⅡＡ  ●演習ⅡＢ

自
由
選
択
科
目

※１ 選　　択
●国際人権法
●比較政治学

●民法D
●刑法Ｃ  ● 刑法D
●人権法特論Ａ  ● 人権法特論C

外
国
語
科
目

第一外国語 必　　修
●コミュニケーション&リーディングⅠA・B
●コミュニケーション&ユーセージⅠA・B
●オーラル・イングリッシュⅠA・B

第一外国語
第二外国語 選択必修

●コミュニケーション&リーディングⅡA・B
●コミュニケーション&ユーセージⅡA・B

■ヒューマン・ライツコース履修モデル

科目の種類 1 年次 2 年次 3 年次 4年次

※１	専門科目および青山スタンダード科目から、それぞれの分野における要件単位を越えて修得した科目・他学部専門科目が算入されます。
＊この履修モデルはあくまでも一例です。他コース選択者も各コースの科目を履修できます。キリスト教概論や第二外国語など、全学共通の教養科目「青山スタンダード」科目は記載していません。

NPO、マスメディア、国際機関、企業のCSR（社会的責任）などでの業務において必要
となるヒューマン・ライツ（人権）の法を学びたい人向けのコース。グロ一バルな視野と
現場の感覚を結ぶ、新領域の知識を修得します。
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Human Rights
ヒューマン・ライツコース

4
32

1

　現代民主主義国家では、個々人がかけがえのない
存在として認められ、人権の保障が国政の目的とさ
れています。国政の基本原理を定めた憲法の内容は、
大まかにいってその半分が人権保障であり、残り半
分は、そのための国の組織作りを定めたものです。
そして、すべての法律は憲法に反してはならないの
ですから、人権の視点は法を学ぶうえでとても重要
で基本的なものです。
　ただ、従来型の法学部での勉強、つまり、憲法・
法律の条文やそれが適用された判例を中心とする、
いわば静的な勉強方法だけでは、変化する社会のな
かで法が果たしうる役割を考えるには十分ではあり
ません。ヒューマン・ライツコースは、そのような
観点から、現実の社会で起きているさまざまな人権
問題に早い段階から接し（1年次の「ヒューマン・ラ
イツの現場A／同 B」）、現状に対して法をどのように
生かしていけるかという目的意識を持って主体的に
学ぶことができるように工夫されています。

　「ヒューマン・ライツの現場A ／同B」では、人権
に関わるドキュメンタリー映像を観たうえで、グルー
プに分かれてディスカッションを行います。2年次以
降は、「戦争・紛争と人権」「ジェンダーと人権」「マ
イノリティと人権」「ビジネスと人権」「国際人権法」
など多様な科目を選択することができます。皆さんも
ぜひ、ヒューマン・ライツコースで確かな人権感覚
と法知識を身につけ、企業、NGO、ジャーナリズム、
研究など多彩な場でその能力を発揮してください。

　世界人権宣言が採択されて半世紀以上がたち、人権の概念は
定着し、人権に関する関心も高まっています。それにもかかわ
らず、さまざまな人権問題は依然としてなくなっていません。
このゼミでは、学生は、人権についての基本（人権とは何か、
人権を保障するための国内的・国際的なルールや制度にはどの
ようなものがあるかなど）を英語で学びます。同時に、2年間を
通してアカデミック・ライティングと議論のスキルを練習し身
につけることを重視します。各自が選んだテーマ（女性の地位、
貧困問題、子どもの権利、ビジネスと人権、強制労働、LGBT
の権利等、これまで学生が選んだテーマは多岐にわたります）

について研究し、個人発表を行ってディスカッションし、研究
成果を卒業論文としてまとめます。また、ゲストスピーカーを
招き、人権問題を別の視点から考える機会も提供します。
　厳しいかなと思われる
かもしれませんが、少人
数でアットホームな雰囲
気ですので、楽しく勉強
できます。夕食会など、
定期的に勉強以外の交流
の場も設けます。

法を通して人権をどう守っていくか
一緒に考え、議論してみよう！

法学部

申 惠丰 先生
SHIN Hae Bong

山本 絵莉さん

COOP,Stephanie L.ゼミ
2019年3月卒業

（神奈川・桐蔭学園高校出身）

ゼミナー
ル

COOP,Stephanie L.ゼミ  

先生からのメッ
セージ

　このゼミでは、人権に関する問題の中から興
味・関心がある問題を選び、研究発表を行います。
講義はすべて英語で行われるので、日本にいなが
ら海外の大学の講義を受けているイメージです。
海外の論文や文献を使って研究するので、幅広い
知識を得ることができます。ゲストスピーカーを
招き、生の声を聞くこともできます。

