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TeachersFrom

　スキーに熱中した高校時代、勉強
では数学が好きで、一時理系への進
学も考えましたが、先生の助言もあ
って法律を専門としました。大学で
は、人生の目標を自ら設計・設定し
ます。そのためにも、読書体験など
を通じて、悔いのないルート設計を
心掛けください。

　高校時代に研究者になると決めた
ものの、大学ではバンドの追っかけ
をしたり、海外旅行や語学留学に行
ったり、試験前に慌てて友だちと勉
強をして、そのまま一晩中語り明か
したりの日々でしたが、そんな日々
が私の人生に厚みをもたせてくれま
した。みなさんも最高の大学生活を！

北見良嗣先生
民法・金融法

品川仁美先生
企業統治

先生からのエールWords of Cheer

先生からのエール Words of Cheer
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　高校時代は地理研究部に所属し部
長も務めました。休みに、部員たち
と数多くの都市に行き、産業や文化
を調べ、冊子にまとめました。苦楽
をともにし議論した仲間と過ごした
当時をふりかえると、その経験は、
いまの自分の血となり肉となってい
ると思います。

長島光一先生
民事訴訟法

先生の高校時代At That Time

左：青春の証！スキー検定合格バッチ
右：おすすめの本、塩野七生著『ギリ
シャ人の物語』。歴史小説は国語表現
を豊富にするだけでなく、西洋史、さ
らに人生論への造詣を深めてくれます

高校生のときお祭りで買って、いまも元気
なうちの亀。飼主が楽しいときも苦しいと
きも、素知らぬ顔でひなたぼっこ。

先生の必須アイテム。聞いたこ
と、わかったこと、考えたこと
を書き込むフィールドノート
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MMESSAGEESSAGE

法律学科、3つの特徴

　リーマン・ショック以降、世界経済の
グローバル化とそれに伴う規制の強化が
進むと同時に、科学技術の進展に伴って
これまで不可能とされてきた分野での医
療技術の実現も可能とされはじめるなど、
世界全体の枠組みはますます進展かつ混
迷の度合いを深めつつあります。
　こうしたなか、社会経済情勢の変化に
対応した新たな規範の確立をも視野に入
れて、対応できる人材が求められていま

す。本学の建学の精神である「努力」を
惜しまぬことで、法律学の学習を通して、
論理的思考力や既存の法体系を身につけ
るとともに、その新たな発展可能性をあ
る程度見極めていく能力を備えることが
期待できます。
　法学部では、法曹界・官界・学界など
幅広い分野から優れた人材を招来し、勉
学の意欲にあふれた若い可能性のある諸
君を待っています。

法学に関する知識と
法的思考能力の育成を中心とした
実学教育を実施します

北見良嗣
法学部長／法律学科長

　各種資格試験をはじめ、個々の目標
を達成するために、「司法コース」「ビ
ジネス法務コース」「現代社会と法コ
ース」と、専門的に学べる3コースを
設置しています。※詳細はP.11

個々の興味や目標に沿って
系統的に学ぶ
3つの専門コース

1

　理論の解説だけでなく、実学として
の法律を重視。模擬法廷での実習な
どを交え、法律の運用に必要とされ
る公平な判断力や論理的思考力を養い、
「生きた法律」の修得をめざします。

実社会で活用できる
法律知識と人間形成を
重視した教育

2

　法曹界、官界、企業法務出身の実務
経験豊富な教員による実践的な講義を
展開。経験に裏づけされた、実社会で
必要とされる知識を提供します。

充実した教員陣による
実践的な講義を展開

3

Three Main 
Features
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　入学当初は法律関係の仕事に就きたいと考えていました
が、世の中の動きとお金の流れが密接に関係していること
に興味をもち、金融業界へと方向転換。いまはファイナン
シャルプランナー2級をめざして講義を受けています。進
路に応じて多様な講義があり、サポートも充実しています。

