Faculty of Law

法学部
リーガル・プロフェッション
コース

ビジネス法務
コース

公共政策・行政
コース

国際平和・外交
コース

学び の 特 色

多彩な国際プログラム（ダブル・ディ
グリー（DD）、長期留学・短期研修）

課題解決型の産学連携ビジネス＆
ロー・プロジェクト

Global Lawyers Program
（GLP）

バッキンガム大学の学位取得が可能な

野村 證 券、三井 住 友 銀行、三菱 UFJ 信

法曹界
（裁判官・検察官・弁護士）を志望す

DD、奨学金付の長期留学、海外有名大学で

託銀行など大手金融機関と連携したワーク

る学生を対象にした特別プログラム。充実し

の短期研修など、独自の留学制度が充実。

ショップを開催し、課題解決力を涵養します。

たゼミやきめ細やかな個別指導を行います。

資格・進 路
■ 関連資格・試験

（公務員・各種試験）

司法試験、司法書士、外交官（外務省専門職員採用試験）
、国家公務
員、地方公務員、税理士、行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引
士、ファイナンシャルプランナー、公認会計士

司法試験96名（累計合格者359人）
国際協力機構（JICA）1名、外交官（専門職）7名（累計合格者47名）、
国家公務員・総合職6名（最終合格）、国家公務員・一般職45名、
国家公務員・専門職44名、地方公務員187名

■ 主な就職先（2014 ～ 2018 年度実績）

■ 進路内訳 (2017 年度実績 )

（企業）
三菱 UFJ 銀行、福岡銀行、日本生命、ゴールドマン・サックス証券、
野村證券、三菱商事、日本アイ・ビー・エム、大成建設、日立製作所、
資生堂、東日本旅客鉄道、ANA ホールディングス、時事通信社

ほか

ACCESS TO WEB SITE
法学部ホームページでは、詳しいカリキュ
ラム、最新の就職内定情報、世界で活躍
する卒業生の様子などを随時更新してい
ます。その他の進路データも公開してい
ますので、ぜひご覧ください。

39 / Discover your potential SOKA University

ほか多数

STORY OF DISCOVERY

留学を経て、幅広い視野と世界の
課題解決に挑む積極性を得る

法学部

先輩
株式会社日立製作所

友崎 美幸

法律学科 2019 年卒業

2度の留学経験が、
彼女を強くした
西條さんとの出会いは小学生のとき。

法律学科 国際平和・外交コース4年生

教授

西條 弘子

前田 幸男

東京都／私立創価高校

挑戦を後押してくれる
先生、先輩に囲まれています

世界のために、
学び続けてください

法学部のプログラムであるバッキン

ふたりとも今後の活躍が楽しみな学

当時は自分から発言するタイプではな

ガム大学と香港中文大学の２つの大

生です。挑戦意欲のある西條さん、真

く、どちらかというとまとめ役だった印

学への留学に挑戦できたことで、日本

面目で誠実な友崎さん。ふたりとも長

象です。それが今では教授の問いかけ

だけでなく世界的な視野で物事を捉え

期留学で経験値を上げ、現在も「世界

に対しても物おじせず、自分の意見を

られるようになりました。前田先生や

に貢献したい」という夢を叶えるため

はっきりと伝えられるように。私自身、

友崎さんには、留学、授業の課題作成、

に邁進しています。これまでの大学生

インドへの留学で格差の解消と社会イ

キャリアなど、本当にさまざまなアドバ

活のなかで、ふたりはあきらめずにや

ンフラの整備に関心を持ち、現在の仕

イスをいただきました。先生や先輩が

り抜く力をしっかりと育んできました。

事に就いていますが、西條さんも留学

温かく支えてくれるのも法学部の魅力

今後も学び続け、挑み続けることで大

をきっかけに成長できたのだと思います。

です。私もこのガイドを手にしている未

きく成長し、より多くの人を笑顔にで

これからも大学生活で磨いた積極性で、

来の後輩の皆さんの支えとなれるよう

きるような人になっていってほしいと

に、挑戦を続けていきたいと思います。

思います。

「社会課題の解決」を実現して欲しいと
思います。
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法学部

