
東北学院大学法学部

法学スタートナビ

Jura（ユーラ）は法学部で学び始める皆さんのための道しるべ。「法」を意味するラテン語 jus （ユス）から名付けました。

法 学 部

＼ 法学部での活動を覗いてみませんか？ ／

「東北学院大学」HP→「法学部」→「Jura ~法学部生の日常～」
https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/faculty/law　

こちらからアクセス！

随時
更新中『Jura~法学部生の日常～』



仙台中心部に
都市型キャンパス
誕生！

主に、教養科目は五橋で、専門科目は土樋で受講します。
キャンパスで、何をする？  キャンパスを、どう使う？
教養教育型の総合大学・東北学院大学の良き伝統を受け継いで
社会を担う「私」を自ら創り上げましょう。

新１年生の皆さんが紡ぎ始める
五橋キャンパスの未来

五橋キャンパスは、

学都仙台における交流の拠点。

地域とつながり、多様な人々と交流し、

幅広い学びを経験しましょう。

S t u d e n t s ’ M e s s a g e s

　法学部の学習は高校までの学習と大きく異なり、はじめ
は苦労することもあるかと思います。しかし、詳しく講義を
進めて下さる先生方のおかげで楽しく法律について学ぶ
ことができます。課題などで疑問が生まれたときも、丁寧
に質問に答えてくださいます。
　また、大学では自分で講義を選択するのですが、興味の
ある分野はもちろん、苦手な分野にもチャレンジできま
す。友人たちと議論して理解を深めれば、新たな視点が開
かれて、大きな成長に繋がるはずです。
　法学部での学びの経験は人生の財産。みなさんにとって
充実した4年間になりますよう応援しています。

4年

茂木 千早 さん

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
　皆さんが学ぶ法学や政治学は、最初は理解することが
難しく、立ち止まってしまうこともあるかもしれません。
しかし、自分の頭で考えることで着実に力がつき、勉強を
進めるほど理解できるようになります。気づけば、その面
白さの沼にはまるはずです。とくに、1年生から所属でき
るゼミ（基礎演習Ⅰ）では、通常の講義以上に学生同士の
交流があり、多くの友人を得ながら勉強を進めることが
できるでしょう。
　大学生活は、時の経つのが速い！ 勉強はもちろん、部
活動やサークル活動、ボランティア活動など、様々な経
験をし、充実した大学生活になるよう願っています。

4年

武田 知也 さん

（大田原女子高等学校、栃木県）
趣味 ： 散歩

（東北学院高等学校、宮城県）
趣味 ： サウナ
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4年間で学ぶこと
東北学院大学法学部の理念・目的は、「法的知識と法的思考を生かし、
人間の尊厳のために貢献できる人材を養成する」ことです。

「法的知識と法的思考を、人間の尊厳のために」
“Think legally, for human dignity”

この理念に基づき、法学部では「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」を策定しています。

　法学部は、所定の履修細則に従って卒業所要単位124を修得し、次の学習成果が確認
できた者に「学士（法学）」の学位を授与します。
　そこで求められる学習成果の概要は、以下のとおりです。

