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法学部学びの特色 2018
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●履修モデルコースの導入

履修モデルコースを参考に履修科目を選択することで、将来の目標に合わせて、効率的に学習することができます。

選択する履修モデルコースによる単位修得の制限はありません。数多くの科目から興味のある科目を選択できます。

●正課授業・課外講座・学部行事の融合

カリキュラムに基づいて開講される正課授業に加え、外部機関と提携した課外講座を受講することもできます。さらに、

各種の学部行事を実施して、学生が活動できる場を広く提供しています。
講義だけでなく、学問を身近に感じられるような環境を整えました。

◎正課授業◎正課授業◎正課授業◎正課授業

・資格取得に必要な知識を習得する正課授業
法学検定（法学特論Ａ）、知的財産管理技能検定（法学特論Ｂ）、
毎日新聞社寄附講座によるニュース検定（特殊講義ⅠＢ）、 土地家屋調査士（特殊講義ⅡD）、
不動産鑑定士（特殊講義ⅢD）、簿記（キャリア特論_企業法学科のみ）
・その他、各学科に設けている特色のある授業
・広島の国連関連施設UNITARへのインターンシップ、プロスポーツ運営等を体験するスポーツインターンシップ

◎課外講座◎課外講座◎課外講座◎課外講座

・外部予備校との提携講座「法学検定試験対策講座」「ビジネス実務法務検定対策講座」、
２・３年次対象「公務員試験対策講座」、本学教員が実施する「知的財産検定対策講座」
・本学教員、公務員・民間企業内定者、外部予備校指導員による面接指導
・ロンドン大学（英語）、ミュンヘン大学（ドイツ語）での海外語学研修、トロムソ大学短期平和学研修

◎学部行事◎学部行事◎学部行事◎学部行事

・学部長杯争奪ゼミ対抗発表会
・学部長杯争奪法律討論会
・模擬裁判
・無料法律相談
・法学部表彰制度

学部行事学部行事学部行事学部行事

正課授業正課授業正課授業正課授業

課外講座課外講座課外講座課外講座
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法学の基礎・教養を学ぶ！法学の基礎・教養を学ぶ！法学の基礎・教養を学ぶ！法学の基礎・教養を学ぶ！
基盤（教養）教育科目や外国語科目（２カ国）、法学の基礎

科目を中心に基礎力を身につけ、自身のキャリア形成につい

て考える。

法学の基礎から専門分野へ段階的に学ぶ！法学の基礎から専門分野へ段階的に学ぶ！法学の基礎から専門分野へ段階的に学ぶ！法学の基礎から専門分野へ段階的に学ぶ！
1年次に修得した法学の基礎を発展させ、少人数の演習科目や

専門科目を通じて論理的思考力を養う。

法学の専門分野をより深く・広く探求する！法学の専門分野をより深く・広く探求する！法学の専門分野をより深く・広く探求する！法学の専門分野をより深く・広く探求する！
六法から幅を広げて、将来の目標や学びの関心にあわせて、

2年間ゼミナール（専門演習）に所属し、特定の分野をより
深く学習する。

１年次１年次１年次１年次

２年次２年次２年次２年次

4444年次年次年次年次

3333年次年次年次年次

法学部での法学部での法学部での法学部での4444年間の学び年間の学び年間の学び年間の学び ～～～～1111年次は基盤教育・専門基礎科目を中心に、２～４年次で法の専門科目を履修していきます～年次は基盤教育・専門基礎科目を中心に、２～４年次で法の専門科目を履修していきます～年次は基盤教育・専門基礎科目を中心に、２～４年次で法の専門科目を履修していきます～年次は基盤教育・専門基礎科目を中心に、２～４年次で法の専門科目を履修していきます～

法学部での4年間の学び



法学部の履修モデルコース
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法律学科
法曹や公務員等を見据え、法的視点で物
事を論理的に考える力を養成

社会生活の基本的なルールである法を将来の
目標に応じて学び、法的視点で物事を判断・
解決できる「リーガルマインド」を修得した
人材育成を行います。

企業法学科
グローバル化の時代に即戦力として活躍
できるビジネスマンを育成

実践力を身に付けられる幅広い科目を通じて
企業倫理や法律知識を学び、 「コンプライ
アンス」（法令遵守）経営に順応できる企業
人・国際人の育成を行います。

履修モデルコース履修モデルコース履修モデルコース履修モデルコース
●●●●法律専門職コース法律専門職コース法律専門職コース法律専門職コース

●●●●政治・政策コース政治・政策コース政治・政策コース政治・政策コース

●●●●公務員コース公務員コース公務員コース公務員コース

履修モデルコース履修モデルコース履修モデルコース履修モデルコース
●●●●ビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コース

●●●●グローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コース

●●●●スポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コース

法学部履修モデルコースの設置



法律学科 履修モデルコース
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■■■■法律学科法律学科法律学科法律学科
■■■■法律専門職コース法律専門職コース法律専門職コース法律専門職コース

法律専門職コースは、司法書士等の法律専門職や裁判所職員等の公務員、法曹になるために法

科大学院進学を目指す学生を対象とします。憲法・民法・刑法等の基本六法科目を中心に法律学
を体系的に学び、論理的な思考力を培うことによって、法律関連専門職のプロフェッショナルを
養成します。

■■■■政治・政策コース政治・政策コース政治・政策コース政治・政策コース

政治・政策コースは、議員秘書・衆議院事務局職員等の公務員や外資系企業・マスコミ等の

民間企業に就職する学生を対象とします。法律科目に加えて、政治学や行政学、地方自治論とい
った政治や行政に関する科目の履修を通じて、政策形成のあり方について学びます。

■■■■公務員コース公務員コース公務員コース公務員コース

公務員コースは、国家公務員・地方公務員・公安職員（警察官・消防官）等を目指す学生を

対象とします。公務員試験科目を法律の体系に沿って学習するだけでなく、公務員になってから
求められる能力の育成を図ります。公務員講座や官公庁インターンシップなども用意されている
ため、公務員試験に向けての心構えや姿勢なども身に付けられます。



法律専門職コース法律専門職コース法律専門職コース法律専門職コース
基本六法（憲法・民法・刑法・商法・民
事訴訟法・刑事訴訟法）を中心に学習し
法律のプロフェッショナルを育成します｡

【３・４年次】
民法Ⅳ／民事訴訟法／刑事訴訟法／医事
法／法学特論B
【２年次】
憲法Ⅱ／民法Ⅱ／民法Ⅲ／民法Ⅴ／刑法
Ⅱ／会社法Ⅰ／商法総則／商行為法／法
学特論（法学検定対策）
【１年次】
法学入門／法学基礎演習／憲法Ⅰ／民法
Ⅰ／刑法Ⅰ／法制史／法哲学

