
オープンキャンパス日程（市ヶ谷）
2016 年 8 月 7 日 （日）  10：00～16：30
2016 年 8 月 21日 （日）  10：00～16：30
2016 年 8 月 22日 （月）  10：00～16：30

※8/7、8/21 は多摩 4 学部も参加いたします。
※ 事前申し込みが必要なプログラムもありますので、詳細は本学ホームページでご確認ください。

［JR 線］
●総武線 市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 7 分

［地下鉄］
●都営新宿線 市ヶ谷駅下車徒歩 6 分
●東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 7 分
●東京メトロ東西線 飯田橋駅下車徒歩 7 分
●東京メトロ南北線 市ヶ谷駅または飯田橋駅下車徒歩 7 分
●都営大江戸線 飯田橋駅下車徒歩 7 分

市ヶ谷キャンパスアクセスマップ

靖 国 通 り

（地下鉄）
東京メトロ有楽町線・東西線・南北線・
都営大江戸線　飯田橋駅B2a出口

（地下鉄）
東京メトロ有楽町線・南北線　
市ケ谷駅5出口

（地下鉄）
東京メトロ有楽町線・南北線・
都営新宿線　市ケ谷駅A1出口

（地下鉄）
都営新宿線　
市ケ谷駅A4出口

（地下鉄）
東京メトロ東西線

飯田橋
サクラテラス

飯田橋駅A4出口

交番 交番

至御茶ノ水 至新宿

市ヶ谷大郷ビル

外濠 外濠 釣り堀

JR総武線
JR飯田橋 JR市ケ谷

逓信病院

三輪田
学園

靖国神社 〒

富士見校舎

体育館
法科大学院棟

大学院棟八重洲市谷ビル

新見附校舎

市ヶ谷田町校舎

新一口坂
校舎

九段
校舎

一口坂校舎

アルカディア市ケ谷
（私学会館）
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法政大学 法学部
法律学科・政治学科・国際政治学科
http://www.hosei.ac.jp/hogaku/

〒102-8160 東京都千代田区富士見 2-17-1　TEL:03-3264-9323

ホームページも見てね！

■ 法律学科
Department of Law

■ 政治学科
Department of Politics

■ 国際政治学科
Department of Global Politics

法学部
2 017
GUIDE BOOK



法
政
大
学

法
学
部
大
全

法政大学法学部って
どんなところ?
歴史ある法政大学法学部のトピックをご紹介します。

民法を作ったのは、
法政大学初代総長の
梅謙次郎博士だった !?

法政大学法学部は、
日本の私立大学最古の
法学部だった！

東京の歴史と伝統が息づく
魅力的な飯田橋・市ヶ谷エリアで
「法学」を学べる!

かつて江戸の中心だった江戸城。その歴史を受け継ぐ皇居を望む場
所に本学部のキャンパスはあります。江戸城をぐるりと囲んでいた濠は
今もその面影を残し、春には一面に桜が咲き誇る名所として人気です。
また、少し足を延ばせば、江戸時代には尾張徳川家や旗本、御家人な
ど高級武士が住む武家屋敷として知られ、大小さまざまな坂道が点
在する風情あるまちなみが残る神楽坂へ。石畳と黒塀がつづく路地
は、思索にふけるのにぴったりです。歴史と伝統、そして現代性を兼
ね備えたエリアで多様な視点や価値観を思う存分に学んでください。

法政大学の象徴
「ボアソナード・タワー」の由来、
ボアソナード博士は、
刑法の生みの親だった !?

明治政府の法律顧問としてフランスから来日したボア
ソナードは、刑法などの法典編纂だけでなく、外交政
策への助言も行いました。その後、ボアソナードは教
育者として法政大学に貢献して、「自由と進歩」という
校風を生み出すことになりました。

出雲松平侯の侍医の家に生まれた梅謙次郎は司
法省法学校を首席で卒業するなど努力を重ね、フ
ランスのリヨン大学から博士号を授与され、「日本
民法の父」と呼ばれています。ドイツ留学後に帝国
大学法科大学と和仏法律学校（法政大学の前身）
の教授を兼務。その後、和仏法律学校の校長に就
任、大学に昇格後、初代総理（現在の総長）として
法政大学の発展に尽力しました。

法政大学法学部の歴史は、自由民権運動が高揚していた1880年4月に設
立された「東京法学社」から始まります。その後、社会に有為な人材を育て
社会の発展に寄与するために、1920年4月に政治学科、2005年4月に国際
政治学科が設置され現在に至っています。

 2 法政大学法学部大全

 4 私たちが思う法政大学法学部の魅力

 6 専門性が磨かれる3つの学科

 8 法律学科紹介

 10 政治学科紹介

 12 国際政治学科紹介

 14 法政キャリア

 16 法政Life
 17 法政学びの場

 18 Study Abroad ～留学体験記～

法政大学法学部

について

もっと知るには

CONTENTS

六分儀という航海時代に使われた、天体の高度を
測るための器械や世界地図をモチーフにして、「冒
険」を表現しました。日本近代法の礎を築いたボア
ソナード博士や、民法の父・梅謙次郎博士といった
法政大学法学部を象徴する二人が、みなさんを法
学という奥深い学問の世界へ導いてくれます。

表紙について

法政大学法学部を紹介するストーリー仕立てのイメージ
ムービー『ホウセイノ ホウガクニ シンロトレ』が公開中です。

YouTubeで

「法政法学」
と検索！

https://www.youtube.com/watch?v=_yRGEMgY4FM
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生一人一人、興味のある分野や研究してい
る分野が異なります。そうした多様な人た
ちが集まっていること自体が社会の縮図だ
と思うので、社会に出た時に役立つ力が身
につくのではないでしょうか。　
斎藤　僕は「グローバル」だと思います。
法学部というよりは国際政治学科の魅力に
なるかもしれませんが、今の時代を生きて
いく上で重要なグローバルな視点が身につ
くことがいちばん魅力だと思います。

伊勢　僕は「成長」という言葉を選びまし
た。法律学科では、授業を通して社会のし
くみを学ぶことで自分の考え方が変わりま
すし、論述の試験などでは文章力も身につ
きます。まわりには資格試験に対して真剣
に取り組む学生も多く、刺激を受けながら
自分自身が成長することができると思いま
す。　
細井　では、自身の学科で学ぶことによっ

細井　まず、法政大学法学部、あるいはそ
れぞれの学科の魅力をひと言で表すとどう
なりますか？
佐藤　私は「最古」という言葉を思い浮か
べました。法政大学法学部は私立最古の法
学部です。それが勉強のモチベーションア
ップにもつながりますし、長い歴史の中で
たくさんの凄い人たちを輩出していること
も誇りにつながります。　
竹下　政治学科の魅力は「自由」です。学

私たちが思う法政大学法学部の魅力

てどのような力が身につくと実感していま
すか？
伊勢　法律学科では、法的なものの考え方
や思考力が身につくという実感があります。
今まではニュースなどを見ても感情で反応
することが多かったのですが、法的な思考
力が身についたことで、必ずしも感情的に
は共感できなくても法律的には納得できる
ということが増えました。　
竹下　政治学科では、課題解決の力が身に
つくと思います。履修する科目も自分でほ
ぼ自由に決められますし、国際政治学科の
授業も受講できるので、世界のあらゆる政
治について勉強することができます。たと
えば、ロシアについて詳細に調べている人
もいれば日本の地域コミュニティについて
研究している人もいる。政治学の分野は答
えが一つではないので、自分が気になるこ
とを見つけて、一人一人がその課題解決に
ついて考えることができる点がいいところ
ではないでしょうか。
斎藤　国際政治学科では　数年前まで国
連で働いていた方や、外交官だった方など、
国際的な現場でさまざまな仕事に携わって
きた先生たちが教えてくれています。そう
いう先生たちの言うことには説得力がある
ので学ぶ楽しさがあります。たとえばテロ