（1） 法の支配及び法治主義を理解し、立法･司法･行政と
 それぞれに携わる重要機関の役割を説明することができる。

（2） 主要な法分野における基本的な価値や法原理を理解し、
 それらを身近な問題解決に応用することができる。

（3） 日本の主要な実定法を体系的に理解し、
 それらの基礎的な内容を説明することができる。

（4） 一般的な法的問題について、法的判断に必要な情報を集め、
 それらを整理して要点を説明することができる。

（5） 法を解釈し適用する際の法的論理を理解し、
 具体的事実に法を適用して法的結論を導き出すことができる。

（6） 新しい社会問題について、法的対応の現状を説明し、
 あるいは別の新たな法的対応を提案することができる。

A
B
C
D
E

現代をよく生きることについて、
キリスト教の教えをふまえた考察ができる。

高度な知的活動に必要な汎用的諸技能･
能力及び英語力を活用できる。

課題を発見し、その解決のために
学修成果を総合的に活用できる。

ものごとを広く多様な視点から認識し、
異なる 認識･思考方法や価値観に理解を示すことができる。

法学部においては、
次の学修成果を示すことができる。

カリキュラム

●リーガル・リサーチ

●法学の基礎

●政治学の基礎

●教育基礎論
●教育の制度と経営
など

●教育課程論
●社会・公民科教育法Ⅰ
　（概論・理論）など

●社会・公民科
　教育法Ⅱ（実践）
●社会・公民科
　教育法（応用）など

●教育実践演習など

基礎演習Ⅰ 基礎演習Ⅱ 演習一部

1年 2年 3年 4年

学
士（
法
学
）

演
習
二
部（
卒
業
研
究・論
文
）

専門導入科目

●憲法Ⅲ・Ⅳ

●行政法総論Ⅰ・Ⅱ

●民法総則Ⅱ

●物権法Ⅰ

●債権法各論Ⅰ

●家族法Ⅰ・Ⅱ

●会社法Ⅰ

●民事手続法入門

●刑法総論Ⅰ・Ⅱ

●国際法Ⅰ・Ⅱ

●経済原論Ⅰ・Ⅱ

●国際経済論Ⅰ・Ⅱ

など

●租税法Ⅰ・Ⅱ

●行政法各論Ⅰ・Ⅱ

●物権法Ⅱ

●債権法総論Ⅰ・Ⅱ

●債権法各論Ⅱ

●会社法Ⅱ・Ⅲ

●商法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

●金融法

●民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ

●民事執行法・保全法

●倒産法

●労働法Ⅰ・Ⅱ

●知的財産法Ⅰ・Ⅱ

●刑法各論Ⅰ・Ⅱ

●刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ

●刑事政策

●法哲学Ⅰ・Ⅱ

●法思想史

●西洋法制史Ⅰ・Ⅱ

●日本法と外国法

●国際法Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ

●国際私法

●政治学Ⅰ・Ⅱ

●国際政治論

●地方自治論Ⅰ・Ⅱ

●行政学Ⅰ・Ⅱ

●財政学Ⅰ・Ⅱ

●社会保障論Ⅰ・Ⅱ

など

専門基礎科目 政
策
行
政
コ
ー
ス

企
業
法
務
コ
ー
ス

コ
ー
ス
に
応
じ
て
履
修

法
律
専
門
職
コ
ー
ス

●憲法Ⅰ

●憲法Ⅱ

●民法入門

●民法総則Ⅰ

●法曹養成実習Ⅰ

専門科目

教職課程
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4年間で学ぶこと

演習科目（ゼミナール・ゼミ）は
大学の醍醐味
　法学部には学年ごとにゼミがあります。「基礎演習Ⅰ」（１年後期）、「基礎演習Ⅱ」（２年前期ま
たは後期）、「演習一部」（３年通年）、「演習二部（卒業研究・論文）」（４年通年）があります。ゼミ
の内容は教員の専門によって異なりますが、どのゼミでも、図書館や資料室を最大限活用
し、様々な資料にあたり、自分自身の言葉で他者と対話し、議論できるようになることを目指
します。とくに、必修である３年次・４年次のゼミは、専門分野を深く研究するまたとない機会
であり、最終的には卒業研究・論文といった成果を修めます。

　皆さんには大学生活で是非、知識や経験を得ることによって視野も広がるという体験をしてほしい
です。大学では、自分自身で履修する科目を選択しますが、自身の興味関心に応じて選択した科目の
授業を受ける中で、当初は考えも及ばなかったような科目間のつながりを発見することがあります。
　１、２年生のうちは、自身の将来の進路を考えつつ、幅広く学習しましょう。
　３年生の履修登録の際には、卒業後の進路を意識して「政策・行政コース」「企業法務コース」「法律
専門職コース」のいずれかのコースを選択することとなります。
　次頁以下の先輩の言葉をぜひご参考にしてください。
　2023年度からスタートする３つのコース制は、各自の進路のため、重点的・効率的に科目履修が
できるよう工夫されています。なお、コースごとに卒業要件に若干の相違があることには注意が必要
です。詳しくは「コース別履修モデル」等を参考にしてください。

　私は、民法の羽田さゆり先生のゼミに所属していま
す。民法に関連している事柄ならば具体的なテーマ選
択が自由であるため、自分の興味関心のある法律問題
を研究できることが羽田ゼミの楽しい所です。1人1人
が異なるテーマ（例えば2022年度演習二部では、交通
事故の法律問題、金融商品取引法、高齢者問題、安楽
死問題、パワハラ問題など）で発表しているため、毎回
新鮮な気持ちで興味深い話を聞くことができ、知的好
奇心が満たされます。自分が興味関心のある法律問
題・社会問題を、講義以上に掘り下げられること、ゼミ
を通して他の学生や先生の考えを聞き知見を広められ
ることが、ゼミの楽しさだと思います。
　私の研究テーマは「インターネット上の誹謗中傷（名
誉毀損、侮辱）問題」です。現実に、友人が誹謗中傷で心
を病んだり、私自身もネット上の創作活動に対して誹
謗中傷を受けました。その際は何とか難は去ったので

すが、誰しも被害者になりうるのです。インターネット上の誹謗中傷が社会問題として広く認知され
たことから、2022年には侮辱罪の厳罰化や、訴訟の簡略化などの制度が整えられ、世の中は誹謗中
傷を許さない方向に向かってきています。
　法学部には、基礎演習Ⅰというゼミがあり、早くも5月頃には募集の案内が来ます。1年生の間は新
しい環境に慣れるだけでも大変だと思いますが、ゼミでできる友人は、とても心強い存在になりま
す。勉強面でも、交友面でも、基礎演習Ⅰを受けることは大いに意義があります。

川島 有平 さん

卒業研究に向けて

2022年度卒業
（福島西高等学校、福島県）
趣味 ： web小説執筆、温泉巡り

企 業 法 務 コ ー ス
Models for Corporate Lawyers

Models for Lawyers

法 律 専 門 職 コ ー ス

政 策 ・ 行 政 コ ー ス
Models for Civil Servants

国家公務員・地方公務員、警察官・消防官、裁判所事務
官（総合職・一般職）などをめざす履修モデルです。

金融業界、不動産・建設業界など、将来、民間企業への
就職をめざしたり、職種に関係なく経済社会と法の関
係を学ぶ履修モデルです。

弁護士・裁判官といった法曹（そのための法科大学院
進学）や行政書士・税理士・国税専門官などの法的知識
を専門とした職業をめざす履修モデルです。
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コースと履修モデル

政策・行政コース

公務員をめざす

Pick Up!