★特色★
• 法学検定試験対策科目「法学特論A」
• 法学検定試験のスタンダードにて
2014年度は合格者数全国第3位

政治・政策コース政治・政策コース政治・政策コース政治・政策コース
政治学やさまざまな政策に関する科目・行
政分野を履修することで、社会の仕組みを
法学の基礎と共に学びます。

【３・４年次】
租税法／経済法／労使関係法／労働市場法
／国際関係論／経済政策／刑事政策
【２年次】
憲法Ⅱ／行政法Ⅰ／政治学原論／行政学／
国際政治学／雇用関係法
【１年次】
法学入門／法学基礎演習／憲法Ⅰ／民法Ⅰ
／刑法Ⅰ／経済原論／政治学／特殊講義Ⅰ
（毎日新聞社による寄付講座）

★特色★
• 政治学・行政学・国際政治学など政治
・行政分野についても学ぶ

• 毎日新聞社寄附講座「特殊講義ⅠB」

公務員コース公務員コース公務員コース公務員コース
公務員試験に必要な科目を効果的に学ぶ
だけでなく、公務員講座やインターンシ
ップなども用意されています。

【３・４年次】
総合憲法Ａ／行政法Ⅱ／行政法Ⅲ／刑事
訴訟法／少年法
【２年次】
憲法Ⅱ／行政法Ⅰ／政治学原論／行政学
／地方自治論／雇用関係法／公共政策と
法／インターンシップ／特殊講義Ⅱ
【１年次】
法学入門／法学基礎演習／憲法Ⅰ／民法
Ⅰ／刑法Ⅰ／経済原論／公務員基礎法
／キャリアプランニング／ミクロ・マク
ロ経済学入門・応用

★特色★
• 公務員試験に関わる科目を設置「公
務員基礎法」「公共政策と法」

• 元警察官僚による「特殊講義Ⅱ」

・司法書士等の法律専門職・司法書士等の法律専門職・司法書士等の法律専門職・司法書士等の法律専門職

・裁判所職員等の公務員・裁判所職員等の公務員・裁判所職員等の公務員・裁判所職員等の公務員
・法科大学院進学・法科大学院進学・法科大学院進学・法科大学院進学 等々等々等々等々

・議員秘書・衆議院事務局職員等の・議員秘書・衆議院事務局職員等の・議員秘書・衆議院事務局職員等の・議員秘書・衆議院事務局職員等の

公務員公務員公務員公務員
・外資系企業・マスコミ等の民間企業・外資系企業・マスコミ等の民間企業・外資系企業・マスコミ等の民間企業・外資系企業・マスコミ等の民間企業

等々等々等々等々

・国家公務員・国家公務員・国家公務員・国家公務員

・地方公務員・地方公務員・地方公務員・地方公務員
・公安職員等・公安職員等・公安職員等・公安職員等 等々等々等々等々

第１部法律学科 （3つの履修モデルコース）

金融業界金融業界金融業界金融業界 住宅業界住宅業界住宅業界住宅業界 保険業界保険業界保険業界保険業界 ※※※※ここに出ここに出ここに出ここに出てててているものは一例です。いるものは一例です。いるものは一例です。いるものは一例です。将来の職業将来の職業将来の職業将来の職業

鉄道業界鉄道業界鉄道業界鉄道業界IT業界業界業界業界

※こちらの科目は一例です。カリキュラム上に記載されている科目であれば、コースに関わらず全ての科目履修が可能です。



法律専門職コース 第１部法律学科履修モデルコース

六法を中心に法学を総合的に学ぶ。
基礎から段階的に高度な法律までを学び身につける。

たくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろう????が学べます！が学べます！が学べます！が学べます！

�裁判員制度
�成人年齢の引き下げと少年法
�プライバシーの侵害と表現の自由
�消費生活と契約
�医療事故と損害賠償請求権
�死刑制度の賛否

�ドメスティック・バイオレンス 等

憲法は国のあり方を定め、人権を保障する法です。憲法
Ⅰでは人権保障について、憲法Ⅱでは統治機構について

学びます。最高法規の憲法は、他の法律科目を学ぶにあ

たっても、その原理・原則を十分に理解することが求め

られます。

授業科目授業科目授業科目授業科目PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP

法学の力がしっかりと身に付いているかの達成

度を測る「法学検定試験」。東洋大学法学部で
は「法学検定試験」の受験を推奨し、試験対策

講座を開講しています。

コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP

憲法Ⅰ・憲法Ⅱ 法学検定試験対策講座 外部予備校提携講座外部予備校提携講座外部予備校提携講座外部予備校提携講座



政治・政策コース 第１部法律学科履修モデルコース第１部法律学科履修モデルコース第１部法律学科履修モデルコース第１部法律学科履修モデルコース

社会を知る。この国で今なにが必要なのか考える。
法の基礎から政治や政策まで幅広く学び知識をつける。

たくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろう????が学べます！が学べます！が学べます！が学べます！

�1票の格差問題
�インターネットと選挙活動
�政治資金規正法と政治
�平和主義と自衛隊・在日米軍
�沖縄米軍基地問題と日米の関係
�原発問題と法的課題
�選挙権18歳引き下げとシルバー民主主義 等

「特殊講義」は実践教育の科目のための授業です。2016年から
、毎日新聞社と提携し、「法の秩序とジャーナリズムの現場」と
いうテーマで、著名な毎日新聞社論説委員や様々な経験を積んだ
記者を講師として、マスメディアの観点から「法とジャーナリズ
ムの仕組み」について学んでいきます。

「法とジャーナリズム」に合わせて、ニュース
検定試験の受検を推奨しています。物事を多角

的に見る目を養い、社会情勢に対処できる力を

身に付けます。

特殊講義ⅠB～毎日新聞寄附講座・法とジャーナリズム～ ニュース時事能力検定試験対策

授業科目授業科目授業科目授業科目PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP



法学部学びの特色 2018

法学部社会貢献プログラム法学部社会貢献プログラム法学部社会貢献プログラム法学部社会貢献プログラム ～～～～JTBJTBJTBJTB共同開発～共同開発～共同開発～共同開発～

「あなたの一票が日本を変える」の実施「あなたの一票が日本を変える」の実施「あなたの一票が日本を変える」の実施「あなたの一票が日本を変える」の実施

TOYO  UNIVERSITY  FACULTY  OF LAW

このブログラムは、このブログラムは、このブログラムは、このブログラムは、JTBJTBJTBJTBと東洋大学法学部の共同の取り組みです。と東洋大学法学部の共同の取り組みです。と東洋大学法学部の共同の取り組みです。と東洋大学法学部の共同の取り組みです。

中学生・高校生が大学生とのコミュニケーションを通じて、より具体的中学生・高校生が大学生とのコミュニケーションを通じて、より具体的中学生・高校生が大学生とのコミュニケーションを通じて、より具体的中学生・高校生が大学生とのコミュニケーションを通じて、より具体的

に社会参加をイメージしながら将来設計を考える機会を提供したいといに社会参加をイメージしながら将来設計を考える機会を提供したいといに社会参加をイメージしながら将来設計を考える機会を提供したいといに社会参加をイメージしながら将来設計を考える機会を提供したいとい