わたしも学びました！

「人権問題を英語で研究し、議論すること
 Researching and Discussing Human Rights Issues in English」

プレゼン！！ 卒論！！
すべてが英語の人権法ゼミ！
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●佐藤淳平さんの１週間のタイムスケジュール（3年次）
月 火 水 木 金

１限
09：00

〜

10：30

２限
11：00

〜

12：30

行政法A

３限
13：20

〜

14：50

コミュニケーション
&

リーディングⅡ
知的財産法A 言論法

４限
15：05

〜

16：35

行政法A 公共政策特論A

ゼミナール
５限

16：50

〜

18：20

憲法C

アルバイト
６限

18：30

〜

20：00

ヒューマン・ライツ
の現場A

わたした
ちの

キャンパ
ス

ライフ
わたした

ちの

キャンパ
ス

ライフ

05：30 起  床

08：00 練  習（10：00まで）

15：05
4・5 限
｢ゼミナール ｣

06：00 電車で江ノ島の海へ

11：00 大学へ

13：20
3 限
｢言論法 ｣

19：30 帰  宅

20：00 夕  食

23：00 就  寝

12：30 昼  食

　ライフセービング愛好会に所属し、夏の海水浴場の監視を
しています！　夏休み期間中、茨城県の波崎海水浴場というと
ころに泊まり込んで活動します。仲間たちとの集団生活は毎
年、最高の思い出です！

　専用のボードに乗り、波乗りができるなどマリンスポーツ
としての面も持っています。海の楽しみ方がどんどん増えて
いきます！

　夏以外の季節も、体力やレスキュー
技術をつけるため定期的に海に行き、
練習を行っています。冬は寒くて大変
ですが、クラブ員との練習はとても楽
しいです！

　夏前には、市の消防の人たちと有事に向けた訓練を行って
います！　海で遊ぶ側ではなく守る側として、やりがいと責任
を感じながら活動しています。

佐藤 淳平さん
ビジネス法コース4 年

（東京・青山学院高等部出身）

Case 1

一度きりの大学生活、
ここでしかできない
実りある活動を！

アルバイト

海　練 海　練 
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●中秋源見さんの１週間のタイムスケジュール（3年次）
月 火 水 木 金

１限
09：00

〜

10：30

刑法C

２限
11：00

〜

12：30

法曹演習D 法曹演習G 中国法A 民事訴訟法A

３限
13：20

〜

14：50

尚法会

民事訴訟法A

アルバイト

刑事訴訟法A 法曹演習F

４限
15：05

〜

16：35

中国語会話 ゼミナール

５限
16：50

〜

18：20

法曹演習A

尚法会
６限

18：30

〜

20：00

アルバイト

06：45 起  床

07：30 電車で通学

08：30 大学に到着

09：30 尚法会で自習

09：00 大学で朝食

17：00 移  動

18：00 アルバイト

22：15 帰  宅

22：30 夕  食

24：30 就  寝

15：05
4 限
｢ゼミナール
 （民事訴訟法）｣

11：00
2 限
｢民事訴訟法A｣

13：20
3 限
｢法曹演習F｣

12：30 昼  食

　尚法会には書籍がたくさん！
分からないことなどは調べて、
理解を深めるようにしていま
す。また、たくさんの書籍があ
るおかげで、ふだんはあまり触
れない分野にも興味を持つきっ
かけになっています。

　私は、尚法会という資格試験に
向けて頑張る人が集まる法学部直
属の学生団体に所属しています。
授業のない空きコマの時間など
は、なるべく尚法会室にきて、こ
ういう個人ブースで授業の課題や
勉強をするようにしています。

　尚法会では年に何度か、実務家として活躍するOB・OGの方々も
集まる懇親会があります。同じ目標に向かって頑張る仲間同士の横
のつながりだけでなく、縦のつながりも強められ、先輩たちから実
務の生の声を聞けることでモチベーションにもつながっています。

　週末には毎週、法学部主催で開講されて
いる起案練習会という講義に参加するよう
にしています。この講義は青学出身の実務
家の方々が講師として来られるので、講師
の方と心理的に距離が近く、勉強について
はもちろんのこと、講師の方々の大学生活
がどういうものだったかなども聞くことが
できます。大学生活でのアドバイスもいた
だけたりするので、非常に有意義な時間に
なっています。