時間割
POINT

地方自治論

　私は地方公務員を目指しています。特に地元である宮城県内で働
きたいと考えています。公務員を志望するきっかけになったのは楽天
イーグルスの球場でのアルバイトでした。生まれ育った仙台を盛り上
げることにやりがいを感じ、この魅力をもっと多くの人に広めたいと思
うようになりました。そのため、直接的に、かつ多様な分野から地域の
ために働くことができる公務員になりたいと思いました。将来は、ここ
に来てよかった、ここに住んでよかったと思ってもらえるような地域づ
くりに貢献できる公務員をめざしています。
　勉強面では、授業の時間以外をなるべく試験勉強にあてるために、
授業で扱う内容は授業中に頭に入れるようにしています。授業は授
業、試験勉強は試験勉強としっかり分けて取り組むことでメリハリがつ
きますし、それぞれ理解度もあがると思っています。また、公務員講座
を受講していますが、頻出部分や試験の傾向を教えてもらえるので、
効率的に勉強を進めるためには欠かせないと思います。
　自分が集中して勉強できる環境を見つけることも重要です。自宅や
カフェはもちろんですが、キャンパス内にも食堂や図書館、コラトリエ
など勉強できる場所がたくさんあります。私はその日勉強する科目や
気分によって勉強場所を変えて、途中で飽きることがないように工夫
して楽しんでいます。

　地方自治体の役割や歴史、国との関わり方など、公務員を目指すうえで
知っておくべきトピックが多く扱われる授業です。この授業で、私は自治体
運営について具体的なイメージができるようになり、どんな仕事がしたい
かなどの自分の将来像も考えられるようになりました。地方自治体がどの
ような問題を抱えているかを理解し、どのように解決していくべきか考える
ことは公務員にとってとても重要なことだと感じています。そのために必要
な知識や考え方を身につけることができる授業なので、おすすめです。

「見たことある」「聞いたことある」を増やすことで勉強をスムーズに進めるため
に、幅広く授業を履修しています。専門科目については、公務員試験に深く関連す
る憲法や民法をはじめとして、必要な科目を基礎だけでも履修するようにしまし
た。教養科目の中にも公務員試験に通じる科目があるので、探してみてください。

4年  
秋庭 雪乃 さん

（宮城第一高等学校、宮城県）
趣味 ： 野球観戦、料理

My Timetable

刑法各論
Ⅰ 演習一部 会社法

Ⅱ

行政法総論
Ⅰ

債権法総論
Ⅰ

知的財産法
Ⅰ

財政学
Ⅰ

商法
Ⅰ

キリスト教学
D

労働法
Ⅱ

地方自治論
Ⅰ
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コースと履修モデル

企業法務コース

民間企業をめざす

　私はこれまでに様々な経験をしてきたし、これからも多くの経験を
積んでいくはずです。そういった経験の多くは自分1人ではやり遂げ
ることは不可能であり、色々な人に支えられて成り立っています。家族
や友人はもちろん、これまでお世話になった方々、そして将来お世話
になる方々のために、少しでも役に立つよう働いていきたいのです。
　民間企業で働くために日頃から心掛けていることは、コツコツと努
力を重ね、常に成長をし続けようとする気持ちを持つことです。就職
活動のみならず、アルバイトや勉学といった日常生活の中でもこの気
持ちを持つことは大いに大切だと感じています。私は何も特別なこと
はしていません。ただ、何事においても現状に満足せず、努力と成長
をし続けられる人が就職活動においても、日常生活においても良い結
果に繋がると考えています。
　時には息抜きも大切です。私自身、物事が上手くいかない時があり
ます。行き詰まった時や上手く事が進まない場合は無理をせず、流れ
に身を任せてみること、息抜きすることが大切だと考えています。何
事においても選択肢は多種多様にあり、その中で自分に合っている選
択肢を選ぶことができれば良いなと考えています。このような柔軟な
姿勢がさらなる良い結果に繋がるはずです。

　国際法を学ぶことで、日本だけでなく、世界が取り組んできた国際
問題を知ることができます。国際条約に基づいて国際問題を検討する
ことで、解決策のヒントが浮かぶこともあります。厳しい世界情勢の
中、私たち人類が取るべき選択肢は一つではありません。様々な角度
から柔軟に考えることの大切さを改めて学ぶことができる授業です。
2年生から国際法の授業があります。

Pick Up!

地方自治論

刑法各論
Ⅱ

行政法総論
Ⅱ

労働法
Ⅱ

国際政治論
Ⅱ

政治学
Ⅱ 演習一部

My Timetable

国際法
Ⅳ

３年後期の時間割が気に入っています。法律分野問わず様々なジャンルの講義を
受けられて面白い。時間割作成のポイントは、必ず講義間に空きコマを入れるこ
と。その時間を活用して課題や就職活動、資格勉強等を行っています。また、アル
バイトもできるよう、時間割を工夫しています。

時間割
POINT

国際法

4年  
福田 流斗 さん

（名取北高等学校、宮城県）
趣味 ： バドミントン、食べること
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コースと履修モデル

法律専門職コース

法曹をめざす

　「法曹養成実習」は、法曹を志望する人や、法曹になろうか悩んでい
る人などが受講する講義で、1年生では法曹養成実習Ⅰがあります。こ
の講義は、問題演習などを通じて、基本的な知識はもちろんのこと、ロ
ースクールの入試に合格するために必要となる知識等の定着を図る
ことができます。法曹に興味がある方は受講してみてはいかがでしょ
うか。

Pick Up!

