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優れた人間性・高度な専門性・法の創造
G.E. ボアソナード

1825 - 1910

フランス・ヴァンセンヌ市に誕生。
パリ大学を卒業し、博士号を取得した後、グルノーブル大、パリ大の教授を歴任、1873（明治6）年、政府の法
律顧問としてわが国に招かれ、太政官、司法省、外務省などの顧問として、20年間にわたり刑法典、治罪法典、
民法典などの法典編纂や、司法省法学校の教授、政府の外交政策への助言などに尽力した人物です。
1883（明治16）年9月、本学の前身である東京法学校（後に和仏法律学校と改称）の教頭に就任した博士は、以
後最終帰国まで10年間にわたり、無報酬で門弟の教育に情熱を注ぎ、本学の基礎固めに精魂を傾けました。
表紙写真、地上27階・地下4階建ての市ヶ谷キャンパスのシンボル「ボアソナード・タワー」は、博士にちな
んで命名されました。

歴史・伝統
139年を誇る歴史と伝統
法政大学の歴史をひもとくと、1880年東京法学社の設立にさかのぼります。1883年には政府の法律顧問
としてフランスから招かれたパリ大学教授ボアソナード博士が教頭に就任しました。1920年大学令によ
り初めて私立大学の設置が許可され法政大学となり、法学部・経済学部を開設しました。第二次世界大戦
後も、法政大学は新制大学として発展。今日では、15学部、大学院、研究所を擁する総合大学であり、付属
校3つを有しています。
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1880（明治13）年

東京法学社（講法局・代言局）設立。
在野の法律家・金丸鉄と伊藤修、薩埵正邦らによって東京駿河台に創られた。

1881（明治14）年

東京法学社の講法局を独立させ、東京法学校となる（主幹 薩埵正邦）。

1883（明治16）年

政府の法律顧問としてフランスから招かれていたパリ大学教授（アグレジェ）
ボアソナード博士が教頭に就任。

1886（明治19）年

日仏協会の前身である仏学会によって東京仏学校設立。

1889（明治22）年

東京法学校と東京仏学校とが合併して、和仏法律学校と改称。
箕作麟祥博士が校長となり、自由、清新な学風をさらに発展させた。

1903（明治36）年

専門学校令により財団法人和仏法律学校法政大学と名称を改め、予科、大学部、専門
部、高等研究科を設置。
初代総理（現在の総長）に、わが国「民法の父」といわれる梅謙次郎が就任。

1920（大正9）年

大学令により初めて私立大学の設置が許可され、財団法人法政大学となる。
法学部、経済学部を設置。
ほかに大学予科、専門部および各学部研究科を擁する有数の私立大学となる。

1921（大正10）年

麹町区富士見町4丁目（現在の市ヶ谷キャンパス）に校舎を新築し移転。

1984（昭和59）年

多摩校舎竣工。

2000（平成12）年

市ヶ谷キャンパスに「ボアソナード・タワー」竣工。

2004（平成16）年

大学院法務研究科（法科大学院）設置。

2010（平成22）年

創立130周年。
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法律学の基礎から
応用までを
少人数教育で
法務研究科長

法政大学法科大学院は、法律学を実生活に応用
し、現代社会に生じる多様な法律問題に対して適
正かつ迅速に対応できる、創造的応用力を備えた
市 民 の た め の 法 曹 の 養 成 を 目 的 と し て い ま す。
そのためには、まず、各種法律学の原理・原則・
概念・思考方法等の基礎をしっかりと学んでおく
ことが必要です。そこで、法政大学法科大学院で
は、まずは各種法律学の基礎をしっかりと学んで
もらったうえで、これに続いて、各種法律学上の
多様な論点について、多角的な観点から分析して

高須 順一

論理的に結論を導き出すことのできる応用力を身

複雑化する社会にこたえ
柔軟な思考力を持つ法曹を育てる
司法制度改革の一環として発足した法科大学院は、専門知識を身に付けるだけではなく、幅広い視野と柔軟な思考力を養うべく実践的な教
育を取り入れ、理論と実務のバランスが取れた法曹を育成することが求められています。
法政大学法科大学院は、こうした司法制度改革の理念を踏まえ、経験・実績の豊かな教授陣による少人数教育、先進的な実務教育、多様な
カリキュラムと高度な設備という万全の体制で、新たな教育に取り組みます。優れた人間性と高度な専門知識を備え、複雑化する現代社会の
法律問題に対して柔軟かつ適切に対応できる、創造的応用力を持った法曹を養成します。

に付けてもらうようにしています。そして、導き
出した結論とその理由を的確に表現する能力の育
成にも重点をおいた教育を実施しています。
ところで、公法と私法、民事法と刑事法、実体
関連・交錯する各種の法律学について、２年間あ

徹底した少人数・双方向教育

るいは３年間で、その基礎をしっかりと学び、か
つ、その応用力まで身に付けることは、必ずしも

教育の理念と特色

法務研究科長メッセージ

法と手続法といったかたちで相互に対立・依存・

2 年生以降に履修するすべての必修科目で、10 名程度のクラス別授業
を行っています。法学未修者向けの講義でも 10 名前後で行っており、少
人数教育を徹底しています。
授業は、教員と学生が活発な議論を交わす対話形式（ソクラテスメソッ
ド）で進められます。徹底した少人数・双方向型の教育により、基礎から
応用までを身に付けることが可能です。
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容易ではありません。しかし、法政大学法科大学
院の教育課程・カリキュラムは、この困難な目標
を在学生の皆さんが一人でも多く達成できるよう
に、用意周到に編成されています。そして、法政
大学法科大学院では、特に、法曹資格取得に必要
不可欠な法律基本７科目（憲法・民法・刑法・民
事訴訟法・刑事訴訟法・商法・行政法）については、

先進的なクリニック教育

すべて１クラス 10 名以下を標準とした少人数ク

無料法律相談所を併設する法政大学法科大学院。クリニック科目などの
実務科目では、弁護士資格を持つ実務家教員の指導で、法律相談への立ち
会いや協力事務所でのエクスターンシップを通じて現実の事件に触れるこ
とができます。また、ローヤリング（面接交渉）、英文契約文書作成など
充実したカリキュラムも用意しています。

ページ 17

ラス編成を実施しています。質疑応答を中心とし
た双方向型の授業によって、基礎から応用までを
しっかりと学べるようになっています。
また、法政大学法科大学院では、専任教員とし
て、教育研究水準の高い研究者と、司法研修所教
官等の経験のある元判事や元検事、そして現役の
弁護士などの実務家をバランスよく配置し、民事
法であれ刑事法であれ、実体法であれ手続法であ

多様な法律専門職に
対応し得るカリキュラム

法律基本科目群、実務基礎科目群、基礎法学・隣接科目群、展開・先端
科目群からなるカリキュラムは、理論と実務の有機的な関連に向けた一貫
した方針で組み立てられています。
実定法学の基礎を系統立てて学習できる体制を強化し、並行して他の
科目群の一層の充実を図っています。

ページ 23

れ、理論と実務を有機的に学ぶことができるよう
にしています。
なお、併設している無料法律相談所では、弁護
士である実務家教員の指導のもとに、現実の事件
について、法律相談に立ち会い、相談後の相談担
当弁護士との協議により、法律相談の重要性や困
難性を学ぶことができます。

経験・実績の豊かな教授陣

以上のように法律学の基礎と応用を少人数教育
でしっかりと学べる法政大学法科大学院から、21

法政大学法科大学院では、研究能力が高く優れた業績を持つ多数の教員
を擁しています。さらに、裁判官、検察官、国内外の弁護士などの経験者で、
司法研修所や大学での教育実績や優れた研究業績を持つ新たな人材を迎え
ました。アカデミズムと実務の融合のもとに、密接に連携して法学教育を
行っています。
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世紀を担う創造的応用力を備えた市民のための法
曹がたくさん育っていくことを願っています。

高度な機能を備えた環境・設備

研究科概要
■課

■学

程： 専門職学位課程（昼間のみ）

■研究科名称： 法政大学大学院

法務研究科

法務専攻

■修 業 年 限： ３年ただし法務研究科において必要とされる法学
基礎的な知識を有すると認められた者は2年とする。

3

位： 法務博士（専門職）

■設 置 場 所： 法政大学法科大学院棟
東京都千代田区九段北３-３-12

法政大学法科大学院棟は独立した建物で、セキュリティカードによる入
館管理を実施。すべての学生に専用の自習席を用意しています。また、館
内のどこからでも大学院専用法律データベースにアクセスできるネット
ワークを完備し、学生の良好な学習環境を整えています。

ページ 39
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修了生座談会

修了生座談会
― 新時代の法曹を目指して ―

様性や個性を尊重しています。またOB・
OGによるフォロー制度がかなり有効だっ

双方向型授業、少人数教育により

たとのこと、何よりです。OB・OGにもい

司法試験や実務で役立つ力を養成

ろいろなタイプの方がいますから、自分に
合う先輩を参考にされるといいでしょう。
日野田

教授陣や OB・OG による熱心な指導と

お二人それぞれの戦略があり、そ

れが成功したから1回目で合格できたので

充実した設備が合格への強力な後押しに！

すね。手柴さんのその戦略はいつ頃決めら
れたのですか。

今回お迎えしたお二人の弁護士は、法政大学法科大学

手柴

院の法学未修者コースに入学し、3 年間学ばれた後、

3年生の秋学期ぐらいにこの科目は

修了生座談会

伸ばそう、この科目は守るところまでやっ

1 回目の挑戦で司法試験に合格されました。

てそれ以上はやらないと判断していった

高須  順一  Junichi Takasu

勉強法など合格できた要因や、在学中の思い出、実務で

司会進行
法政大学大学院法務研究科 研究科長
弁護士
元法務省法制審議会民法（債務関係）
部会幹事

役立っている法政大学法科大学院の学びなどについて
伺いました。

音喜多  淳  Jun Otokita

2016年

法政大学法科大学院修了
（法学未修者）
2016年 司法試験合格
70期司法修習生
現     在 神奈川県弁護士会所属

手柴  正行  Masayuki Teshiba

2015年

法政大学法科大学院修了
（法学未修者）
2015年 司法試験合格
69期司法修習生
現     在 第二東京弁護士会所属

日野田  浩行  Hiroyuki Hinoda
法政大学大学院法務研究科教授

気がします。全科目50 ～ 55点ぐらい取れ
れば滑り込めると思いますが、苦手科目で
も最低50点は目指しました。勉強していく
なかでこの科目はこれ以上頑張れないと
思うと効率が悪くなるので、飽きたら好き
な科目に逃げていました。
日野田

「在学中の印象的な出来事」
高須
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あまり早く見切ってしまったら