　週に2日ほど、大学受験の学
習塾で講師としてアルバイトを
しています。受験勉強が嫌いだっ
たので、その経験を生かして生
徒さんが苦手なものに立ち向か
うのをサポートできるこのお仕
事は、気づかされることも多く、
とてもやりがいがあります。

　青山キャンパスのブック
カフェは照明が柔らかくて、
カジュアルだけど落ち着い
ている雰囲気が好きです。
買うものがなくても、つい
立ち寄ってしまいます。

中秋 源見さん
司法コース4 年

（東京・白鷗高校出身）

Case 2

やりたいことがきっと見つかる環境！！
学びたいことも、とことん学べる！
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●草田彩夏さんの１週間のタイムスケジュール（3年次）
月 火 水 木 金

１限
09：00

〜

10：30

民法B

２限
11：00

〜

12：30

初級簿記 グローバル・
スキーム論A 民法B 行政法A

３限
13：20

〜

14：50

地方自治法
ゼミナール
（行政法）

言論法

４限
15：05

〜

16：35

行政法A

５限
16：50

〜

18：20

アルバイト 青山スタンダード科目
（データ分析） 学外活動 アルバイト

６限
18：30

〜

20：00

学外活動

わたした
ちの

キャンパ
ス

ライフ
わたした

ちの

キャンパ
ス

ライフ

08：00 起床・朝食

09：30 通  学

10：30 大学に到着

12：30 昼  食（空きコマ）

16：50
5 限
｢データ分析｣

19：00 学外活動

21：30 夕  食

18：30 移  動

23：00 帰  宅

24：30 就  寝

11：00
2 限
｢グローバル・
 スキーム論A｣

草田 彩夏さん
2019年3月卒業

（東京・東洋英和女学院高等部出身）

　放課後には、未来の渋谷について若者同士で話し合
う「渋谷民未来共創プロジェクト」の運営サポートメ
ンバーとして参画しました。キャンパスが “渋谷” にあ
るからこそ、さまざまな人や企業との関わりが生まれ
ます。たくさんの学びや刺激を受けました。

　イベントの司会という大役をいただきまし
た。どうしたらこの場をおもしろくすることが
できるのか…。それを考えながら進行していき
ます。

　ゼミ合宿で箱根に行きました。ふだ
んは判例を用いた模擬裁判を行うこと
で理解を深めています。

　空きコマには、
キャンパスの近く
で友だちとランチ
を楽しんでいます。
久々に皆と近況を
話し合うと元気を
もらいます！

　同世代の「自分らしさ」を考える機会づくりをしたくて、自分
と家族について考える人を増やすプロジェクトを立ち上げました。
先日はファミリーカウンセラーの方とイベントを開催しました。週
末は主にこの活動をしています。

　高級和食料理のお店でア
ルバイトとして働いていま
す。おもてなしの心や日本
の文化を理解することも私
にとって、学びの場のひと
つです。

Case 3

自分らしく、興味・関心を
大学で追い続けています！

15：05
4 限
｢行政法A｣
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●大廣和弘さんの１週間のタイムスケジュール（3年次）
月 火 水 木 金 土

１限
09：00

〜

10：30

２限
11：00

〜

12：30

人権法特論D 健康スポーツ
演習

キャリア
デザイン

応用
立法学

３限
13：20

〜

14：50

ゼミ活動

アドグル活動

人権法特論B 刑事法特論B

４限
15：05

〜

16：35

刑事政策B

５限
16：50

〜

18：20

感性ビジネスD フェミニズムB

６限
18：30

〜

20：00

人権法特論C

06：30 起  床

09：15 通  学

16：50
5 限
｢フェミニズムB」

07：00 朝  食

10：20 大学に到着

13：20
3 限
｢刑事法特論B（少年法）｣

14：50
図書館で
課題レポート作成

11：00
2 限
｢キャリアデザイン応用｣

12：30
チカナナ食堂で昼食

（お気に入りは
 野菜たっぷりタンメン！）

21：00
帰  宅
打楽器の譜読み

19：00 友人と夕食

23：30 家族全員で就寝

大廣 和弘 さん
2019年3月卒業

（東京・保善高校出身）

　大学のボランティアセンターを活用し
て、障がいのある人たちとのクリスマス会
に参加し、一緒にお菓子作りやゲームなど
をしました。障がいのある人たちに寄り
添って触れ合うことで、心と心が通じ合う
ことができ、なんとも言えない温かい気持
ちになりました。青学ではボランティア活
動も気軽に参加できる環境がありますよ！