3年生後期の時間割をご紹介します。「ロースクールの入試（既修者試験）に
おいて必要な科目は何か」という点を重視して時間割を作成。というのも、
ロースクールの既修者試験で実施される試験科目は大学ごとに特色があ
り、私が受けた東北大学や中央大学は、いわゆる基本六法（憲・刑・民・刑訴・
民訴・商法）が問われるからです。原則として、基本六法を取り扱う講義は全
て履修しました。

時間割
POINT

法曹養成実習

佐藤 優輔 さん

　法学部の勉強に魅了され、「なれるものなら研究者を目指した
い」と考えるようになりました。1年生の頃、基礎演習Ⅰでお世話になっ
た宮川先生に相談したところ、まずはロースクールを検討することを
薦められました。その結果、「市民のための弁護士になりたい」と考え
るようになりました。
　私は、1年生の春から約1年半、某個別学習指導塾に勤務していまし
たが、その指導塾との間に賃金未払いという労働問題を抱えたため、
ユニオン（個人で加盟できる労働組合）に所属してこれを解決すると
いう稀有な経験をしました。想像を絶するようなハラスメントや、技能
実習生に対する不当な扱いなどを見聞きし、彼らとともに闘うことに
なりました。こうした経験を踏まえ、私は、「社会における弱者である

『市民』と手を携え、為政者などの、社会における強者に対してともに
立ち向かっていくことのできる知見と能力を有する弁護士になろう」
と考えるようになりました。
　使用する六法にはこだわりがあります。私は1年生の頃から実務家
仕様の「判例六法Professional」を使い続けています。紙媒体の判例
付き六法であれば、Professionalではない判例六法の方が小さくて使
い勝手はよいのですが、これを購入すると、判例六法Professionalの
アプリ版が安く購入できるというメリットがあるのでおすすめします。 （2022年度卒業）

（第一学院高等学校、宮城県）
趣味 ： 旅行、寺社仏閣めぐり、音楽鑑賞

My Timetable

刑法各論
Ⅱ

行政法総論
Ⅱ

債権法総論
Ⅱ

刑事訴訟法
Ⅱ

家族法
Ⅱ

演習一部

物権法
Ⅱ

民事訴訟法
Ⅱ

キリスト教学
C

法曹養成
実習Ⅲ

会社法
Ⅲ

クリティカル・
シンキング

11 12



１年生のための導入科目・専門科目
今が「法学」「政治学」のスタートライン

１年生の導入科目

リーガル・リサーチ

法学の基礎

政治学の基礎

１年生のうちに、法学部での学習の基礎を身につけましょう。実は、基礎こそ大切で、難しいものです。
法学部での「言葉遣い」に慣れるために、言葉や考え方のひとつひとつを丁寧に学びましょう。

憲法Ⅰ
　この講義では、憲法とは何か、日本の憲法史、国
民主権・権力分立・平和主義などの基本原理、憲法
改正や違憲審査制をはじめとする憲法保障の仕組
みなど、日本国憲法の総論・基本原理を学びます。
毎回の講義では、教科書とレジュメを用いて、歴史
的な展開や裁判例などの具体例を紹介しながら丁
寧に説明します。理解を深めるためのいろいろな資
料を講義中に紹介しますので、自分から調べる習慣
をつけてください。

憲法Ⅱ
　この講義では、日本国憲法が定める国会・内閣・
裁判所などの組織の仕組みや権限、相互の関係に
ついて説明します。言い換えれば、政治の仕組みを
学ぶことであり、皆さんが実際の政治を考える上で
必要な基本的知識をその内容としています。普段
からニュースに触れて、実際の国会や内閣、裁判所
の動きにぜひ関心を持つようにしてください。講義
で学ぶ内容が生き生きとした意味を持ち、より興味
を持つことができるようになるでしょう。

民法入門
　「法学の女王」と呼ばれている「民法」。「市民・市
民社会の法」だから「民法」。人の一生に関わる「民
法」。ということで、民法は私たちが普通に生活をし
ている場面に関わる法律です。そのため、条文がた
くさんあります。これをいくつかに分けて３年間に
わたって勉強することになります。民法が分かると
法律の面白さに気がつきますし、実社会に出てから
必要な知識、例えば部屋を借りるとか、消費者問題
とか交通事故、あるいは相続といった問題について

もわかるようになりま
す。この講義ではその
ような民法の道案内と
して、ざっと一通り見
渡し、長い勉強の橋渡
しをします。

民法総則Ⅰ
　この科目では、「民法入門」で学んだ事柄のうち、

「人」「物」「法律行為」という法律用語の意味内容
や、契約のしくみなどについて、さらに詳しく学びま
す。民法だけでなく、法学全般の学修に役立つ知識
の基礎固めを行うことになります。「難しそうだ」と
思うかもしれません。そういうときは、身近な具体
例に置き換えて考えてみましょう。そのうち納得で
きるはずです。それでも分からなければ、ぜひ教員
に質問してみてください。