う両者の想いからスタートいたしました。う両者の想いからスタートいたしました。う両者の想いからスタートいたしました。う両者の想いからスタートいたしました。

18181818歳からの選挙権について「準備万端！」という方ばかりではない歳からの選挙権について「準備万端！」という方ばかりではない歳からの選挙権について「準備万端！」という方ばかりではない歳からの選挙権について「準備万端！」という方ばかりではない

でしょう。選挙の知識や投票方法についてはネットで調べる事も出来までしょう。選挙の知識や投票方法についてはネットで調べる事も出来までしょう。選挙の知識や投票方法についてはネットで調べる事も出来までしょう。選挙の知識や投票方法についてはネットで調べる事も出来ま

すが「選挙をする主権者としての心構えは？」と問われたらどうでしょすが「選挙をする主権者としての心構えは？」と問われたらどうでしょすが「選挙をする主権者としての心構えは？」と問われたらどうでしょすが「選挙をする主権者としての心構えは？」と問われたらどうでしょ

うか？うか？うか？うか？ この企画では、法学部教員監修の下、日々憲法･法学や政治学この企画では、法学部教員監修の下、日々憲法･法学や政治学この企画では、法学部教員監修の下、日々憲法･法学や政治学この企画では、法学部教員監修の下、日々憲法･法学や政治学

を学ぶ東洋大学法学部生が、皆さんと共に身近な問題について考え、皆を学ぶ東洋大学法学部生が、皆さんと共に身近な問題について考え、皆を学ぶ東洋大学法学部生が、皆さんと共に身近な問題について考え、皆を学ぶ東洋大学法学部生が、皆さんと共に身近な問題について考え、皆

さんに実際に投票を体験してもらいます。これによって選挙の知識を身さんに実際に投票を体験してもらいます。これによって選挙の知識を身さんに実際に投票を体験してもらいます。これによって選挙の知識を身さんに実際に投票を体験してもらいます。これによって選挙の知識を身

に付けてもらうのはもちろん、さらにこの体験が選挙に対してどう向きに付けてもらうのはもちろん、さらにこの体験が選挙に対してどう向きに付けてもらうのはもちろん、さらにこの体験が選挙に対してどう向きに付けてもらうのはもちろん、さらにこの体験が選挙に対してどう向き

合ったら良いかを考えるきっかけになればと思っています。合ったら良いかを考えるきっかけになればと思っています。合ったら良いかを考えるきっかけになればと思っています。合ったら良いかを考えるきっかけになればと思っています。

皆さんなりに社会の問題に対して色々な考えを持っているはずです。皆さんなりに社会の問題に対して色々な考えを持っているはずです。皆さんなりに社会の問題に対して色々な考えを持っているはずです。皆さんなりに社会の問題に対して色々な考えを持っているはずです。

しかし、自信がなかったり、気恥ずかしかったりして周りにそれを伝えしかし、自信がなかったり、気恥ずかしかったりして周りにそれを伝えしかし、自信がなかったり、気恥ずかしかったりして周りにそれを伝えしかし、自信がなかったり、気恥ずかしかったりして周りにそれを伝え

ない人も少なくないでしょう。この企画を通じて自分なりの考えを持つない人も少なくないでしょう。この企画を通じて自分なりの考えを持つない人も少なくないでしょう。この企画を通じて自分なりの考えを持つない人も少なくないでしょう。この企画を通じて自分なりの考えを持つ

こと、その考えを周りに伝え、共有することの面白さと大切さを味わっこと、その考えを周りに伝え、共有することの面白さと大切さを味わっこと、その考えを周りに伝え、共有することの面白さと大切さを味わっこと、その考えを周りに伝え、共有することの面白さと大切さを味わっ

てください。それこそが、国に関わり、自ら国を動かしていく主権者のてください。それこそが、国に関わり、自ら国を動かしていく主権者のてください。それこそが、国に関わり、自ら国を動かしていく主権者のてください。それこそが、国に関わり、自ら国を動かしていく主権者の

心構えの第一歩です。心構えの第一歩です。心構えの第一歩です。心構えの第一歩です。

本件プログラム本件プログラム本件プログラム本件プログラム
の問い合わせの問い合わせの問い合わせの問い合わせ

㈱ＪＴＢ㈱ＪＴＢ㈱ＪＴＢ㈱ＪＴＢ 教育第一事業部教育第一事業部教育第一事業部教育第一事業部 営業第一課営業第一課営業第一課営業第一課

担当：播木担当：播木担当：播木担当：播木（（（（ハリキハリキハリキハリキ））））、、、、及川及川及川及川（（（（オヨカワオヨカワオヨカワオヨカワ））））

０３ー５９０９－８０１２０３ー５９０９－８０１２０３ー５９０９－８０１２０３ー５９０９－８０１２（（（（平日９：３０～１７：３０平日９：３０～１７：３０平日９：３０～１７：３０平日９：３０～１７：３０））））※※※※土日祝祭日休業土日祝祭日休業土日祝祭日休業土日祝祭日休業

※※※※東洋大学でのお問い合わせ東洋大学でのお問い合わせ東洋大学でのお問い合わせ東洋大学でのお問い合わせ・・・・申込受付は行っておりません申込受付は行っておりません申込受付は行っておりません申込受付は行っておりません

※※※※正式依頼の場合正式依頼の場合正式依頼の場合正式依頼の場合、、、、貴校ご担当の貴校ご担当の貴校ご担当の貴校ご担当のJTB担当者とお打合せ下さい担当者とお打合せ下さい担当者とお打合せ下さい担当者とお打合せ下さい



朝日新聞掲載記事 毎日新聞掲載記事日本経済新聞掲載記事



公務員コース 第１部法律学科履修モデルコース第１部法律学科履修モデルコース第１部法律学科履修モデルコース第１部法律学科履修モデルコース

この国を動かし、より良い社会づくりを目指す。
そのための力をつける。

たくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろう????が学べます！が学べます！が学べます！が学べます！

�市民主体のまちづくりと自治体の役割
�ふるさと納税、どこに納める？
�日本と世界の警察の違い
�少子化問題と子育て支援
�行政サービスと市民の権利
�公務員の基本的人権
�公務員の守秘義務 等

東洋大学法学部では、公務員受験対策のための正課科目を各学年
で、段階的に学ぶシステムが組まれています。

警察志望者に向けて、元警察庁長官を講師とする科目を設定。

2・3年次に公務員試験対策の課外講座を開講

。正課授業と合わせて受講することで学内Wス
クールを実現。講座学習時間は年間を通じて

177コマ300時間に達します。

公務員基礎法、公共政策と法、総合憲法 公務員試験対策講座

特殊講義（警察官志望対策科目）

授業科目授業科目授業科目授業科目PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP



企業法学科 履修モデルコース

TOYO  UNIVERSITY  FACULTY  OF LAW

■■■■企業法学科企業法学科企業法学科企業法学科
■■■■ビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コース
資格格取得を就職に生かして自己実現を目指すコースです。民法、現代企業法（会社法）、商法、知的財