　日曜日の午前、他大学の屋上で採蜜活
動をする「江古田ミツバチプロジェクト」
に参加しています。大学の垣根を越えて、
他大学や地域の人たちと交流しながら、
蜂蜜の食育活動も行っています。他大学
での活動も気軽に参加してみると楽しさ
は広がっていきますよ！

　ゼミやサークルとは違う教授と学生が交流を
深め、皆がやりたいことを自由に取り組むアド
バイザーグループ活動！  私の所属するグルー
プでは週1回、皆で身近な社会問題を語り合っ
たり、食事会や国会見学ツアーなどのフィール
ドワークも行って交流を深めています。学部も
学年も異なる人たちとアットホームな感じで交
流でき、人とのつながりも広がりますよ！

　中学から10年、続けている吹奏楽（打楽器担当）
は私にとって欠かすことのできない大切な存在！ 
皆で音楽を作ってお客さまに届けられることにい
ま、人生で一番やりがいを感じています。より幅広
い年代の人と関わりながら音楽を作っていきたいと
思い、現在は地元の楽団に所属して地域の行事を中
心に活動しています。皆で集まって練習できるのは
日曜日だけなので、通学中や授業の空きコマを活用
して譜読みをしています。

Case 4

興味が湧くものは何でも追求！！
自分の視野も充実度もUP！

大沢アドバイザーグループ 所属

08：00
朝ドラを見て、
新聞をゆったり見る
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青山キャンパスガイド
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法学部独自の海外セミナー

　アメリカセミナーは、ハワイ大学ロースクールで実施する2
週間の海外研修であり、現地校の専任教員が担当する授業でア
メリカ法を学ぶほか、アメリカの三権当局（州政府、州議会、
連邦・州の裁判所、州刑務所）や法律事務所を訪問し、アメリ
カ法が社会で実際にどのように機能しているのかを見聞するな
ど、アメリカの法と社会を現場で考える機会を提供しています。
　ハワイ大学ロースクールは、全米の有力ロースクールのなか
で最も小規模の大学院として、手厚い教育指導と学習支援体制
が高い評価を受けている
ほか、環境法分野やハワ
イ原住民の法的権利に関
する研究等で著名であり、
学生の人種構成の多様性
は全米屈指と評価されて
います。オアフ島の豊か

な自然に囲まれたキャンパスで過ごす時間は、アメリカ法に関
する基礎的理解を得るだけでなく、ハワイ州独特の自然、文化、
歴史等に触れる貴重な機会になるでしょう。
　観光では分からない「本当のハワイ、本当のアメリカ」。アメ
リカの大学・大学院への長期留学や進学を本格的に考えるきっ
かけになるだけでなく、法学部で学ぶことの意義を見つめ直し、
4年間の大学生活を豊かにすることにも大きな影響を与えるで
しょう。

　イギリスセミナーは、8月に4週間、オクスフォードの学寮に
滞在して行います。前半2週間はイギリスの伝統的な学問であ
る古典学（ギリシア・ローマ）と法学（コモン・ロー）の基礎を学
び、後半2週間はロンドンの裁判所、弁護士事務所の訪問、お
よび現役オクスフォード大学学生によるチュートリアルを経験
します。最後の日にはプレゼンテーションを行い（引率教員と
イギリス人講師が審査・表彰する）、また選択した授業のテーマ
に沿ったエッセイを書い
て講師直々の講評を受け
ます。最後の1週間は年ご
とに異なりますが、2018
年度はケンブリッジ大学
を経由してスコットラン
ド（エディンバラ）に滞在

し、スコットランド
法に触れます。英語
学習において日本で
決定的に欠けている
のは、固有名詞の記
憶および固有名詞に
よる事件の分析で
す。古典学は一見、法学とは無関係と見えますが、いかに密接
に関連しているかを体得してください。本セミナーは何といっ
ても講師自慢、オクスフォードで活躍する先生方が少人数クラ
スで教えてくれます。なお、東京大学、立教大学、信州大学他
と共同で行うプログラムなので、他大学の学部生・院生・教員
ともネットワークができます。プログラム期間中は寮で自炊す
るので、料理の腕前も上がります！