最終的に合格ラインまで届かなかった可
ます。
音喜多

れたことが今に活きていると思います。
在学中のことで特に印象に残っ

「法政大学法科大学院に入学
した理由」

者に選ばれたのですね。
最近、
法政大学出身

とを知り尽くしておられるので、どこがで

能性がありますよね。

で法政大学法科大学院に入る方が増えてき

きるかできないかを見極めつつ質問され

手柴

ましたね。

指導されました。これらが合格できた要因

はできませんが、どうしても時間が足りず

日野田

だと思います。

全部網羅できなかったので大事な部分を
攻めようと考えました。飽きたときは好き

そうですね。基本的に穴のある勉強

本日の座談会の進行を務めます研

ているのは模擬裁判です。私は模擬裁判

究科長の高須です。今回は法政大学法科大

のクラス責任者を務めたので、みなさん

学院を修了され、現在新進気鋭の弁護士と

と協力しながら本番に向けて準備したこ

ムーズに勉強に取り組めるというメリット

高須

してご活躍のお二人をお迎えしました。最

とが思い出深いです。裁判では被告人役

高須 そもそも法政大学法科大学院を選ば

はあると思います。
ただ、
新しい環境で自分

き寄せられたのはなぜだと思いますか。

な科目に取り組んで、詳しい判例集を読み

初にお二人から自己紹介をよろしくお願

でした。修習生時代の模擬裁判では裁判

れた理由を教えてください。それからお二

の世界を広げたいという人もいるかもしれ

手柴

込んだりしていました。

いします。

官役で、準備段階ではさほど苦労しませ

人とも法学未修者で入学されていますの

ません。
手柴さんは最初、
緊張されたのでは

かったので、得意科目はさらに伸ばし、苦

日野田

手柴

そうですね。同じ環境なのでス

運は確かに大事ですが、その運を引
得意科目と苦手科目の差が大き

教員側としてはあれもこれも

手柴正行と申します。法政大学法科

んでしたが、本番では初めて見る証拠を

で、
その理由もお聞かせください。

ないですか。

手科目は守るような勉強をしました。苦手

やってほしいとの思いから熱心になって

大学院を2015年3月に修了し、同年9月に

整理したり、話を聞いてメモを執ったり

手柴 1クラス10人未満という少人数教育

手柴

学部生時代がミッション系の大学

科目は友人に最低限どこを書ければいい

しまいますが、授業が負担になったりはし

司法試験に合格しました。69期司法修習

とすごく大変でした。

が決め手になりました。わからないことを

だったので初めは校風の違いに驚きました

のか教えてもらい、先生方からも「ここま

ませんでしたか。

生となります。現在は労働問題や相続・親

手柴

法政大学法科大学院は少人数制

すぐ質問できる環境は魅力でしたし、その

が、未修1年目はいろいろな大学の出身者

では知っていてほしい。
ここからは発展だ」

音喜多

族問題、過払い金、破産問題などの仕事を

だったのでとにかく授業が厳しかったで

恩恵は存分に享受できました。未修コース

が集まっていたので、特に居心地の悪さは

などとアドバイスしていただきました。

法科大学院のトップを取れば合格できる

しております。

す。ソクラテスメソッドでは１回の授業

を選んだ理由ですが、私は法学部ではあっ

感じませんでした。

音喜多

というイメージがあり、そこを目指して

音喜多

音 喜 多 淳 と 申 し ま す。2016年

のなかで何度も教授から質問されるので

たものの政治学専攻で法律の勉強はあまり

3月に法政大学法科大学院を修了し、同年

四苦八苦しながら答えていました。大変

していなかったため、既修には進めないと

9月に司法試験に合格しました。70期司

でしたが、今となっては感謝しています。

いう思いが半分、未修できっちり勉強した

法修習生です。現在は溝の口法律事務所で

修習生時代では裁判員裁判の傍聴が印象

いという思いが半分でした。

高須

交通事故や離婚問題、破産問題などを主に

に残っています。市民の方が刑法の犯罪

音喜多

扱っています。

についてどう感じるのかを知ることがで

法政大学法科大学院なら顔見知りの先生

高須

私は法政大学法学部出身なので、

教 授 陣 の ご 指 導 は も ち ろ ん、

OB・OGの 弁 護 士 方 に よ る サ ポ ー ト も

やっていたので授業を重荷に感じたこと

大きかったです。授業のほか自主ゼミのよ

はありませんでした。

うな形でよく勉強会を開いていただいた

手柴

ので、それはすごく助かりました。それか

かったです。予習・復習も含めてしっかり

の受験で司法試験に見事合格されました。

ら運は私も実感しました。全範囲的に網羅

勉強することができました。

その要因は何だったと思われますか。

できていない科目があったのですが、幸

「1回目で合格できた要因」
お二人は法科大学院修了後、1回目

きたのは貴重な経験でした。

が何人もおられて質問も気軽にできると

手柴

大きく3つあります。
「運」
「友人」
「教

い試験に出たのは勉強していた部分だっ

いております。

日野田

確かに少人数授業は毎回気が抜

考えたからです。法政大学に在学中の卒業

授」で、それぞれ2対4対4の割合でしょう

たからです。勉強の仕方は手柴さんと異な

日野田

本日は日野田先生にも同席いただ

授業をきちんと受けて法政大学

私もこれは無駄だと思う授業はな

「法学未修者コースの勉強」

研究者教員として憲法科目を担

けないので大変だったと思いますが、そ

見込者は入学試験の受験料が安くなると

か。
「 運」というのは、良い成績を残せた科

り、アベレージを取れるように意識してい

高須

当しております日野田です。本日はよろ

れが実力の向上につながるという面もあ

いう利点もありました。未修を選択したの

目があり、それで合格できたと思うからで

ました。本当は全科目AかBを目指しまし

学科ですから本当に未修といえますよね。

しくお願いします。

ると思います。おそらく手柴さんは、先生

は、未修コースで受験した結果、入学時特

す。それから「友人」に恵まれました。同期

たが現実は厳しかったので、苦手科目をな

未修コースは、法律を勉強していない人に

高須

といろいろ議論されたのでしょうね。

別奨学金の受給者に選ばれ、金銭面の不安

にはそれぞれ得意・不得意科目があり、お

くし、まんべんなく取れるように勉強しま

も法律家の道を開こうという理想・理念

に在学中、特に印象に残っていることか

手柴

がなく勉強ができることも大きな魅力の

互い質問し合うことで頭の整理ができ、柔

した。

のもと設けられていますが、やはり法律を

らお聞かせください。またその後の司法

見を先生に投げかけては、こてんぱんに

ひとつだったからです。

軟な思考力・発想力が養われたと思って

高須

修習生時代の思い出もあわせてお願いし

やられていました。でもそうして鍛えら

高須 優秀な成績だったから奨学金の受給

います。それから「教員」の方々は我々のこ

大事ですから法政大学法科大学院では多

ではお二人が法政大学法科大学院

はい。これは絶対こうだと思った意

それぞれの個性に合った勉強法が

手柴さんは法学部といっても政治

勉強していない人が法科大学院で勉強す
るのは厳しい部分もありましたか？

6

修了生座談会

書は数多くあり、何が重要でどこを覚えれ

験していたので、司法修習生時代には細

大変だった反面、知識が増えていく喜びが

法科大学院の未修者修了生の合格率は

ばいいのかわかりませでした。でも幸い、

かい手続きに関する条文はすらすら頭に

ありました。それは楽しい授業を展開して

26.9%で、全国法科大学院の未修者合格者

1年生の春先の段階で法政大学法科大学院

入っていました。受験勉強だけでは手続

くださった先生方のおかげだと思います。

の平均合格率15.5%を大きく上回りまし

のOB・OGの方がかなり丁寧に指導して

き面の細かい規則はなかなか覚えられな

ですからもちろん難しくはあるものの知

た。法政大学法科大学院の未修者教育の良

くださり、司法試験とはこういうものだと

かったと思います。

的好奇心として楽しく勉強できました。

かった点を聞かせてください。

ゴール地点を示してくださったのです。そ

高須

高須

手柴

手柴

正直、きつかったです。ただ1年目は

高須

2018年 の 司 法 試 験 で は 法 政 大 学

少人数教育なので教授方との距離

の上で、このくらいのものをこのくらい書

などの実務科目を重視し、数多く設けてい

受けますが、既修の人に追いついたあるい

が近く、手厚くフォローしていただいたこ

けば大丈夫、そのためにはこういうところ

ます。たとえ司法試験に直結しなくても修

は追い越したと実感した時期はありまし

とです。先生方は我々のことをよく把握さ

を勉強すればいいと教えてくださいまし

習や、実務についた際に必ず役立つと考え

たか。

れていますし、私たちも休み時間や授業終

た。それである程度見通しがつき、ここま

ているからです。

わりに気軽に質問に行くことができました。

2年目から既修の人と一緒に授業を

でやろうと割り切ることができ、その困難

日野田

でしたので、このままいけばいいと思いま

を克服できました。

知識とスキルを、実践的な授業で磨き上げ

したが、2年目に既修の方と一緒になった

高須

ていくことも重要ですね。

の話に耳を傾けることが肝要だと思って

ですから、自分に合った努力の仕方を見つ

とき、既修の人は前提とする基礎知識に抜

すか。

います。

けて着実に合格に向けて頑張ってくださ

けや漏れがないなと強く感じました。そし

手柴

高須

るなか、法政大学法科大学院で勉強したこ

い。心から応援しています。

点です。実務家教員の方も合格されていま

高須

て未修者と既修者が別々に勉強していて

とが役立ったと思うことはありますか。

は依頼者の話を聞くことが大事というこ

は絶対意味がないと思ったので、既修の人

すが、旧司法試験ですよね。わずか数年前

音喜多

とですね。

に勉強法を聞いたり、みんなで判例につい

に新司法試験に合格されたOB・OGから

は経済法選択でしたから破産法や労働法

て意見交換をしたりしました。そういう環

のアドバイスは大変参考になりました。

手柴

は全くわからないのに、実務ではいきなり

めつける感じで依頼者と話してしまい、反

境があったのは良かったと思います。追い

日野田

勉強はやればやるほど先が見え

破産相談を任されたりします。そういうと

発されることもありました。先輩に相談す

ついたとか追い越したというのは、最後ま

なくなる、という面もあると思います。そ

きは短時間で必要な情報を入手し相談に

ると「まず聞くことから始めればいいので

で正直なかったです。私の周りはみな合格

んな時、道筋をつけてくれる人の存在が身

臨みますが、それができるのは、法科大学

は」と助言され、ハッとしました。そして法

したので優秀だったのだと思います。ただ

近にあるというのは心強いですよね。

院時代に多くの本を要点を把握しながら

科大学院時代にローヤリングで学んだこ

読み、知らないことを調査する能力を養っ

とを思い出し、当時の本を慌てて読み返し

未修1年目はそれなりに上位の成績

OB・OGによる指導の良さは何で
やはり、司法試験を合格されている

3年後期くらいからこれだけは負けないと

講義科目や演習科目で習得した

では現在、弁護士として仕事をされ

本の読み方を学んだことです。私

信頼関係が大切であり、そのために

はい。最初は「これはこうです」と決

いう得意科目を作ろうと思い、その科目は

音喜多

たからだと思います。

ました。まだ弁護士になって2年足らずで