産権法、経済法など企業に関わる法律科目を中心に、簿記、会計学など企業経営に関わる科目も学習します
。知的財産管理技能検定やビジネス実務法務検定（それぞれの検定の受験対策講座も開設）のほか、公認会

計士、税理士、宅地建物取引士、FP検定、コンプライアンス検定等など資格の取得を目指します。

■■■■グローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コース
語学力を強みとして国際的な企業で活躍する人材を目指すコースです。英語で授業を行う国際法、国際政

治学、平和学などの科目に加え、国際労働法、国際私法、EU法や、国際機関を含むインターンシップ、ビジ

ネスイングリッシュなどの科目を履修できます。TOEIC（740以上）、TOEFL-iBT（80以上）、IELTS
（6以上）、英検（準1級以上）を目指し、国内外の民間企業、国際機関への就職や海外大学院進学を将来の

目標とします。

■■■■スポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コース
スポーツに関するリスクマネジメントや契約等、スポーツビジネスに関わる法を学び、スポーツ関連企業

や広告企業、公務員、NPO法人で活躍できる人材を育成するコースです。スポーツ法、トップスポーツ論、

スポーツビジネス論、契約法、スポーツマネジメント論、スポーツルール論、スポーツイベントリサーチ、
スポーツインターンシップなどの特色ある科目や、民法、著作権等の法律科目も学ぶことで、プロスポーツ

選手の管理に関わる業界、スポーツ関連企業への就職を目指します。また、スポーツイベント検定や日本体

育協会公認資格などの資格取得にも対応します。



グローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コースグローバルビジネス法コース
英語での授業に加え、ビジネスイングリッシュ
などの科目を履修することで語学力アップを目
指す。

【３・４年次】
Intellectual Property in the US／Business 
Communication／Practical Contract  
Drafting／国際経済論／国際関係論／国際労働
法／国際経済法／国際法Ⅱ／ＥＵ法／フランス
法／外国書購読／国際私法／SeminarⅤ～Ⅷ
【２年次】
Fundamental Concepts of International 
Politics／Fundamental Concepts of Peace 
Studies／International Law／資格英語演習Ⅰ
／商法総則／雇用関係法／現代企業法Ⅰ／社会
保障法／国際法Ⅰ／／英米法／国際社会とキャ
リア／組織内コーチング／SeminarⅢ・Ⅳ
【１年次】
法学入門／法学基礎演習／憲法／民法Ⅰ／キャ
リアプランニング／海外研修Ⅰ／短期海外研修
／Making of the  Modern  World／
Comprehension／Presentation／SeminarⅠ
・Ⅱ

★特色★
• 英語による科目 Business Communication

／International Law等
• 国際関係科目 国際労働法／国際法Ⅰ・Ⅱ等

スポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コーススポーツビジネス法コース
スポーツに関するリスクマネジメント、契約、
組織運営など、スポーツビジネスの観点から法
を学びます。

【３・４年次】
スポーツ法／スポーツルール論／スポーツマネ
ジメント論／税務会計／民事訴訟法／民法Ⅳ

【２年次】
スポーツビジネス論／スポーツインターンシッ
プ／スポーツイベントリサーチ／ヘルスプロモ
ーション論／雇用関係法／社会保障法／商法総
則／現代企業法Ⅰ

【１年次】
全学総合ⅡB（オリンピック・パラリンピック講
座）／憲法／トップスポーツ論／民法Ⅰ／スポ
ーツ文化論／法学入門／スポーツ哲学／法学基
礎演習／情報化社会と法／キャリアプランニン
グ

★特色★
• スポーツイベントの仕組みや企業との関わり

を学ぶ「スポーツイベントリサーチ」
• スポーツの組織運営について学ぶ「スポーツ

マネジメント論」
• オリンピック・パラリンピックについて学ぶ

「全学総合ⅡB」

ビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コースビジネスキャリア法コース
企業に関わる法制度を中心に学び、簿記、会計学
などの経営力を養う。

【３・４年次】
倒産法／保険法／経済法／消費者法／金融担保法
労使関係法・労働市場法 環境法 金融商品取引法
税務会計／財務諸表論／現代企業論
コンプライアンス論／コーポレートガバナンス／
／音楽著作権ビジネス／法学特論B／特殊講義Ⅲ
【２年次】
現代企業法Ⅰ／商法総則／商行為法／雇用関係法
社会保障法／キャリア特論（簿記検定対策）
ビジネス情報処理入門／キャリアデザイン
知的財産法
【１年次】
憲法／民法Ⅰ／経営学総論／簿記／法学基礎演習
キャリアデベロップメント論／法学入門／会計学
キャリアプランニング／社会人基礎力入門講義

★特色★
• キャリア科目「国際社会とキャリア」、簿記対

策「キャリア特論」「音楽著作権ビジネス」
• 不動産鑑定士・土地家屋調査士の寄附講座「特

殊講義」
• 知的財産管理技能検定試験対策「法学特論」

企業法学科企業法学科企業法学科企業法学科（（（（3333つの履修モデルコース）つの履修モデルコース）つの履修モデルコース）つの履修モデルコース）

・知的財産管理技能検定・ビジネス・知的財産管理技能検定・ビジネス・知的財産管理技能検定・ビジネス・知的財産管理技能検定・ビジネス

実務法務検定、公認会計士、税理実務法務検定、公認会計士、税理実務法務検定、公認会計士、税理実務法務検定、公認会計士、税理
士等の資格を生かした民間企業士等の資格を生かした民間企業士等の資格を生かした民間企業士等の資格を生かした民間企業

等々等々等々等々

・英語を公用語とする国内外の民間・英語を公用語とする国内外の民間・英語を公用語とする国内外の民間・英語を公用語とする国内外の民間
企業企業企業企業
・国際機関への就職・国際機関への就職・国際機関への就職・国際機関への就職

・海外大学院進学・海外大学院進学・海外大学院進学・海外大学院進学 等々等々等々等々

・プロスポーツ選手のマネジメント・プロスポーツ選手のマネジメント・プロスポーツ選手のマネジメント・プロスポーツ選手のマネジメント

・スポーツイベントの企画・運営・スポーツイベントの企画・運営・スポーツイベントの企画・運営・スポーツイベントの企画・運営
・広告・広報関連の企業・広告・広報関連の企業・広告・広報関連の企業・広告・広報関連の企業

・その他、スポーツ関連の就職・その他、スポーツ関連の就職・その他、スポーツ関連の就職・その他、スポーツ関連の就職 等々等々等々等々

金融業界金融業界金融業界金融業界 住宅業界住宅業界住宅業界住宅業界 保険業界保険業界保険業界保険業界 ※※※※ここに出ここに出ここに出ここに出てててているものは一例です。いるものは一例です。いるものは一例です。いるものは一例です。