Faculty of Law

4 年間の学び の 流 れ

1年 次

2年次
コース選択

リーガル・プロフェッションコース

憲法総論・統治機構論
憲法人権論
民法総則

3 年次

4 年次

Theory
物権法

債権各論

有価証券法

債権総論

親族・相続法

民事救済手続法

刑法総論

会社法

刑法各論

民事訴訟法

行政法総論

刑事訴訟法

行政救済法

Practice
民法法務演習Ⅰ（総則・物権）

民法法務演習Ⅱ（債権）

行政法法務演習

刑法法務演習Ⅰ（刑法総論）

刑法法務演習Ⅱ（刑法各論）

会社法法務演習

憲法法務演習Ⅰ

民事訴訟法法務演習

憲法法務演習Ⅱ

刑事訴訟法法務演習

企業ソーシャルキャピタルと法

会社法概論

有価証券法

労働法

社会保障法

金融商品取引法

会計と法

租税法

知的財産法

ファイナンシャルプランナー講座

消費者法

Theory
ビジネス法務コース

法学
初年次セミナー
テーマゼミ

Practice

○企業社会と法実務の最前線

ビジネス＆ロー・ワークショップ

－ビジネス法務のプロを目指して
○公共政策の最前線に立って

ビジネス法務インターンシップ
メディア・ゼミ

産学連携プロジェクト

〈未来〉を考える
○グローバルキャリアのための

野村證券ワークショップ

平和問題入門
○ジェンダーをめぐる諸問題

公共政策・行政コース

など

金融ワークショップ

Theory
公共政策論

社会保障政策論

都市デザイン論

RESAS 社会分析スキル

地域コミュニティ論

グローバル都市協力論

公共経済論

NPO 論

地方自治論

公共政策インターンシップ

公共政策チュートリアル

Practice
「まちづくり八王子」フィールド
ワーク（地域連携型）

公共政策ワークショップＢ

公共政策インターンシップ

公共政策ボランティア

公共政策ワークショップＡ
●Academic Foundations for
Peace & Human Rights Ⅰ･ Ⅱ
●Academic Foundations for Study
Abroad Ⅰ･ Ⅱ
●AF Tutorial Ⅰ･ Ⅱ

English Medium Programs
Global Issues

Global Public Policy

Law and Politics in Europe

Peace Studies

International Human Rights

American Politics

International Relations

Environmental Law

Area Studies in International

Border Studies

Law Perspectives

Law and Politics in Japan and Asia

国際平和・外交コース

Security Studies
International Internship
留学
（バッキンガム大学
〈長期・ダブル ･ ディグリー〉
／交換／私費留学）

Theory
人間の安全保障論

国際機構論

地球市民社会論

国際法総論・各論

国際開発協力論

EU 法

国際政治論

グローバル企業論

国際私法総論・各論

国際人権法

日本政治外交史

国際関係史

グローバル経済論

Practice
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人間の安全保障フィールドワーク

国際平和・外交チュートリアル

人間の安全保障ワークショップ

国際平和・外交インターンシップ B

国際平和・外交インターンシップ A

国際ボランティア

4つのキャリア・コース

リーガル・プロフェッションコース
法務演習
（実務家担当）

25名選抜の特別プログラム「Global Lawyers Program
（GLP）
」
でグローバル化時代をリードする法律家を養成。

グローバル法曹力

急速に進むグローバル化により法的紛争も国際化しています。本コースでは、国内外の多様な法的紛

GLP
English

争を解決できる「法的思考力」を高いレベルで身につけることを目指します。また、国際社会に貢献でき
る法曹を養成する選抜プログラム GLP を設置しています
（定員25名程度）。

チュートリアル

●将来の進路 ／ 法科大学院への進学、法曹
（裁判官、検察官、弁護士）、司法書士、
裁判所事務官等の法律職

GLP
発展ゼミ

など

ビジネス法務コース

法学部

コースWeb

外資系・
国内優良企業

ジャーナリスト

国内外の大手企業への就職、ビジネス法務のスペシャリストをめざす。
新たにジャーナリストをめざすプログラムを開設。国際法務の科目も充実。
国内外の大手企業で求められる法律の知識、国際法務の知識習得をめざします。ビジネス法務検定、