かなり頑張りました。

ンスがいいと思いました。それから1年次

手柴

すが、最近少し変わってきたと思います。

高須

実務家教員と研究者教員のバラ

クリニックの授業で、法政大学出身

に民法の授業で
「法的思考とは何か」を3、

の実務家の事務所に2週間ほど通い、依頼

音喜多

修で3年間頑張る道を選びました。そのメ

4回学んだことは有益でした。民法にとど

者との距離の取り方など具体的な弁護士

死なので、理想の法曹像はまだ定まってい

リットを教えてください。

まらず法的思考全体の理解が深まり、2年、

業務を学べたことは貴重でした。合格後の

ませんが、いろいろなことができる弁護士

手柴

3年でも好成績が残せた要因になったと思

自分の姿をイメージでき、モチベーション

になりたいです。近年、弁護士の増加に伴

で、キャレル、ゼミのための教室開放など

います。

アップにつながったと感じます。

い専門化が進んでいると言われますが、得

申し分ありません。幸いチャンスは1回だ

高須

法政大学法科大学院は司法修習へ

手不得手なくさまざまな事件に精通し、何

けではないので、勉強を続けていけば必ず

の橋渡し的な役割があるとの考えから、従

でもできる弁護士になりたいです。また弁

合格できると確信しています。努力は裏切

来、司法修習期間中の弁護修習の内容を取

護士から裁判官になるなど多様な道があ

りません。諦めずに一歩一歩前に進んで頑

音喜多さんは法学部出身ですが未

「困難を克服する方法」
高須

り入れ、設立以来エクスターンシップとし

りますから、弁護士に限らず法曹としてい

張ってください。

てこれを充実させてきました。弁護士のあ

ろいろな道を模索しながら成長していけ

日野田

かったこと、諦めかけたことはありました

り方を理屈ではなく肌で感じてもらいた

たらと思います。

なる辛さがあると思いますが、お二人は未

いとの考えからですが、それが役立ったよ

日野田

依頼者と胸を割って話せる関係

修で3年間努力して見事１回目の受験で合

うですね。

は大事ですね。一方、社会のなかで自分は

格され、法曹界で活躍されています。これ

何を必要とされているのかという大きな

からもぜひ頑張って仕事に取り組んでく

視点を持つことも大切だと思います。

ださい。

高須

高須

音喜多

諦めたことはありませんでした。

「修 了 後 に 役 立 っ た 法 政 大 学
法科大学院での学び」

勉強に疲れると友人を誘って大好きな

高須

ラーメンを食べ、リフレッシュしてまた勉

大学院での学びが役立ったことはありま

司法修習生時代に法政大学法科

曲がりなりにも学部で法律の勉

強するという感じでした。飯田橋や市ヶ谷

すか。

強をしてきたので、ある程度下地はできて

にはおいしいラーメン屋さんが多いんで

手柴

いましたが、純粋未修の方たちの質問には

す。学校にいるときは勉強するかごはんを
食べるかでしたね。

があり、目から鱗という感じで新鮮に感じ

手柴

向授業で何度も先生とやり取りした経験

ました。特に社会人経験のある方と話すと

こまで勉強すればいいのかわからなかっ

があったからだと思います。

視点が鋭くて勉強になりました。

たことが一番辛かったです。世の中に基本

音喜多

「あっ、そこが気になるのか」と意外な視点

学習環境については今話した通り

いろいろな先生方から指導を受け

につなげたのでしょうか。

音喜多

私はまだ弁護士1年目で毎日が必

て力をつけられたわけですが、在学中に辛
か。もしあれば、それをどう克服して合格

私も諦めたことはありませんが、ど

「理想とする弁護士像」
高須

弁護士としてご活躍のお二人です

では最後に、これから法政大学法科

法科大学院は他の大学院とは異

本日は後輩の皆さんに、そしてこれ

大学院への入学を考えられている方への

から法政大学法科大学院に入学しようと

が、これからどういう弁護士を目指すのか

アドバイスをお願いします。

いう皆さんに大変参考になるお話を伺う

ことばかりでしたが、知らないなりに何と

理想の法曹像を教えてください。

音喜多

法政大学法科大学院は教授陣が

ことができました。お二人が今後、ますま

か乗り越えられたのは、法科大学院の双方

手柴

素晴らしいですし、OB・OGの支援も手

すご活躍され、立派な法律家になられるこ

「先生がこれだけやってくれたから私は満

厚いです。また一人に１つのキャレル（自

とを祈念してやみません。どうもありがと

足しています」と依頼者から言ってもらえ

習席）があり、図書室の蔵書も豊富なので

うございました。

る弁護士が理想です。そのためには依頼者

勉強の環境は万全です。勉強法は十人十色

司法修習生時代は本当に知らない

法科大学院で模擬裁判を一度経

たとえ最終的に裁判に負けても、

修了生座談会

修了生座談会

手柴
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法政大学法科大学院では模擬裁判
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司法試験合格者の声

司法試験合格者の声
司法試験 1 発合格への近道
されており、環境を変えて勉強すること
ができます。このように環境を変えるこ
とができるということは、モチベーショ
ン維持に役立ちます。司法試験合格のた
めには、数年もの間勉強を続けなければ
ならないため、勉強に対するモチベーショ
ンの低下は司法試験不合格に直結してし
まいます。したがって、このように集中
して勉強できるスペースが複数あるとい
うことは、私にとって非常に大きなメリッ
トでした。
第 2 に、先生方との距離の近さです。
本学では 1 クラス 10 名程度の少人数教
育を徹底しており、先生方との距離が近
いため、授業中はもちろん、授業の終わ
りなどにも、疑問に思った点について質
問に答えていただくことができます。法
律の勉強においては自分で考えることも
大事ですが、間違った知識を定着させて
しまっては、一生懸命勉強しても無駄に
なってしまいます。したがって、先生方
に質問をさせていただくことにより、正
しい知識を身に着けていくことが司法試
験合格のためには必要不可欠です。私自
身も、授業の終わりには頻繁に質問させ
ていただきました。

このように、法政大学法科大学院には
奨学金制度だけではない様々なメリット
があります。私は、予備校には頼ること
がありませんでした。それにもかかわら
ず、1 回目の挑戦で司法試験に合格できた
のは、以上のようなメリットを最大限利
用したからこそであり、法政大学法科大
学院で学ぶことは、司法試験 1 発合格へ
の近道だと私は考えます。

ることはほとんどありませんでした。こ
れらの設備を修了後も何不自由なく使え
たことは学習方法の自由度を大きく引き
上げてくれたと思います。
つぎにあげられるのは、面倒見がよく、
優秀な先生方、OB・OG の方々と熱心な
学友の存在です。法政大学法科大学院は
少人数教育を魅力の一つとしていること
もあって先生方との距離が近く、先生方
は日常から生徒のことを気にかけてくだ
さいます。面倒見のいい先生が多く、授
業と同じくらいの時間を質問に答える時
間に充ててくださる先生もいました。こ
の先生方との対話の時間は自分の理解の
問題点や既存知識上の位置づけ等たくさ
んのことに気づかせてくれる素晴らしい
時間でした。また、その教えの影響もあっ
てか OB・OG にも面倒見がよく優秀な方々
がたくさんおり、受験生の学びを支えて
くださっています。OB・OG の方々が主
催している講義は受験生に近い立場から
学びの支えとなるよう構成されているの
で、日々の学習のヒントとなる点が多く
大変ためになりました。さらに、試験合
格の上で書かせないのが自己の学習に他

者からの視点を取り込むことで客観的な
視点から自分を見つめることだと考えま
す。大学院で出会った熱心な学友の存在
はこの視点の獲得とって不可欠のもので
あったと思います。
法科大学院での学びは私に多くのもの
をもたらしてくれました。その場所とし
て法政大学法科大学院は最適の場所で
あったと考えています。

法学既修者

岩波 耕平 さん

合格の決め手は手厚い支援
私は、法政大学法学部を卒業後、法政
大学法科大学院に既修者として入学し、
２年間勉強したのち同大学院を修了し、
３回目の受験で司法試験に合格しました。
私が合格できたのは、法政大学法科大学
院に修了後の学習に必要な様々なものが
そろっていたおかげであると考えてい
ます。
まず、一つ目とし て 挙 げ ら れ る の は、
一人ひとりに与えられる指定席のキャレ
ル、ロッカー、修了生用にも用意されて
いるゼミ用の研究室、 図 書 室、 休 憩 室、
などの充実した設備です。特に指定席の
キャレルは８時半から 23 時まで利用でき
るため、参照したい資料がすぐに手に入
る学校での学習時間を多くとることがで
きました。また、ゼミ用の研究室は予約
さえすれば自由に使える ( しかも複数用意
されているためそれほど予約に困難は伴
わない ) ため、私が学習の中心に据えてい
た学友との自主ゼミを快適に行うことが
できました。さらに、図書室にはさまざ
まな法学関連書籍のほか、自治組織によ
る受験関連書籍コーナーも備え付けられ
ており、自主ゼミに伴う調べ物の際に困
9

法学既修者

永棟 琢也 さん

私は、中学から法政大学の付属校に通って
いたため、法政出身の法曹として活躍したい
という思いから法政大学法科大学院に入学し
ました。
司法試験合格のためには以下の 3 つが必
要であると思います。
第 1に、司法試験では、ただ法律の知識を
知っているだけでは足りず、その知っている
知識を自分の言葉でしっかり答案に表現でき
ているかが重要であるということです。法政
大学法科大学院は少人数教育を特色としてい
るため、授業で質疑応答を求められることが
多かったです。自分の頭で考えた上で解答す
ることにより、ただ漫然と知識を暗記するの
ではなく、その知識にはどのような前提・理
屈があるのかを理解しながら頭に入れること
ができたため、自己の知識の整理につながっ
たと思います。また、答案に表現できている
かどうかは、先生方や OB・OG 弁護士の方
に答案を添削してもらうことで確認すること
ができました。先生方との距離が近かったこ
とから、1 年生の頃から積極的に質問したり、
答案添削をお願いしていました。
第 2 に、司法試験は最終的には 1 人で勉
強して自己を高めていくしかないと思います
が、そこに至るまでは独りよがりになっては
いけないということです。私は、友人・先輩

とゼミを組み、過去問演習・それぞれの答案
添削を経ることによって、自己の弱点を把握
することができ、その弱点を克服するために
はどのような勉強をすればよいかを徹底的に
考えたことで、自分にとって正しい勉強方法
を身に付けることができました。お互いに得
意な分野・苦手な分野が異なっていたため、
ゼミを組むことによって得られたものは大き
かったです。同学年だけでなく、上下の学年
とも仲が良いのは法政大学法科大学院の特
徴だと思います。
第 3 に、正しい勉強法を身に付けることが
できたら、あとは勉強時間を確保し、それを
ひたすら反復することです。法政大学法科大
学院では、1 人に 1 席ずつ専用のキャレルが
確保されており、朝から晩まで利用すること
ができたため、1日中勉強できる環境にあり
ました。また、分からないことがあれば地下
に図書室があるため、すぐに調べに行くこと
ができました。私は家ではなかなか集中する
ことができず、集中して勉強に取り組むこと
ができる環境が揃っていたのはありがたかっ
たです。また、法科大学院修了後も法務専修
生として、キャレルはもちろん学校の様々な
施設を利用することができたことは大きかっ
たです。修了後であるにもかかわらず、先生
方に質問することができたり、ゼミに参加