鉄道業界鉄道業界鉄道業界鉄道業界IT業界業界業界業界

公務員公務員公務員公務員

※こちらの科目は一例です。カリキュラム上に記載されている科目であれば、コースに関わらず全ての科目履修が可能です。

将来の職業将来の職業将来の職業将来の職業将来の職業将来の職業将来の職業将来の職業



ビジネスキャリア法コース 企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース

コンプライアンス、環境問題、著作権・・・等、
法の知識を武器に活躍できるビジネスマンを育成する。

たくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろう????が学べます！が学べます！が学べます！が学べます！

�インサイダー取引
�著作権、知的財産権
�独占禁止法の課徴金制度
�労働契約
�企業倒産
�環境問題と法
�キャリアプランを考える 等

音楽著作権ビジネスの基礎的な知識をじっくりと理解しながら、
実際のビジネスが現場でどのように行われているのかを楽しく学
びます。担当教員の長年にわたる実務経験をベースにした講義に
より、受講生は生きた学問として著作権法をはじめとする知的財
産法の知識を身につけることができます。

法務部門に限らず営業、販売、総務、人事などあらゆる職種

で必要とされる法律知識を習得できるため推奨しています。

発明、実用新案、意匠、商標、企業秘密、メディアコンテン
ツ等の知的財産を適切に管理・活用することができる能力を
習得できるため推奨しています。

音楽著作権ビジネス音楽著作権ビジネス音楽著作権ビジネス音楽著作権ビジネス ビジネス実務法務検定試験対策講座ビジネス実務法務検定試験対策講座ビジネス実務法務検定試験対策講座ビジネス実務法務検定試験対策講座

知的財産管理技術技能検定知的財産管理技術技能検定知的財産管理技術技能検定知的財産管理技術技能検定

授業科目授業科目授業科目授業科目PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP



グローバルビジネス法コース 企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース

外国と日本の法律を比較。国際的な法律の知識習得。
充実した外国語教育で、グローバル人材を育成。

たくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろう????が学べます！が学べます！が学べます！が学べます！

� ビジネスイングリッシュ
� Ｍ＆Ａ（企業買収）と日本
� 外国籍企業と税金
� 世界情勢と日本外交
� 国際取引とインターネット
� 外国人タレントとショービジネス
� 海外市場とｽﾄｯｸｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ（証券取引）
� 宇宙利用の現状と課題 等

ネイティブ教員が英語で授業を実施。アメリカ海軍の方をゲスト
スピーカーとして招き、「TOMODACHI」作戦がどう実施され
たかを聞く機会もありました。また、授業に合わせて、ノルウェ
ーのトロムソ大学と協定を結び2月に英語で開講するトロムソ平
和学研修を実施しています。

法学部独自の企画として、８月にロンドン大学で、また２月にはミ

ュンヘン大学で語学研修を実施、ノルウェーのトロムソ大学での短

期平和学研修も行っています。

広島にある国連関連施設のUNITARでのインターンシップ。施設

での公用語は英語。国際力を身につけます。

ＦｕｎｄａｍｅｎｔａｌＦｕｎｄａｍｅｎｔａｌＦｕｎｄａｍｅｎｔａｌＦｕｎｄａｍｅｎｔａｌ ＣｏｎｃｅｐｔｓＣｏｎｃｅｐｔｓＣｏｎｃｅｐｔｓＣｏｎｃｅｐｔｓ ｏｆｏｆｏｆｏｆ ＰｅａｃｅＰｅａｃｅＰｅａｃｅＰｅａｃｅ ＳｔｕｄｉｅｓＳｔｕｄｉｅｓＳｔｕｄｉｅｓＳｔｕｄｉｅｓ

国際平和学

ＵＮＩＴＡＲ（国連施設 広島）でのインターンシップ

イギリス・ドイツ語学研修、短期平和学研修

授業科目授業科目授業科目授業科目PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP



スポーツビジネス法コース 企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース企業法学科履修モデルコース

スポーツを取り巻く法的問題、リスクマネジメント、
契約問題…、スポーツを切り口に法を学ぶ。

たくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろうたくさんのなぜだろう????が学べます！が学べます！が学べます！が学べます！

�スポーツ界におけるリスクマネジメント
�アスリートとスポンサーの契約
�肖像権とパブリシティー権～プライバシーとアスリートの権利
�オリンピックと放映権・商標権
�イギリスとアメリカと日本のスポーツ法の違い
�アスリートの税務会計
�スポーツ競技大会の運営
�地方自治体におけるスポーツ振興 等

スポーツが産業化されると、そこには様々な権利やお金の問題が
絡んできます。このような問題を予防し、さらには解決するため
には法的な知識は欠かせません。スポーツビジネス法コースでは
日本のスポーツ界の産業化に求められる、スポーツに関する法的
な知識を、実際の例を中心に勉強していきます。

スポーツビジネス法コースでは、スポーツ産業の運営や
実態を実践的に学ぶ方法として、スポーツインターンシ
ップを実施しています。プロスポーツの関連企業や競技
団体の大会運営を、講義と夏休み期間に実施するインタ
ーンで体験し、スポーツと法の関わりを広く深く探求し
ています。

スポーツビジネス法 スポーツインターンシップ

平井伯昌 法学部教授

（水泳部監督）

土江寛裕 法学部教授

（陸上競技部短距離コーチ）

授業科目授業科目授業科目授業科目PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事コース関連講座及び行事PICKUPPICKUPPICKUPPICKUP



法学部学びの特色 2018

1.1.1.1.法学部の哲学教育法学部の哲学教育法学部の哲学教育法学部の哲学教育
東洋大学の教育理念「自分の哲学をもつ」「本質に迫って深く考える」「主体的に社会の課題に取り組む」は
、東洋大学の前身、哲学館を創設した井上円了博士の建学の精神「諸学の基礎は哲学にあり」「独立自活」「知
徳兼全」に基づいています。物事の本質を見極めていくこと、それが哲学です。表面上はさまざまな姿・形に分
かれているように見えても、その根底を探ると意外にもひとつの変わらない真理がそこには存在します。
それを見極め、改めて現実の問題を考えようとする姿勢こそが、多様な価値観の混在するグローバル社会におい
ても、正しく物事を判断する力となります。
法学部では、 １年次必修科目「井上円了と建学の精神」で、学祖井上円了の思想と建学の精神を学びます。
また、授業の一環として、井上円了が「哲学をテーマにした精神修養」の場として創設した東京・中野区の哲学
堂公園を見学し、井上円了の哲学に直接ふれる機会も設けています。