各国の特色を生かした、充実のセミナー内容
法学部海外セミナーには、5つのものがあります

アメリカセミナー（約2週間）

イギリスセミナー（約4週間）

※詳細は、法学部Webサイトをご覧ください。
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　法学部の海外研修A（オーストラリアセミナー）は、キャンベ
ラにあるオーストラリア国立大学（ANU）で2週間半にわたり行
われるオーストラリア法の研修プログラムです。世界トップク
ラスのANU法学部に属する専任教員がオーストラリアの司法・
政治制度を紹介し、オーストラリア法のさまざまな分野（憲法、
刑法、契約法、不法行為法、人権法、先住民の法など）を講義し
ます。授業は英語ですが、
ANU法学部の学生が、各
授業前にブリーフィング
を行い、授業後には小グ
ループディスカッション
があるので、英語に自信
がなくても心配すること

はありません。
　教室の外でも、英語の
能力を磨く機会が数多く
あります。本セミナーは
法学部の海外研修のうち
現地家庭でのホームステ
イを含む唯一のものです。ホームステイ先でホストファミリー
と日常生活を共有することで、視野が広がります。また、国会
議事堂やオーストラリア最高裁判所、牧場なども見学します。
帰国直前の週末は、同じプログラムに参加する立命館大学の学
生とともにシドニーに滞在し、楽しい時間を過ごします。気軽
に申し込んでください！　皆さんの未来に資するとても貴重な
経験になるでしょう！

　韓国セミナーは、韓国外国語大学校法学専門大学院（ロース
クール）の協力を得て、約1週間にわたって韓国・ソウル特別市
で行われます。例年3月頃に韓国外国語大学校を訪れ、ロース
クール教員による時事を踏まえた講義を受講し、韓国の法制度
や社会問題について考えます。また、年齢の近い韓国の学生と
の交流会も実施しています。その他、憲法裁判所や西大門刑務
所歴史館の見学、文化公演鑑賞や遺跡見学などを行い、韓国の
歴史と文化にも親しみます。
　韓国法は、日本による
植民地統治期などの影響
により、日本法と多くの
類似点・共通点がありま
す。他方で、1987年 の
民主化以降は、憲法裁判
所や国家人権委員会など、

日本に存在しない組織を
設置したり、積極的な改
革を行ってきました。こ
のセミナーでは、日本で
注目され始めている韓国
法を現地で学ぶことがで
きます。
　韓国セミナーは、他のセミナーと比べると短期間です。しか
し、充実したプログラムや文化体験、韓国人学生との交流など
を通じて、韓国の法制度を学び、社会・文化に肌で接すること
ができるでしょう。そして、韓国の法制度について、歴史的背
景を踏まえて学びつつ、日本の法制度と比較しながら考えると
いう視点は、その後の大学における学びをさらに充実させるで
しょう。
＊提携先大学の事情により、2019年度以降は当面、実施を停止しています。

　中国セミナーの正式名称は海外研修Dであり、ニックネーム
は「中セミ」です。参加学生有志は、「中セミ」の名で青山祭
に出店したり、懇親会を開催したりします。中国セミナーは、
毎年3月上旬に中国・上海市に位置する協定校である華東政法
大学をはじめとする関係者のご協力をいただきながら実施す
る、短期法学研修です。出国前までに引率教員が2回ほど事前
勉強会を行い、中国法入門や中国語ABCや注意事項を教えま
す。上海現地で実施する研修内容は、次のとおりです。
（1）協定校の教授による法学講座を受けること。

テーマは犯罪と法、市場経済と法、環境と法、企業と法
など。

（2）学生交流会に参加すること。
双方の学生が事前に準備した課題についてプレゼンテー
ションをした後に、質疑応答や自由交流を行う。

（3）裁判所・法律事務所・企業を見学すること。
たとえば、裁判所の見学では刑事裁判の傍聴は貴重なチャ
ンスであり、法律事務所の見学では先端法務の面白さを

味わうことができ、また、資生堂現地工場の見学は毎年
の定番イベント。

（4）文化体験に参加すること。
中国代表的江南文化とモダンな海派文化を肌で感じること
ができる。そして、地下鉄を利用したり、スーパーマーケッ
トでショッピングしたりする中で、中国人のふだんの暮ら
しを体験することもできる。

