
School of Law, Waseda University
Support Guide

“早稲法”の魅力丸わかり! 学部公式サポートGUIDE

Show Me
Human Justice.

School of Law,
Waseda University

Thank you for reading!

早稲田大学　法学部サポートブック A4/16P　表紙／裏表紙



みなさん、こんにちは。

『Support Guide』をご覧頂き、有り難うございます。

どこの大学に進み、いかなる学問を修めるか ─

これは、人生においてもっとも重大な選択を迫られる

機会の1つといえます。

法学部って何を学ぶところなのか、

法曹三者（「裁判官」「検察官」「弁護士」）や公務員などに興味がなくても

進学する意味はあるのか、さらには─

法学部の中でも、「早稲田大学法学部」を選ぶメリットは何なのか。

こういったことを、在学生、卒業生および教職員が

一丸となってお伝えするのが『Support Guide』です。

「早稲田大学法学部」の魅力やエッセンスを凝縮して詰め込みました。

より詳細な情報が掲載されている、

別冊の『法学部ガイド』とあわせてご利用頂ければと思います。

『Support Guide』をご覧になって、「早稲田大学法学部」を

みなさんの母校とするべく選んで頂ければ嬉しく思います。

その選択が誤りではなかったと思ってもらえるよう、

私たちもみなさんの大学生活を全力でお手伝いします。

春の教室で、

みなさんにお会いできるのを楽しみにしております。

早稲田大学法学部
広報委員会

早稲田大学法学部
─ここだけに、できること。

本Suppor t Gu ideは、2021年7月時点での情報に基づいて作成しており、最新の情報は、該当の本学ホームページや入試要項で確認してください。

Contents

P03 法を極める

P06 法学部公認サークルからみなさんへ

P07 先端科学技術と法コース

P08 教養を極める

P09 教員からみなさんへ

P13 大学生活のサポート

P14 法学部事務所からみなさんへ

02School of Law, Waseda University01 School of Law, Waseda University

早稲田大学　法学部サポートブック A4/16P　ごあいさつ



みなさん、こんにちは。

『Support Guide』をご覧頂き、有り難うございます。

どこの大学に進み、いかなる学問を修めるか ─

これは、人生においてもっとも重大な選択を迫られる

機会の1つといえます。

法学部って何を学ぶところなのか、

法曹三者（「裁判官」「検察官」「弁護士」）や公務員などに興味がなくても

進学する意味はあるのか、さらには─

法学部の中でも、「早稲田大学法学部」を選ぶメリットは何なのか。

こういったことを、在学生、卒業生および教職員が

一丸となってお伝えするのが『Support Guide』です。

「早稲田大学法学部」の魅力やエッセンスを凝縮して詰め込みました。

より詳細な情報が掲載されている、

別冊の『法学部ガイド』とあわせてご利用頂ければと思います。

『Support Guide』をご覧になって、「早稲田大学法学部」を

みなさんの母校とするべく選んで頂ければ嬉しく思います。

その選択が誤りではなかったと思ってもらえるよう、

私たちもみなさんの大学生活を全力でお手伝いします。

春の教室で、

みなさんにお会いできるのを楽しみにしております。

早稲田大学法学部
広報委員会

早稲田大学法学部
─ここだけに、できること。

本Suppor t Gu ideは、2021年7月時点での情報に基づいて作成しており、最新の情報は、該当の本学ホームページや入試要項で確認してください。

Contents

P03 法を極める

P06 法学部公認サークルからみなさんへ

P07 先端科学技術と法コース

P08 教養を極める

P09 教員からみなさんへ

P13 大学生活のサポート

P14 法学部事務所からみなさんへ

02School of Law, Waseda University01 School of Law, Waseda University

早稲田大学　法学部サポートブック A4/16P　ごあいさつ



ロースクールへの誘い

　みなさんの中には、司法試験というのは競争も厳しくて、合格

までに何年もかかるのだろうと、あこがれを持ちながらも躊躇さ

れている方もいるかもしれません。

　たしかに、以前の司法試験制度は合格率2％程度と極めて狭き

門でした。しかし、現在の司法試験制度では、合格率が40％近く

まで上昇し、さらに早稲田大学法学部から本学のロースクールに

進学した学生の合格率は、全国平均を10％～20％近く上回って

おり、もはや司法試験は適切な方法で学習をすれば合格に手が届

く試験となっています。また、令和2年度より学部に「法曹コー

ス」が新設され、法曹コース修了後、連携先のロースクールに筆

記試験免除で進学することが可能となり、早稲田大学ではそのた

めのルートが整備されており、最短で学部に入学してから4.5年

で司法試験を受験し、法曹になる道が開かれています。早稲田大

学法学部の法曹コース経由で、みなさんの夢・あこがれを、是非

実現してください。

法曹コース＋法科大学院＝

法曹への夢を現実に

法学研究科への誘い

　大学院というと随分と遠い存在ではないでしょうか。私も高校

生のときはそうでした。それが学部卒業と同時に大学院に進学し

たのですから、不思議なことです。大学院での指導教授となる先

生との出会いが大きかったと思います。大学院って何？素直な疑

問です。法律専門職というと裁判官や弁護士をイメージされるで

しょうが、大学で法を教えている私たちも法律専門職です。研究

者と呼ばれることもあるのですが、その研究者を養成し、大学教

員にならなくても法研究の意義や方法を体得して社会に出る人を

育てるのが法学研究科です。早稲田大学には、法学部だけでな

く、法曹養成の大学院法務研究科、研究者養成の大学院法学研究

科があります。私たちはこの3箇所で教えています。研究成果を

あげるのは大変ですが、学問の自由は何物にも代えがたい喜びで

す。留学生も多く、学生のバックグラウンドは多彩です。どうで

すか、将来の選択肢として、大学院進学も考えてみては。

法学部＋法学研究科＝

法学研究者への道

法学研究者への

道も！

　早大法学部は「早大大学院法学研究科」と連携し、法学研究者養成にも力を入れていま

す。学問としての法に関心があり、これを極めたいというみなさんには、法学部から直接

に法学研究科へ進学して、研究者になるという道があります。近時は、「法科大学院修

了」を前提に法学研究者養成を行う大学が多い中、法学部から大学院に直結して法学研究

者を養成する制度を有している大学は珍しく、早大法学部のメリットの１つです。

　例えば、早大法学部の法曹コースを卒業すると、

早大法科大学院の「早大法学部および提携校」の

「法曹コース卒業者に限定された」入試を受験でき

ます。しかも、合否は学部の成績で決まるので、受

験の負担が軽減されます。

　仮に不合格でも、他大学も含めた「法曹コース卒

業者限定」の入試も受験できますし、同じ制度をも

つ他大学法科大学院の「法曹コース卒業者限定」の

入試も受験できます。万一、これで不合格でも、さ

らに、一般受験者と同じ入試を受験することができ

ます。

法曹コース卒業者限定の特別入試を受験できる！メリット 1

学部の成績で合否判定

法曹コース卒業者限定入試

早大法科大学院

他大学法科大学院
早大法学部および提携校専用
法曹コース卒業者限定入試

他大学を含む
法曹コース卒業者限定入試

一般入試 一般入試

　早大法学部には「3年次早期卒業制度」がありま

す。「法曹コース」に所属し、かつ、早期卒業制

度により「3年次で卒業して」法科大学院に進学す

ると、7月に実施される司法試験を大学院進学の2

年目に受験することができます。この結果、大学

入学から「最短約4.5年」で司法試験を受験し、合

格することも充分に可能です。

　もちろん、早期卒業制度を利用せずに法科大学院

に進学することもできます。これでも、「約5.5

年」で司法試験を受験し、合格することもできま

すから、いずれにしても、短期合格が可能です。

大学入学後「最短約4.5年」で司法試験を受験し、合格できる！メリット 2

早大法科大学院

１
年
目

２
年
目
の
７
月

司
法
試
験
受
験

早大法学部 法曹コース

３年次
早期卒業

4年次
卒業

最短約4.5年（通常約5.5年）

法科大学院教授　山本 研

法学研究科長　尾崎 安央

動画はコチラ

動画はコチラ

法を極める

　法曹三者（「裁判官」「検察官」「弁護士」）になるためには、司法試験に合格する必要があります。司法試験を受

験するには、原則として「法科大学院（ロースクール）」を修了しなければなりません。

　「法曹コース」は、法学部と法科大学院との教育を一体化させ、入試および学修期間の負担を軽減し、短期での司法

試験合格を可能にする特別な法曹養成プログラムです。

◆短期で法曹へ 「̶法曹コース」のすすめ 法学部だけ！
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左から、