させていただいたり、答案添削していただい
たりと手厚いフォローを受けることができま
した。
このような環境にあったからこそ、時間は
かかってしまいましたが、3 回目で合格する
ことができました。法政大学法科大学院の先
生方・事務の方々・警備員の方々には大変お
世話になりました。
今後は、お世話になった方々への感謝の気
持ちを忘れずに、法曹として日々努力してい
きたいと考えています。

司法試験合格者の声

司法試験合格者の声

私は、既修者として法政大学法科大学
院に入学し、1 回目の挑戦で司法試験に合
格することができました。
私が法政大学法科大学院を選んだ一番
大きな理由は、奨学金制度が非常に充実
していることでした。特待生制度（標準
修了年限の授業料相当額が給付される奨
学金制度）や、成績優秀者に対する奨学
金の給付（授業料相当額または年額 50 万
円の給付）、さらに月額 5 万円が支給され
る特別奨学金など多くの制度が用意され
ています。ここまで充実している奨学金
制度を用意している法科大学院を私は他
に知りません。私自身も、既修の特待生
として入学しており、金銭面に不安を覚
えることなく勉学に集中することができ
ました。
もっとも、実際に入学して私が感じた
法政大学法科大学院を選ぶメリットはそ
れだけではありませんでした。第 1 に、
学習環境があります。法政大学法科大学
院では、学生一人一人にキャレルが用意
されており、静かな環境で集中して勉強
することができました。また、授業のな
い時間には空き教室を借りることもでき、
さらに、図書室にも勉強スペースが用意

司法試験合格を目指せる環境

法学未修者

寺沢 駿平 さん

熱意に答えてくれる環境・仲間の存在
私は修了後 2 回目の司法試験で合格する
ことができました。私が司法試験に合格する
ことができたのは、理解できるまで根気強く
付き合ってくださった先生方と先輩方、一緒
にゼミを組める同級生がいたおかげだと考え
ています。
法政大学法科大学院における未修クラス
の授業はインプットが基本ですが、学説と判
例がバランスよく取り上げられており、答案
としてアウトプットすることを想定した内容と
なっていました。授業は質問のやり取りで進
むため、
自然と予習をしっかりするようになり、
授業で習った内容は記憶に残りやすくなりま
した。先生方は授業中の質問は勿論、授業後
や終業後も学生が理解し、納得がいくまで質
問や議論に付き合ってくださいました。また、
春夏冬の休暇期間にはゼミや勉強合宿を組
んでくださり、夜遅くまで親身になって指導
をしていただけました。このため、2 年次に
既修者として入学してくる方々にも負けない
基礎力を身に着けることができました。
また、上級生の先輩や OB・OG 弁護士の
先輩方も後輩指導に熱心で、学内試験の対
策から本試験過去問の答案添削まで、幅広く

サポートしていただけました。先輩方との距
離が近いことで、勉強に限らず普段の勉強や
直前期・本試験期間の過ごし方まで様々な有
益な情報を得ることができました。
さらに、私は法政大学法科大学院で一緒に
ゼミを組み、同じ境遇の仲間を見つけられた
ことで、厳しい受験勉強を乗り越えることが
できました。特に、1 回目の試験終了後から
不合格の発表を経て 2 回目の試験に向けた
勉強をする間、常に同期の仲間とゼミを組み
勉強を続けてきましたが、ゼミの仲間たちが
いなければ今年の合格は無かったと思ってい
ます。複数人で勉強するから、自分一人では
出てこない発想や見落としている論点を発見
することができることは勿論、やる気が出な
い日も、成績が伸びず気持ちが落ち込んだ日
も、みんなでやるからいつも通り勉強を続け
ることができました。司法試験の勉強は最終
的には個人戦ですが少人数教育を特色として
いる法政大学法科大学院では、個人戦で勝
つため互いに切磋琢磨することができる仲間
を見つけることができます。
私は初めての司法試験には落ちてしまいま
したが、わからなかったことはそのままにし

ておかない、できなくて悔しかった答案はで
きる限り書き直す、といった負けん気の強さ
とあきらめの悪さを持っていたことが 2 回目
での合格につながったと考えています。法政
大学法科大学院には、この負けん気の強さと
あきらめの悪さに徹底的に付き合ってくださ
る先生がいらっしゃいますし、厳しい受験勉
強を共に頑張っていける仲間が見つかります。

法学未修者

河 潤美 さん
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法政大学大学院法務研究科の教育目標と
３つのポリシー

法科大学院で学ぶ法領域
法科大学院では、多岐にわたる法的知識を理論と実務に有機的に関連させながら効率的に学習することが求められます。法曹として必要に
なる法的知識の基礎を 2 年・3 年という短期間で身に付けなければならないため、それぞれの法領域の特徴と果たす役割についてあらかじめ
理解しておくことが求められます。また、自分がどのような法曹を目指し、それを実現するためにはどの法領域を中心に学習する必要がある

教育目標

のかについて、把握することも容易になります。

法務研究科法務専攻では、法律学を実生活に応用し、現代社会に生じる多様な法律問題に対して適正かつ迅速に対応できる、創造的応用力
を備えた市民のための法曹の養成を目的としている。しかし、法律学を実生活で応用するためには、まず、各種法律学の原理・原則・概念・
思考方法等の基礎をしっかりと学んでおくことが必要である。そのために、まずは、各種法律学の基礎をしっかりと学んだうえで、これを応
用し、各種法律学上の多様な論点について、多角的な観点から分析して論理的に結論を導き出し、かつ、導き出した結論とその理由を書面や
口頭で的確に表現する能力の育成に重点をおいた教育を実施している。

専門職大学院法務研究科は、法の支配を基盤とする現代国家

教育課程の編成・実施方針

（カリキュラム・ポリシー）

優れた人間性と高度な専門知識を備え、複雑な現代社会に生

における司法制度の担い手である高度な専門的能力と優れた資

じる法律問題に柔軟に対応する能力を備えた法律家の育成が、

質を有する法律専門家としての法曹を育成する教育機関である。

教育課程の編成・実施の目標である。そのため、1 年次では、

したがって、幅広い学識に支えられた法律に関する深い知識や

法律基本科目の学習を全く行っていない者や十分とは言えない

その応用能力にとどまらず、優れた倫理観、道徳観も兼ね備え

者に対して、公法系・民事法系・刑事法系の基礎的学力を構築

た人間性豊かな人材の養成を行うことを教育理念とする。裁判

すべく、憲法・民法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の基本科

官・検察官・弁護士となるためには、司法試験に合格すること

目を配置し、2 年次・3 年次では、基礎学力を備えた者に対して、

が必要であるが、同試験に合格するための法律知識や技能の修

行政法および商法のほか、現実の社会で生起する複雑な問題に

得は、専門職大学院法務研究科の教育目標の一部に過ぎない。

対応する能力を研鑽すべく、民事訴訟実務関連科目・刑事訴訟
実務関連科目・倒産法関連科目、労働法・経済法・金融商品取

具体的には、以下に掲げる知識・技能・能力・素養を兼ね備

引法等の多数の展開科目・先端科目を配置している。このよう

えた人材の育成を図り、司法試験に合格するに足る学力水準を

にして、現代の法律家として必要とされる知識および能力の段

備えることを当然に含んだ上で、優れた人間性のある誠実な法

階的かつ体系的に教育を行う方針をとっている。

律家となるに足ると判定された者について修了を認定すること

的な紛争につき、的確な事実の把握に基づく事案分析と説得力
ある法的推論を行い、妥当な解決を導くことができる人材
2. 法的思考に基づき、自らの見解を、説得力ある形で文章とし
て論述し、口頭にて陳述し、他者と論理的に議論を行うこと
ができる人材
3. 法律実務に関する基礎的素養を有し、法曹として職務を遂行
するに当たり要求される高い職業倫理を有する人材
4. 臨床教育を通じて培われる高いコミュニケーション能力と正
義の実現への熱意を有し、想像力を駆使して事案の本質を洞
察するとともに、人々の痛みに共感し寄り添うことができる
人材
5. 基礎法学あるいは隣接学問分野等の学識を通じ、幅広い教養
と国際的な素養に基づき、新たな法律問題にも幅広い視野か
ら柔軟な思考を行うことができる人材
6. 先端的・展開法分野の学識を通じ、複雑な現代社会に生じる
法律問題に創造的視点からの対応を行うことできる人材
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政府と市民の法関係を学ぶ
日野田 浩行 教授


法科大学院での民法学習について
遠山 純弘 教授


法律学の体系と公法

一定の形式に従った思考

法律学を学ぶ際には、一定の体系をふまえた全体像をイメージし、

学生の受け入れ方針

（アドミッション・ポリシー）
大学院法務研究科では、一般的伝統的な法律問題に対応でき
る法律家だけでなく、一般消費者等の社会的弱者に関する法律
問題に対応できる法律家、複雑な企業活動や国際取引に対応で
きる法律家、国および地方公共団体等が抱える多種多様な問題
に対応できる法律家、国際的な諸問題に対応できる法律家など、
様々な分野の法律家を育成することを目標としている。そのた
めに、法学部で法律学を学んできた者のみならず、法律学とは
異なる様々な分野を学んできた者や、すでに社会人として職業
経験を有する者など、可能な限り、様々な経験を有する者を広
く受け入れることを入学者受入れの方針としている。入学試験
については、法律基本科目の学修を修了している者に対して行
う既修者入学試験とともに、法律基本科目の学修を修了してい
ない未修者のための未修者入学試験を年に複数回行い、優れた
素質を有する者の発掘に努めている。これらにより、優れた人
間性と高度な専門知識を備え、複雑な現代社会に生じる法律問
題に柔軟に対応する能力を備えた法律家を輩出することが大学
院法務研究科の入学者受入れの方針であり、目標である。