２２２２....法学部の国際化教育法学部の国際化教育法学部の国際化教育法学部の国際化教育
東洋大学法学部１年次の語学の必修科目は、英語です。英語以外にも第2外国語として、ドイツ語・フランス
語・中国語の中から１科目を選択して受講します。英語の受講にあたっては、大学入学時に受験する試験の結果
をもとに、習熟度別にクラス編成がされます。習熟度が高いクラスでは、卒業するまでに難なく英語で日常会話
ができるレベルを目指します。また、それ以外のクラスでは、３年次の就職活動時に支障のないレベルまで到達
できるよう目標設定がされています。これが東洋大学法学部の「英語習熟度別語学教育」です。英語が苦手な学
生も安心して授業に参加できます。
法学部は、海外語学研修プログラムとして、ロンドン大学が実施する「夏季英語音声学セミナー」に参加して
います。このセミナーは、英語の発音・聴き取り技術の向上に主眼を置いた2週間集中プログラムで、英語音声
の理論と実践を学ぶことができます。
法学部では英語圏であるロンドン大学に加え、ドイツ語圏・ミュンヘン大学と異文化コミュニケーション協会
が共同で設置する、語学セミナーへ参加し、平日の午前中はドイツ語の授業、午後にはミュンヘン大学現役学生
（チューター）とのサッカー観戦、文化・芸術施設見学、オペラ鑑賞といったさまざまな文化交流プログラムが
あります。引率教員とともに、ドイツ法に関連する裁判所や関連施設を訪問することで、学生の国際感覚を磨く
ことが可能です。さらに、「平和学」をテーマに英語で研修を行う、「法学部短期平和学研修」もノルウェーの
トロムソ大学で実施しています。

TOYO  UNIVERSITY  FACULTY  OF LAW



法学部学びの特色 2018

３３３３....キャリア（就職）支援キャリア（就職）支援キャリア（就職）支援キャリア（就職）支援
東洋大学法学部では、学生のよりよいキャリア形成をめざし、正課授業で就職対策科目を設置しています。
また、就職・キャリア支援部と連携しながら、法学部独自の就職支援バックアップ行事を開催しています。

法学部では、学部独自のキャリア

関連科目開講・就職支援行事実施の

ほか、公務員試験・法学検定試験対

策等の課外講座を開講し、多面的な
就職支援を行っています。

さらに、全学の基盤教育科目とし

て開講するキャリア科目や、就職・

キャリア支援部が実施する就職支援

行事などで就活生のバックアップを
行っています。

各種公務員試験（国家一般職・地方上級等）に合格することは容易なことではありません。特に公務員試験対策は、大学に通いながら学外の予
備校にも通うといったＷスクールが一般化しています。
そこで東洋大学法学部では、公務員試験のための勉強環境を整えるために予備校と提携した対策講座を設けています。予備校は一般的に金銭的
負担が非常に大きいため、その負担を大きく軽減するために、法学部が受講料を補助し、受講生は低額な料金で講座を受講できます。
現在受講している学生数は、約170名。受講生の真剣な眼差しは、将来の目標達成に向けられています。この講座は、２年間で約３７０時間の
講義と欠席時のWebによる学習サポート、大学の費用負担による模擬試験受験、模擬面接などの面接指導など、公務員試験に必要な要素を盛り込
んだ充実した内容です。
「公務員試験対策講座」は、2年次以降に用意されています。１年次には成果科目で基礎力を身に付けることに集中し、２年次にこの講座で知識
をインプットした上で、３年次に演習問題を解くアウトプットに注力して公務員試験に合格する力を身に付けます。

※本講座は、開講時限が６・７限のため、イブニングコースの学生は正課授業に支障がない限りでのみ受講可能です。

公務員試験対策講座

TOYO  UNIVERSITY  FACULTY  OF LAW

法学部では学年毎に、将来の目標設定に合わせた
キャリア専門科目を正課科目として実施していま
す。
【【【【法学部独自法学部独自法学部独自法学部独自 キャリア関連科目キャリア関連科目キャリア関連科目キャリア関連科目】】】】

１年次 キャリアプランニング／公務員基礎法
２年次 公共政策と法（公務員試験対策）

ビジネス情報処理入門（1部法律学科）
３年次 総合憲法（公務員試験対策）
２・３年次:インターンシップ／キャリアデザイン

法学部の教員・卒業生・内定を獲得した４年生が、
これから就職活動を迎える在校生をサポートする就
職支援行事を実施しています。
【【【【法学部独自法学部独自法学部独自法学部独自 就職支援行事就職支援行事就職支援行事就職支援行事】】】】

１年次 実務家（卒業生）による講演会
３年次 就活始動セミナー

教員による進路希望面談
教員による面接対策個別指導
卒業生・内定者によるアドバイス



法学部学びの特色 2018

法学検定試験対策

大学を卒業したからといって簡単に就職できる時代ではありません。「とりあえず内定を出しておこう」
といった企業はなく、確実に「戦力になる学生」が求められています。では、企業に必要とされる法学部生
とはどのような人たちなのでしょうか。それは「論理的思考力のある人」です。「何が問題で、解決には何
が必要か」を順序立てて考える力は、企業を動かしていく上で必須の力です。このような能力を客観的に示
すのに有効なものに、「法学検定」や「ビジネス実務法務検定」があります。
「法学検定」は、法学の知識が身についているかを客観的にはかるのに最適です。法学部では3・4年次に
所属する専門演習（ゼミ）の選抜判断に、法学検定の合否を指標の一つとしています。また、就職活動や公
務員試験などでも威力を発揮します。
「ビジネス実務法務検定」は、法律知識だけでなく、営業・販売・総務・人事といった企業活動の主要分
野をカバーしているため、業種を問わず民間企業で必要とされる法律知識の修得を客観的に証明することが
できる試験です。合格によって就職活動はもちろん、実際に仕事を始めてから、仕事の質を高めることにも
繋がります。
東洋大学法学部では、これら社会的に高い評価を受けている検定を重視し、大原学園と提携し大原学園水
道橋校で開講している「法学検定対策講座」「ビジネス実務法務検定講座」を特別価格で受講できるように
しています。

法学部インターンシップ

第１部法律学科・企業法学科の２・３年生を対象に、「インターンシップ」科目を開講しています。この科目は、「インターンシッ
プ（就業体験を伴う実習）を通して法学知識を活用することにより、リーガルマインドを実践的に育成する」ことを目的としています。
まず、実際に実習に行く前にインターンシップを行う上で必要な職業知識やマナーなどの習得を目的とした講義（実習前講義）を受
けます。実習先は、学生自身が決定する場合と、学部が用意する場合があり、後者では選抜を行います。実習先として、民間企業の他
にも、地方公共団体や法律事務所、福祉団体などが予定されています。最近は就職活動の一環としてインターンシップを実施する企業
もありますので、実に有益です。
さらに、2013年度より国際インターンシップとして国連訓練調査研究所（UNITAR）で英語力を活かした実習にも派遣しています。
また、2017年度から、企業法学科スポーツビジネス法コース向けに、プロスポーツ運営やスポーツ競技大会の運営で就業体験をす
る「スポーツインターンシップ」も開講しています。