が起きた時、国際政治学の観点からなぜそ
うしたことが起きたのか原因を考えるよう
になる。そういうことが考えられるのはこ
の学科に入ったからだと思います。それか
ら、１年生の時に参加したイギリス・オッ
クスフォード大学での短期研修では確実に
自分の視野が広がりました。
佐藤　法律学科は、文章を読む力、論理的
に物事を考える力が身につくと思います。
まず、難しい文章をたくさん読むので文章
を読み解く力がつきます。論理的な思考力

に関して、結果には必ず原因や理由がある
ことを、勉強する中で気づくことができま
した。日ごろ何かを見ても必ずその背景に
あるものを考えるようになりましたね。
細井　学部や学科の雰囲気はどうですか？　

どんな学生が多いと思いますか？
伊勢　法律学科というと硬いイメージがあ
ると思いますが、真面目にやるべき時は真
面目に取り組む人が多いのではないでしょ
うか。でも、いつも真面目という訳ではな
く、オンとオフの切り替えが上手にできる
学生が多いという印象があります。
佐藤　法律学科では資格試験に対して真
面目に取り組む学生が多いのは確かですが、
実際には多様な学生がいます。他の学部や
学科の友だちからも「司法試験受けるの？
弁護士になるの？」と言われることも多い
のですが、道は決してそれだけではありま
せん。
斎藤　国際政治学科の雰囲気としては、少
人数ということもあってみんなが顔見知り
というか、いい意味で高校生活の延長のよ
うに和気あいあいとしていると思います。
仲がいいのは１年生の時に参加した海外で
の語学研修で密な交流ができたおかげかも
しれませんね。　
細井　では、最後にこれから後輩になる人
に向けてメッセージを。
伊勢　法律学は生活に身近な学問で、社会

に出てからも絶対に役に立つものです。少
しでも興味のある人は法律学をぜひ学んで
ほしいですね。　
佐藤　法律学を学ぶことは、自分の生きて
いる社会のしくみを知ることです。法律は
難しいと思われがちですが、みんな最初は
一からのスタートですし、初歩的なところ
からさらに奥深いところまで学ぶことが
できる面白さがあります。あまり難しいと
いうイメージを持たずに入学してほしい
なと思いますね。ぜひ一緒に勉強しまし
ょう。　
竹下　政治学科は、政治に興味のある人も
いれば、地域づくりなど他のことに関心が
ある人もいます。政治学のさまざまな分野
に関わる先生が授業をもっているので、自
分の学びたいことを自由に学べるはずです。
多様なことを学ぶ人たちに触れることで自
分自身も成長できる学科だと思います。

斎藤　国際政治学科は、いろいろなきっか
けを与えてくれる学科です。さまざまな選
択肢の中から自分が熱中できることがきっ
と見つかるはず。海外研修で育んだ学生同
士のつながりが深いので、一生の友だちも
見つかると思います。国際的な視野や英語
力など、現代を生きる力が欲しい人にはぜ
ひ入学して欲しいですね。

※このパンフレットでは学生の学年表記は2016年3月
時点のものを掲載しています。

佐藤里菜 さん
法律学科2年
出身地：神奈川県
出身校：法政大学女子高等学校

伊勢 徹 さん
法律学科4年
出身地：千葉県
出身校：千葉県立幕張総合高等学校

竹下友梨 さん
政治学科2年
出身地：神奈川県
出身校：神奈川県立湘南高等学校

齋藤達樹 さん
国際政治学科1年
出身地：福島県
出身校：福島県立安積高等学校

法学部は、法律や政治の知識を得るだけの場ではありません。それぞれの学科で何を学べて、どのような学生がいるのか。
法政大学法学部の多彩な魅力を、3学科の現役の先輩たちが語ってくれました。

まわりに刺激されて
成長できる

グローバルな
視点が身につく

司会 : 細井 保
政治学科教授（政治体制論･政治構造論）

自由なカリキュラムで
学べる私立最古の学部で

学ぶよろこび
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専門性が磨かれる3つの学科

● 暮らしと民法

● 市民生活と行政法

● 企業法令遵守と商法

● 裁判

● 弁護士

● 検察官

● 裁判官

● 国際政治

● 国際協力

● アジア国際政治

● グローバルガバナンス

● 主要地域の政治と社会

● 主要国の政治と外交

学びのキーワード

学びのキーワード

学びの特色

学びの特色

学びの内容

学びの内容

法律学科

政治学科

国際政治学科

P8 へ

論理的な思考力と、
問題解決能力「リーガルマインド」を育成

「地球共生社会」の実現をめざして
グローバルに活躍できる人材を育成

法律学とは、現代社会のさまざまな現象を論理的に捉え、その
解決策を探る能力、いわゆる「リーガルマインド」を養成する学
問です。法学を学ぶことで社会を客観的に観察する目と、深い
洞察に基づいた論理的･合理的な思考力が身につきます。法
律学科では、憲法･民法･刑法･商法それぞれの分野で基礎と
なる法律や理論を理解してから応用へと進む、系統的に学べる
カリキュラムを構成しています。一つの現象を多面的に分析で
きる能力が養われ、さらに他学科の科目も履修することで、より
広い視点での思考力を身につけることができます。

国際政治学とは、国民国家の概念を超えた国際社会における
主権国家の政策決定、安全保障、戦争と平和などの政治を検
討する学問です。法政大学の国際政治学科は、日本で唯一の、
アジアの政治を学ぶための学科であるとともに、グローバル･ガ
バナンスを学ぶための学科でもあります。ヨーロッパを中心に発
展してきた国際政治の規範が説得力を失いつつある今、勢い
を増すアジア太平洋地域を地球的な視点から研究します。 観
察力･分析力･構想力･交渉力･実行力そして英語力を磨き、
主体的に行動できる力を身につけます。