秋山 靖浩 教授（創法会会長）、安田 智紀、法師 キララ、山岡 茉裕、岸田 大志郎

法学部公認サークルについて

　早稲田大学法学部への進学を検討しておられるみなさんに法

学部公認サークルとは一体どういうものなのか、そして法学部

の魅力などをお伝えしていきたいと思います！

　法学部公認サークル(通称：法サー)とは早稲田大学法学部に

入学すると9割以上の新入生が入会するサークルです。創法会

は3大サークルと呼ばれるサークルの1つであり毎年200人以上

の方が入会されます。

　普段の活動としては、大学の憲法・民法・刑法の補講的な役

割を担うレクチャーを週3回おこなっており、期末試験前には

試験対策や法律科目の答案書き方レクチャー、外部講師をお招

きして勉強会をおこなっています。

　勉強だけではなく、みんなでディズニーランドに行ったり、

年に数回合宿をしたり、早慶戦の応援など他にもたくさんのイ

ベントがあり、先輩・後輩関係なく法学部生同士とても仲良く

なることができます！

法学部3年・創法会幹事長　法師 キララ

法学部に入学した理由

　ここからは、私が法学部を志望した理由について、2つの出

来事を軸にしてお伝えしていきます。

　1つ目は、当時の私にとって身近な人物が法律問題で頭を悩

ませていたことです。これは、今まで私が法律に対して持って

いた近づき難いイメージを考え直す良い機会になりました。私

なりに法律について調べていくうちに、法学を心得ておくこと

は、この先どんな人生を歩むにしろ有益なのではないかと思う

ようになりました。

　2つ目は、実際に講義を受けたことです。私は系属高校出身

でしたので、大学の先生が高校に来て講義をしてくださる機会

が何回かありました。講義の内容は、当時私が想像していたお

堅い授業ではなく、身近で理解しやすいものでした。

　皆さんの中にも、当時の私と同じように法律を学ぶことに対し

て難しさや馴染みにくさを感じている方がいるかもしれません。

そのような方はぜひ、身近にどんな法律問題があるのか調べた

り、オープンキャンパスなどで講義を受けてみることをお勧めし

ます。きっとご自身の進路選択に役に立つと思われます。

法学部2年　山岡 茉裕

学生生活の実態

　授業期間が始まると、昼休みには友人と大学近くのお店で昼

食をとると思います。僕は油そばが特にオススメです！大学の

周りにはたくさんお店がありますが、入学したら自分好みのお

店を見つけてみてください。サークル活動は、僕は創法会以外

に4つのサークルに在籍しています。4つも入っていて大丈夫な

のかと思われた方もいらっしゃると思いますが、どのサークル

も強制参加ということはなく、任意参加なので、全く忙しくな

いです。もちろん、勉強に手を抜いているわけではありませ

ん。大学の科目はどれも専門的なものばかりなので、分からな

いところは先輩に聞いたり同級生に確認したりして試験に臨ん

でいます。コロナ禍になり、一部のサークル活動が制限された

ことはありましたが、段々コロナ前の姿に戻りつつあるので、

楽しい学生生活を送れると思います。

法学部3年　安田 智紀

法学部の魅力

　早稲田大学法学部に入って、ここはとにかく勉強する環境が

整っていると感じました。例えば、他学部の授業も幅広くとるこ

とができるので、法学部にいながら政治経済学部のゲーム理論

や、文学部のメディア論などを学ぶことができ、自分の見聞を広

めるきっかけがたくさんあるように思います。また、早稲田大学

は、2020年から法曹志望の学生を対象に法曹コースを開設して

おり、法曹の夢に向けて手厚いサポートも受けることができま

す。このように早稲田大学法学部の魅力は挙げればたくさんあり

ます。自分自身もこのような環境で法律を学ぶ中で、社会の見え

方を変えてくれる「法律」という知識の面白さに気付き、サーク

ル活動などのプライベートな面はもちろんのことながら、勉強の

面でも充実した生活を送ることができています。

　早稲田大学法学部は高い志をもって入学してくる皆さんの期

待を裏切らないと思います。

法学部2年　岸田 大志郎

卒業生から①― 法学研究者への道

　高校時代、ある一冊の刑法の本に出会い、「なんか面白そ

う。もっと刑法について勉強してみたい。」と思ったのが、私

が法学部へ入学したきっかけです。法学部では、自らの興味が

ひかれる授業を受講しつつ、それと並行して司法試験のための

勉強をしました。結果的に、法学部で様々な授業を取り、そこ

で多くの学問分野に触れた経験が、私の今の進路につながって

いるように思います。と言いますのも、法学部を卒業後、法学

研究科へと進学した動機の一つに、「刑法と民法との関係性」

の探究があります。法学部において様々な法分野を学修し、そ

れらが交錯する領域において抱いた疑問が、法学研究科での研

究対象へとつながりました。

　このように、法学部では数多くの授業を受講することができ、

それぞれに学びがあります。自分の興味・関心をひく学問分野に

出会える可能性が多分に広がっているのが、法学部の魅力である

ように思います。

法学研究科修士課程1年　西村 剛輝

卒業生から②― 法曹への道

　私が司法試験に合格し３年卒業することが出来たのは、早稲田

大学法学部という環境によるところが大きかったように思います。

　まず、何より、集まってくる学生が優秀でした。

　多種多様に優秀な仲間と自主ゼミを組むなどして共に勉強する

ことによって、質量共に高いレベルで法律の学修を進めることが

出来ました。

　また、授業が充実していました。授業には、大別して、講義と演

習（ゼミ）がありますが、講義では、基礎的かつ汎用的な知識を網

羅的にインプットすることが出来、演習では、インプットした知識

を問いに応じて適切な形でアウトプットする能力を身に付けること

が出来ました。

　さらに、物的環境が整っていました。法学部の学生読書室に行

けば、学修に必要な文献は大概手に入りましたし、閲覧スペースも

広く自習に適していました。

　以上のとおり、早稲田大学法学部は、法律の学修に適した環境

であり、殊に法曹を目指される方にはお薦めの場所であると思い

ます。

第74期司法修習生　三浦 尚樹

●千葉県立船橋高等学校卒業　●2020年度司法試験合格　●2021年3月法学部卒業（3年次早期卒業）

●早稲田大学高等学院卒業　●2020年度司法試験合格　●2021年3月法学部卒業

刑法の面白さにひかれ、

研究者へ

早稲法での学び

創法会会長からみなさんへ

法学部公認サークルからみなさんへ

早大法学部には学部公認の学生サークルがあります。ここでは、そのうちの 1つである「創法会」の皆さんに、

早大法学部の魅力やサークル活動などについて語ってもらいました。
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　法学部には、法学の体系的な理解を深めるとともに、教養科目を熱心に履修している学生が多くいます。英語圏、ドイツ語圏、