１年生の専門科目

　法学には様々な分野がありますので、この科目
では、法学部の4年間で学ぶ法学全体を概観しま
す。高校の学びから大学の学びへと円滑に接続で
きるようにするために、高校の『公共』、『現代社
会』、『政治経済』、『日本史Ｂ』および『経済活動と
法』の教科書に書かれている内容をもとに、法学の
基礎的な知識・考え方を説明します。この科目で説
明する内容は、4年間の法学学修の基礎となる知
識・考え方ですので、確実に理解して下さい。

　日本及び世界の政治現象を学ぶための基礎知
識を得ることを目的としています。
　前半では、日本の法システムとも密接に関係す
る戦後政治の構造を、対外関係をも考慮に入れな
がら、歴史的観点から概説します。
　後半では、日本政治に特有の現象、歴史的事象に
大きな影響を与えてきた仕組及び制度、日本政治
と密接に関係する国際政治・比較政治に関するテ
ーマについて、分かりやすく解説します。
　具体的な事件や人物を紹介することにも努め、
政治に興味のある人だけでなく、興味のない人に
とっても、面白い授業になるよう工夫するつもりで
す。3年次から政策・行政コースを選択しようと考え
ている人はもちろん、他のコースを選ぼうと考えて
いる人も、ぜひ履修してみてください。

　この授業は、グループ単位で受講する“法学事始
め”。法学部生となった皆さんが、法学を学修する
上で必要となる「武器」を身につけることを目的とし
ています。とにかく法律を「使える」ようにすること
を目標として、条文の読み方や判例の読み方、資料
の調べ方などを修得します。また、多くの学生が悩
む「法律答案の書き方」については、実践を踏まえ、
確実に身につけましょう。法学学修の秘訣は“自学
自習”！ 一人一人が4年間を通じて自立して法学学
修を進められるよう、個人の習熟を重視します。
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　就職キャリア支援部では、１年生全員に、自分の強みや課題を知ることができるコンピテンシーテスト
（就職適性検査）を無料で実施するほか、卒業まで様々な講演会や各種講座、インターンシップなどを企
画しています。１年生から積極的に企画に参加しましょう。
　就職キャリア支援資料室には、先輩の就職試験情報や公務員試験関係の資料などがあります。是非
活用してください。

　やりがいのある仕事に就いて豊かな暮らしをす
るためには、早い時期から自分のキャリアプランを
しっかり立てなくてはなりません。法学部は、公務員
試験や資格試験に特に有利な学部です。ただ卒業
するだけではもったいない。キャリアアップを狙い
ましょう。法学部は、皆さんのキャリアアップを全力
で支援します。

　資格を持っていると、採用試験で優遇され
たり入社後の給料が高くなったりするのを知
っていますか？　就職後にそんな資格を取ろう
としても、とても大変です。「できる」法学部生
は、在学中に勉強して資格を取得しています。
　「キャリアアップ発展講座」では、様々な資格
の課外講座を用意しています。「キャリアアッ
プ基礎講座」で基礎力をつけたら、どんどん挑
戦してください。

　東北学院大学には、在学中の国家資格取得者へ資格取得報奨金や図書カードを給付する制度があ
ります。例えば司法書士は15万円、行政書士や社会保険労務士は7万円、宅地建物取引士は3万円の
報奨金の対象です。在学中に合格して、ぜひ報奨金を得てください。
　対象となる資格や手続きについては、東北学院大学のサイト（下記）に情報があります。
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/campuslife/shikaku/bonus.html

在学中に資格取得を！キャリアサポートプログラム 就職キャリア支援部  ～資格取得報奨制度～

キャリアアップ支援プログラム 資格取得をめざす

キャリアアップ

キャリアアップ支援プログラム

目標達成へ二年生以降

キャリアアップ発展講座一年生

キャリアアップセミナー
キャリアアップ基礎講座

さまざまな支援

3年  
向平 百花 さん

（東北学院榴ケ岡高等学校、宮城県）
趣味 ： 歌番組、映画鑑賞

4年  
福原 諒 さん

（福島高等学校、福島県）
趣味 ： 一眼カメラでの写真撮影

行政書士

課外講座開講（予定）の資格

　法律文書作成の専門家です。主要試験科目が法学部の
講義科目なので、ぜひ在学中合格を目指しましょう。

宅地建物取引士
　不動産取引業に必須の資格ですが、建築業や金融業へ
の就職にも有利です。

司法書士
　登記や裁判所に提出する書類作成の専門家です。難関
ですが高齢化の進む中、一層の活躍が期待されています。

税理士
　税に関する専門家です。大学院に進む人が多いですが、
大学在学中に簿記の資格を取って備える人もいます。

社会保険労務士
　労働・社会保険を扱う資格です。試験範囲は広いですが、
企業就職も独立開業も可能で将来性抜群です。

　大学で出会った方々は何かしらの資格を持って
いる人が多く、私も折角なので法学部で学んでい
る法律関係の資格を取得しようと思うようになりま
した。１年生の時は「法学検定ベーシック＜基礎＞
コース」にチャレンジし、合格しました。今は「法学検
定スタンダード＜中級＞コース」の勉強中です。内
容が多い上、難しく、思うように勉強が進まないこと
もありますが、講義で勉強した内容が出てくると嬉
しくなり、やりがいを感じます。がんばった結果が合
格という形で返ってくるのはうれしいものです。