産学連携プログラム
ビジネス＆ロー・ワークショップ

ファイナンシャルプランナーなどの検定・資格取得、宅建士、行政書士、社会保険労務士、税理士などを
めざすこともできます。また、2018年度からジャーナリスト・プログラムを創設しました。

国内外
金融機関

●将来の進路 ／ 国内外の優良企業への就職、企業法務のスペシャリスト、ジャーナリ
スト、税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

税務・財務の
スペシャリスト

労務・保険の
スペシャリスト

など
コースWeb

公共政策・行政コース

公共政策ワークショップ

八王子」
、現役の公務員を招いた「公共政策ワークショップ」など最先端の学びを展開します。

まちづくり
社会保障

環境

グローバル
連携

公共政策／行政

公共政策チュートリアル

人気の高まりとともに難関化する公務員をめざすコースで、
「まちづくり」
「社会保障」
「環境」
「グ
ローバル連携」で求められる能力を体系的・系統的に学びます。さらに、地域連携型「まちづくり

公共政策インターンシップ

「人に尽くす」
「社会に貢献する」
「未来をつくる」公共政策のキャリアを形成。

●将来の進路 ／ 地方公務員
（都道府県庁・政令指定都市ほか）
、国家公務員
（官庁、労働
基準監督官、家庭裁判所調査官、国税専門官）
、公共政策大学院進学

「まちづくり八王子」フィールドワーク
コースWeb

1年次

国際平和・外交コース
“人間の尊厳”に立って、

2年次

3・4年次

人権

平和

グローバル・
キャリアの実現

環境

開発

TOEIC® L&R
TEST* 400

地球的諸問題の解決に貢献するグローバルリーダーの育成。

TOEIC® L&R TEST* 920
TOEIC® L&R TEST* 800

国際社会で活躍する人材を養成するため、
「平和」
「人権」
「環境」
「開発」を軸とした国際関連諸科
目を展開。国連職員を招いたワークショップ、専門分野を英語で学ぶオールイングリッシュ科目、
長期留学などを通し、グローバル・キャリアの実現をめざします。

TOEIC® L&R TEST* 600
●長期留学・短期海外研修
●インターナショナル・インターンシップ
● All English 科目群

● Academic Foundations for Peace & Human Rights
● Academic Foundations for Study Abroad
● AF Tutorial

●将来の進路 ／ 国際平和に貢献する外交官、国際機関・NGO を見据えた海外大学院
進学、グローバルビジネスの世界で活躍するビジネスパーソン

人間の安全保障
コースWeb

*TOEIC® LISTENING AND READING TEST
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法学部

Faculty of Law

学 部 独自のカリキュラム・プログラム

多彩な国際プログラム
法学部独自の海外留学・海外研修制度と
英語で行う科目群で国際的な平和・人権・環境について学びます。
法学部の Peace & Human Rights（PHR）プログラムは、国際的な平和問題、人権問
題、環境問題について法と政策の視点から英語で学ぶプログラムです。単に一般的な英
語を学ぶのではなく、より専門的な英語によるリーディング、ディスカッション、プレゼ
ンテーション、ライティング能力を身につけて、国際社会で活躍できる人材の育成をめ
ざしています。

ダブル・ディグリー（DD）

長期留学制度

1・4年次を創価大学法学部で学び、2・3年次をロンドン郊外のバッキンガ

法学部独自の長期留学プログラムです。バッキンガム大学では総合教養学

ム大学人文学部国際政治経済学科または法学部で学びます。4年間で、創価大

科で法律、政治、経済などを学びます。留学先で取得した単位は本学の卒業単

学とバッキンガム大学の２つの学位を取得することができます。本学独自の

位として認定され、4年間で卒業ができます。また、本学独自の国際奨学金が

国際奨学金が支給されます。

支給されます。

1年
ダブル・ディグリー（DD） ※１
長期留学制度

2年

創価大学
創価大学

3年

4年

バッキンガム大学

創価大学

バッキンガム大学※２

創価大学
※１ 費用の詳細は、ホームページにてご確認ください。
※２ １年次１月に出発、２年次９月に帰国

課題解決型の産学連携ビジネス＆ロー・プロジェクト
野村證券、三井住友銀行、三菱 UFJ 信託銀行などと連携して、
最先端の専門知識を習得するとともに、課題設定力・問題分析力を身につけます。
野村證券ワークショップ