フランス語圏、中国語圏、スペイン語圏、スラヴ語圏といった地域研究や、歴史・思想、言語情報、表象文化などの学問分野にお

いて、多様な視点から専門的に学ぶ場が提供され、それぞれ指定された科目群を履修する副専攻制度も用意されています。

　ここでは、教養演習（歴史・思想）に参加している３名の学生に、法学部を選んだ理由と法学部生にとっての教養について話し

てもらいました。

　私は、商学部と法学部に合格し、どちらに行こうか迷いましたが、法学部には副専

攻で「商学研究」をとることができると知り、法学部に決めました。実際、入学して

みると、商学よりも、歴史・思想の科目群に興味をもつようになりました。今は、

ヨーロッパの「野蛮」表象の言説史という授業などをとっています。国際取引法とい

う法律専攻を修めるだけでなく、副専攻によって自分の常識を問い直す経験を積むこ

とができていると思います。

4年　前澤 望クレア

　国際公務員を目指して法学部に入りました。国際法を専攻しています。法の背景に

は、その社会の歴史、文化、慣行などが存在していると感じます。たとえば、憲法21

条2項の検閲の禁止は、日本の歴史を理解していないとその語の重みを体感すること

はできません。また、ジェンダーの視点から人権思想の問題点を考察するといった学

びも必要だと思います。フランス人権宣言の「人 l’homme」という概念が「男」とい

う意味をもつことは重要です。

4年　志村 恵子

　規範的、論理的に物事を考えることが好きであったこともあり、法学部を選びまし

た。以前エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』を読み、ナチス下で自由を放棄し権

力に服従する大衆心理が分析されていた点が印象に残りました。ところが、法学部の

「哲学」の授業で、ドストエフスキーがそのような大衆心理について、ナチスよりも

ずっと前に文学として考察していたと聞かされます。先見の明に驚くとともに、自分

の知っていることと知らなかったことが繋がる瞬間がとても楽しいです。専攻は憲法

ですが、「SNS」や「ブラック校則」などの社会制度を検討します。そのため、法理

論にとどまらない引き出しを増やすことを意識しています。

3年　鈴木 健太

　AI（人工知能）、ES細胞、ドローン、ブロックチェーン、宇宙旅行、量子コンピューター、ビッグデータ……

科学技術の発展は目覚ましく、新しい話題が日々提供されています。新しい科学技術を社会で使いこなす

ためには、そのためのルールが不可欠です。そうしたニーズに応える法制度を作ることは、これからの社会

の大きな課題となるでしょう。

　このような科学技術の発展に伴う社会の変化を受けて、あるべき法の姿を模索するのがー

「先端科学技術と法コース」の目的です。

科学技術・社会・法の関係

NEW

先端科学技術と法コース 教養を極める

　このコースでは、教養と法学の両面からの学びを段階

的に深めます。教養の面からは、新しい科学技術が人間

や環境に与える影響を踏まえて、自然界との共生のあり

方など、法を支える倫理の問題を学びます。法学の面か

らは、法学部で学ぶ基本知識をどのように応用するか

を、科学技術の利用に関わる様々な分野ごとに多角的に

考えていきます。

　指定される科目を履修した学生は、卒業時にコース修

了認定を受けられます。法曹として新しい分野を切り拓

きたい人、理系科目にも関心のある人……。どなたにも

積極的に取り組んでいただきたいプログラムです。

Point 1 Point 2

コース概要

教　養 法　学

卒業時にコース修了認定

STEP

3

STEP

2

STEP

1
技術・法学・教養の基本を理解する

「先端科学技術と法（入門）」「科学史」「科学技術概論」……

新しい法的課題の体系的な理解を目指す

基礎を固める

応用力を身につける

いろいろな分野に展開する 情報法医事法環境法
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　私は、法学部で「民法」という科目を教えています。

　法は、長い歴史をもち、また、私たちの生活のあらゆる場面に関

わるものですから、これを理解することは、社会、国家、ひいては人

間を理解することでもあります。民法は、そのなかでも、その歴史と

扱われる範囲の広さにおいて、特に重要性の大きなものです。

　……と、そういう話は入学後に取っておきましょう。

　大学は、学生が自ら目標を立てて、社会へと出ていくための準備

を整える場です。私も、法学部生が様々な目標をもって日々を送る

姿をみてきました。

　そこで、私も、夢や目標をもつ皆さんの力になりたいと念じる日々

を送っていますが、皆さんの夢や目標はいろいろ。でも、私にでき

るのは、民法を教えることだけです。

　かつては、法学部に入学する学生のなかでは、なんとなく法曹

（裁判官、検察官、弁護士）を目指す人が多数派でした。けれども、