● 入門・基礎・応用と進む段階的学修カリキュラム

● 少人数のゼミナール形式での「法学入門演習」

● 多様な法分野を系統的に学ぶための
 5つのモデルコース

  ① 裁判と法コース
  ② 行政･公共政策と法コース
  ③ 企業･経営と法コース
  ④ 国際社会と法コース
  ⑤ 文化･社会と法コース

● 経験豊かな実務家による先端領域の講義

● 1つの法分野についての知識と思索を深める「演習」

● 海外での語学研修を含む多彩で充実した
少人数英語教育（English for Global Politics, 

Presentation Skills, Essay Writing, Debate, 

などの科目は外国人講師が英語で行う）

● 国際政治学の基礎知識を徹底して学ぶ
 ➡ 導入講座「国際政治への案内」

● コース選択により専門性を養う

  ① アジア国際政治コース
  ② グローバルガバナンスコース

● 現実とのダイアローグを重視
 ➡「グローバル・インターンシップ」、多様な「演習」

学びが活かせる職業・業種

学びが活かせる職業・業種

学びが活かせる職業・業種

男女比

入学定員：483名

入学定員：172名

入学定員：149名

男女比

男女比

弁護士／裁判官／検察官／司法書士／行政書士／市町村職員

／地方上級公務員／法務省専門職員／国家公務員総合職／衆

議院事務局／参議院事務局／裁判所職員／家庭裁判所調査官

／内閣法制局／通関士／企業の法務部門／金融・保険／サービス

／製造／卸・小売／マスコミ／中学校教諭／高校教諭／研究者

国家公務員総合職／衆議院事務局／参議院事務局／国税専門

官／税務職員／財務専門官／国会・地方議員／内閣法制局／市

町村職員／地方上級公務員／マスコミ／研究者／通関士／企業の

法務部門／中学校教諭／高校教諭／シンクタンク／ＮＧＯ・ＮＰＯ

国際機関／海外援助機関／国際ＮＧＯ・ＮＰＯ／商社／コンサルタ

ント会社／シンクタンク／外資系企業／マスコミ・報道／官公庁／銀

行・証券／航空／海外トラベルエージェンシー／翻訳・通訳／中学校

教諭／高校教諭

学びのキーワード 学びの特色学びの内容

● 政治

● 行政

● 地方自治

● 政治史

● 政治思想･理論

● 個人と社会

● 都市とまちづくり

● 市民社会と政治参加

暮らしのあらゆる場面に存在する“政治”を探求し、
問題解決へと導く思考力･実践力を養う

政治学は、問題のメカニズムを解明し、問題解決･処理のため
の方策を探求する学問です。政治学科では、伝統的な政治学
を超えて、ジェンダーや公共政策、コミュニティ政策、メディア論
など、新しい分野の政治学を展開しており、今まさに実社会で
起きている具体的な政治問題にも取り組むことができます。複
雑化する現在の政治問題を批判的に検討、分析、判断し、問
題解決力･実践力を身につけていきます。

● 屈指のレベルの多彩な教員を擁して、
 「理論・歴史・思想」と「政策・都市・行政」にわたり
 現代政治学の諸分野を網羅する多彩な科目を開設

● ジェンダー、コミュニティ、メディアなど
 新しい分野にもチャレンジ

● 初年次に基礎力を培う「政治学の基礎概念」と
 少人数の「政治学入門演習」

● 初年次からほとんどの専門科目が履修可能

● 総合的な力を養う「演習」

● 実践をつうじて理論を深める
 「公共政策インターンシップ」

P10 へ

P12 へ

法学部を構成する3つの学科には、それぞれ特長があります。自分の興味関心をもとに、学びを深めていきましょう。

男 
約70%

女 
約30%

男 
約66%

男 
約55%

女 
約34%

女 
約45%
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法
律
学

実はドラマチックな法律学の世界。

倉部　小林さんはなぜ法律学を学ぼうと思
ったのですか？
小林　法律は社会におけるルールなので、
生きていくうえで知っておく必要があると
思いました。この学科で学ぶ特に重要なこ
とは、論理的な思考力だと思います。いわ
ゆる「リーガルマインド」は、論理的な思
考力に裏付けられたものだということがよ
くわかりました。例えば、ある結論を導く
ためには、法律や過去の判例などの根拠を
示して、さらに、その結論が現実の社会で
不都合を起こさないかというバランスも考
えながら説明していかなければなりません。
このような思考は、日常生活にも活かせる
ものだと思います。
倉部　法律学は決して日常とかけ離れた学
問ではなく、私たちの身近な出来事と密接
に結びついていますね。でも、私のゼミで
扱う倒産法は、なじみのない分野だったの

ではありませんか。
小林　そうでもありません。たとえば「倍
返しだ」のセリフで話題になったドラマ
『半沢直樹』では、銀行の目線から融資先
の企業の倒産が描かれていましたし、宮部
みゆきの小説『火車』は、多重債務問題を
テーマにしています。どちらも引き込まれ
る内容でした。また、実際に航空会社や
牛丼チェーンが、「会社更生法」によって
再建して、今も営業していることを知ると、
倒産は実にドラマチックな世界だなと思い
ます。

法律学は、すべての道に通ずる。

倉部　ゼミでの勉強は、どうですか。
小林　実は倒産法には、民法や会社法など
さまざまな法律がかかわっています。勉強
が進むと、倒産法だけでなく今まで学んで
きた民法や会社法の知識も線になってつな
がっていくので、充実していて面白いです。

倉部　私も学生時代に同じように感じたの
で、そう言ってもらえるとうれしいですね。
合宿では、学生が銀行と融資先の企業に分
かれて交渉をシミュレーションする「交渉
ゲーム」をしましたが、どうでしたか？
小林　立場によってどう交渉を進めるかを
考えて、ビジネスの場を疑似体験している
ようで興味深かったです。倒産法を学ぶと
経済や金融にも興味をもつきっかけになり
ますね。法律学は学ぶべき事柄が膨大で、
やればやるほど次の疑問が産まれます。奥
が深い学問です。
倉部　私が研究者になろうと思った理由も
まさにその点なのです。学生時代に留学先
のオーストラリアでレポートを書いていた
とき、調べれば調べるほど新たな疑問が産
まれました。ずっと掘り下げるものが目の
前にある世界なので、この道に進めば生涯
楽しいかもしれないなと思ったのです。法
律学を根気よく学びつづける秘訣は、そう
思えることにあるかもしれませんね。

日
常
の
問
題
を
解
決
す
る
ル
ー
ル
。

ニ
ュ
ー
ス
で
目
に
す
る
あ
の
話
題
に
も

法
律
学
は
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

専門は倒産法。東京都立大学（現・首都大学東京）
法学部法律学科卒業、同大学大学院社会科学研究
科博士課程単位取得退学、 同志社大学法学部助
手、 同志社大学法学部准教授を経て2012年現職。
2015年より司法試験考査委員。

所属する倉部ゼミでは倒産法を通して法律学の奥深
さを知る。大学では弓道サークルに所属し、継続するこ
との大切さを学ぶ。

倉部真由美 教授

民事訴訟法・倒産法

小林慧人 さん

法律学科3年
出身地：長野県
出身校：長野県須坂高等学校

法律学科

和田幹彦 教授

相続法、親族法、法と遺伝学Ⅰ・Ⅱ

私は毎年「法と遺伝学Ⅰ・Ⅱ」という
授業を半期ずつ担当しています。こ

れは日本広しといえども法政大学法学部
法律学科でしか開講していない授業です。
　Ⅰでは「 21世紀の遺伝学の発展に伴
う新たな法的問題」を扱います。具体的
には「デザイナー・チャイルド」つまり
「受精卵を遺伝子操作した、親が望むとおりの理想
の子ども」の是非を議論します。受精卵から遺伝病
の遺伝子を取り除き、「病気にかからない子ども」
を生むことが可能になりつつある現在、これはSF

の世界の話ではありません。音楽・美術・スポーツ
などに優れた遺伝子を受精卵に取り入れ、「能力向
上・身体改善させた子ども」を生むことも近々可能
になるでしょう。しかし、それで人類は幸せになれ
るのか、子どもの自由の侵害にあたらないのか、法
的規制は必須なのか。こうした問題を考察します。
　Ⅱでは一転して、「ヒトは700万年の歴史の中で
どのように法を作ってきたのか？」という壮大なテ
ーマを扱います。チンパンジーの集団にも規律・道
徳があり、「法」が存在します。また驚くべきこと
に、女王アリを頂点に持つ社会的昆虫であるアリに