　皆さん、楽しい「中セミ」に参加してみませんか！

オーストラリアセミナー（約2週間）

韓国セミナー（約1週間）（2016年度実施）

中国セミナー（約10日間）
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教育・研究サポート

■ 法学会

■ 法律指導室

■ 図書館との協働
　 法情報データベースの導入、法情報の探し方などの情報提供

Aoyama Law Square （法学会／判例研究所／法学部資料室／ビジネスロー・センター   通称：ALS）

学びをサポートする法学部独自の教育支援

　大学図書館は、大学での学びを支える重要な施設です。
法学の学習を進めていくためには、判例や立法資料、法学
論文などの法情報を収集し読み解くことが不可欠です。法
学部では、図書館と協力して、こうした法情報をどのよう
に探していくかについて情報提供をし（「法情報の探し方」）、

図書館HPから在学生が利用できる法情報データベースを
整備しています。データベースには国内だけでなく外国の
法令や判決文、研究論文などが含まれており、自宅からも
見ることができ、学習に大変役立ちます。

　法学会は約60年の伝統のある法学部教員と法学部生との
アカデミックな団体です。法学会の主な活動および行事は、
次のとおりです。
①青山法学論集の刊行（年 4 回）
②青学法オリジナル「ガクモンのススメ」の作成・web配布
③学生懸賞論文募集・審査・表彰式・優秀論文集の刊行
④研究会・講演会の実施
⑤学生向け資格取得支援講座の開講（法学部共催）
⑥研究資料・データベースの収集整理
　今後も、法学部生の学習、研究、就職のためにその活動
領域を一層拡大していきます。

　法律指導室は、在学生の学びの過程で生じるさまざまな疑問に個別に対応するところ
です。在学生は、レポートや答案の書き方、ゼミの報告準備、文献収集などに加え、講
義などで分からないところについて、スタッフに気軽に質問することができます。開室
時間内であれば、いつでも来室可能です。

　その他、ITサポート体制など、さまざまな学びをサポートす
る体制を大学全体で整えています。詳細は、大学案内・ホーム
ページをご覧ください。

　ガウチャー・メモリアル・ホール（青山キャンパ
ス 15号館）7・8階にあり、法律関係の資料を豊富
に所蔵。海外の雑誌なども取りそろえています。図
書館にないものもここにあることが多いので、ゼミ
で報告を準備する際や卒業論文を書く際にはALS
を頻繁に利用することになるでしょう。

※詳細は、青山学院大学図書館のWebサイトをご覧ください。

●青山学院大学法学部Webサイト　http://www.als.aoyama.ac.jp/

●青山学院大学Webサイト　http://www.aoyama.ac.jp/

●青山学院大学図書館Webサイト　https://www.agulin.aoyama.ac.jp/ja/honkan

▼2019年度 学生向け資格取得支援講座

※詳細は、法学部Webサイトをご覧ください。

★ガイダンス（講座紹介）：4月3日、5日
★申込開始：4月3日（先着順）
★法学会学生会員特別受講料（法学会が一部負担）

（1）公務員・企業基礎教養（ビジネス実務法務検定3級）講座
ナイトコース 2.5時間×13回  50名
★6,480円

（2）宅地建物取引士対策講座
計 90時間  50名
★16,200円〔一般価格 120,000円〕

（3）公務員講座
10名
★138,000 円〔一般価格 168,000円〕

（4）行政書士講座
10名
★123,000円〔一般価格 185,000円〕

1年生からも
宅建の合格者が！！
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10.3%
製造

23.2%
金融・保険

23.1%
運輸・通信

14.7%
各種サービス

7.4%
公務

11.8%
卸・小売

2.6%
建設

0.5%
その他

0.3%
教育・学習支援

4.7%
不動産・物品賃貸

0.5%

電気・ガス・
熱供給・水道

0.8%
医療・福祉

●主な就職先企業等一覧（2019 年3月卒業者）   
　　※（　）内の数字は内定者数

●業種別就職状況（2019年3月卒業者）

●大学院進学者数（2019年3月卒業者）

キャリアサポート・進路実績
　卒業生は、多様な業種の民間企業のほか、公務員として
官公庁で活躍しています。また、法曹をめざして法科大学
院に進学する卒業生や、研究者となるために、またはより
高度な専門知識を身につけるために大学院に進学する卒業
生もいます。
　就職活動へのアプローチについては、進路・就職セン