川瀬凜太郎さん
法律学科3年／宮城県立気仙沼高等学校出身

進路にあわせた学びや支援が充実

　法学部への進学のきっかけはオープンキャンパス。法律
の予備知識はありませんでしたが、体験授業に魅力を感じ、
進学を契機に新しい道に進みたくて決意しました。民法の
ゼミでは契約から家族法まで総体的に学びながら、大きく
変わりつつある民法の立体的な理解につとめています。

　法律家に憧れ、法学部への進学は早くに決意しましたが、
進学先については複数の大学のオープンキャパスに足を運
び、吟味しました。帝京大学の魅力は施設や教育の充実度。
「刑法総論」や「政治学」などの講義でそのことを実感し
つつ、写真部の活動などで人脈を広げる毎日です。

池末幸希さん
法律学科4年／埼玉県私立叡明高等学校出身

内に秘めた情熱を感じさせる法律学科

植田健志朗さん
法律学科3年／埼玉県立伊奈学園総合高等学校出身

めざすはキャンパスライフのハイスコア

# STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE # STUDENT LIFE# STUDENT LIFE

授業用ノートには板書以外
に先生の経験談なども漏れ
なく書き込みます。

法律学科の必需品「六法」は
重いのがネックですが、こ
れは軽いのに内容も的確！

課題とアルバイトを整理。
きっちり組めたらうれしい。
スケジュール管理命。

青舎祭実行委員会の仲間と。
がんばることの楽しさと大
変さを実感しています。

コロンビア大学の研究をま
とめた本ですが、新しいこ
とをはじめたいときに！

バイト代で購入したデスク
トップPC。こだわり抜いた
仕様でオンラインも快適！

RINTARO 
KAWASE
- Junior -

KOUKI 
IKEMATSU

- Senior -

SAKURA 
MATSUBARA

- Junior -

KENSHIRO 
UEDA

- Junior -

時間のあった自粛中は興味
のあった語学勉強。理解で
きるようになると楽しい。

あの「君の膵臓をたべた
い」の住野よるさんの4作
目。大学生活がテーマです。

	「憲法」の授業ではあたりまえだと思っていた権利が先人
の努力の上に成り立っていると知って胸が熱くなりました。
ゼミでも憲法を選択。担当の金澤先生は学生の疑問にとこ
とんつきあってくれる方で、ご指導いただいた参考文献を
あたるうちに、調べもの好きな私は図書館通いが習慣に。

松原さくらさん
法律学科3年／東京都立小松川高等学校出身

将来は地域の未来を
ともに築ける仕事がしたい！

学生たちに聞く！

MEMORIES

RECOMMENDRECOMMEND

STAY
HOME

STAY
HOME

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM

MUST-HAVE
ITEM
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授業の特色と内容

　公務員をめざしてい
るので試験対策に関連
する講座を中心に受講。
興味のあった心理学は
オープン科目で。空き
コマは語学の勉強を自
主的にしていました。

MON TUE WED THU FRI

1時限
9:00	-
10:30

数学入門Ⅰ 心理学Ⅰ

2時限
10:45	-
12:15

英語Ⅲ 契約法Ⅰ
（総論）

3時限
13:00	-
14:30

行政法Ⅰ 会社法Ⅰ 法社会学
Ⅰ

公務員教養
Ⅰ

4時限
14:45	-
16:15

公務員試験
英語対策講座

Ⅰ

現代政治
理論Ⅰ 物権法

5時限
16:30	-
18:00

基礎教養
演習Ⅰ

産業・組織
心理学Ⅰ

C l a s s e s

葛西優成さん
2年次春期の場合

TIME TABLE 時間割（例）

　家族のあり方を法的に定める親族法は私たちの生活に深
くかかわる法律です。本講義ではその基礎的な知識と、対
象となる問題を法的に考える力の修得をめざします。社会
の基本単位ともいえる家族は情報化社会を迎えた現在、大
きく変わりつつあります。授業では近年の重要な判例にも
ふれながら、現代的な課題も検討します。