法律学科では、憲法や民法はもちろ
ん、消費者法など他の大学ではあまり
目にしない専門的な分野が受講でき
ます。英米法や知的財産法、法制史
など、多様な領域のゼミも豊富です。

も「女王アリ以外の雌アリが卵を産めば処罰する」
というルール・道徳すらあります。ならば700万年の
進化の初期からヒトが「法」を持っていても不思議
ではありません。
　このⅠ、Ⅱの授業では、細かなコメントを付した採
点済み試験答案を返却し、さらに学生の模範答案を配
布して「試験の講評」をします。法政大学の50人以
上のクラスでこうした取り組みをしているのは、この
授業と私の「親族法」「相続法」だけのようです。模
範答案を見れば「仲間がこんなに立派な答案を書ける
のか！」と学生も驚き、納得します。また、講評で出
題のねらいや皆さんの答案の良し悪しを解説すること
によって授業で学んだ内容を再確認できます。
　皆さん、法政大学に入ったら、ぜひこの授業と「親
族法」「相続法」の授業をのぞいてみてください。

こんな授業をしています

専任教員と研究テーマ

私たちが思う法律学科の魅力

荒谷 裕子 教授

商法・金融商品取引法

石川 壮一 教授

物理学

岩田 和子 准教授

中国通俗文芸

岩坪 友子 教授

英文学

内田 俊一 教授

ドイツ文学、ユダヤ研究

大澤 彩 教授

民法・消費者法

大野 達司 教授

法哲学

近江屋 志穂 教授

フランス語教育、フランス文学

小山田 朋子 教授

英米法

神谷 髙保 教授

商事法・会社法・保険法・海商法・
信託法・法と経済学

川口 由彦 教授

日本法制史

川村 洋子 教授

民法

岸井 大太郎 教授

経済法

倉部 真由美 教授

民事訴訟法・倒産法

計良 隆世 教授

東洋哲学（仏教学）

佐藤 輝幸 准教授

刑法

須藤 純正 教授

刑事法、経済刑法

高橋 滋 教授

行政法、環境法

高 友希子 教授

西洋法制史

武生 昌士 教授

知的財産法

建石 真公子 教授

憲法

田中 佐代子 准教授

国際法

田中 利幸 教授

刑事法

月井 雄二 教授

生物学（遺伝学・生物情報学）

橡川 泰史 教授

商法

西田 幸介 教授

行政法

沼田 雅之 教授

社会法（労働法・社会保障法）

浜村 彰 教授

労働法

藤本 茂 教授

労働法

宮本 健蔵 教授

民法

向井 知大 教授

有機材料化学

森田 章夫 教授

国際法

和田 幹彦 教授

民法

白井絵里香 さん

法律学科3年
出身地：東京都
出身校：法政大学女子高等学校

佐藤一輝 さん

法律学科3年
出身地：埼玉県
出身校：埼玉県立本庄高等学校

法律学の授業でさまざまな判例を習う
ことで、似たようなニュースを目にした時、
単に結論を理解するだけでなく、自分な
りの見解をもてるようになりました。

法政大学法学部紹介ムービ
ーにも登場しています！
https://www.youtube.com/watch?v=_yRGEMgY4FM
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専門は行政学・公共政策学・自治体学。東京大学
法学部卒業後、 同大学院法学政治学研究科博士
課程修了。1995年、本学教授に就任。2014年、本
学理事・常務理事・評議員。

廣瀬克哉 教授

行政学・公共政策学・自治体学

政
治
学

若者の力で政治や経済は変わる!?

廣瀬　水野さんは、政治学科に在籍する
一方、地元の名古屋で「名古屋わかもの会
議」を起ち上げるなど、若者の声を積極的
に発信する活動をしていますね。きっかけ
は何だったのですか？
水野　2010年、高校1年生の時に名古屋で
開催された「生物多様性条約第10回締約
国会議（COP10 ）」にボランティアで参
加したのを機に、環境問題などの社会的
な問題について若い世代が発信していくこ
との意義を感じて、さまざまな活動に参加
するようになりました。そうした中で、環
境問題も最終的には政治が重要だと気づき、
地方自治や行政を学びたいと思うようにな
ったんです。
廣瀬　私は「行政学」を専門領域に、おも
に地方議会を中心に自治体運営全般につい
て研究をする、いわば「地方議会改革のエ
バンジェリスト（ 伝道者）」のような仕
事をしています。法政大学の政治学科は、
戦後、政治思想史の領域で社会的な影響力

を発揮した時期がありましたが、今は地域
現場主義型の具体的な政策論と理念や歴史
を追求していく抽象論の二本柱がちょう
どいいバランスで両立している時期といえ
ます。そこに高校生の頃から地域と関わり、
実践的に活動する水野さんのような人が飛
び込んできたということですね。
水野　2013年に起ち上げた名古屋わかも
の会議は、若者の視点から愛知・名古屋を
どう盛り上げていくべきか考える場として
スタートしました。誰もが当事者意識をも
てる社会をつくるのが理想像ですが、若者
が少しでもニュースに関心をもつようにな
ったり選挙に行くようになるなど、身近な
ところから生活を見直すきっかけになれば
いいと思っています。こうした試みを機に
政治や経済の世界でも若い人たちの意見を
もっと聞くべきだと思ってもらえるような
流れをつくりたいですね。　

「理論」と「実践」の両輪を回そう。

廣瀬　特に3.11以降、自然体でしなやか

に、これまでとはちょっと違う価値観やス
タイルをもつ若い人たちの社会活動がは
じまったという印象がありますね。政治
学科では、都市計画や地方自治など、さま
ざまな分野の政策に関わる先生が授業を
もっています。たとえば「市民社会って
何？」という大きな問いと、一方では地域
のコミュニティカフェの運営というよう
な具体的な問題がある。両方の入口が用
意してあるのが政治学科の特色といえる
でしょう。　
水野　僕は考える前にまず動いてしまうタ
イプなのですが、政治学科の授業では、自
分が感覚的に動いていたことにはこういう
意味や歴史的・文化的背景があったのかと
いう裏づけができます。大学での学びと実
践を両立させながら、将来的には名古屋の
地方自治に関わり、現場の声を重視した人
づくりや場づくりをしたいという夢があり
ます。
廣瀬　まさに抽象と具体、理念と実践の両
輪を学ぶことこそが政治学科の役割だと思
いますね。

小
さ
な
地
域
の
問
題
と
大
き
な
社
会
の
問
題
、

抽
象
論
と
具
体
論
、

理
念
と
実
践
を
両
立
さ
せ
て
い
く
。

2010年、高校生でCOP10のボランティアに参加、NPO法
人「僕らの一歩が日本を変える。」などの運営を経て、2013

年、名古屋わかもの会議を設立。現在、総合統括を務める。

水野翔太 さん

政治学科3年
出身地：愛知県
出身校：愛知県立瑞陵高等学校

政治学科

衛藤幹子 教授

ジェンダー論Ⅰ・Ⅱ

ジェンダーは、生物学的性別とは異
なる「社会的・文化的に構築され

た性役割」を表す用語として登場しま
した。現在この用語は、たとえば「ジ
ェンダー・イクオリティ（ 平等な性役
割 ）」や「ジェンダー・ダイヴァーシ
ティ（性役割の多様性）」といったように、公平で
誰もが尊重される社会を構想するためのキーワード
として日常的に用いられています。また、学問的に
も社会科学の既存のパラダイムに挑戦するための批
判的な概念として注目されています。
　私の授業では、ジェンダーをベースとして、これ
まで政治学において見過ごされ、あるいは無視され
てきた事柄を検討し、政治学の新しい見方や方法を
提示することを目指しています。従来の主流派の政
治学が、「中心」あるいは「上」から事象をあたか
も見下ろすようにとらえるのに対し、ジェンダー学
は「周縁」あるいは「下」から見つめ、日常の視点
で政治学を読み解きます。
　授業では、受講生に自分の頭で考え、自分の言葉
で語ることを求めます。そのため、授業中にしばし
ば受講生に質問し、意見を求めます。いきなり指さ