　私は社会保険労務士を志しています。社会保険
労務士は、労働・社会保険の諸問題に取り組む職業
です。働く人を守ることで職場に安心を提供し、そ
の企業の未来も守ることにつながるという魅力的
な仕事です。この資格を取得するための勉強によ
り、身近な社会保険制度や年金制度に関する知識
も習得することができ、学習のモチベーション維持
だけでなく、就職活動にも役立っています。
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卒業生の進路

　私の大学生活は多くの出会いに恵まれた４年
間だったと思います。
　学内では、法学部、松浦ゼミ、萩鳳会を通して
たくさんの方と関わる機会がありました。その中
で、公務員試験を一緒に乗り越えた友人たちと出
会うなど、学生間の交流を深めることで非常に充
実した時間を過ごすことができました。また、先生
方からは暖かいご指導いただき、学生懸賞論文
（オススメ！）や検定試験などに挑戦することもで
きました。
　学外では、NPO法人でのアルバイトを通して、
子どもの貧困やヤングケアラーなど今まで自分
が目を向けてこなかった分野への関心が深まり
ました。学内だけでは関わることのない中学生や
他大学の学生、NPO法人のスタッフの方々と出
会い、関わることで学びを得ることはもちろん、私

自身、人間として大きく成長できたと思います。さ
らに、ここでの経験は当初は思いもよらなかった
ところにも繋がっています。4年生の演習二部で
取り組んでいる卒業研究のテーマとして、「児童
の権利条約から考えるヤングケアラー問題への
アプローチ」を選択し、研究に取り組みました。
　大学は卒業するために自分の責任に委ねられ
ている自由な部分がたくさんあります。それと同
時に４年間は想像以上にあっという間で、自分次
第でどんな４年間にもすることができると思いま
す。１年生の皆さんにはぜひたくさんの人に出会
い、興味のあることに積極的に挑戦してかけがえ
のない大学生活を送っていただきたいです。

過 去 3 年 間 の 主 な 就 職 先
東北電力（株）、楽天(株)、カメイ（株）、アイリスオーヤマ（株）、KDDI（株）、（株）マイナビ、凸版印刷（株）、（株）近畿日本ツーリ
スト東北、（株）藤崎、（株）ヨークベニマル、（株）薬王堂、みやぎ生活協同組合、宮城トヨタ自動車（株）、ネッツトヨタ宮城（株）、
宮城スバル自動車（株）、大和ハウス工業（株）、セキスイハイム東北（株）、東北ミサワホーム（株）、積水ハウス（株）、住友不動
産販売（株）、リコージャパン（株）、(株)七十七銀行、（株）仙台銀行、（株）山形銀行、（株）福島銀行、（株）りそな銀行、三井住友
信託銀行（株）、（株）かんぽ生命保険、第一生命保険（株）、あいおいニッセイ同和損害保険（株）、日本郵便（株）、（株）北日本銀
行、社会保険診療報酬支払基金、損害保険ジャパン（株）、東京海上日動火災保険（株）、（株）佐々木組、東日本旅客鉄道（株）、
ヤマト運輸（株）
警視庁、国税局（国税専門官）、裁判所（事務官）、日本年金機構、宮城県、岩手県、青森県、宮城県（高等学校、中学校）、福島県

（中学校）、宮城県警察、山形県警察、岩手県警察、仙台市、石巻市、白石市、多賀城市、秋田市、福島市、東京都特別区、横浜市

地方公務員地方公務員 合格

（湯沢高等学校、秋田県）
趣味 ： 読書、ピアス集め
仙台市役所

倉田 真奈 さん

※就職率は、就職希望者に占める就職者の割合です。

地域別就職状況

95.1％
就職率

　法学部の学生の就職先
は、サービス・金融・小売のほ
か、国税専門官、公務員・教
員と多岐にわたり、毎年安定
した就職率になっています。

4.0%
岩手県

1.3%青森県4.0%秋田県

2.7%
山形県

8.0%
その他

32.9%
関東地方

8.0%
福島県

39.1%
宮城県

59.1%東北地方
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　法学部1年生のオススメの過ごし方は、裁判の
傍聴に行ったり、サークルに入ることです。裁判の
傍聴は、授業を受けるだけでは伝わりづらい部分
が、実際に目で見ることによってその場の雰囲気
や裁判官の様子等がリアルに体感できます。「法
律」が漠然としたものから明確なものに変わり、学
習意欲にも繋がっていくのです。
　サークル活動は、より大学生活が楽しめるので
はないかなと思います。私は1年の時文化祭実行
委員に入っていましたが、法学部生や他学部生の
お友達や先輩方と仲良くなるきっかけになり、大
学生活が充実しました。
　学生時代がんばったことは主にアルバイトで
す。接客業を3年程やっていたのですが、コミュニ
ケーション力や傾聴力を養う良い機会となりまし
た。大学という垣根をこえた様々な人々との関わ
りは社会勉強にもなりました。
　もっとやっておけば良かったと感じることは、資
格の勉強です。大学生の特権として大学図書館