ターによって仕事・業界研究や模擬面接などの行事が数多
く開催され、充実した支援プログラムが実施されているほ
か（※詳細は、大学案内・ホームページをご覧ください）、法学
会でもキャリア支援として公務員講座、行政書士講座、宅
建講座などが行われています（※詳細は、左ページをご覧くだ

さい）。

■ 地方公務員（市町村）（9）
■ 地方公務員（都道府県）（8）
■ 国家公務員（7）
■ 全日本空輸株式会社（6）
■ 株式会社みずほフィナンシャルグループ（6）
■ 日本航空株式会社（5）
■ 三井住友信託銀行株式会社（5）
■ 株式会社三井住友銀行（4）
■ 株式会社りそなホールディングス（4）
■ 東京海上日動火災保険株式会社（4）
■ 楽天株式会社（3）
■ 野村證券株式会社（3）
■ 株式会社三菱UFJ銀行（3）
■ 株式会社大塚商会（3）
■ 三井住友海上火災保険株式会社（3）
■ 第一生命保険株式会社（3）
■ 地方公務員（特別区）（3）
■ 東日本旅客鉄道株式会社（2）
■ ANAエアポートサービス株式会社（2）
■ 株式会社ファーストリテイリング（2）
■ 日本電気株式会社（2）
■ 日本通運株式会社（2）
■ 株式会社ルミネ（2）
■ 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（2）
■ キヤノンマーケティングジャパン株式会社（2）
■ スズキ株式会社（2）
■ イオンフィナンシャルサービス株式会社（2）
■ 株式会社エイチ・アイ・エス（2）
■ 株式会社リクルートキャリア（1）
■ 株式会社日本経済新聞社（1）
■ 株式会社コーセー（1）
■ ヱスビー食品株式会社（1）
■ エーザイ株式会社（1）
■ ＫＤＤＩ株式会社（1）
■ オリックス自動車株式会社（1）
■ 大日本印刷株式会社（1）
■ 富士通株式会社（1）
■ 日本道路株式会社（1）
■ 税理士法人平成会計社（1）
■ 弁護士法人アドバンス（1）
■ 日本放送協会（1）
■ 東宝株式会社（1）

法学部卒業者数

大学院進学者数

446名

18名

◯ 青山学院大学大学院 法学研究科
◯ 慶應義塾大学大学院 法務研究科（法科大学院）
◯ 中央大学大学院 法務研究科（法科大学院）
◯ 東京大学大学院 法学政治学研究科
◯ 東北大学法科大学院
◯ 早稲田大学大学院 法務研究科（法科大学院）
◯ 京都大学大学院 法学研究科
◯ 明治大学大学院 法学研究科
◯ 立命館大学大学院 法学研究科

◆主な進学先大学院一覧（2019年3月卒業者）

　3年次にアメリカセミナーに参加し、苦手だった法律も好きな英語を通して
だと興味を持つことができ、さらに、どういう弁護士になりたいかを明確に
描いている現地のロースクール生に出会ったことで、将来、法律の道に進む
ことを決めました。私の将来の夢は、国際人権法の専門家として国際機関で
働くことです。そのためにも、大学で得た知識と経験を生かして、国際法、
特に人権法の研究に励みたいと思います。

東方 成美さん
（福岡・香住丘高校英語科出身）

2016年 青山学院大学法学部卒業（3月）
2016年 University of Hawaii at Manoa
  William S. Richardson School 
 of Law 入学（8月）
2017年 卒業（5月）
現在、Baker ＆McKenzie 法律事務所勤務
※インタビュー当時
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法学部長

大石 泰彦
OISHI Yasuhiko

［
思
索
の
森
へ
の
招
待
状
］

学部長からの
メッセージ

　青学は、私の母校です。
　私が青山学院大学法学部（そのころは「AOYAMA LAW」
という愛称はありませんでした）に入学したのは、いまから30
年以上前のことですが、その後、そのまま本学の大学院に進
学し、20代のほぼすべてを青山キャンパスで過ごしました。
大学教員になってからは別の大学に勤務していましたが、10
年ほど前にAOYAMA LAWの教員として戻ってきました。
青山に戻ってきたとき、新しい校舎が増えて、キャンパスの
風景が大きく様変わりしていることに驚きましたが、正門か
ら一歩、緑豊かなキャンパスに入ったときに感じる、まるで
自分の家に帰って来たような「ホッとする」感覚は昔のまま
でした。
　AOYAMA LAWの素晴らしさのひとつは、この「ホッとす
る」感覚だと思います。大学の周囲には、渋谷・青山・表参
道という現代日本の文化を牽