れて面食らう学生もいますが、ただ教授の話を一方
的に聞くだけでは自ら考える姿勢は育ちません。社
会科学の考え方に正解はないのです。１０人いれば
１０の考え方があり、いずれの考え方も尊重されな
ければなりません。私に当てられたら、遠慮なくあ
なたの考えを述べてください。
　さらに授業の内容の一部を７、８人のグループに
分かれて議論し、その結果を皆の前で発表するワー
クショップも行います。ここでは、自ら考え、語る
ことを実践するだけでなく、他の学生の考えを知り、
お互いの考えを理解し合うことで、受け身の授業で
は得られない多くの学びをもたらします。民主政治
が一人ひとりの国民の主体的な関与によって活性化
するように、受講生の能動的な参加が授業をより良
いものにします。受講生は私の授業の担い手でもあ
るのです。

専任教員と研究テーマ

私たちが思う政治学科の魅力

伊藤 マモル 教授

スポーツ医学・コンディショニング

犬塚 元 教授

政治学史・政治思想史

衛藤 幹子 教授

ジェンダー政治学

木村 正俊 教授

国際政治学、現代中東政治

KRAVTSEVICH ANDREY 教授

日本経済・日露関係論

杉崎 和久 教授

都市計画、市民参加手法

杉田 敦 教授

政治理論

鈴木 良則 教授

体育方法学

塚本 元 教授

中国近代政治外交史・現代台湾政治

中野 勝郎 教授

アメリカ政治史・政治思想史

名和田 是彦 教授

公共哲学・コミュニティ論

廣瀬 克哉 教授

行政学・公共政策学

細井 保 教授

政治体制論・政治構造論

水野 和夫 教授

現代日本経済論、グローバル経済論

宮崎 伸光 教授

自治行政論・地域政治論

山口 二郎 教授

政治過程論

山本 卓 教授

政治社会学

佐藤薫平 さん

政治学科4年
出身地：大分県
出身校：大分東明高等学校

今仲眞紀 さん

政治学科4年
出身地：千葉県
出身校：かえつ有明高等学校

必修科目が一つだけなので、学びたいテーマを
自分で選ぶことができる自由度の高い学科で
す。中学から続けている剣道との両立が無理
なくできるのもうれしいですね。

政治学科では政治学の幅広い分野
を学ぶ事ができます。政治を学んで
いると他の学科や他大学の学生から
も興味をもたれるので交流も広がり
ますね。

こんな授業をしています
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国
際

政
治
学

正解のない「グローバルアジェンダ」に
向き合う、国際政治学。

弓削　清水さんは、なぜ国際政治学科に進
もうと思ったのですか？
清水　小学生の時、ユニセフ募金を通じて、
世界に貧困や飢餓に苦しむ子どもたちがた
くさんいることを知りショックを受けまし
た。いつか国際協力に関わりたいとぼんや
り考えていたのですが、進路を決める高校
2年生の時に東日本大震災があり、復興支
援のボランティアに関わる中で、「人のた
めになる仕事がしたい」と思うようになっ
てこの学科を選びました。　
弓削　私のゼミでは、開発途上国の貧困問
題や、いま国際社会が議論している気候変
動などの環境問題、あるいはシリアでも問
題になっている平和構築や紛争後の復興支
援などのグローバルな課題について学びま
す。世界で活躍するためには英語力を身に
つける必要があるため、ゼミではテキスト
だけでなくプレゼンテーションやディスカ

ッションもすべて英語で行っていますが、
そういうゼミに入ってみてどうでしたか？
清水　実は僕は英語が苦手で、1年生の時
は習熟度別のクラス分けでも一番下のクラ
スでした。悔しい思いもあったので、英語
のサークルに入ったり自費でカナダ留学を
したり、特に先生のゼミに入る直前の3ヶ
月間は英語だけを集中して勉強しようと取
り組んでいました。
弓削　私のゼミがインセンティブ（意欲を
引き出す刺激）になったのですね。視点を
変えるとまったく違う問題が見えてくると
ころが国際政治学の難しいところであり、
学んでいて面白い部分でもあると思います。
たとえば、開発途上国の政府の考え方と村
の人たちの考え方にはギャップがあること
も多い。グローバルな課題は答えがひとつ
ではありません。

君たちは「世界の現場を見る」べきだ。

清水　ゼミの海外研修でミャンマーに行き、

現地のNGOと課題解決に取り組みました
が、村人たちは便利な生活を送るために電
力を必要とする一方、電線を引いてしまう
と素朴な村の風景が損なわれるため、観光
事業を進めている人たちは難色を示してい
ました。どちらの視点に立つべきか、ある
いは歩み寄るポイントがあるのかを考えさ
せられました。
弓削　国際政治学科では、国際インターン
シップや国際ボランティアのプログラムな
ど、私が日頃から言っている「現場を見
る」ことを大学のシステムを使って実行で
きる点がとても良いと思っています。国際
政治学とは、今まさに世界各地で生まれて
いるグローバルな課題について、さまざま
な視点に立って考え、その解決のために何
をすべきかを学ぶ学問です。ぜひ国際社会
を活躍の場として、世界の平和と安定に貢
献することを期待しています。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
は

誰
の
視
点
で
見
る
か
で
変
わ
る
。

答
え
は
決
し
て
ひ
と
つ
じ
ゃ
な
い
。

法政大学の国際的な取り組みを紹介するイベント「法
政グローバルデイ」の実行委員長を務め、弓削ゼミでは
1年間ゼミ長を務めるなどリーダーシップを発揮。

清水一真 さん

国際政治学科3年
出身地：東京都
出身校：法政大学第二高等学校

大学を卒業後、実社会であなたが直
面するのは、「想定外」の分野や

問題ばかりでしょう。あらかじめわかっ
ている出題範囲の中で「過去問」を解く
能力だけでは足りません。自ら課題を見
つけ、調べ、考え、まとめ、それを人に
わからせる力が必要とされます。私のゼミでは、そ
のために「現在進行形の問題」を学び、「ニュース
のその先」を考えることを目指しています。
　ゼミの新入生は、1年上の先輩が面接試験で選抜
し、大きなジャンルごとに２年生と３年生で４、５
人の班をつくります。研究のテーマは、「女性の役
割の拡大」「ベンチャービジネス」から「集団的自
衛権」まで多彩です。課外のサブゼミは３年生が２
年生を育てる場にもなっています。欠席が極めて少
ないという事実は、ゼミ生が自主的に学ぶ姿勢を身
につけている証明でしょう。共通の関心をもつ人々
が集まり、対等に刺激し合いながら学ぶ……学生の
ギルドを出発点とする大学の原点はゼミです。国際
政治学科が、２、3年生連続で２年間、週２コマのゼ
ミ履修を卒業必修単位としているのは、その原点を
大事にしているからに他なりません。