いまでは、法曹を志望して入学する人は、おそらく少数派です。法

学部でも、法曹になりたい人のためだけに授業をしているわけで

は、決してありません。法的な素養をもって国内外で活躍する多様

な人材を育てることが、法学部の役割だからです。

　とはいえ、法曹になりたい人にとっては、法学部しか進路はない

わけですよね。それならば、かりに少数派でも、そうした希望にも

応える早稲田大学法学部でなければならないと、私は思っていま

す。そういう人が目標に向かって努力する様子をみて、私も、自分に

できることくらいは力になりたいと感じてきました。

　そのせいか、私は、主専攻法学演習という20～30人規模の授業

（「ゼミ」とよばれます）を担当していますが、そこには、司法試験

を目指す人が多く集まっています。カリスマ講師でも何でもない私

ですが、学生と議論し、雑談などもする日々を送るなかで、多くの

学生が、民法の理解を深めて卒業し、夢を叶えるところをみてきま

した。いろいろな分野で活躍する卒業生の姿は、とても頼もしいで

すし、私が力になれたことが少しでもあったならば、望外の幸せだ

なと思います。

　そのうえで、願わくは、「試験に合格したい」といった目標の先

に、もっと大きな目標をもっていただきたい。昔、ドイツのエライ人

が、法学を揶揄して、「パンの学問」、つまり食い扶持を得るための

学問だと言ったそうです。それでは淋しいですよ。

　法学の目標は、正義を追究することにあり、それは、社会、国家、

ひいては人間を理解することにつながるのだという気持ちを、髪の

毛の１本分くらいでももってほしいですね。

法曹志望の人も、

みんな頑張っていますよ。

北海道札幌北高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

司法修習生（59期）、早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程修了

法学部教授　山城 一真

［研究分野］ 　民法

法学部で

外国語を学ぶ

　私の名前ですぐわかるのは、私は日本人ではないということで

す。しかし、日本の大学の頂点に立つ早稲田大学法学部で教授に

なっています。振り返ってみれば、これを可能にしたのは、私に

とって外国語である日本語を勉強してきたことです。

　私が日本語に出会ったのは中学１年の時でした。オーストラリ

アでは外国語を学ぶのが必須で、たまたま私が通っていた中学校

では日本語を選択することができました。異文化について勉強す

ることがとても面白いなと思い、そのまま高校、それから大学で

日本語を勉強してきました。中学校の段階では、どのような仕事

に結びつくかはわかりませんでしたが、まずは日本語を極めるこ

とがとても重要だと感じ、一生懸命に勉強を続けました。

　ただし、日本語が話せるようになっても、他には何かの専門

がなければ、大した職業に就けないということもわかっていた

ので、応用言語学という、語学教育に関連している分野にも力

を入れて、最終的に博士号まで取りました。一方では、語学力

を持ちながら、その他方では自分の専門もしっかり持つことに

なりました。

　現在、私は法学部で英語と言語学の科目を教えています。つく

づく思うのは、早稲田大学の法学部は、日本の法学部の中でとて

もめずらしいということです。法学部には優秀な法律関係の先生

が数多くいらっしゃるのは言うまでもないのですが、外国語も

しっかり勉強することもできます。

　英語に加え、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、朝

鮮語の中から、2つの外国語を選択して勉強することができます。

私の個人的な経験から見ますと、外国語を学ぶことによって、人

生が変わる可能性があります。海外に行くと、その国の言葉が話

せるのなら、表面的のみならず、その国の人々の気持ちや行動を

深く理解できるようになります。日本国内にいても、仕事関係で

海外の人との交流を持つこともあれば、私のように海外で暮らし

て、一般の人とまた違った人生を経験することもできます。

　早稲田大学の法学部で勉強すれば、法律という専門とともに、

世界中で活躍できる外国語という、まさに２つの武器を身につけ

ることができます。

　高校の段階では、卒業後はどのような職業に就くのかまだわか

らない人が多いのですが、法律の専門知識と外国語の高度な知識

を両輪にすれば、無限に近い可能性があると言えるでしょう。

豪州・ゴールドコースト市出身

クィーンズランド大学人文学部卒業　

クィーンズランド大学大学院語学・言語学研究科博士課程修了

法学部教授　ストックウェル グレン

［研究分野］ 　応用言語学

動画はコチラ 動画はコチラ

教員からみなさんへ　Facul t y ’s  Vo ice
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　私は、クリスチャンではありませんが、高校時代、週2回、学