金融ワークショップ

野村證券の専門講師陣と協同して運営します。社会的問題の発見、実地調

ビジネス＆ロー・ワークショップⅢを「金融ワークショップ」として、三井

査、分析、ディスカッションを行い、ビジネスを通じて社会問題の解決を提案

住友銀行、三菱 UFJ 信託銀行、証券業協会、生命保険協会、損害保険協会と共

します。野村證券ビジネスエキスパートと教授陣

同実施しています。
「プロジェクト・ファイナンス」

を審査員としてプレゼンコンテストを実施します。

などの金融の仕組みを研究して、企業スタッフにチー
ム提案を発表します。キャリア重視の法学部ならで
はのワークショップです。

ジャーナリスト・プログラム
新聞やテレビの記者、ディレクター、編集者などをめざす学生に文章力・取材力などを指導します。
進

路

政治・経済・環境問題などの専門記者、特派員、事件記者、海外ドキュメンタリー番組の制作、雑誌・書籍の編集者など

身につく力

文章力、取材力が向上するよう指導します。インタビューの練習、学内・学外取材、記事の執筆などを行います。

授業内容

レベル別
（入門篇／実戦篇）
・少人数制の授業
（メディア・ゼミ）、記者経験のある教員による指導、OB・OG 懇談会など
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学 部 独自のカリキュラム・プログラム

Global Lawyers Program（GLP）がリニューアル
弁護士、検察官、裁判官のような法曹を目指し本学
法科大学院の既修者コース等に進学するための特別
プログラムです
（定員25名程度）
。国際的視野に立っ
て鋭敏な人権感覚を持ち、問題を解決する法律家を

本学法科大学院との教育連携をスタート
・５年一貫教育（学部３年＋法科大学院2年）を推進します。
・本学法科大学院への特別選抜（学内推薦）の枠を設置します（予定）。
・最短の５年で司法試験を受験し合格を目指せます。

育成します。

法学部

フィールドワーク（現地調査）
国連機関、官公庁、八王子市役所など現地での調査を通じて課題解決能力を養います。
人間の安全保障フィールドワーク
国連機関、官公庁、NGO、平和資料館などの訪問、インタビューなどのフィー

まちづくり八王子
（地域連携）
地元・八王子という一つの「まち」のケーススタディを通して、
「まちづくり」

ルドワークを通して、活動の現場に直接触れることにより、平和への理解を

における政策課題を総合的・実践的に学んでいきます。八王子市役所の全面

深め、キャリア設計にもつなげていく体験型の授業です。

協力の下、学生が主体的にフィールドワークを展開します。

ワークショップ（参加型グループ学習）
国際社会・公共政策・ビジネスの最前線スタッフとともに、課題設定力、問題分析力、実践力を身につけます。
人間の安全保障ワークショップ
国連職員、外交官、NGO 職員など、国際舞台の最前線で活躍するスタッフ
を講師として招へい。理論と実務のつながりを学びます。
「平和」
「人権」
「環境」
「開発」をテーマに課題設定型の授業を進めます。

公共政策ワークショップ
国家公務員や地方公務員など、公共政策の最前線で活躍するスタッフを招
へい。子育て支援、高齢者・介護問題、地域振興、危機管理など、政策の現場か
らのレポートをもとに、学生参加型で演習を行います。

インタビュー

なにをすべきかが明確になった
井端 清一

4年生

法律学科

埼玉県／私立大宮開成高校

2年次に、社会人基礎力を磨く「Step Up College」に参加。ここでは論理的思考法など
を学びましたが、それをきっかけに「自分の目標を叶えるために、逆算して大学時代になに
をやるべきか」も考えるようになりました。私の将来の目標は、金融という分野で、貧困層
の教育環境と医療制度の改善に携わることです。今後は開発途上国でのインターンシップ
にも挑戦し、現地の“リアル”をこの目に焼きつけたいと考えています。
メ
スス
私のオ
ページ
ム
ー
ホ

Youtube 動画で
普段の学部の様子
が見られます！
海外の留学先にて
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