実際に起こる民事紛争は、多種多様であり、民法が規定している

各法分野の基本的性格や特徴を押さえておくことが大切です。そう

条文を適用して問題を解決することができるかどうか明らかではな

した意味で、実体法と手続法の区別のほか、伝統的な公法と私法と

い問題も生じますし、さらに、例えば、譲渡担保やスポーツクラブ

の区別についても知っておく必要があります。辞書的な説明でいえ

の会員契約のような各種の非典型契約をめぐる問題のように、そも

ば、公法とは「国家機関ないし行政機関が関わるもの」であり、私

そも法律が直接規定していない問題も生じます。もちろん、だから

法とは、「国民ないし市民相互の関係を規律するもの」と言われま

といって、このような場合に紛争に対して自由に判断することは許

す（高橋和之ほか編『法律学小辞典 [ 第５版 ]』[ 有斐閣・2016 年 ]）。

されません。もしこれを許すとすれば、司法制度は大混乱をきたし

民法を典型とする私法の特徴が市民相互の水平関係を規律するとこ

ます。ある判断が法的に適切であるというためには、その判断が決

ろにあり、そこでは私的自治の原則が尊重されるのに対して、公法

められた一定の形式に従ってなされていることが必要となります。

は、いわば国・公共団体（あるいはその機関）と市民との垂直関係

この一定の形式に従っているからこそ、その判断は、法的であると

を規律するところに特徴があるとされます。

か法的に適切であるということができるわけです。そこで、法科大

もっとも、垂直関係といっても、現在では国・公共団体 vs 市民の

学院の民法の授業では、この思考形式あるいはこの思考形式に従っ

単純な構図ではなくて、たとえば事業者に対して行われるべき規制

た紛争の解決について学びます。

がなされていない場面等で、第三者たる住民、事業者等、および行

にしている。
1. 基本的法律分野についての確実な知識を修得したうえで、具体

民法とは―

政との三面関係を意識した考察が必要となります。また、本来公権
力から個人を防御するために保障された「憲法上の権利」が、私人
間での紛争にどのような影響を及ぼすのか、といった点も考察され
ることになります。

法科大学院における公法科目

法科大学院で学ぶ法領域

３つのポリシー

学位授与方針

（ディプロマ・ポリシー）

公法とは―

他の分野との関連づけ
法学部では、通常、民法総則、物権、債権総論、債権各論といっ
た分野ごとに授業が行われますし、民法の教科書を見ても右分野ご
とに教科書が書かれています。そのため、民法の知識が各分野ごと
に独立して覚えられていることも少なくありません。しかし、実際
に生ずる紛争は、民法総則だけにかかわる紛争とか、物権だけにか

法科大学院での基本的な公法科目は、憲法と行政法です。個々の

かわる紛争ということはありません。民法のいろいろな分野が相互

行政活動が、様々な行政法規に適合して行われているか。そもそも

に関連して問題となります。例えば、代理人によって売買契約を締

問題となる行政法規自体、憲法の諸規定に合致するものといえるか

結した売主が買主に売買代金を請求する場合、契約締結の問題は、

――例えば、酒類販売業を営むには酒税法に基づき免許を受けるこ

契約総論にかかわる問題です。また、代理人によって契約を締結し

とが必要ですが、その拒否処分が争われる場合、当該処分の適法性

たということですと、代理も問題となりますが、代理は、民法総則

のほかに、酒税法の定める酒類販売業の許可制や具体的な許可要件

の問題です。さらに、代金の支払請求は、債権の効力にかかわって

が憲法第 22 条第１項に適合するか否かについての検討も必要とな

きますが、債権の効力は、債権総論の問題です。しかも、売買契約

ります。公法の授業では、こうした多くの具体的事例を用いて、判

の問題ということでは、契約各論も問題となってきます。このよう

例をベースに考察を行い、法律実務家としてのスキルを磨いてゆき

に、実際の紛争では、民法の各分野の知識が相互に関連して問題と

ます。

なってきます。しかも、実際の紛争は、民法を超えて、商法や労働
法といった民法以外の法律分野とも相互に関連して問題となる場合
もしばしばです。そこで、法科大学院における民法の授業では、こ
れまで各法分野ごとに独立して覚えていた知識を相互に関連付けて
問題を解決していくことを学びます。
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法科大学院で学ぶ法領域

法科大学院で学ぶ法領域
刑法とは―

訴訟法とは―

多様な法曹実務に関する科目とは―

論理的思考で犯罪者を裁く
今井 猛嘉 教授


手続法の重要性を考える
鷹取 信哉 教授（実務家）


現代の法曹として活躍するために


実体法と手続法

充実した実務科目

刑事法は、犯罪者を検挙し、裁判にかけ、どのような犯罪を行っ
たのか、その結果、どの程度の刑罰が相当かを判断するための法律
罰が予定されているかを規律する「刑法」
（実体法）と、犯罪者の捜査、
訴追、裁判、刑の執行を規律する「刑事訴訟法」（手続法）を中心
としつつ、関連する法律（さまざまな経済法令違反の罪に関する法
規や、犯罪者の処遇に関する法規等）から成り立っています。
こうした刑事法が適用される場面は、新聞記事やドラマ等を通じ
て、皆さんにも比較的理解されているのではないかと思われます。
法科大学院では、そうしたイメージを大切にしつつも、人が人を犯
罪者として検挙し、裁いていくためには、どのような要件を満たす
必要があるのか、どのような行為が犯罪とされているのか、それは
何故なのかを、正確に理解する必要があります。そのために、特に、
刑法の勉強では、論理的思考が要求されます。それは、なかなか大
変な作業を伴いますが、犯罪者とされた者には刑罰という最も厳し
い制裁が国家から科せられるのですから、この作業は避けては通れ
ません。がんばって、日々の勉強を大切にし、一歩一歩理解を深め
ていってください。

法科大学院では、民法、刑法等の実体法だけでなく、民事訴訟法、

法政大学法科大学院では、多様な実務関連科目を設置しています。

教授（実務家）

インハウスローヤーという選択肢
日本社会が役所主導による事前抑制型社会から、司法による事後

刑事訴訟法等の手続法を学習します。刑事事件では、刑事手続を経

1880 年に 7 人の弁護士（当時は代言人と呼ばれていました）が東

規制型社会に変化しつつある現在、企業をめぐる法律環境は大きく

ない限り国家が刑罰権を発動できませんし、民事事件でも、当事者

京法学社内に講法局と代言局を設置したのが法政大学法科大学院の

変わろうとしています。企業経営におけるコンプライアンス（法令

が自主的に紛争を解決できないときは、手続法に従って実体法を適

ルーツとなります。実務法曹が作った大学、この建学の精神を大切

遵守）の重要性が意識され、透明・公正かつ迅速・果断な意識決定

用しない限り、実体法が定める法律関係を実現できません。手続法

にして、多くの実務家教員が魅力溢れる実務関連科目を担当してい

を行う仕組みであるコーポレートガバナンスの構築が求められてい

が実体法を支え、これと相まって実体法が目指す法律関係が形成さ

ます。ここでは、その一部を紹介します。

ます。このような状況のもとで、法律家が企業をめぐる法律問題に

れるのであり、法曹が適切に職務を遂行するには手続法の知見が不
可欠です。
手続法の授業の中心は、判例・学説等の法律解釈ですが、多数の
関係者が関わる訴訟法では、実務の運用にも配慮が必要です。そこ
で、法政大学法科大学院では、精緻な理論と実務の知恵をしっかり
と学習できるように、理論に精通した研究者教員と豊富な実務経験
を有する実務家教員がチームを組んで授業を担当します。また、訴
訟実務科目や刑事模擬裁判など、手続法に親しめるカリキュラムも
用意しています。

民事訴訟法の学習内容

現代法曹論と企業法務入門
2019 年度から新たに開講した科目です。21 世紀の日本社会が
求める新たな法曹像を学ぶことを目的とした授業です。公的分野で
活躍する弁護士、企業内でインハウスローヤーとして活躍する弁護
士、刑事事件や人権問題などで著名な活動をしている弁護士など、
多くのゲストスピーカーをお招きして授業を行います。法曹の仕事
は訴訟事件を担当することであるという理解は、現代社会では通用
しないものとなりつつあります。訴訟事件が法曹の仕事の本来的業
務であることは、その通りであるとしても、それだけに安住するこ
とはもはや許されない時代となっています。

関わる機会はますます増加しています。さらには、多くの企業が、
その発生するさまざまな課題について、法的な思考力をもって解決
する人材を必要としており、企業内に法律家を迎え入れようとして
います。インハウスローヤー（組織内弁護士）と呼ばれる職業であ
り、すでに 1700 名を超える弁護士がインハウスとして活躍してい
ます。これだけ多くのインハウスローヤーの活躍を可能としたのは、
この 10 年余の法科大学院教育によるところが大きいことは周知の
事実となっているところです。
法政大学法科大学院では、設立当初から企業法務に関するカリ
キュラムを用意し、充実させてきました。その結果、法政大学法科
大学院を修了した多くの修了生が企業に就職し、インハウスロー
ヤーとして活躍しています。また、法律事務所に所属しながら企業

１年次では、民事訴訟法を基礎から学習します。訴訟法の基本構

「新しい時代には、新しい法曹を、新しい法曹には新しいスキル

造、原理原則をマスターした上で、基本的な論点を習得し、その定

を！」、法政大学法科大学院は、このような考え方を大切にし、多

着を図ります。２年次では、１年次で培った基礎力をもとに、事例

くの実務関連科目を用意しています。現代法曹論と企業法務入門は、

問題や判例を題材にして、事案を分析して争点を抽出し、それに対

このような科目の入り口となる導入授業です。入学直後に受講して

して条文や原理原則を踏まえて自ら結論を出すトレーニングを積み

欲しい授業です。

そのためのスキルとマインドを身につけてほしいと考えています。

リーガルクリニック

企業にとどまりません。国家機関あるいは地方自治体などでも、多

ます。授業では、議論を通じて重要論点に対する理解を深化させ、
自ら考える思考力の涵養を目指します。３年次では、民事訴訟実務
の学習を通じて、理論がどのように実務で活かされているかを知り、
民事訴訟法の学習を完成させます。理解を深めたい学生には判例演
習が用意され、判例を深く、多角的に検討し、更なる思考力の深化
を図ることが可能です。法政大学法科大学院では、基礎から応用、
そして実務への架橋と、段階的に習得するカリキュラムを用意し、
少人数教育の利点を最大限活かして、複雑化する社会に応え、柔軟
な思考力を持つ法曹を輩出しています。

実践的な学習を経験豊かな実務家教員の指導のもとで、学習する
授業です。ここでは、より実践的な課題に取り組むため、複数の実
務家教員をクリニック担当教員として配置し、それぞれが得意とす

法科大学院で学ぶ法領域

法科大学院で学ぶ法領域

です。具体的には、何が犯罪となる行為か、それにはどのような刑

高須 順一

法務を中心に活躍している修了生弁護士も多数存在しています。よ
り高度の専門性を有する法律家として活躍する機会を獲得するため
には企業法務は魅力ある分野であり、法政大学法科大学院において、
また、現在、弁護士が招かれてインハウスの仕事をしているのは、
くの弁護士が活躍するようになっています。将来的には児童相談所
等にインハウスローヤーを常駐させようとの試みもあり、今後、多
くの法曹の活躍が期待される分野となっています。

る分野をテーマとして、臨床法学に特化した授業を行います。扱う
分野は様々であり、ビジネス・コンプライアンスのようなものもあ
れば、民事訴訟手続のあり方を探求するものであったり、刑事事件
に関するものなどもあります。法政大学法科大学院が重視する少人
数教育の特色が、十二分に発揮された授業です。多くの学生が受講
する人気授業となっています。