TOYO  UNIVERSITY  FACULTY  OF LAW

ビジネス実務法務検定試験対策



法学部で推奨している資格・検定の案内
法 律 学 科 企 業 法 学 科

ニュース時事能⼒検定試験
物事を多角的に⾒る⼒、社会情勢に対処できる⼒を⾝につけることができます。

［授業］1年秋（毎⽇新聞社寄附講座)
「特殊講義ⅠＢ１」（2016〜⼊学⽣)／「特殊講義ⅠＣ４」（〜2015入学生)

［試験日］上記授業内で実施します。

不動産鑑定⼠
［ 授 業 ］3年秋
（⽇本不動産研究所寄附講座)

「特殊講義ⅢＤ」（2016〜⼊学⽣)

「特殊講義ⅡＤ」（〜2015入学生)

※授業名・開講学期、講座開講期間、試験日は2018年度のものです。2019年度以降は変更となる場合があります。講座受講料は2018年度の予定額です。

2018年4月 法学部教務課

土地家屋調査士
［授業］2年秋
（東京土地家屋調査士会寄附講座)

「特殊講義ⅡＤ２」（2016〜⼊学⽣)

「特殊講義ⅠＤ２」（〜2015入学生)

〜ガイダンスのお知らせ〜
法律学科1年⽣対象 「資格の大原ガイダンス」 4/4 14:20〜 1B11教室(他のガイダンスに含む)、「資格の大原個別相談会」 4/4 17:40〜 1B12教室
企業法学科1年⽣対象 「資格の大原ガイダンス」 4/4 17:40〜 1B11教室(他のガイダンスに含む)、「資格の大原個別相談会」 4/4 17:40〜 1B12教室
2・3年⽣対象 「東京アカデミー特別講座ガイダンス(公務員講座)」 4/4 9:30〜 1101教室
2･3年⽣対象 「資格の大原ガイダンス(法学検定)」 4/12 12:20〜1102教室、「資格の大原ガイダンス(ビジネス実務法務検定)」 4/13 12:20〜1102教室

ビジネス実務法務検定

法学検定
法学の知識が⾝についているかを客観的にはかるのに最適な検定。

3年次ゼミの選抜の際に指標となることもあります。
学年(習熟度)によって、次のコースに分かれています。

ベーシック(基礎)…1〜2年⽣向け ［授業(ベーシック対策)］2年春「法学特論Ａ」(2016〜⼊学⽣)／「特殊講義ⅠA」(〜2015入学生)

スタンダード(中級)…2〜3年⽣向け ［講座(スタンダード対策)］資格の大原「法学検定試験直前対策講座」
アドバンスト(上級)…3年⽣以上向け ［試験日］12/2

法務部門に限らず、営業・販売・総務・⼈事などあらゆる職種で必要とされる法律知識を習得することができます。

3級…ビジネス⼈として最低限知っているべき法律実務基礎知識レベル
2級…法律実務知識レベルとしての上位レベル
［講座］資格の大原「公務員・企業基礎教養」講座
3級対策(4/25〜6/30・全13回・7月受験向け・約10,000円)
2級対策(7/7〜12/8・全21回・12月受験向け・約20,000円)

［試験日］7/2・12/10(3級・2級とも)

公務員試験 公務員試験に合格することは容易ではなく、⼤学に通いながら学外の予備校にも通うケースも少なくありません。

東洋⼤学法学部では予備校と提携し、学内で、低額な料⾦で受講することができる課外講座を開設しています。

［授業］1年秋「公務員基礎法」、2年春「公共政策と法」、
2年春「特殊講義ⅡＥ/ⅡＦ」(2016〜⼊学⽣)／「特殊講義ⅠＥ/ⅠＦ」(〜2015入学生)(元・警察官による実践授業) 3年⽣「総合憲法Ａ／Ｂ」

［講座］東京アカデミー「2年⽣公務員講座」(4/25〜3/12・全78回・約25,000円)、「3年⽣公務員講座」(4/3〜3/15・全184回・約50,000円)

知的財産管理技能検定 発明・実⽤新案・意匠・商標・企業秘密等の知的財産を適切に管理・活⽤する⽅法を習得することができます。

［授業(3級対策)］3年春「法学特論Ｂ」(2016〜⼊学⽣)／「特殊講義ⅡＣ３」(〜2015入学生)

［講座(2級対策)］法学部知的財産管理技能検定 ［試験日］7/8・11/11・3/10
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４４４４....法学部の学生行事法学部の学生行事法学部の学生行事法学部の学生行事

ゼミ活動

演習（ゼミナール・ゼミ）とは、学生が主体となり、特定のテーマについて、発表や討論をする少人数の授業です。具体的な事例についてのプ
レゼンテーション・発表のほか、ゼミによっては模擬裁判等を行うものもあります。法学部は少人数での教育も柱の一つとし、その一環としてゼ
ミでの教育にも力を入れています。ゼミ活動の活性化のため法学部では以下の取り組みを行っております。

●法学部長杯争奪ゼミ対抗発表会●法学部長杯争奪ゼミ対抗発表会●法学部長杯争奪ゼミ対抗発表会●法学部長杯争奪ゼミ対抗発表会

この発表会は法学部のゼミが、日頃のゼミ発表の様子を下級生にもわかりやすく披露し、それぞれのプレゼンテーションを競い合うイベントで
す。
●ゼミ選抜●ゼミ選抜●ゼミ選抜●ゼミ選抜

法学部のゼミは、第1部は３年生から、第2部は2年生から受講することができます。希望のゼミを受講するためには、選抜試験を受けて合格
しなければなりません。ゼミ選抜前には、ゼミ選択の参考となるよう、ゼミガイダンスを行い、現役ゼミ生が各ゼミの説明を行うとともに、ゼミ
生・教員のゼミ紹介をまとめた「ゼミ紹介」冊子を作成しています。

模擬裁判

東洋大学法学部は、白山祭（大学祭）で模擬裁判を開廷しています。法学部専任教員の監修のもと、シナリオづくりから上演に至るまで、学
生が主体となって行います。裁判官・検察官・弁護人・被告人・裁判員といった裁判の登場人物も、学生が演じます。「裁判」と聞くと難しい
イメージを抱くかもしれませんが、模擬裁判では、誰でも知っている身近で時事的な事件を題材にします。当日配布されるパンフレットには、
事件のあらすじを漫画で掲載したもののほか、刑事手続に関する解説を載せていますので、法律に馴染みのない方や初めて見る方にも理解しや
すい工夫をしています。国民が裁判に参加する裁判員制度の導入により、皆さんが裁判員として、被告人の有罪・無罪の判断や有罪の場合の刑
の量を決めるといった、実際の裁判に関与する可能性が出てきています。そのため、裁判員裁判の模擬裁判を上演しています。
法律を学習する場は講義やゼミだけではありません。より実践的に学ぶことも求められます。模擬裁判に参加する学生は、手続の流れに沿っ