民間企業民間企業 内定

（尚絅学院高等学校、宮城県）
趣味 ： ドライブ、ツーリング、パン屋めぐり
ベネッセスタイルケア

小川内 紗世 さん

　私は大学4年間を通して、公務員試験に向けた
勉強を特に頑張りました。公務員試験の筆記試験
の専門科目では、憲法や民法、行政法などの法律
科目が出題されるので、法律の知識が重要となり
ます。法学部では、法律の基礎的な知識から専門
的な分野まで、法律について幅広く学ぶことがで
きます。もちろん、公務員試験で出題される法律
科目は法学部の講義で開講しています。そのた
め、法律系の科目の勉強に抵抗感なく取りかかる
ことができ、本番の筆記試験での得点源となりま
した。また、ゼミでは自分の考えや意見を発言す
る機会が多かったため、ゼミでの活動が面接試験
の対策になっていたと思います。法学部の講義や
ゼミで学んだ知識や経験が公務員試験で生かさ
れました。

国家公務員国家公務員 合格

（石巻高等学校、宮城県）
趣味 ： ランニング、読書、深夜ラジオ
国土交通省東北地方整備局（国家公務員一般職）

佐藤 瑠星 さん

を自由に利用できたり、資格取得のための対策講
座も利用できます。自身のスキルアップのために
も今後の人生設計のためにも、早い段階から積
極的に資格勉強をしておくと良いですね。法律を
学ぶことによって、物事を多角的に見る視点など
が養われていきます。皆さんがこれから社会に出
る時にどんな選択をしても、今後の人生において
役に立つはずです。
　ここまで沢山書いてきましたが、大学生は、勉
強も大切ですが同じくらい遊ぶことも大切です。
車やバイクの免許を取得し色んなところに出掛け
たり、空きコマに友達と美味しいご飯を食べに行
ってみたり、自分の「楽しい」を大事にして、皆さん
が素敵な大学生活を過ごせますように！

　その反面、私はサークル活動やボランティア活
動のような課外・学外活動には積極的に取り組む
ことができませんでした。もちろん勉強すること
は大切ですが、課外・学外活動を経験することで
しか得ることのできない新たな価値観や学びが
あると思います。ですので、法学部1年生のみな
さんは勉強をして法律の知識を身につけながら、
様々な活動へ取り組み、経験を積んで自身の知
見を広げていきながら大学生活を過ごして欲し
い思います。
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　私は学生時代に司法書士になるという目標を
掲げ、司法書士になりました。現在、自分の司法書
士事務所を開設し、仕事に邁進しています。あり
きたりですが、依頼者に「ありがとうございまし
た。」と言っていただくことが最大のやりがいで
す。
　大学生の頃、大学以外にも２つの予備校に通学
して法律の勉強に打ち込むだけでなく、サークル
での活動・飲み会にも積極的に参加しました。ま
た、オーストラリアに３ヵ月ほど留学したことも貴
重な経験でした。自分と異なる価値観をもつ様々
な人々と交流することは、自分の成長にとてもい
い機会であり、今の仕事に生かされています。
　今思えば、学生時代にはありがたみを感じない
くらい「時間」がありました。勉強、部活動、サーク
ル、留学、インターンシップ、趣味、遊び等々、人そ
れぞれ時間のある学生時代だからこそ、誰にとっ

専門職専門職
司法書士・元気司法書士事務所勤務
（2014年度卒業）

山口 元気 さん

　地域金融を支える一員として、お客様の要望に
対して提案ができることにやりがいを感じる日々
を送っています。現在融資業務を担当しています
が、銀行三大業務とされる地域金融の円滑化に
直結する業務でもあり、生まれ育った宮城、東北
に対する影響力の大きさから、責任感を持って仕
事ができています。 
　銀行での仕事では、法学部で学んだ考え方が
多く使われます。何をするにも契約書や申込書が
存在し、代筆や不備の訂正の仕方についても、厳
格な決まりがあります。時にはそれらが、融通が
きかないとして苦情につながったりもしますが、
それでも、その決まりごとが何のためにあるのか
をしっかりと理解しお客様に説明することが求め
られます。法学部では条文を読むだけではなく、
判例に沿ってある程度の基本的な考え方を身に
つけますが、そうした学びが日々の業務の中で自
然と活かされているように思います。

民間企業民間企業 先輩 先輩

株式会社七十七銀行勤務
（2021年度卒業）

松田 侑羽 さん

ても全力で打ち込めるものはきっとあるはずで
す。自由な時間の使い方で、社会に出てからの人
生は大きく変わることでしょう。
　将来、自身の目標の進路に進むためには、法学
部の普段の講義やゼミにしっかり取り組むことが
重要です。職業が法律職か否かにかかわらず、社
会では自らの考えを論理立てて説明する能力（リ
ーガルマインド）が非常に重要であるためです。そ
ういった思考力を養うためにも、講義やゼミに真剣
に取り組んでみてください。１年生のうちには、可
能な限り単位を修得しましょう。やるべきことにし
っかり取り組むことで、めざす進路が決定した際、
そこに全力を注ぐことができるようになります。

　大学生活は、圧倒的に自由な時間があり、自分
で生活スタイルを決められるところが魅力のひと
つ。サークル活動やアルバイトに勤しんだり、将来
を見据え資格試験の勉強に励んだり、早い人は１
年生から就職活動の下準備を始めたりもします。
勉強面では、履修登録した科目を確実に学修する
よう努力しましたが、興味のある講義は履修登録
していなくてもしれっと参加したりしました。
　大学生としての新生活がはじまり、皆さんにと
って日々の生活の中で得られる経験の一つひと
つが将来の道標になることと思います。東北学院
大学は最高の学びの場ですので、ぜひ「多くの人
と関わって協力すること」を意識して毎日を有意
義に過ごしていただきたいです。
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お す す め 情 報