エクスターンシップ
法科大学院の休暇期間を利用して、実際の法律事務所や企業の法
務部、さらには国家機関などで実務体験を行う授業であり、実務関
連科目そのもののような科目です。法科大学院修了後、法曹として
生きていくことの覚悟と決意をもたらす授業となっています。
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創造的法曹

─ 考える力を身に付けるために

双方向・多方向の対話型授業

新しい時代の法曹
社会の変化にいち早く対応する

事実を冷静に分析し、それを法的に構成したうえで説得力のある

我が国では、明治維新後の立憲体制の確立期、第 2 次世界大戦

法律論を展開するためには、さまざまな事件を多角的な角度から議

終結後の民主改革期に、それぞれ多くの法律が制定され、あるいは

論することが不可欠です。法政大学法科大学院では、すべての演習

抜本改正がなされました。そして、現在もまた、これらに続く、
「第

科目において、対話形式（ソクラテスメソッド）の双方向型授業を

三の立法改革期」と言われています。2000 年に消費者契約法が制

行っています。

定された後、21 世紀に入ってから多くの法律が制定、改正されま

演習に参加する学生と教員、また学生同士が、複雑な事実をめぐっ

した。これからも多くの法律改正が予定されています。日本の社会

て互いに討論し情報を発信し合い、事実を分析する力を身に付けて

構造が 21 世紀に入り大きく変わろうとしていることが、このよう

いくことで、説得力のある表現力や法的構成能力の習得につながっ

な大立法時代をもたらしています。
法政大学法科大学院では、社会が第三の立法改革期にあるという

特色ある教育

特色ある教育

ていきます。

─ 新法に取り組む

事実を真摯に受け止め、改革の時代に相応しい進取の気性に満ちた
法曹を養成するための、多くの授業を用意しています。

徹底した少人数教育
対話型の授業をスムーズに進めるために、2 年生以降に履修する

民法の改正に対応する
民法が大きく変わります。1896 年制定以来、120 年以上の永き

すべての必修科目で、10 名程度のクラス別授業を行っています。

にわたり適用されてきた債権法の分野が抜本的に改正され、2020

法学未修者向けの講義形式の科目（１年生で履修）についても 10

年 4 月 1 日から施行されます。この改正は、民法の現代化を目指

名前後で行っており、講義形式の科目であっても、その多くで対話

したものであり、21 世紀の契約社会に大きな影響を与えるものと

型の手法が取り入れられています。

なります。また、1947 年に抜本改正された相続法も約 70 年ぶり

適正な規模のクラスで授業を行うことで、他人の意見に冷静に耳
を傾け、参加した全員が充実した討論を行うことができます。

に改正となりました。家族のあり方の変化、高齢化社会の到来に対
応した改正です。社会の根幹を規律する重要な法律である民法の大

徹底した少人数・双方向型の教育により、基礎から応用までを身

改正に対して、法政大学法科大学院では、改正に精通した教授陣に

に付けることが、複雑化する現代社会の法律問題に対して柔軟かつ

よる充実した授業を用意し、新しい民法をいち早く理解してもらえ

適切に対応できる、創造的応用力を持った法曹を養成するために重

るようにしています。

要であると考えています。

体験を通じて身に付ける─ 特長ある実務教育科目

法曹の仕事の変化に対応する

教室で行われる対話形式の授業は、実務家の基礎的な力を養うた

法曹の仕事そのものも大きく変化しようとしています。訴訟事件

めに重要ですが、実際に実務法曹として活動するための基礎的なト

については、裁判手続の IT 化がいよいよ実現する段階となりまし

レーニングとして、実際に紛争の現場に身を置き、どんどん変化す

た。訴状、答弁書、判決書、いずれも「紙」を意識したネーミング

る状況に適切に対応することを学ばなくてはなりません。法曹とし

です。その紙が裁判から取り除かれようとしているのです。われわ

て核心ともいえる紛争解決能力は、相手方との交渉というダイナ

れ法曹をめぐる仕事の環境が大きく変わろうとしています。

ミックな過程の中で身に付けられていきます。

訴訟以外の仕事に目を向ければ、法曹の仕事の変化はさらに大き

こうした力を培うため、法政大学法科大学院では、他の法科大学

いものがあります。インハウスローヤーの活躍、社外取締役等への

院に先駆けて無料法律相談所を開設し、実務教育に力を入れてきま

就任、従来は法曹の仕事とは縁がないとされていた分野への進出な

した。

ど、伝統的な法曹の業務に加えて、多くの社会分野に貢献すること

これからも、法政大学法科大学院に併設する法律相談所における

が法曹に求められています。

法律相談への立ち会い、実際に紛争の現場に身をおく「クリニック」、

法政大学法科大学院では、このような法曹の現代的課題に対応し

ロールプレイによるシミュレーション等を通じて、クライアントと

た授業を充実させ、創造性ある現代の法曹の養成を目指しています。

の面接や相手方との交渉を疑似体験的に学ぶ「ローヤリング（面接
交渉）」、学外の法律事務所や企業などで実務を体験する「エクスター
ンシップ」などを開設して、実務家としてのスキルの修得を可能
にしていきます。
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充実した実務教育

充実した実務教育
法科大学院においては、単に法律を知識として修

実務科目の概要図

得するだけでなく、実際に実務法曹として活動する
ための基礎的なトレーニングが重要となります。こ

法情報調査

うした要請にこたえるため、
「民事訴訟実務の基礎」、
「刑事訴訟実務の基礎」といった必修科目を設置。

現代法曹論

学生は起案や模擬裁判を体験して実務の概要を身に

企業法務入門

付けます。
選択科目「クリニック」
「ローヤリング」
「エクスター
ンシップ」を設置しています。クリニックでは弁護

相談所における法律相談に同席します。また、エク

クリニックでは、コンプライアンスに関する基本的な理解から現場ではどう活用されているか
受任事件への関与

ローヤリング
エクスターンシップ

事例検討会に参加し、ローヤリングでは、無料法律

模擬裁判

スターンシップでは、協力法律事務所、企業法務部、

英文契約文書作成

行政機関への派遣・研修を受けることができます。

法律文書作成

私は、大学院修了後の進路の一つとして企業内弁護士になることを考えています。そのため、企
業法務等に関わりが多いクリニックを受講しました。

要件事実演習

など、多岐にわたって学ぶことができました。はじめは、経団連による企業倫理綱領や実在する
企業によって作成されたコンプライアンス・マニュアルを検討し基本的な理解に取り組みました。
それに加えて様々な事例や判例を扱うことで、実際にコンプライアンスがどのように活用されて

ADR への参加

きたかについて運用面での利点、改善点など実践的側面から考えることができ、とても勉強にな
りました。また、講義では企業法務の理解だけではなく、今後、法律実務家として企業法務に関

充実した実務教育

充実した実務教育

士の受任事件など現実の紛争に関与するとともに、

クリニック

関連項目

また、臨床法学教育をより実践的な形で行うため、

法律相談への関与

クリニック ～体験者の声～

わる場合の心構えや、さらには企業と法律家の関わり合いについて意識することの大切さについ
ワークショップ

ても勉強することができ、将来の法曹像を意識して受講できました。
今後は、クリニックで学んだ、コンプライアンスと企業法務への理解や、法律実務家として持
つべき心構えをしっかり意識し、企業外取引での法適用に対する取り組みだけでなく企業内部の

学外での研修

法学未修者

許 少僖

コンプライアンスの運用等に対しても厳しい目を向けて、より良い社会経済への発展に寄与でき
る積極的な姿勢を持って取り組める弁護士を目指したいです。

ローヤリング ～体験者の声～

クリニック授業の特色

僕は、弁護士ではなく検察官志望なのですが、弁護士がどのようにして依頼人と信頼関係を築
いていくのか興味を持ち、ローヤリングを受講しました。

法政大学法科大学院のクリニック授業では、具体的事件を素材に
しながら法の生きた姿を学ぶことができます。

法律分野だけでなく、これに関連する心理・福祉などの各種隣接

の選択やその各種展開、そして事件の終結に至るまで、各段階に対

領域の方を招いた研究会で、紛争やクライアントへの関わり方を考

応した法的問題点や技法を学び、また、事案やクライアントの多様

える機会も提供しています。

性・固有性を踏まえて、状況によって紛争が変化していく姿を見守
クリニックは、担任制を取り、民事・刑事の各分野について学生

理解や関心につながっていきます。

務等のテーマを予め設定しているので、学生は自らの関心によって講座を選択し、参加することが可能

に関する法解釈能力の習得に加え、実務法律家となるための総合的な能力の開発が必要となります。そ
察力などが必要とされます。クリニック授業では、テーマに則した具体的事案を検討することにより、
これらの実務法律家として必要となる様々な知識、能力の獲得に努めることになります。
法科大学院内にある無料法律相談所での法律相談に同席します。また、ときには担当教員の監督の下、
自ら質問や応答を行います。相談過程に関与することにより、通常の座学では学び取ることのできない
問題発見能力やコミュニケーション能力、さらには他者に対する共感力などを身につけることができま
す。さらには、担任以外の教員や協力弁護士などの相談に同席することもあり、数多くの相談スタイル
を経験することができます。その他にも、法科大学院における無料法律相談であることに鑑み、十分に
時間を確保し、また、相談者の心理的負担を和らげるような質問方法に留意するなどの意欲的な試みを
しています。
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からの相談や同人らへの助言等）を学ぶ点で異なります。
実際に法律相談のロールプレイをやってみると、依頼人が弁護士に何を求めて相談にくるのか

法学未修者

寺岡 慎太郎

が分からない点で苦戦しました。たとえば、夫の暴力で悩む人が相談に来た場合、離婚相談かな？
と思ったのですが、実際には離婚を求めているわけではありませんでした。このように、弁護士
の思考と一般私人の相談内容の乖離がたびたび見受けられるというのを実感できたのは非常に勉
強になりました。
ローヤリングでは、法律要件の勉強をしているだけでは解決できないあまたの事情があるのだ

なと実感することができました。また、依頼人の視点からも、事案を見ることの大切さに気づくことができ、非常に勉強になりました。今後は、
授業で培った経験を生かし、犯罪被害者に親身に寄り添い、被害者と共に泣く検察官を目指したいです。

それぞれのテーマごとに実務的な観点からの検討を行います。法科大学院教育においては法律基本科目
こでは、心理学や社会学、さらには経済学などの様々な分野に及ぶ幅広い知識と社会や人間に対する洞