親族法

　刑事訴訟法は刑事事件の手続について定めた法律。訴訟
は真実の発見に努めるため、迅速、適正に処理されなけれ
ばなりませんが、被疑者、被告人の人権にも配慮する必要
があります。手続法は全般的に難解な側面もありますが、
本講義は元検事の先生による実務的かつ具体的な内容なの
で、きちんと理解したい方にうってつけです。

刑事訴訟法

　日本国内における現在の犯罪状況をふまえたうえで、犯
罪の原因をめぐる従来の議論と、その原因を学習します。
同時に、死刑や自由刑、財産刑といった刑罰法規の課題を
検討することで、現状に即した犯罪理論を模索します。具
体的、実践的な授業を心がけ、全体を通じて、犯罪と刑罰
を多角的に捉える視座を養います。

犯罪学

　労働法などというと社会に出てからの話だと思われるか
もしれませんが、法律上は学生アルバイトも労働契約によ
って働く立派な労働者なのです。労働関係を考えることは、
近年改革が求められている「働き方」を考えることにもつ
ながります。その基礎的な考え方と、問題解決の方法を具
体的な事例を交えて解説する講義です。

労働法

　自動車事故、公害、医療過誤などで、加害者が被害者に
損害賠償をするのは、被害者を救済するためです。このよ
うに、他人の権利などを侵害した加害者に損害賠償責任を
負わせるためのルールを定めるのが不法行為の制度です。
この科目では、加害者とならないための知恵、被害者側に
立った場合の対処方法についても学ぶことができます。

不法行為法

　特許や著作権といった言葉は、みなさんもきっと耳にし
たことがあるはず。現代社会において知的財産は、かたち
のあるモノよりも価値をもつことがあるのです。本講義で
は、デザインやブランドといった企業活動とも結びつくフ
ァクターに法律がいかにかかわっているのか、具体的な事
例を交えつつ、知的財産法の基礎と応用を学びます。

知的財産法

「国際法に則って」などというフレーズを最近ニュースで
よく耳にします。ところで国際法とはなんなのでしょうか。
私たちが社会生活を営む際に守らなければならないルール
のようなものが国際社会にもあるのでしょうか。グローバ
ルな世界を理解するために避けては通れない国際法の歴史
的背景と現在の状況を、本講義では学びます。

国際法

現代社会の
最重要課題

実学的
訴訟法講義

働くことの
土台を考える

被害者には
どんな権利が？

グローバル化した
世界を見渡す

社会の基本単位を
法的に考える

犯罪と刑罰を
立体的に考察

VARIOUS
SUBJECTS
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　社会情勢の激しい変化にともない、
法律の解釈も日々更新されています。
本演習では、一例として臓器移植や消
費者保護など、現代的なトピックを扱
い、後半では国際法と刑事法の交錯す
る分野である国際刑事法に話題を進め
ます。学生には2年間の学習で培って
きた刑法の理解をいかに現代的に応用
するかが求められます。

　演習では刑事裁判における「事実認
定」の考え方とその具体例を学びます。
事実認定とは証拠をいかに裁判で採用
するかということですが、手続上の考
えを学ぶことは法的思考を基礎づける
ことにもなります。自分の考えを口頭
や文章で納得できるように説明するこ
とが求められるので、プレゼンテーシ
ョン能力も身につきます。

増田隆ゼミ
国際社会と刑事法

上田正和ゼミ
刑事事件と事実認定

　歴史認識問題は今日、日本の政治外
交における重要なテーマのひとつです。
本演習では、日韓関係をめぐる新聞報
道等を素材に、プレゼンテーションや
意見交換などに問題意識をもってとり
くむなかで、自身の考えを論理的に説
明する力を養うとともに、歴史に対す
る多様な見方を理解し、幅広い教養や
知識、倫理を身につけていきます。

　インターネット上で財産権や知的財
産権が侵害された場合に、民事的にど
う解決するべきかを主眼とし、ゼミの
研究テーマを「サイバー民法」として
います。学生たちは、報道や表現の自
由と個人の私権が衝突しあうネット空
間では「権利の相互尊重」こそ最高目
標であると考えながら、判例分析や学
説検討にとりくんでいます。