サークル 萩鳳会（しゅうほうかい）

志を同じくする学生が集う勉強のサークル

ボランティア活動に参加したいなら…

　大学入学以前から法曹を志望していたため、大
学卒業後にロースクールへ進学することは入学
時から決めていました。学部生におすすめの在学
中の過ごし方は、勉強面でいえば、基本書を丁寧
に読み、時間をかけて論点を理解し検討すること
を意識することです。これは時間に余裕のある学
部１年生に特におすすめです。学年があがるにつ
れ（ローでは尚のこと）、自由に使える時間が少な
くなっていきます。比較的時間のあるうちに、論
点を教科書そのままの文言ではなく、自分自身の
言葉で説明できるように意識して勉強することが
ローでの勉強につながると思いますし、私自身が
学部時代にやっておけばよかったと後悔している
ことでもあります。
　勉強以外のことでいえば、友人を多くつくるこ
ともおすすめです。受験勉強は大変なので、息抜
きをできる場所が多い方がいいです。受験仲間
だけだと友人相互間で比較をして息抜きになら
ないことも多いので、様々なコミュニティに属す

法曹、ロースクールをめざす法曹、ロースクールをめざす

東北大学法科大学院未修コース在籍（L１）
（2022年卒業）

茂木 ひなた さん

るとよりいいかもしれません。また、一見法律の勉
強につながらないようにみえることでも後々に勉
強に効いてくることもあります。例えば、私は、運
転免許を取得したことにより、過失犯の予見義務
違反につき自身の経験に基づいてより具体的に
身近なものとして捉えることができました。ロー
スクールは毎日がとても忙しく、精神的にも大変
なものがありますが、学んだ知識が自分のものに
なり、実際に法律上の問題を解決するための手段
となっていく過程はとても楽しいです。やるべき
ことがたくさんあることで焦りが生まれるときも
あるかと思いますが、まずは足元から着実に基礎
を固めていくことが後の飛躍につながると思いま
す。限りある時間を意識しつつ、でも無駄に焦ら
ず、勉強を頑張りながら、大学生活を楽しんでくだ
さい。応援しています。

 みなさん、初めまして。東北学院大学萩鳳会代表
の吉岡です。今回は、本学唯一の法学系サークル
である萩鳳会について紹介させていただきます。
　まずは、萩鳳会についてや、どのような活動をし
ているのかについて紹介します。萩鳳会では、一
緒に勉強できる仲間を見つけたい、法律について
もっと深く学びたい、という動機で入る人が多い
です。個人的な萩鳳会のおすすめポイントは、就
職活動をしているまたはし終わった先輩からアド
バイスがもらえるということです。実際、私は先輩
から公務員試験の二次対策についてアドバイス
を頂いたりしています。また、月の活動がそこまで
多いわけではないため、他のサークルやアルバイ

トとの両立がしやすいという利点もあります。
　さて、ここからは勉強会について具体的に紹介
します。基本的には学生同士の勉強会をしており、
空きコマや進路希望についての調査を行い、それ
を基にいくつかのグループに分かれて活動してい
ます。頻度は週1回となっています。勉強会の内容
は、講義形式、過去問演習形式など、さまざまな形
式があります。
　質問や入部希望の際は、TwitterのDM機能か、
萩鳳会のメールアドレスまで送っていただければ
対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。

Twitterアカウント 萩鳳会＠shu_ho_kai
メールアドレス 311syu@gmail.com

ボラステは
こちら

セツルメント会は
こちら

　「東北学院大学災害ボランティアステーション」（通称ボラステ）で災害復興に関わる
ボランティア活動に参加したり、児童養護施設や病院などで活動する「セツルメント会」
というボランティアサークルで活動することができます。活動をのぞいてみましょう。

4年  
吉岡 佳澄 さん

（古川黎明高等学校、宮城県）
趣味 ： 読書（新潮社の天久鷹央シリー
　　   ズが特に好き）
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法学部生に
聞きました!!
～東北学院大学法学部のいいところ！～

他大学との
合同ゼミ！
貴重な
体験でした

ゼミ
最高！
一番
楽しい

一生の
友に
出会えた

図書館や
コラトリエ…
学習環境が
整っている

社会に出て
役立ちたい！
同じ志を持つ
友人たち

ゼミで勉強した
おかげで、就活で
論理的思考力が
あると褒められた

法学を
基礎から学べる
授業が役立った

施設が立派、
特にトイレがきれい

政治が遠い
世界の話ではなくて、
身近だと感じる

判例や論文を使い、
課題に向き合う
時間が

充実している

おいしい
お店が近くに
たくさんある!

個性豊かな
友人たちと
刺激的な
大学生活

公務員志望者
には
法学部の
勉強は最適

勉強でも生活でも
親身になってくれる

先生

駅近！
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東北学院大学法学部

法学スタートナビ

Jura（ユーラ）は法学部で学び始める皆さんのための道しるべ。「法」を意味するラテン語 jus （ユス）から名付けました。

法 学 部

＼ 法学部での活動を覗いてみませんか？ ／

「東北学院大学」HP→「法学部」→「Jura ~法学部生の日常～」
https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/faculty/law

こちらからアクセス！

随時
更新中『Jura~法学部生の日常～』