て法律を理解し、また、傍聴する学生にとっても刑事裁判を視覚的にイメージする好機となります。裁判官・検察官・弁護人・被告人等の細か
な動作に注意を払い、登場人物の発言や行動の意味、取り上げられた事件の背景を考えることで、法的問題への立体的な理解にもきっと役に立
つことでしょう。
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法律討論会

無料法律相談部

東洋大学法学部では、学部生全員を対象とした「法学部長杯争奪法律討論会」を毎年１０月に開催しています。この「法律討論会」は、憲法・
民法・刑法の分野から毎年順番に出題されるテーマに沿って、参加学生が意見を述べ合います。討論の様子を法学部の専任教員が審査し、【立論
の部】【質問の部】でそれぞれ上位３位までに入賞した学生を表彰します。学生たちにとっては、日頃の学習成果を試す場であり、毎年白熱した
法律討論が繰り広げられます。
法律討論会の開催日当日は、授業の振替措置が取られ、法学部生は皆、この討論会に参加することができます。実践的な討論会を経験すること
で、学生たちの学びはさらに深まります。

法律相談部は、東洋大学法学部の直轄サークルです。
大学で学んだ法律の知識を活かし、法律を用いた社会貢献を行うことをその
目的・使命としています。

●法律相談●法律相談●法律相談●法律相談

法律相談部では、埼玉県朝霞市で、市民の方々を対象とした無料法律相談会を
定期的に開催しています。法律相談は、法学部専任教員の指導のもと、民法の分
野（例えば遺産相続や土地に関する法的問題 等）に限定して実施しています。
相談内容における法的論点が何かを的確に指摘できるよう、学生たちは学習会

などを行い、日々トレーニングを重ねています。

●関東学生法律相談部連合会での活動●関東学生法律相談部連合会での活動●関東学生法律相談部連合会での活動●関東学生法律相談部連合会での活動
法律相談部は、関東学生法律相談部連合会に加盟しており、年２回の定例会議の場で

各大学の活動報告や合同学習会・模擬相談会などを実施しています。
※加盟団体
・東洋大学法律相談部 ・法政大学法律相談部
・明治大学法学会法律相談部 ・立教大学学生法律相談室
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法学部長杯争奪新入生球技大会

法学部表彰制度

東洋大学法学部では、１年次に少人数の演習授業である「法学基礎演習」（ゼミ）を開講しています。
1部法律学科と企業法学科の学生は全員、クラス分けされてゼミに登録されます。入学直後に、板橋区清水町にある東洋大学総合スポーツセン
ターにおいて、ゼミ単位で対抗して「法学部長杯争奪 新入生バレーボール大会」を開催します。多くの友達をつくり、そのなかで切磋琢磨してい
くことも、大学生活４年間を充実したものにする一つの良い手段です。このようなゼミ単位での活動や日々のゼミでの学びが、１年次の友達づくり
に繋がります。「大学の友は一生の友」と言われることがありますが、この行事を通じて同じゼミの仲間と親睦を深め、充実した大学生活のなかで、
自分を一回りも二回りも成長してほしいと考えています。大会で優勝を勝ち取るための鍵は「チームワーク」です。ゼミの仲間と力を合わせ優勝を

目指しましょう。

東洋大学法学部では、学部独自の表彰制度を設けています。表彰基準を満たした1～3年生には4月のガイダンス行事において、4年生には3月の
卒業証書授与の場で表彰を行っています。
TOEICやドイツ語検定等の各種語学検定、司法書士、行政書士、知的財産管理技能検定、法学検定アドバンストコース、ビジネス実務法務検定、

ファイナンシャル・プランナー技能検定等、多くの表彰者がでています。

保証人（ご父母）の対応

法学部は、学生生活環境をより整備するために、様々な取り組みを行っています。まず、大学での友達づくりのための行事を新入生期間中に実
施。また、精神衛生プログラムとして、1年次にUPI（University Personality Inventory）テストを行い、学生生活上の問題点を調査します。
この他に保証人に、年2回成績表を郵送し、単位僅少者については個別面談等を実施します。ＵＰＩ調査結果、成績単位僅少の問題点を併せ面接
し、問題点を検証することで、保証人と大学側で情報を共有することができます。これにより学生生活を送る上で困難が発生した場合、双方で解
決策を検討することが可能となります。
法学部は独自でメールマガジン（14メール＝トーヨーメール）を配信しており、数多くの保証人にご登録いだたいています。メールアドレスを

ご登録いただくと、毎月14日に、無料で、学部開催行事や講座、必要な手続などの「法学部の今」をお知らせしています。この14メールを通じ
て、緊急災害時等にも大学の状況をお知らせしています。
東洋大学には学生相談室が設置され、そこにはカウンセラーが常駐しています。悩みを抱える学生の相談を解消する場として、学生だけではな
く保証人のみなさまからの相談も受け付けております。さらに、24時間年中無休で健康やメンタル面のことを電話相談できる「学生ほっとライン
健康・メンタルサポート24」を開設しています。
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法学部の就職法学部の就職法学部の就職法学部の就職 2018.32018.32018.32018.3月卒業生進路先月卒業生進路先月卒業生進路先月卒業生進路先 主な就職先

TOYO  UNIVERSITY  FACULTY  OF LAW

• 第一生命保険、ソニー生命保険、日本生命保険、明治安
田生命保険、朝日生命保険、みずほフィナンシャルグ

ループ、ＳＭＢＣ日興証券

• ゆうちょ銀行（日本郵政グループ）、千葉銀行、足利銀
行、武蔵野銀行、京葉銀行、七十七銀行、筑波銀行、常
陽銀行、みずほ証券、大和証券

• 東日本旅客鉄道（JR東日本）、東京地下鉄（東京メト

ロ）、北海道旅客鉄道（JR北海道）、ＪＲ東日本リ
テールネット、三越伊勢丹、ＬＩＸＩＬ、イオンモール、
ソフトバンク、ＮＴＴデータ、ＮＥＣネクサソリュー

ションズ、大塚商会、明治安田システム・テクノロジー、
伊藤園、キヤノンシステムアンドサポート、フランス

ベッド、住友林業、住友不動産販売、テレビ朝日サービ
ス、ＴＢＳテックス、エイチ・アイ・エス、ＡＮＡエア
ポートサービス

• 社会保険労務士法人西村社会保険労務士事務所、みなと
みらい特許事務所、法律事務所、債権回収管理総合事務
所、全国労働者共済生活協連（全労済）

• 県庁（埼玉、栃木、長野、福島）
• 市区町村役場（板橋区、葛飾区、荒川区、北区、

江戸川区、大田区、文京区、横浜市、行田市、
我孫子市、船橋市、入間市、柏崎市、静岡市、
気仙沼市、常陸大宮市）

• 東京国税局、関東信越国税局

• 金融庁

• 警視庁
• 各都道府県警察（青森県、茨城県、埼玉県、神
奈川県、静岡県）

• 各市町村消防（横浜市）

他