天日隆彦ゼミ
国家と歴史認識

露木美幸ゼミ
デジタル時代の法律学

学生へのサポートゼミの紹介
S e m i n a r s

現在進行形の
法をめぐる演習

サイバー空間の
民法を研究する

刑法の
理解と応用

事実認定から
法的思考に迫る

BACKUP SYSTEM
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　法曹界で活躍したいという
夢をもち、司法試験合格をめ
ざして法科大学院への進学を
希望する人のためのコースです。

　民間企業に就職し、法学の
専門知識をビジネスにいかし
たい人に最適なコースです。

　公務員やNPO・NGO職員
など、日常生活で発生する法
的問題の解決に関与できる人
材を養成するコースです。

「生きた法律」を専門的に学べる	3つのコースを設置

　実際の法廷を模した模擬法
廷では、刑事・民事裁判のシ
ミュレーションやディベート
形式の演習を実施しています。
学生が裁判官、検察官、弁護
士となって刑事裁判の手続き
を擬似的に体験する「模擬裁
判」のほか、実際の民事裁判
の資料を用いた原告チームと
被告チームによるディベート
などに活用されることも。臨
場感のある模擬法廷で対面し
て意見を交換することで、よ
り深く、白熱した議論が展開
されています。

模擬法廷体験

　3年生を対象に「特別演習
・公務員教養」を設けるなど、
国家公務員や地方公務員をめ
ざす学生に向けたサポートの
ほか、宅地建物取引士、司法
書士、知的財産管理技能士、
税理士、公認会計士など、さ
まざまな資格の取得を授業や
演習などで手厚く支援してい
ます。

　刑事政策を専門に扱うゼミ
では、加害者の立ち直りや被
害者の支援を中心に勉強しま
す。裁判や審判の後、罪を犯
した人々をどのように処遇す
るべきか、被害者の支援はど
うあるべきか、それぞれの立
場に照らして考える必要があ
ります。そのためには、机上
の勉強だけでなく、現場を知
ることが大切です。夏休みに
は刑務所や少年院の見学を実
施するなど、警察官や刑務官、
法務教官や法曹をめざす学生
には特に勉強になります。

司法
コース

ビジネス法務
コース

現代社会と法
コース

1

2 特別演習・
公務員教養3 刑務所等見学4

TO LEARN
MORE

DEEPLY
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OB & OGOB & OG CareersCareersCareersCareers
資格と就職先

教員免許
中学校教諭一種（社会）

教員免許
高等学校教諭一種
（地理歴史、公民）

予防技術資格者受検資格

学芸員

2級ファイナンシャル・
プランニング

技能検定受検資格

キャンプインストラクター
受験資格

社会教育士

図書館司書 司書教諭

卒業生の声

VOICES OF

2021年3月時点

AFTER  
GRADUATION

　取得可能な資格　

　卒業後の進路実績　

2021年
(%)

OB & OGOB & OG
For 

The 
Futu

re

VOICE #01

VOICE #03

VOICE #02

学習意欲を刺激する
多様な人材と豊かな環境

「やりたい」を
後押しする帝京大学

帝京大学は
興味を発見し伸ばせる場

　公務員試験は筆記による1次試験をパスしないかぎり
面接には進めないので、論文をふくむ筆記試験対策を重
視しました。現在は、官庁で政策の企画立案等に携わっ
ていますが、ゼミで政策の基礎を学んだことが役に立っ
ていると実感しています。また、法律にふれる機会も多
いので法的視点も業務には欠かせません。

　スケールの大きさや社会貢献度の高さに魅力を感じ
建設業への就職を決めました。めざす業界が周囲と違
っていため、活動時は不安もありましたが、充実した
キャリア支援科目やキャリアゼミ、サポートセンター
や先生にも親身に相談に乗っていただいたおかげで、
「やりたい」をかなえることができました。