　実際のプレゼンでは、パワーポイントを使いこな
す能力や、まとめた考えを自分の言葉にして伝える
能力は、新聞記者出身の私が舌を巻くほどのレベル
に達しています。プレゼンが終われば、質問の手が
次々に上がります。質問の多さこそが、ただ聞き流
すだけでなく、ゼミ生一丸となって学ぶ姿勢を示し
ています。
　成績優秀な学生だけを選抜しているわけではあり
ません。法政大学法学部のすべての学生は力を秘め
ています。私のゼミは、この潜在力を現実の能力に
変え、「自信」を育てる手助けをする場でもあるの
です。卒業生は多業種で全国各地に広がり、歴代ゼ
ミ生間の交流も盛んです。時には社会人のOBが有給
休暇を取ってゼミに飛び入り参加することもありま
す。卒業してからもゼミは心のよりどころになって
いるのです。

専任教員と研究テーマ

私たちが思う国際政治学科の魅力

佐藤亮太 さん

国際政治学科2年
出身地：千葉県
出身校：麗澤高等学校

北野愛美 さん

国際政治学科2年
出身地：長野県
出身校：長野県上田染谷丘高等学校

専門は国際機構論・国際平和と開発。国連開発計画
（UNDP）の職員として約30年間、開発途上国の貧
困削減や平和構築に携わり、2014年より本学へ。

弓削昭子 教授

国際機構論・国際平和と開発

国際政治学科

萩谷 順 教授

マスコミュニケーション論、
現代メディア論

浅見 靖仁 教授

比較政治学

権 鎬淵 教授

平和軍事学

坂根 徹 教授

国際公共政策

下斗米 伸夫 教授

ロシア・ＣＩＳ政治・比較政治・旧ソ連政治史、冷戦

萩谷 順 教授

現代ドイツ政治史、マスコミ論

菱田 雅晴 教授

政治社会学

福田 円 准教授

東アジア国際政治、現代中国・台湾論

森 聡 教授

国際政治学、戦略論、現代アメリカの外交・安全保障

弓削 昭子 教授

国際機構論・国際平和と開発

余田 剛 准教授

アメリカ文学

特徴は学生のモチベーションの高さです。授
業だけでなく国際法研究会などのサークル
活動や模擬国連などで積極的に活動する友
人たちから日々刺激をもらっています

他の学科と比べて学生数が少ない
ため、学生同士の関わりや結びつ
きが深く、お互いに協力し合える環
境です。多彩なキャリアを持つ先生
方の授業もとても充実しています。

こんな授業をしています
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2004年３月 法律学科卒業
出身地：和歌山県
出身校：智辯学園和歌山高等学校

勤務先：

弁護士 （フォーサイト総合法律事務所）

法政キャリア
法律や政治に関する学習を通して身につけた知識は、社会のさまざまな場で活かすことができます。
大学での学びを糧に、夢をかなえた先輩たちからのメッセージを紹介します。

卒業生の進路は幅広く、金融、保険、公務員、マスコミなど、全業種にわたります。
特に公務員については、20％前後の学生が各行政機関に就職しています。

就職活動中は、キャリアセンターを資料集めや就活生同士の情
報交換の場として利用していました。就活に意欲的な学生が多
く、お互いのエントリーシートを交換してアドバイスもし合いまし
た。また、自主マスコミ講座で、辛い就活を乗り越える仲間がで
きたことも精神的な支えになりました。現在はお昼の生放送番
組のアシスタントディレクターとして番組制作に携わっています。
いつかは、海外で暮らす日本人の会話のきっかけになるくらい有
名なコンテンツを自分の手で発信してみたいです。

弁護士として企業の事業活動に関わる法律上の業務全般を担
当しています。特に株式公開に向けた支援やビジネスの開始・
発展についての相談に力を入れています。新しいビジネスが始
まり、発展していく時のエネルギーが爆発する感じが好きですし、
頼りにしてもらえる点にやりがいを感じます。在学中はさまざま
なバックグラウンドをもつ友人との飲み会や飲食業界でのアル
バイトなどに明け暮れましたが、そこで培ったコミュニケーショ
ン能力や想像力は、クライアントのニーズを引き出すなど、的確
に対応する上で役立っていると思います。

人の役に立ち社会に貢献したいとの思いから、人の生活基盤を支
えるインフラ分野に興味を持ち、特に現代社会に不可欠な通信
インフラ分野で活躍したいと考えるようになりました。現在は通
信インフラ企業で営業職として法人のお客様に通信ネットワーク
や通信機器の販売を行っています。法学部というと裁判官や弁
護士など法律家のための学問というイメージがあるかもしれませ
んが、目指す進路は人それぞれです。法を学ぶことで社会のしくみ
が理解できるだけでなく、社会人として重要な考える力も身につ
きます。法学部で学び、ぜひ社会で活躍できる人になってください。

国政や国民、地域を支える基盤となる機関での仕事に魅力を感
じ、国家・地方公務員の両方を視野に入れ、大学では公務員講
座を1年生から受け始めました。在学中は、困ったことがあると
すぐにキャリアセンター内にある公務人材育成センターに駆け
込みました。ここでは公務員の面接練習や公務員試験の情報
収集、3年生の時には公務員講座を取っていた4年生に試験勉
強の方法なども伺い、とても助かりました。おかげで地元のさい
たま市役所から内定をいただくことができました。

■ 公務人材育成センター主催の課外講座

将来公務員を
めざす

学生向け

将来法曹を
めざす

学生向け万全のフォロー制度、低価格の受講料で1年
次から公務員試験対策の勉強ができます。

法科大学院進学を念頭に置きつつ、その受
験対策にとどまらず、最終的には司法試験に
合格できる学力の習得をめざします。

夢をかなえた先輩たち

公務員講座 法職講座

小林弘和 さん 髙橋 将 さん

新井万季 さん 伊集院久奈 さん

2015年3月 政治学科卒業
出身地：東京都
出身校：鴎友学園女子高等学校

2015年3月 法律学科卒業
出身地：福岡県
出身校：中村学園女子高等学校

勤務先：

東日本電信電話株式会社
（NTT東日本）

2016年3月 国際政治学科卒業
出身地：埼玉県
出身校：埼玉県立浦和高等学校

勤務先：

さいたま市役所

勤務先：

日本テレビ放送網株式会社
（日テレ）

卒業後の進路

法学部の就職内定率

就職先はどんなところ？

公務 金融・保険

95.8%

18.1%

その他 24.2%

20.1%

進学4.2％

就職

主な進学先

● 法科大学院

● 大学院（研究） 法政大学／東京大学／一橋大学
北海道大学／九州大学／早稲田大学
中央大学／テンプル大学
上越教育大学／学芸大学教職大学院

法政大学／千葉大学／慶應義塾大学
早稲田大学／中央大学
同志社大学／首都大学東京

裁判所事務官／東京地方検察庁／衆議院事務局／参議院事務
局／法務省／総務省／国土交通省／厚生労働省／文部科学省
／防衛省／財務 省／経済産業省／農林水産省／海上保安庁／
金融庁／法務省入国管理局／財務省東京税関／国税庁東京国
税局／警視庁／各都道府県庁･各市区町村等（北海道庁・福島
県庁･千葉県庁･東京都庁･神奈川県庁･静岡県庁･横浜市役所
･八 王子市 役 所・千葉 市 役 所・広島市 役 所・福岡市 役 所･千 代
田区役 所･新宿区役 所･港区役 所など ）／教 員／警 察官／東 京
消防庁 ほか