校の教会で聖書を読み讃美歌を歌う環境にいました。大学受験に

ついては、親戚のほとんどが早稲田大学出身（父親も法学部出

身）という環境の中で育ったため、当然のように早稲田大学を受

験し、政治経済学部と法学部に合格し、選択に迷っていました。

当時私は、河合塾千駄ヶ谷校に通っていたのですが、そこでEU

法を研究する大学院生（現在では大家）に英文法を習っていまし

た。その方から、尾高朝雄『法の窮極に在るもの』を渡され、こ

れを読んで面白いと思ったら法学部にいけば、と言われました。

著者は、戦前・戦中・戦後を生きた法学者として、法が政治に利

用され、国民を苦しめる側に立ったことを痛切に反省し、法は政

治によって作られるものであるとしても、法が法として独自に政

治を規制する力を探求しながら力強く筆を進めていたことに感銘

を受けて法学部を選択しました。今から思うと、国際的視野を

もった教育や著書などから、色々な影響を受けて国際法という分

野を専門にしたのだと思います。

　国際法とは、簡単にいうと、国家間の約束事です。日本が初

めて国際法と出会ったのはペリー来航の時です。それ以降、日

本は武家政権から近代国民国家へと転換しましたが、日米和親

条約という1本の条約が、一国の国家体制を転換させるきっかけ

になったのです。国際法は、今では、国際連合などの場におい

て、各国が、戦争、人権、環境、経済などといったグローバル

な課題について外交交渉を行い、人類の生存や福祉のために作

り上げていく法規群となっています。しかし、国際社会には、

国内社会とは異なり、国家権力のような強制執行手段がありま

せん。であるからこそ、執行権力がなくとも、法が法としての

固有の力をもって各国の動きをどのように正しい方向にもって

いけるのかを検討できる学問でもあります。そうした時に重要

なのは、法解釈技術を身に付けていることはもちろんですが、

欧米、アフリカ、アジアなどの各地域の人たちに納得してもら

えるだけの普遍性とバランスを兼ね備えた論理を展開できる複

眼的思考力です。早稲田大学法学部の学生は活力があるので、

こうした複眼的思考力を身に付けるべく、海外の大学の学生と

議論するための合宿（観光も含む）にも積極的に参加してくれ

ます。国際法を通じて、皆さんと一緒にグローバル課題に取り

組んでいける日を楽しみにしております。

国際法を通じて

グローバル課題への対応を学ぶ

東京都私立明治学院高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程

　　　　　　　　公法学専攻国際法専修満期退学

法学部教授　萬歳 寛之

［研究分野］ 　国際法上の国家責任論

独学では

学べないことを

　私の担当科目は主にスペイン語（西語）ですが、「教養演習

（スペイン語圏）」というゼミ形式の授業と、「地域文化」など

いくつか講義も担当しています。スペイン語の授業では、自分自

身が学生のとき（留学時代も含む）に受けたスペイン語のいろん

な授業で、どんなことをおもしろいと思ったか、どんな教え方が

印象的だったかなどを思い出しながら取り入れています。たとえ

ば、教科書や辞書には書かれていない、私自身が知っているスペ

イン語圏の国・地域のちょっとしたエピソードを伝えたり、教科

書にある表現を実際に私がどういうシチュエーションで耳にした

かを紹介したりして、「本当に使われている」ことをイメージし

やすそうな余談・雑談をできるだけ差し込みます（しばしばそれ

が長くなってしまうのですが）。ほかにも対面授業のときは、毎

回ではないですが、最初の５~10分間を使ってスペイン語圏諸国

に関わるホットなニュースを紹介したり、日本で話題になってい

ることを無理やりスペイン語と結び付けてみたり…。オンライン

授業になってからは、動画サイトなどでスペイン語の歌を聞いて

もらう機会を増やしています。文法の習得がある程度進んでいれ

ば、実際にニュース記事本文や歌の歌詞を見せて、わかる単語や

文法を拾って読んでみることもあります。短いニュースでも歌の

歌詞でも、それを取っ掛かりにして関心を深め、そうして言語の

理解も深めてほしい。分かればおもしろいし、おもしろければ

もっと学びたくなるという良いサイクルに浸かってほしいと思っ

ています。かつてアンケートに「いつもの授業開始10分の雑談が

いちばんおもしろかったです」と正直にも書いてきた学生がいま

した。その学生が、雑談以外は聞いておらずスペイン語は身に付

かなかったかというと、その反対で、たいへん良い成績を修めま

した。そのクラスでいちばん多く質問してきた学生でもありま

す。これは偶然でしょうか。答えはありませんが、「雑談」から

も学ぶことがあったなら幸いです。大学での学びは、学び方を学

ぶことを含みます。そして新たな外国語を学ぶということはまさ

に、自分で学ぶ方法を実地に学ぶ絶好の機会です。ほんとうのと

ころ、文法項目や動詞の活用などは授業を受けなくても意欲があ

れば独学で身に付けられます。せっかく大学で学ぶからには、教

員それぞれの強み（≒趣向）や経験を生かした授業を学生自身が

存分に活用して自分なりの学び方を身に付けてほしいと思ってい

ます。

奈良県立橿原高等学校卒業

立命館大学文学部卒業

立命館大学大学院先端総合学術研究科

　　　　　　　　　　　　一貫制博士課程修了

法学部准教授 　石田 智恵

［研究分野］ 　文化人類学、ラテンアメリカ研究

韓国国立外交院での会合 ゼミ生との写真

ゼミでの中国合宿
動画はコチラ 動画はコチラ

教員からみなさんへ　Facul t y ’s  Vo ice
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　私は、クリスチャンではありませんが、高校時代、週2回、学