（ローヤリングを含む）

を学ぶのですが、ローヤリングは、前述のとおり一般私人との対人関係を意識した内容（依頼人

担当教員一名あたり数名程度の学生に限定した担任制を採用しています。各担任は民事、刑事、企業法

柔軟かつタイムリーな授業を行います。

法律相談への関与

また、他の実務科目は、訴訟手続等一般私人が介入しない法曹三者のみで完結するような内容

うとするトータルな経験が、日頃の法律基本科目や実務基礎科目の

です（ただし、希望者が多い場合は適宜調整します）。少人数で行う講座であるメリットを最大限に生かし、

実務的なアプローチ

点を置き、いかにして同人らと信頼関係を築けるかについて学びます。

生の事実や事件からアプローチし、紛争処理の全体像をとらえよ

の希望調査を行っていますので、自ら取り組みたいと思っている分

担任制

ローヤリングはこれとは異なり、法律論は意識しつつも依頼人とのコミュニケーション方法に重

の分野への関心を深めることができます。

法律相談だけでなく、事件の受任、交渉・調停・訴訟という手続

りながら、関わっていくことを目指しています。

法律基本科目では、主に法律要件の解釈とその適用および制度趣旨等について学ぶのですが、

野やテーマを扱う教員の開講するクリニックを受講することで、そ

エクスターンシップ授業の特色
エクスターンシップ科目は、法律事務所や企業法務部などに派遣
され、実務を体験することを基本的内容としています。単なる見学

エクスターンシップ先としては、①協力法律事務所および法テラ
ス、②企業法務部、③行政機関、④法務省が予定されています。

ではなく、それまで学んできた法的知識が実際にどのような形で使

法律事務所への派遣は、法政法曹会の協力のもとに実施しています。

われていくかを観察し、あるいは法律家の活動のあり方を学ぶこと

また、行政機関・法務省への派遣は、人事院「霞が関法科大学院

を通じて、法律家らしく考えるための場としての意義があります。

生インターンシップ」における中央省庁での受入れのもとに実施し

実務での体験を通じて制度の運用の実際や事実を見る眼を養い、

ており、行政実務に係る就業体験をすることができます。

あるいは、事実認定や法適用のあり方について検討する習慣を身に
付けることを目標としています。
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充実した実務教育

模擬裁判
法政大学法科大学院では、3 年次に「刑事訴訟実務の基礎」の授業の一環として、模擬裁判を行っています。この模擬裁判は、実際の事件
記録を基に法曹三者の役割などを疑似体験させることにより、問題点の理解の深まりと知識の定着を図るもので、この裁判を通して、それま
でに書籍で学習した実体法や訴訟法の理論が、実際の事件でどのようにして適用されるのかを実感してもらう狙いがあります。

法政大学法科大学院 無料法律相談所
法政大学法科大学院では、臨床教育の一環として、無料法律相談所を運営しています。実務家教員の指導のもと本法
科大学院を修了した OB・OG 弁護士の協力を得ながら、相談希望者からの事前予約を受け付け、その際に了解を得て、
実際の法律相談に学生が立ち会うことができます。相談終了後、相談担当弁護士と意見交換をし、法律相談において、

充実した実務教育

充実した実務教育

どのような点が重要であるのか、難しいのは何かなどの点を理解す
ることができます。
法科大学院ならではのプログラムであり、教室における座学では、
決して学ぶことのできないリアリティーと緊張感のある体験をする
ことができます。学生時代に、このような体験をすることは、法科
大学院での学習を継続する意欲を高めるとともに、法曹となること
への決意と覚悟を生み出すことに繋がります。法政大学法科大学院
が重視する特色ある臨床法学のプログラムのひとつです。

法廷の中で、裁判官の席だけは一段高くなっています。実際に模擬裁判を体験してみて感じ
たことは、この一段があることで、当事者同士が激しくやりとりしていても、裁判官は離れた
ところから客観的に冷静に判断することができるのではないかということです。裁判官として
の矜持と責任感を新たにする作用があると同時に、時として傲慢な態度を取らせる恐れもある
と思いました。
また、合理的な疑いを超えた証明とは何かということを深く考えました。判決を下す際には、

裁判官役

協力弁護士からのメッセージ

合理的な疑いを超えたかどうか、自分で判断するしかありません。改めて、裁判官は極めて孤

法律を学び経済社会に役立とう

独な職業だと感じました。

私は、法政大学法学部を卒業し、旧司法試験に合格・弁護士登録して以降、主に金融法
務に携わってきました。平成 26 年度からは法政大学法科大学院で「金融取引法」の講義

裁判を傍聴した際の検察官の印象は、厳しい追及で被告人を非難する、国家権力を盾にした

を久保淳一先生と共同で担当しています。

意地の悪い人間というものでした。しかし今回、あくまで台本に沿ったものではありましたが、

金融法務とは、概ね金融取引に関する法務といえますが、金融取引も、預金、貸付けと

検察官役を経験したことで、真実を追求し、法秩序を維持しようと真摯に望めば、被告人への

いった伝統的な銀行取引から資産の流動化、デリバティブを組み合わせた複雑な仕組み取

追及が厳しくなってしまうのは当然のことだと思うようになりました。

引、クレジットカード等の決済取引とさまざまあり、そこでの弁護士の役割は、商品組成

また、検察官が立証に十分だと考えるだけの証拠があったとしても、その内容を、起訴状し

時の適法性の確認、行政庁への照会、契約書の作成から、商品組成後の当事者間での交渉・

か見ていない裁判官に対して納得させるだけの証明をすることは大変難しいことです。裁判員

検察官役

紛争発生時の裁判手続の代理人まで多岐にわたります。

裁判で一般の方々が裁判に関わることもありますが、分かりやすく説明をする技術の修得も必

このような金融法務で重要なことは、とかく抽象化しがちな議論において、関係法令の

要だと思いました。

基本概念を正確に理解し、趣旨を汲み取り妥当な法解釈を導くこと、かつ、この法解釈に
生の事実を適切にあてはめることです。
法政大学法科大学院兼任教授
（金融取引法）

将来弁護士を志望する私にとって、刑事弁護の難しさを実感できたことは貴重な経験でした。
中でも証人尋問は、非常に綿密に検討して準備していたつもりでしたが、いざ証人を前にする

野口 香織

を断ち切ってしまうという結果になってしまいました。弁護人としてはフローチャートのよう
切だと感じました。

弁護人役
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で修得するものは、専門分野で必要な能力と何ら変わりありません。
あなたも、環境の整った法科大学院で法曹としての能力を身に付け、実際の経済社会に
貢献、活躍してみませんか？

と予想と異なる返答が返ってきてしまい、求めている重要な事項にたどり着く前に尋問の流れ
なものを作成し、重要な事項にたどり着くまで、自然に尋問を続けられるようにすることが大

弁護士

法科大学院では、基本法を通してこのような能力を身に付けることになりますが、ここ

Profile

法政大学法学部法律学科卒業。平成 17 年 11 月旧司法試験合格。平成 19 年 10 月第二東京弁護士会弁護士登録。
平成 26 年度より法政大学法科大学院兼任教授（金融取引法）。共著に『クレジット取引 改正割賦販売法の概要と
実務対応』（青林書院・2010 年）。

模擬裁判は一層の刑事実務への関心と法律的・技術的な知識を得ることができる授業でした。
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在学生メッセージ

在学生メッセージ
法学未修者

法学既修者

澤田 花 澄

宮内 良太

在学生メッセージ

在学生メッセージ

教員との距離が近く、いつでも質問ができる学習環境

少人数で実施する授業で、試験に対応できる知識を吸収

Q1. 法科大学院を志望した理由を教えてください。

Q1. 法政大学法科大学院を選んだ理由を教えてくだ
さい。

Q3. 法政大学法科大学院に入学してよかったと思う
ところはどこですか？

司法試験を目指すため、予備試験か法科大学院か悩んだことはあ
りました。しかし、学部での勉強だけでは、どうしても至らない部

先生方に質問できる機会を十分に設けてあるところです。授業中、

法政大学の学部 4 年生の時に「民事基礎演習」等の法政大学法科

分を感じていたため、法科大学院を志望しました。もちろん表面的

授業後は当然として、時間外も「オフィスアワー」という質問時間

大学院で開講されている授業を受講していました。法政大学法科大

【科目】エクスターンシップ

な知識だけであれば独学でも可能ですが、なぜそうなっているのか

が設けられています。先生と学生の距離が常に非常に近く、ふと疑

学院は少人数教育を特徴としていることもあり、その時はまだ法科

【理由】夏休みに 2 週間通信会社の法務部へエクスターンシップに

という、根拠や経緯に関する書籍にない部分は、独学では修得でき

問に思ったことであっても、いつでもフランクに質問できる学習環

大学院の学生ではなかった私に対しても先生方はとても熱心にわか

行きました。学生としての立場ではなく一人の法務部員と

ないと思ったからです。専門的に研究に邁進されてきた先生、実務

境は、学生にとってとても恵まれていると思います。

りやすく指導してくださいました。そのような、先生方との距離の

して契約書などの法律文書を作成する業務を行ったことに

で経験を積まれた先生の下で教えていただくことが、しっかりした

また修了生の方々も、母校愛が強く、夜遅くでも足を運んでくだ

近さは法政大学法科大学院の魅力の一つだと感じます。その他、一

より、普段の授業だけでは知ることのできない「企業法務」

知識を修得することにつながり、また、自らが実務についた際も重

さって、司法試験を受けた時の自らの体験談や注意点、勉強の方法

人一席のキャレルが確保され学習環境面でも充実していることなど

の世界を体験することができ貴重な経験でした。この学び

要になると考えました。

などを教えて下さいます。一年経過した今でも、法政大学法科大学

から、法政大学法科大学院であれば司法試験合格に向けた最善の勉

は将来実務についた際に活きてくると思います。

院を選択してよかったと感じています。

強ができると思い、進学を決めました。

法政大学法科大学院が実施する少人数制の授業で学べる点が一番

Q4. 法政大学法科大学院での学生生活の感想を教えて
ください。

の理由です。優秀な先生に教えて頂いていても、質問も議論もできな

法政大学法科大学院は学生間の距離も近いため、みんなで頑張ろ

Q2. 法政大学法科大学院の目指す少人数・双方向授業
の感想を教えてください。

ければ、独学とほぼ変わりありません。疑問を感じたその場で、授業

うという雰囲気が強いです。学生間で授業前後の討議もしやすく、

中であっても質問できる場が提供されること。先生が教えながら学生

わからなかったところをお互いに埋めるような話し合いもよく行い

の反応を見て、全員の理解が適切に進むように授業を進めてくれるこ

ます。先生に質問できる環境ももちろん重要ですが、お互いに切磋

と。少人数だからできる双方向の流れがあって初めて、
授業を活性化し、

琢磨できる友人は非常に重要で、友人との何気ない議論で理解でき

学習内容を高め合っていくことができると考えています。

ることも多く、とても恵まれた環境にいると感じます。

Q2. その中でも、法政大学法科大学院を選んだ理由を
教えてください。

時間割（1 年生）
科目名

【理由】法科大学院生用の図書室が法科大学院棟内に設置されてい

回の授業で指名され、先生からの問いに発言します。そのため最初

るので、わざわざ距離の離れた大学の図書館に行くことな

は特に予習、復習が大変でしたが、しかし授業の予習、復習や授業

く、エレベーター一つの移動で授業に必要な文献を探しに

中の発言を通じて、各科目について司法試験に対応できる知識を身

行くことができます。また司法試験関連の文献も多数置か

に着けることができたと思います。

れているのでとても便利だと思います。

TUE
単位

科目名

WED
単位

秋学期

2
2

民法Ⅰ
（前）
・民法Ⅱ
（後） ２
民事訴訟法Ⅰ
２
アメリカ政治論
２

刑法Ⅱ
（前）
・刑法Ⅲ
（後） 2

民法Ⅲ
（前）
・民法Ⅳ（後） ２
民事訴訟法Ⅱ
２
基礎ゼミⅡ
2

科目名

THU
単位

科目名

FRI
単位

科目名

SAT
単位

科目名

MON
単位

民法Ⅰ
（前）
・民法Ⅱ
（後） ２
刑事訴訟法Ⅰ
２
基礎ゼミⅠ
２

憲法Ⅱ
2 民法Ⅲ
（前）
・民法Ⅳ（後） ２
刑法Ⅱ
（前）
・刑法Ⅲ
（後） ２

秋学期

刑法Ⅰ
民法Ⅴ

【設備】図書室

大教室で行われる講義とは異なり、少人数で実施する授業では毎

春学期

春学期

１
２
３
４
５
１
２
３
４
５

Q4. 法政大学法科大学院において充実している設備と
それを選んだ理由を教えてください。

時間割（２年生）

MON

憲法Ⅰ

２

春学期集中 法情報調査 1 単位
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Q3. 法政大学法科大学院が開講している実務科目の
中で、好きな科目はなんですか。また、その理由を
教えてください。