　公のために力を尽くし、安全・安心で笑顔あふれる
町をつくる。警察官という仕事に就きたいと考えたと
き、帝京大学の手厚い就職支援はなくてはならないも
のでした。いまはまだ新米といった雰囲気ですが、法
に基づいて仕事をする警察官にとって法律の知識は、
現場で各種事案に対応する際とても役立ちます。

宮橋直也さん

廣瀬文香さん

大和周平さん

2020年卒業

2020年卒業

2020年卒業

国家公務員（国土交通省）

東急建設株式会社

地方公務員（警視庁警察官）

MESSAGE

MESSAGE

MESSAGE

EMPLOYER

EMPLOYER

EMPLOYER

NAME

NAME

NAME

YEAR OF 
GRADUATION

YEAR OF 
GRADUATION

YEAR OF 
GRADUATION

※2つ以上の資格（教員免許を含む）を取得する場合は4年以上かかることがあります。

主な進路

東日本旅客鉄道　　　　
（JR東日本）

三和シャッター工業

八芳園

埼玉縣信用金庫

大東京信用組合

国土交通省

東京国税局

北海道庁

長野県庁

日野市役所

調布市役所

浦安市役所

甲府市役所

警視庁

神奈川県警察本部

埼玉県警察本部

千葉県警察本部

東京消防庁

川崎市消防局

横浜市消防局

ほか



14 15 法学部　法律学科

CURRICULUM
4年間の学びの流れ

法学部　法律学科

●英語Ⅲ・Ⅳ
●基礎教養演習Ⅰ・Ⅱ
◎（司）（現）行政法Ⅰ・Ⅱ
◎（司）（ビ）債権総則Ⅰ・Ⅱ
◎契約法Ⅰ（総論）
◎契約法Ⅱ（各論）
◎（司）（ビ）不法行為法Ⅰ・Ⅱ
◎（司）（ビ）物権法
◎（司）（ビ）担保物権法
◎（司）親族法
◎（司）相続法
◎商法総論Ⅰ（総則）
◎商法総論Ⅱ（商行為）
◎会社法Ⅰ・Ⅱ
◎（司）（現）刑法各論Ⅰ・Ⅱ
◎（ビ）経済法Ⅰ・Ⅱ
◎（ビ）知的財産法Ⅰ（特許法）
◎（ビ）知的財産法Ⅱ（著作権法）
◎（現）法社会学Ⅰ・Ⅱ
◎（現）法思想史Ⅰ・Ⅱ	
◎（現）論理的思考演習Ⅲ・Ⅳ
憲法特講Ⅰ・Ⅱ
法とメディアⅠ・Ⅱ
（ビ）行政法Ⅰ・Ⅱ	
地方自治論Ⅰ・Ⅱ

（現）債権総則Ⅰ・Ⅱ
（現）不法行為法Ⅰ・Ⅱ
（現）物権法
（現）担保物権法
（ビ）（現）親族法
（ビ）（現）相続法
（ビ）刑法各論Ⅰ・Ⅱ	
労働法Ⅰ・Ⅱ
（司）（現）経済法Ⅰ・Ⅱ
（司）（現）知的財産法Ⅰ（特許法）
（司）（現）知的財産法Ⅱ
　　　　（著作権法）
国際法Ⅰ（歴史・法源）
国際法Ⅱ（主体）
（司）（ビ）法社会学Ⅰ・Ⅱ
（司）（ビ）法思想史Ⅰ・Ⅱ
現代政治理論Ⅰ・Ⅱ	
国際関係論Ⅰ・Ⅱ	
行政学Ⅰ・Ⅱ
（司）（ビ）論理的思考演習Ⅲ・Ⅳ	
警察政策Ⅰ・Ⅱ	
消防法と予防行政Ⅰ〜Ⅳ
産業実務演習Ⅰ・Ⅱ
特別演習・公務員教養Ⅰ〜Ⅳ