校の教会で聖書を読み讃美歌を歌う環境にいました。大学受験に

ついては、親戚のほとんどが早稲田大学出身（父親も法学部出

身）という環境の中で育ったため、当然のように早稲田大学を受

験し、政治経済学部と法学部に合格し、選択に迷っていました。

当時私は、河合塾千駄ヶ谷校に通っていたのですが、そこでEU

法を研究する大学院生（現在では大家）に英文法を習っていまし

た。その方から、尾高朝雄『法の窮極に在るもの』を渡され、こ

れを読んで面白いと思ったら法学部にいけば、と言われました。

著者は、戦前・戦中・戦後を生きた法学者として、法が政治に利

用され、国民を苦しめる側に立ったことを痛切に反省し、法は政

治によって作られるものであるとしても、法が法として独自に政

治を規制する力を探求しながら力強く筆を進めていたことに感銘

を受けて法学部を選択しました。今から思うと、国際的視野を

もった教育や著書などから、色々な影響を受けて国際法という分

野を専門にしたのだと思います。

　国際法とは、簡単にいうと、国家間の約束事です。日本が初

めて国際法と出会ったのはペリー来航の時です。それ以降、日

本は武家政権から近代国民国家へと転換しましたが、日米和親

条約という1本の条約が、一国の国家体制を転換させるきっかけ

になったのです。国際法は、今では、国際連合などの場におい

て、各国が、戦争、人権、環境、経済などといったグローバル

な課題について外交交渉を行い、人類の生存や福祉のために作

り上げていく法規群となっています。しかし、国際社会には、

国内社会とは異なり、国家権力のような強制執行手段がありま

せん。であるからこそ、執行権力がなくとも、法が法としての

固有の力をもって各国の動きをどのように正しい方向にもって

いけるのかを検討できる学問でもあります。そうした時に重要

なのは、法解釈技術を身に付けていることはもちろんですが、

欧米、アフリカ、アジアなどの各地域の人たちに納得してもら

えるだけの普遍性とバランスを兼ね備えた論理を展開できる複

眼的思考力です。早稲田大学法学部の学生は活力があるので、

こうした複眼的思考力を身に付けるべく、海外の大学の学生と

議論するための合宿（観光も含む）にも積極的に参加してくれ

ます。国際法を通じて、皆さんと一緒にグローバル課題に取り

組んでいける日を楽しみにしております。

国際法を通じて

グローバル課題への対応を学ぶ

東京都私立明治学院高等学校卒業

早稲田大学法学部卒業

早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程

　　　　　　　　公法学専攻国際法専修満期退学

法学部教授　萬歳 寛之

［研究分野］ 　国際法上の国家責任論

独学では

学べないことを

　私の担当科目は主にスペイン語（西語）ですが、「教養演習

（スペイン語圏）」というゼミ形式の授業と、「地域文化」など

いくつか講義も担当しています。スペイン語の授業では、自分自

身が学生のとき（留学時代も含む）に受けたスペイン語のいろん

な授業で、どんなことをおもしろいと思ったか、どんな教え方が

印象的だったかなどを思い出しながら取り入れています。たとえ

ば、教科書や辞書には書かれていない、私自身が知っているスペ

イン語圏の国・地域のちょっとしたエピソードを伝えたり、教科

書にある表現を実際に私がどういうシチュエーションで耳にした

かを紹介したりして、「本当に使われている」ことをイメージし

やすそうな余談・雑談をできるだけ差し込みます（しばしばそれ

が長くなってしまうのですが）。ほかにも対面授業のときは、毎

回ではないですが、最初の５~10分間を使ってスペイン語圏諸国

に関わるホットなニュースを紹介したり、日本で話題になってい

ることを無理やりスペイン語と結び付けてみたり…。オンライン

授業になってからは、動画サイトなどでスペイン語の歌を聞いて

もらう機会を増やしています。文法の習得がある程度進んでいれ

ば、実際にニュース記事本文や歌の歌詞を見せて、わかる単語や

文法を拾って読んでみることもあります。短いニュースでも歌の

歌詞でも、それを取っ掛かりにして関心を深め、そうして言語の

理解も深めてほしい。分かればおもしろいし、おもしろければ

もっと学びたくなるという良いサイクルに浸かってほしいと思っ

ています。かつてアンケートに「いつもの授業開始10分の雑談が

いちばんおもしろかったです」と正直にも書いてきた学生がいま

した。その学生が、雑談以外は聞いておらずスペイン語は身に付

かなかったかというと、その反対で、たいへん良い成績を修めま

した。そのクラスでいちばん多く質問してきた学生でもありま

す。これは偶然でしょうか。答えはありませんが、「雑談」から

も学ぶことがあったなら幸いです。大学での学びは、学び方を学

ぶことを含みます。そして新たな外国語を学ぶということはまさ

に、自分で学ぶ方法を実地に学ぶ絶好の機会です。ほんとうのと

ころ、文法項目や動詞の活用などは授業を受けなくても意欲があ

れば独学で身に付けられます。せっかく大学で学ぶからには、教

員それぞれの強み（≒趣向）や経験を生かした授業を学生自身が

存分に活用して自分なりの学び方を身に付けてほしいと思ってい

ます。

奈良県立橿原高等学校卒業

立命館大学文学部卒業

立命館大学大学院先端総合学術研究科

　　　　　　　　　　　　一貫制博士課程修了

法学部准教授 　石田 智恵

［研究分野］ 　文化人類学、ラテンアメリカ研究

韓国国立外交院での会合 ゼミ生との写真

ゼミでの中国合宿
動画はコチラ 動画はコチラ

教員からみなさんへ　Facul t y ’s  Vo ice
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人と環境に恵まれた法学部で
やりたいことを叶える4年間を
　「法学部の先生」と聞くと、どのようなイメージを抱きますか？