日本放送協会（NHK）／（株）フジテレビジョン／日本テレビ放送網（株）／（株）テ
レビ東京／（株）朝日新聞社／（株）産業経済新聞社／（株）神奈川新聞社／（株）
福井新聞社／（一社）共同通信社／（一社）徳島新聞社／（株）電通／（株）博報堂
／大日本印刷（株）／凸版印刷（株）／（株）マイナビ／（株）日立製作所／（株）村
田製作所／積水化学工業（株）／富士通（株）／三菱電機（株）／日本電気（株）
（ＮＥＣ）／キヤノン（株）／日本ヒューレット・パッカード（株）／サントリーホール
ディングス（株）／サッポロビール（株）／森永製菓（株）／キッコーマン（株）／マル
ハニチロ（株）／プリマハム（株）／ライオン（株）／（株）キーエンス／（株）丸井グ
ループ／丸紅（株）／豊田通商（株）／（株）大塚商会／大和ハウス工業（株）／旭
化成ホームズ（株）／（株）関電工／ＫＤＤＩ（株）／ソフトバンク（株）／日本電信
電話（株）（ＮＴＴ）／（株）ＮＴＴドコモ／（株）帝国データバンク／（株）大和総研
／楽天（株）／（株）ディー・エヌ・エー／（株）アミューズ／九州電力（株）／ＪＲ東
日本／JR東海／ＪＲ北海道／京成電鉄（株）／全日本空輸（株）（ANA）／日本航
空（株）（JAL）／日本通運（株）ほか

日本銀行／（株）三菱東京UFJ銀行／（株）みずほ銀行／（株）三井住
友銀行／（株）りそな銀行／（株）ゆうちょ銀行（日本郵政グループ）
／（株）日本政策金融公庫／（株）みずほフィナンシャルグループ／三
菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）／みずほ証券（株）／野村證
券（株）／大和証券（株）／日本生命保険（相）／第一生命保険（株）
／住友生命保険（相）／三井生命保険（株）／朝日生命保険（相）／
東京海上日動あんしん生命保険（株）／オリックス生命保険（株）／
ソニー生命保険（株）／東京海上日動火災保険（株）／損害保険ジ
ャパン日本興亜（株）／三井住友海上火災保険（株）ほか

公務
金融・保険

サービス

12.6%

製造

11.0%

卸・小売

9.8%

就職に役立つ情報や、1年生から受講できる段階的なプログラムを用意して学生をバ
ックアップ。キャリアセンター職員・アドバイザー数34 名、年間延べ約20,000名の
個別相談者が利用しています。

■ キャリアセンターのサポート体制

※2016年3月卒業生

※就職先は2014年度・2015年度卒業生のものを掲載しています。
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法政Life 高校までとは違う学び、違う毎日。

法学部の学生は、実際にどんな

キャンパスライフを送っているのでしょうか。

 まじめで落ちついている人が多い 

 自分の考えをしっかり持っている人が多い 

 接していると新たな視点が見つかり刺激になる 

 臨機応変に活動する学生が多い 

 しっかりとした軸をもって活動する 

 やる時はやる人が多い 

7：00  起床

11：00～12：40  大学の講義、演習

13：30～16：40 大学の講義、演習

17：00～20：30 アルバイト

21：00～22：30 自習

24：00 就寝

月 1限：政治文化論Ⅰ
 2限：日本の政治と外交Ⅰ
 3限：日米関係論Ⅰ

火 1限：都市政策
 2限：社会学Ⅰ
 3限：自治体論Ⅰ
 4限：日本政治史Ⅰ

水 2限：経済学Ⅰ
 3限：福祉政策
 サークル（15:00〜19:00）

木 1限：行政作用法Ⅰ
 2限：文学Ⅰ
 アルバイト（14:00〜19:00）

金 1限：環境政策Ⅰ
 2限：社会政策
 3限：演習（ゼミ）
 サッカー（18:00〜19:00）

土 アルバイト（8:00〜14:00）

日 アルバイト（11:00〜17:00）

法学部生の特徴

法学部生の特徴

1年生の時から雑貨と衣料品を扱うショップ
で週3日アルバイトしています。授業がない
日は土日も含めて1日8時間働くので大学の
サークル活動に参加する時間はありません
が、もともと接客が好きで社員の人からも
頼られているのでやりがいを感じます。法
学部では、自分で仮説を立てて、どうすれ
ばもっと良くなるのかを思考する力が身に
つきました。その力は社会に出てからも活
かせると思います。

サッカーのサークルに加入し、おもに飯田
橋付近のグラウンドを借りて活動しています。
夏・冬にはサッカー合宿やバーベキューな
ど、さまざまなイベントもあります。キャン
パスで気に入ってる場所は55年館の屋上で
す。授業の合間に読書をするなど、気持ちを
リフレッシュするのに最適な空間で、学生か
ら人気があります。アルバイトは週3日、ス
ポーツショップでセールススタッフとしてお
客さまに商品のご提案や商品説明を行ってい
ます。この経験から営業の仕事を志すように
なりました。

富永百香 さん

政治学科4年
出身地：京都府
出身校：京都府立福知山高等学校

浅野優輝 さん

政治学科４年
出身地：茨城県
出身校：茨城県立土浦湖北高等学校

法政学びの場
法学部では、多彩なゼミが開催されています。

私が所属するゼミでは、「生活と民法 」をテーマに、身近な事件について議論を通して
研究します。春学期は、先生が選んだ判例について重要になる争点をゼミ生が民法の
知識に基づいて導き出し、判旨の内容が妥当か、他の考え方はあるのかなどを話し合
います。秋学期は、ゼミ生が興味をもった分野について自ら事案を作成し、議論しなが
ら研究します。離婚・相続に関わる家族法や不動産取引に関わる物権法など、民法の
メジャーな分野はもちろん、その年度で問題になった事件や社会問題について民法の観
点から研究することもあります。一般にゼミではテーマに基づいた研究をしますが、中
でも私たちのゼミは議論を通して研究を行うため、毎回ゼミ生が全員主体的に参加し、
意見を交わしながら答えを導きます。議論するためには民法の知識がある程度必要で
すが、その上で自分の意見をもつことも求められます。このような力を初めから備えて
いる人は多くないと思いますが、これらを身につけられれば法律の知識だけでなくディ
スカッションの力も身につきます。ゼミは自分たちが成長できる場といえるでしょう。

杉崎先生のゼミで都市政策について勉強しながら、日常に潜む街の問題について考え、住みや
すい街にするにはどうしたらいいのかを日々模索しています。春学期は基礎知識を学び、フィー
ルドワークも行いながら街について学びました。そして、ゼミ論文では5つのテーマ（待機児童、
都市公園、コレクティブハウス、無電柱化、聖地巡礼）に分かれてグループごとに学び、発表・
意見交換をします。ゼミは通常の授業よりもさら
に先生から専門的な話を聞くことができ、学生同
士でもさまざまな意見を出し合える場だと思います。
私たちのゼミでは論文をグループに分かれて執筆し
ますが、お互いにアイデアを出し合い、議論を重ね
ることでより充実した論文になるのではないでしょ
うか。それを他のグループの前で発表するため、分
かりやすく伝える力や他のグループの扱う問題につ
いても幅広く考える力が身につくと思います。