けん

引
いん

する街が広がり、大勢の人々
が往来し、にぎわっています。青学に入学する学生は、すぐ
にそんな街にとけこみ、多くのクリエイティブで刺激的な人々
に出会うことになるでしょう。一方で、そんな街の中心に、
学生のちょっと緊張した気持ちを和ませ、「刺激」を「成長」
に変換させる静かな思索の森が広がっているのです。そこに
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一般入試〈Ａ方式〉
Web出願期間 2020年  1月4 日（土）〜 1月30日（木）

試 験 日 2020年  2月18日（火）

募 集 人 員 約  150 名

一般入試〈B 方式〉
Web出願期間 2020年 1 月4 日（土）〜 2 月6 日（木）

試 験 日 2020年  2月21日（金）

募 集 人 員 約  50 名

一般入試〈全学部日程〉 
Web出願期間 2020年 1月4 日（土）〜 1月23日（木）

試 験 日 2020年 2月7日（金）

募 集 人 員 50 名

海外就学経験者

出 願 期 間 2019年 9月2日（月）〜 9月5日（木）
（郵送必着）

試 験 日 2019年  9月28日（土）

募 集 人 員 5名

スポーツに優れた者（２次）

出 願 期 間
第1次選考（書類審査）
2019年  9月9日（月）〜 9 月12日（木）

（郵送必着）

試 験 日 2019年  10月12日（土）

募 集 人 員 7名以内

外国人留学生（２次）

Web出願期間
出願エントリー
2019年 9月6日（金）〜 9月12日（木）

出 願 期 間
第2次出願
2019年 10月21日（月）〜 10月25日（金）
＊応募手続の詳細は入学試験要項（願書）を確認してください。

試 験 日 2019年 11月16日（土）

募 集 人 員 10名

全国高等学校キリスト者推薦（２次）

出 願 期 間
第1次選考（書類審査）
2019年 11月1日（金）〜 11月5日（火）

（郵送必着）

試 験 日 2019年 11月23日（土・祝）

募 集 人 員 3名（1 校 1 名）

2020年度	法学部入学試験日程

Information

棲
せい

息
そく

する友人や先輩、そして教職員は、学生ひとりひとりの
成長を支援し、あたたかく見守ってくれるでしょう。
　ここ数年、大学、とくに法学部に向けられる社会の視線は
厳しさを増し、その価値が「入試偏差値」「国家試験の合格者
数」「就職率」などの分かりやすい数字で測られ、序列化され
る傾向にあります。その一方で、それぞれの学生の悩みや迷
い、それらを通した人間としての豊かさの獲得など、数字で
は表すことのできない価値は捨象されがちです。しかし、貴
重な大学の 4 年間は、決められた競争路のなかで走り続け、
他人を追い抜いていくためだけにあるのではありません。そ
の 4 年間は、本当は、皆さん自身が「どう生きたいのか」「ど
う生きるべきなのか」を真剣に考え、それぞれが「自分らし
い未来を見つける」ために用いられるべきものです。
　「ビジネス法」「公共政策」「司法」「ヒューマン・ライツ」
という個性的な 4 つのコースを擁し、現代社会のさまざまな
課題の研究に取り組むスタッフが、学生との濃密な交流のな
かで教育を行うAOYAMA LAWは、人が個性的に成長してい
く場として、とてもよい条件を備えていると思います。人生
の基盤を作る大学 4 年間、皆さんも青山の森に本拠地を定め
て、自分、そして社会に真

し ん

摯
し

に向き合ってみませんか。

＊主な入学試験情報のみ掲載しています。
＊Web	出願システムによる出願登録のみでは出願完了となりません。支払期
限までに、入学検定料を支払い、必要書類提出期限までに、必要書類を簡易
書留・速達郵便にて送付してください。必要書類が必要書類提出期限までに
本学に到着した時点で出願完了となります。	

＊	出願資格等詳細については、『青山学院大学2020	入学試験データ＆ガイ
ド』を参照してください。
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■青山キャンパス アクセスマップ

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25
JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線 ほか「渋谷駅」より徒歩10分
東京メトロ（銀座線・千代田線・半蔵門線）「表参道駅」より徒歩 5 分

【青山学院スクール・モットー】

地の塩、世の光
The Salt of the Earth, The Light of the World

青山学院大学 法学部
http://www.als.aoyama.ac.jp/