　学生時代に別の学部に通っていた私は、堅苦しい・真面目・怖いといったイメージを

持っていたように思います。皆さんはどうでしょうか。

　法学部事務所で勤務していると、法学部の先生はお喋りが好きな方が非常に多いこと

に驚かされます。コーヒーやワインに詳しい先生、早稲田愛に溢れている先生、研究室

が博物館状態になっている先生、授業中にギャグを連発する先生…個性あふれる方ばか

りで言い出したらきりがありません。学生を愛し「どうしたら学生のためになるのか」

を日々考えている、そんな方が多いです。

　そして、自身の研究分野に精通していることは言わずもがな。新聞やニュースで名前

を見かける先生を大学でお見かけすることも多々あります。各分野の最前線で活躍する

先生に囲まれて4年間を過ごせる法学部は、とても恵まれた環境であると感じます。

　また、事務所窓口で法学部生の皆さんと接していると、論理的な話し方や説明の仕方に

驚きます。規約や説明を読み込んだうえで多角的に物事をとらえ論理的に人に伝える力

は、学生と教員に共通している要素であると思います。法的思考力は「法律」という分野

に限らず、様々な場面で生きているのだと感じる瞬間です。

　法学部事務所の目の前には法学部生が多く利用しているラウンジがあり、授業後も膝

を突き合わせて意見を戦わせる学生の皆さんを多く目にします。時には、夜20時過ぎま

で議論を白熱させていることも。あちこちの机で文献を積み上げて勉学に励んでいる学

生は、8号館の日常風景です。ただの遊び仲間ではなく、勉学に励み切磋琢磨し合える仲

間を見つけられる貴重な4年間となるはずです。

　もちろん、アルバイトやサークル、ボランティア等の課外活動に精を出す学生も多く

います。意外かもしれませんが留学に行く学生も多く、順調に単位を修得していけば1年

間の留学に行った場合であっても4年間で卒業することが可能です。法学部生限定で、ハ

ワイ大学ロースクールへの短期留学も設置されています。法学部にも国際志向の学生は

多く、制度もきちんと整えられていますので、ぜひチャレンジして欲しいです。

　法学部生が学生生活の多くを過ごす8号館は、早稲田大学のシンボルである大隈銅像の

真横に位置します。人と知が行きかう早稲田キャンパスの真ん中で皆さんのやりたいこ

とを叶えられる環境が用意されています。進路の選択肢の一つに法学部を入れて頂けた

ら嬉しく思います。春に皆様とお会いできることを楽しみにしています。

私立大学は学費が高い、一人暮らしは大変……など、経済的な面での心配も色々とあるのは当然です。

早稲田大学では、こういった側面からも、みなさんの大学生活を積極的にサポートします。

　早稲田大学では、学生のみなさんとともに大学を成長させるべ

く、みなさんに大学の教育および研究活動に積極的に参画しても

らい、それに対して対価を支払う「スチューデント・ジョブ制度」

を設けています。また、家庭教師のアルバイトの紹介も行ってい

ます。

◆「スチューデント・ジョブ制度」や「家庭教師のアルバイト」の紹介も！

◆住まい
　早稲田大学では、学生寮も充実しています。例えば、「国際学生寮 WISH

（Waseda International Student House）」では、日本全国および世界各国か

ら集まった多様かつ多数の学生達がともに生活を営むことにより、単なる「住

居」以上の経験と楽しさとを提供しています。

　「早稲田大学 レジデンスセンター」では、学生寮のほかにも賃貸物件に関す

る情報など、「住まい」の側面から、学生のみなさんをサポートしています。

「国際学生寮（WISH）」

◆奨学金
　早稲田大学では、大学独自に設定している「学内奨学金」が「約

150種類」もあります。全て返還の必要が無い「給付型」の奨学金

であり、支給人数および支給額ともに国内トップクラスです。

　以下は、“ほんの一例” です。「早稲田大学 奨学課」では奨学金に

ついて詳細なご案内をしております。学費から「早稲田大学法学部」

を避けず、是非とも、ご相談下さい。

めざせ！都の西北奨学金（※）

紺碧の空奨学金（※）

大隈記念奨学金

小野梓記念奨学金

校友会給付奨学金

早稲田大学緊急奨学金

中村光男奨学金（法学部独自奨学金）

不二山謙一奨学金（法学部独自奨学金）

大社淑子奨学金（法学部独自奨学金）

法学部教育奨学金（法学部独自奨学金）

法学部横川敏雄記念奨学金（法学部独自奨学金）

酒井晨史奨学金（法学部独自奨学金）

年額 45万円。首都圏以外の高等学校出身者向け。

入学金・授業料免除等。児童養護施設等の出身者向け。

年額 40万円。成績優秀者向け。

年額 40万円。経済支援。

年額 40万円。経済支援。

年額 40万円。家計急変者向け（罹災・失職等）。

年額 50万円。経済支援。

年額 50万円。経済支援。

年額 40万円。経済支援。

年額 40万円。成績優秀・自宅外通学者向け。

年額 20万円。経済支援。

年額 20万円。経済支援。

主な奨学金 給付金額・特長

※受験前に申請が必要な奨学金となります（その他の奨学金も含め、手続き等の詳細は「奨学課」WEBサイトにてご確認ください）。

【早稲田大学 奨学課】

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/

【早稲田大学 学生参画・ジョブセンター】

https://www.waseda.jp/inst/sjc/

【早稲田大学 レジデンスセンター】

https://www.waseda.jp/inst/rlc/

表紙・裏表紙作成／デザイン協力：法学部4年　尾本 夏子、法学部3年　伊藤 優奈、法学部3年　前田 優理香

大学生活のサポート 法学部事務所からみなさんへ

●早稲田大学教育学部卒業、2017年より法学部事務所にて勤務。

法学部事務所　乗京 真己

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1

school-of-law@list.waseda.jp

03-3232-4534

早稲田大学 法学部

ホームページ アクセス

14School of Law, Waseda University13 School of Law, Waseda University

早稲田大学　法学部サポートブック A4/16P　学費支援／乘京さん