●演習Ⅰ・Ⅱ
◎（司）民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ
◎（司）刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ
◎（ビ）税法Ⅰ・Ⅱ
◎（ビ）金融商品取引法Ⅰ・Ⅱ
◎（ビ）現代ビジネスと法Ⅰ・Ⅱ	
◎（現）消費者法
◎（現）環境法Ⅰ・Ⅱ
◎（現）英米法Ⅰ・Ⅱ
◎（現）EU	法Ⅰ・Ⅱ
◎（現）法哲学Ⅰ・Ⅱ
◎（現）日本法制史Ⅰ・Ⅱ
（司）（現）税法Ⅰ・Ⅱ
民法総則特講
物権法特講
債権法特講
（ビ）（現）民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ
民事執行法Ⅰ・Ⅱ	
倒産処理法Ⅰ・Ⅱ	
不動産法Ⅰ・Ⅱ	
医事法Ⅰ・Ⅱ	
国際私法Ⅰ・Ⅱ
手形・小切手法Ⅰ・Ⅱ
（司）（現）金融商品取引法Ⅰ・Ⅱ
会社法特講Ⅰ・Ⅱ
中小企業法務
企業会計法Ⅰ・Ⅱ
保険法
金融取引法
（ビ）（現）刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ
（司）（現）現代ビジネスと法Ⅰ・Ⅱ
犯罪学

刑事政策
少年法
被害者学
刑法特講Ⅰ・Ⅱ
国際刑事法Ⅰ・Ⅱ
社会保障法Ⅰ・Ⅱ
労働団体法Ⅰ・Ⅱ
社会保険法Ⅰ・Ⅱ
（司）（ビ）消費者法
（司）（ビ）環境法Ⅰ・Ⅱ
国際法Ⅲ（空間）
国際法Ⅳ（秩序維持）
国際組織法Ⅰ・Ⅱ
国際裁判所論Ⅰ・Ⅱ
国際経済法Ⅰ・Ⅱ
国際人権法
国際安全保障法
（司）（ビ）英米法Ⅰ・Ⅱ
（司）（ビ）EU法Ⅰ・Ⅱ
（司）（ビ）法哲学Ⅰ・Ⅱ
（司）（ビ）日本法制史Ⅰ・Ⅱ
西洋法制史Ⅰ・Ⅱ
東洋法制史Ⅰ・Ⅱ
現代法の諸問題Ⅰ・Ⅱ
会計学Ⅰ・Ⅱ
金融論Ⅰ・Ⅱ
都市と防災Ⅰ・Ⅱ
労働関係法令Ⅰ・Ⅱ
特別演習・憲法Ⅰ・Ⅱ
特別演習・行政法Ⅰ・Ⅱ
特別演習・民法Ⅰ〜Ⅳ
特別演習・刑法Ⅰ・Ⅱ

●演習Ⅲ・Ⅳ
卒業論文Ⅰ・Ⅱ

蓄積した研究成果をもとに、
高い専門知識と能力を伸ばし
ます。就職、大学院進学など
進路実現にアプローチします。

●英語Ⅰ・Ⅱ
●ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ
●憲法Ⅰ・Ⅱ
●民法総論Ⅰ・Ⅱ
●刑法総論Ⅰ・Ⅱ
◎（現）論理的思考演習Ⅰ・Ⅱ
法学概論Ⅰ・Ⅱ	
政治学Ⅰ・Ⅱ	
公共政策論Ⅰ・Ⅱ	
政治史Ⅰ・Ⅱ	
日本政治論Ⅰ・Ⅱ
（司）（ビ）論理的思考演習Ⅰ・Ⅱ

基本法律科目を中心に履修し、
法的思考力を高めます。また、
判例をベースにさまざまな基
礎的な問題を考えていきます。

年1 Freshman

本格的な専門科目授業がスタ
ート。将来めざす分野や関心
に合わせ司法、ビジネス法務、
現代社会と法の3コースから
選択します。

年2 Sophomore

目標進路に応じた科目選択で、
法学専門知識とセンス、応用
力を深めます。各種特別演習
を履修することもできます。

年3 Junior

年4 Senior

Faculty of 
Law

Department of 
Law

Webシラバス
を見る

●：必修　◎：選択必修　無印：選択
（司）司法コース
（ビ）ビジネス法務コース
（現）現代社会と法コース