一つのテーマについて、学生同士あ
るいは学生と教員が議論をしながら
考察を深めていく授業が演習（ゼミ
ナール）、通称ゼミです。ゼミでは課
外授業や研修も行われ、教員と学生、
また学生同士の結びつきが強くな
る特徴があります。

演習のポイント

通常の授業とは異なる、
学生主体で進むゼミ

權平奈々江 さん

法律学科４年
大澤彩ゼミ所属
出身地：北海道
出身校：北海道室蘭栄高等学校

茂木智秀 さん

国際政治学科3年
杉崎和久ゼミ所属
出身地：埼玉県
出身校：埼玉県立熊谷高等学校

身近な題材について
議論をしながら答えを導く。
ゼミは私たちの成長の場

先生からより専門的な
話が聞ける

学生同士で
意見を出し合える

1 2
POINT POINT

富永さんのある1日

浅野さんの1週間

演習（ゼミナール）
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研修先のオックスフォード大学は敷地面積がけた外れに広く、宿泊していた大学寮から教

室までの道のりも遠く、スケールの大きさを実感しました。キャンパスも含め、町全体から

歴史が感じられ、オックスフォードの学生は、法政の学生でいえば市ヶ谷の感覚でここを

日々歩いているのか、とうらやましく思いました。授業では、独特の発音のイギリス英語を

理解するのに苦労しましたが、毎日聞くうちに自然と慣れていきました。現地ではグループ

に分かれて調査研究をします。私たちのグループでは「中国は高度経済成長を維持するか

衰退するか」をテーマに維持派と衰退派に分かれて英語でディベートしました。政治・経

済・環境など、各人が興味のある分野について調べながら主張を組み立て、本番では白熱

した言葉のバトルが繰り広げられました。滞在中は、先生やアドバイザーの方と英語で会話

するうちに積極性が増したと思います。たわいのないことでもとにかく話してみることで自

分の英語の弱点に気づくこともでき、今後の大学生活にも役立つ貴重な経験になりました。

金森 彩 さん

国際政治学科1年

参加プログラム：HOP※

出身地：神奈川県

出身校：神奈川県立神奈川総合高等学校

歴史ある街・大学の環境で

積極的に英語を話す姿勢を獲得

※ 2015 年に国 際 政 治

学 科で実 施された、イギ

リス・オックスフォード大

学での短期研修「Hosei 

Oxford Programme

 （HOP）」

ゼミで中国の政治と社会を学ぶうちに日本と中国・台湾の関係に興味をもちました。初めて台湾を訪
れた際に日本とのつながりを実感し、日本観や歴史的アイデンティティについて理解を深めたいと思い、
台湾留学に応募しました。
留学期間中には、文献だけでは得ることができないさまざまな体験をしました。日本統治世代の方に
お話を伺ったり、同世代の台湾人学生や中国からの留学生と意見交換もしました。専攻分野の知識が
深まったことはもちろん、各国の留学生と長期間生活を共にすることで、自分の価値観だけで判断せず、
相手の考え方を受け入れる努力をした上で自分の意見を真摯に主張することが重要だと学びました。
将来は大学での専攻分野と語学力
を活かし、中国 語を母 国 語とする
日本 在住者のサポートをする仕事
に就きたいと思っています。また、
２０２０年の東京五輪でも貢献でき
たらと考えています。留学はいくつに
なってもできるといいますが、ぜひ大
学期間中にチャレンジしてみてくだ
さい。きっと今後の自分の糧となる
ような貴重な経験ができるはずです。

今山明日香 さん

国際政治学科4年
留学先：國立中山大學（台湾）
留学期間：10ヵ月（派遣留学）
出身地：神奈川県
出身校：法政大学女子高等学校

日・中・台を深く知るため台湾へ。
文献だけでは得られない貴重な体験

留学をしようと思った理由の一つは、法政大学で

「永く繁栄する街とは何か」を研究する都市政策

ゼミで学んできた内容を深めたいと考えたことで

す。新旧が共存し、建築に一定の規制がかかる街が

人々にとって最適な街であると文献で学び、はたし

て本当にそれが住みよい街なのか、正しい政策なの

か、実際に生活して確かめたいと考え、ベルリンへ

の留学を決めました。また、将来は外国の方と関わ

る仕事がしたいという夢をもっていたので、自分が

外国人として扱われればその立場が理解できるの

ではないか、国際的なルールやマナーも会得できるのではないかと考えました。ベルリンの大学では

大きく分けてドイツ語、日本学、政治学、社会学を学びました。大学付属の語学学校で週に4時間

ドイツ語を学びましたが、はじめはついていけず、発言することもできませんでした。しかし、たとえ

文法的に不正確でも構わず発言している他の国の留学生の姿勢を見習い、徐々に発言を増やすこ

とで間違えることへの抵抗を減らし、人と異なる意見も言えるようになりました。留学への不安もあ

りましたが、海外で挑戦したい、異文化の環境に身を置いて勉強をしたいという小さな憧れがずっと

心に残っていたので、就職活動を目前にした大学3年生の冬、自分の人生に後悔したくないと思い

決意しました。留学中は苦しく、辛いこともありましたが、今はその決断を全く後悔していません。諦

めればそこで終わりです。それならば、１％でも夢に近づく一歩を踏み出してみてはどうでしょうか。

杉浦茉里奈 さん

国際政治学科4年
留学先：フンボルト大学（ドイツ）

留学期間：10ヵ月（派遣留学）

出身地：北海道
出身校：北海道札幌東高等学校

異文化に身を置いて学びたい。

小さな憧れをドイツで実現

昔から漠然と留学をしてみたいとは思っていましたが、決意したいちばんの動機は、ゼミの海外研修やゼミ生を中心に企画した海外の大使との対話など、英語を使用する場面で相手の英語があまり理解できず、自分の言いたいことも上手く言えずに悔しい思いをしたからです。留学先では、法政大学で学んでいた国際政治学や開発経済学、特に東南アジアの開発や日本の国際関係を中心に、さらに哲学や正義論も学びました。留学の最大の成果は、英語を使ったコミュニケーションに臆することがなくなったことです。春学期のセミナーなどでは、内容が分からずに発言できずにいると、次第に英語の文法や語彙を間違えて発言することが恥ずかしくなり、消極的になりかけていました。しかし、自分より英語がうまいとは思えない中国人の友人たちが臆することなく堂々と発言をしている姿を見ているうちに、文法や英語そのものが大事なのではなく、まず自分の意見を発することが大事なのだと考えるようになりました。ここで身についた自信は、英語に限らず実生活や就職活動にも活かされ、自分の成長につながったと感じています。
また、留学をきっかけに世界中に友人ができたことは、一生の財産になると思っています。

内山靖己 さん

国際政治学科4年
留学先：リーズ大学（イギリス）
留学期間：10ヵ月（派遣留学）
出身地：神奈川県
出身校：法政大学第二高等学校

イギリス留学で苦手だった英会話を克服。身についた自信は実生活にも反映

Study Abroad 〜留学体験記〜
法政大学では世界32カ国・地域において、194大学・機関（2016年2月現在）との間で学術一般協定、

学生交換協定などを締結しており、法学部の学生も積極的に参加しています。

世界を自分の眼で見ることで、学生生活の「入口」をくぐったばかりの自分は何を鍛錬するべきか、

自分なりの問題意識を持つことができる貴重な機会にぜひチャレンジしてください。
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