人と環境に恵まれた法学部で
やりたいことを叶える4年間を
　「法学部の先生」と聞くと、どのようなイメージを抱きますか？

　学生時代に別の学部に通っていた私は、堅苦しい・真面目・怖いといったイメージを

持っていたように思います。皆さんはどうでしょうか。

　法学部事務所で勤務していると、法学部の先生はお喋りが好きな方が非常に多いこと

に驚かされます。コーヒーやワインに詳しい先生、早稲田愛に溢れている先生、研究室

が博物館状態になっている先生、授業中にギャグを連発する先生…個性あふれる方ばか

りで言い出したらきりがありません。学生を愛し「どうしたら学生のためになるのか」

を日々考えている、そんな方が多いです。

　そして、自身の研究分野に精通していることは言わずもがな。新聞やニュースで名前

を見かける先生を大学でお見かけすることも多々あります。各分野の最前線で活躍する

先生に囲まれて4年間を過ごせる法学部は、とても恵まれた環境であると感じます。

　また、事務所窓口で法学部生の皆さんと接していると、論理的な話し方や説明の仕方に

驚きます。規約や説明を読み込んだうえで多角的に物事をとらえ論理的に人に伝える力

は、学生と教員に共通している要素であると思います。法的思考力は「法律」という分野

に限らず、様々な場面で生きているのだと感じる瞬間です。

　法学部事務所の目の前には法学部生が多く利用しているラウンジがあり、授業後も膝

を突き合わせて意見を戦わせる学生の皆さんを多く目にします。時には、夜20時過ぎま

で議論を白熱させていることも。あちこちの机で文献を積み上げて勉学に励んでいる学

生は、8号館の日常風景です。ただの遊び仲間ではなく、勉学に励み切磋琢磨し合える仲

間を見つけられる貴重な4年間となるはずです。

　もちろん、アルバイトやサークル、ボランティア等の課外活動に精を出す学生も多く

います。意外かもしれませんが留学に行く学生も多く、順調に単位を修得していけば1年

間の留学に行った場合であっても4年間で卒業することが可能です。法学部生限定で、ハ

ワイ大学ロースクールへの短期留学も設置されています。法学部にも国際志向の学生は

多く、制度もきちんと整えられていますので、ぜひチャレンジして欲しいです。

　法学部生が学生生活の多くを過ごす8号館は、早稲田大学のシンボルである大隈銅像の

真横に位置します。人と知が行きかう早稲田キャンパスの真ん中で皆さんのやりたいこ

とを叶えられる環境が用意されています。進路の選択肢の一つに法学部を入れて頂けた

ら嬉しく思います。春に皆様とお会いできることを楽しみにしています。

私立大学は学費が高い、一人暮らしは大変……など、経済的な面での心配も色々とあるのは当然です。

早稲田大学では、こういった側面からも、みなさんの大学生活を積極的にサポートします。

　早稲田大学では、学生のみなさんとともに大学を成長させるべ

く、みなさんに大学の教育および研究活動に積極的に参画しても

らい、それに対して対価を支払う「スチューデント・ジョブ制度」

を設けています。また、家庭教師のアルバイトの紹介も行ってい

ます。

◆「スチューデント・ジョブ制度」や「家庭教師のアルバイト」の紹介も！

◆住まい
　早稲田大学では、学生寮も充実しています。例えば、「国際学生寮 WISH

（Waseda International Student House）」では、日本全国および世界各国か

ら集まった多様かつ多数の学生達がともに生活を営むことにより、単なる「住

居」以上の経験と楽しさとを提供しています。

　「早稲田大学 レジデンスセンター」では、学生寮のほかにも賃貸物件に関す

る情報など、「住まい」の側面から、学生のみなさんをサポートしています。

「国際学生寮（WISH）」

◆奨学金
　早稲田大学では、大学独自に設定している「学内奨学金」が「約

150種類」もあります。全て返還の必要が無い「給付型」の奨学金

であり、支給人数および支給額ともに国内トップクラスです。

　以下は、“ほんの一例” です。「早稲田大学 奨学課」では奨学金に

ついて詳細なご案内をしております。学費から「早稲田大学法学部」

を避けず、是非とも、ご相談下さい。

めざせ！都の西北奨学金（※）

紺碧の空奨学金（※）

大隈記念奨学金

小野梓記念奨学金

校友会給付奨学金

早稲田大学緊急奨学金

中村光男奨学金（法学部独自奨学金）

不二山謙一奨学金（法学部独自奨学金）

大社淑子奨学金（法学部独自奨学金）

法学部教育奨学金（法学部独自奨学金）

法学部横川敏雄記念奨学金（法学部独自奨学金）

酒井晨史奨学金（法学部独自奨学金）

年額 45万円。首都圏以外の高等学校出身者向け。

入学金・授業料免除等。児童養護施設等の出身者向け。

年額 40万円。成績優秀者向け。

年額 40万円。経済支援。

年額 40万円。経済支援。

年額 40万円。家計急変者向け（罹災・失職等）。

年額 50万円。経済支援。

年額 50万円。経済支援。

年額 40万円。経済支援。

年額 40万円。成績優秀・自宅外通学者向け。

年額 20万円。経済支援。

年額 20万円。経済支援。

主な奨学金 給付金額・特長

※受験前に申請が必要な奨学金となります（その他の奨学金も含め、手続き等の詳細は「奨学課」WEBサイトにてご確認ください）。

【早稲田大学 奨学課】

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/

【早稲田大学 学生参画・ジョブセンター】

https://www.waseda.jp/inst/sjc/

【早稲田大学 レジデンスセンター】

https://www.waseda.jp/inst/rlc/

表紙・裏表紙作成／デザイン協力：法学部4年　尾本 夏子、法学部3年　伊藤 優奈、法学部3年　前田 優理香

大学生活のサポート 法学部事務所からみなさんへ

●早稲田大学教育学部卒業、2017年より法学部事務所にて勤務。

法学部事務所　乗京 真己

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田 1-6-1

school-of-law@list.waseda.jp

03-3232-4534

早稲田大学 法学部
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