１
２
３
４
５
１
２
３
４
５

TUE

WED

科目名

単位

科目名

単位

刑法演習Ⅰ
憲法演習Ⅰ

2
2

刑事訴訟法演習Ⅰ
民事訴訟法演習Ⅰ
アメリカ政治論
行政学

２
2
2
2

刑法演習Ⅱ
憲法演習Ⅱ

2
２

刑事訴訟法演習Ⅱ
民事訴訟法演習Ⅱ

２
２

THU

科目名

単位

民法演習Ⅰ

２

民法演習Ⅱ

２

FRI

科目名

単位

行政法

2

現代人権論

SAT

科目名

単位

商法

2

科目名

単位

2
春学期集中 債権回収法 2 単位 法情報調査 1 単位
夏期 エクスターンシップ 2 単位
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カリキュラム一覧／志望別履修モデル

理論と実務が融合したカリキュラム
法政大学法科大学院の教育課程は、将来法曹となったときに必要となる法的知識の基幹部分から構成される「法律基本科目群」、さらに法曹

実務に不可欠な技術的知識を修得する「実務基礎科目群」、法革新の英知の蓄えに働く法比較・思想・社会科学の修得を目標とする「基礎法学・
隣接科目群」
、現代の法曹が課題として抱えている最先端の法領域について学ぶ「展開・先端科目群」をもって組み立てられています。このよ
うにカリキュラムは理論と実務の有機的な関連に向けた一貫した方針で組み立てられています。

設立から今日までの経験で、基礎教育の徹底を通じた応用力の涵養という課題もますます明確になってきたことから、法律基本科目群の内

容を精査し直し、限られた時間の中で最大限の効果を期待できるカリキュラムを導入しています。これにより、実定法学の基礎を系統立てて
学習できる体制を強化し、並行して、展開・先端科目など他の科目群の一層の充実を図っています。

2019 カリキュラム一覧
法学既修者

76単位 【修了要件単位数の内訳（a）38、
（ b）12、
（ c）4、
（ d）16、
（ a）
・
（b）および（d）から6（但し（a）上限2）】
２年次
（秋学期）

（春学期）

（a）法律基本科目群
公法系

必修

憲法Ⅰ（２）

憲法Ⅱ（２）

選択

必修

未修：64 単位

３年次

1年次春学期

1年次秋学期

現代法曹論（1）
法哲学（２）

（秋学期）

（春学期）

（秋学期）

民事系
刑事系

選択

行政法Ⅰ（２）
憲法演習Ⅰ（２）

行政法Ⅱ（２）
憲法演習Ⅱ（２）

行政法演習Ⅰ（２）

行政法演習Ⅱ（２）

公法演習Ⅰ（２）
憲法訴訟論（２）

公法演習Ⅱ（２）

憲法判例演習Ⅰ（２）
公法演習Ⅰ（２）
憲法訴訟論（２）

憲法判例演習Ⅱ（２）
公法演習Ⅱ（２）

民法Ⅲ（前２）
民法Ⅳ（後２）
民事訴訟法Ⅱ（２）

民法演習Ⅰ（２）
民事訴訟法演習Ⅰ（２）
商法Ⅰ（２）

民法演習Ⅱ（２）
民事訴訟法演習Ⅱ（２）
商法Ⅱ（２）

商法演習Ⅰ（２）

商法演習Ⅱ（２）
民事法演習（２）

基礎ゼミⅠ（２）

基礎ゼミⅡ（２）
民事基礎演習（２）

民法判例演習Ⅰ（２）
基礎ゼミⅠ（２）

民法判例演習Ⅱ（２）
基礎ゼミⅡ（２）

民法演習Ⅲ（２）
民事訴訟法判例演習Ⅰ（２）
基礎ゼミⅠ（２）
民法判例演習Ⅰ（２）

民事訴訟法判例演習Ⅱ（２）
基礎ゼミⅡ（２）
民法判例演習Ⅱ（２）

刑法Ⅰ（２）
刑事訴訟法Ⅰ（２）

刑法Ⅱ（前２）
刑法Ⅲ（後２）

刑法演習Ⅰ（２）
刑事訴訟法演習Ⅰ（２）

刑法演習Ⅱ（２）
刑事訴訟法演習Ⅱ（２）

刑事基礎演習Ⅰ（２）

刑事基礎演習Ⅱ（２）
刑事訴訟法Ⅱ（２）

刑法判例演習Ⅰ（２）
刑事訴訟法判例演習Ⅰ（２）

刑事法演習（２）
刑法判例演習Ⅱ（２）
刑事訴訟法判例演習Ⅱ（２）

民事訴訟実務の基礎（２）
刑事訴訟実務の基礎（２）

法曹倫理（２）

現代法曹論（前１）
企業法務入門（後１）
エクスターンシップ（２）
ローヤリング（面接交渉）
（２）
クリニック１（２）
クリニック２（２）
クリニック３（２）
クリニック４（２）
英文契約文書作成（２）

エクスターンシップ（２）
法律文書作成（２）
ローヤリング（面接交渉）
（２）
クリニック１（２）
クリニック２（２）
クリニック３（２）
クリニック４（２）

刑事事実認定の基礎（２）

要件事実演習（２）

法哲学（２）
ドイツ法（２）
法と経済学（２）
立法学（２）

法制史（２）
英米法（２）

（b）実務基礎科目群
必修

志望別履修モデル 2

企業法務志望型
科目群
法律基本科目群
実務基礎科目群

専門的技能教育

法情報調査（１）

現代法曹論（前１）

現代法曹論（前１）
企業法務入門（後１）
ローヤリング（面接交渉）
（２）
クリニック１（２）
クリニック２（２）
クリニック３（２）
クリニック４（２）
英文契約文書作成（２）

選択

ローヤリング（面接交渉）
（２）
クリニック１（２）
クリニック２（２）
クリニック３（２）
クリニック４（２）
エクスターンシップ（２）

刑事事実認定の基礎（２）

基礎法学

（c）基礎法学・隣接科目群

隣接

選択

法哲学（２）
ドイツ法（２）
法と経済学（２）
立法学（２）

選択

行政学（２）
アメリカ政治論（２）
政治理論（２）

法制史（２）
英米法（２）

展開
先端

選択

※（ ）内は単位数 ※（ ）内の「前」は前半、「後」は後半の開講。
例．春学期の（前２）は春学期の前半開講（1 〜 7 週目）の２単位科目
    春学期の（後２）は春学期の後半開講（8 〜 14 週目）の２単位科目

4単位以上

法哲学（２）
ドイツ法（２）
法と経済学（２）
立法学（２）

法制史（２）
英米法（２）

行政学（２）
アメリカ政治論（２）
政治理論（２）

（d）展開・先端科目群

選択

3年次春学期

3年次秋学期

企業法務入門（1）

ローヤリング(2)
エクスターンシップ(2)

クリニック(2)

要件事実演習(2)

債権回収法（2）
労働法Ⅰ（2）
倒産法Ⅰ（2）

労働法Ⅱ（2）
民事執行・保全法（2）
税法（2）
医事法（2）
倒産法Ⅱ（2）
現代家族の法と手続（2）

現代的契約関係法（2）
消費者法（2）
環境法Ⅰ（2）

労働法演習（2）
環境法Ⅱ（2）
現代人権論（2）
倒産法演習（2）
社会保障法（2）
信託法（2）

「経済法Ⅰ・Ⅱ」、
「 企業取引法Ⅰ・Ⅱ」、
「 企業結合法Ⅰ・Ⅱ」といった企業法関連科目に加え、
「 労働法Ⅰ・Ⅱ」や「倒産法Ⅰ・Ⅱ」
など、企業法務上不可欠な法領域の科目を用意。また、
「 金融取引法」、
「 金融商品取引法Ⅰ・Ⅱ」などの専門的かつ先端的な
科目もそろえています。

基礎法学・隣接科目群
展開・先端科目群

1年次春学期

1年次秋学期

現代法曹論（1）

科目群

企業法務入門（1）

債権回収法（2）
労働法Ⅰ（2）
知的財産法Ⅰ（2）
倒産法Ⅰ（2）

16単位以上

現代的契約関係法（２）
債権回収法（２）
労働法Ⅰ（２）
刑事政策Ⅰ（２）

現代家族の法と手続（２）
労働法Ⅱ（２）
刑事政策Ⅱ（２）
経済法Ⅰ（２）
民事執行・保全法（２）

経済法Ⅱ（２）
現代的契約関係法（２）
債権回収法（２）
労働法Ⅰ（２）
刑事政策Ⅰ（２）

労働法演習（２）
経済法演習（２）
現代家族の法と手続（２）
労働法Ⅱ（２）
刑事政策Ⅱ（２）
経済法Ⅰ（２）
民事執行・保全法（２）

地方自治法（２）
知的財産法Ⅰ（２）
消費者法（２）
環境法Ⅰ（２）
企業結合法Ⅰ（２）
金融商品取引法Ⅰ（２）
倒産法Ⅰ（２）
企業取引法Ⅰ（２）
経済刑法（２）
国際関係法（公法系分野）Ⅰ（２）
国際関係法（私法系分野）Ⅰ（２）
国際取引法（２）

税法（２）
知的財産法Ⅱ（２）
環境法Ⅱ（２）
企業結合法Ⅱ（２）
現代人権論（２）
社会保障法（２）
金融商品取引法Ⅱ（２）
倒産法Ⅱ（２）
医事法（２）
金融取引法（２）
信託法（２）
企業取引法Ⅱ（２）
国際刑事法（２）
国際関係法(公法系分野Ⅱ)（２）
国際関係法(私法系分野Ⅱ)（２）
法と心理学（２）

地方自治法（２）
知的財産法Ⅰ（２）
消費者法（２）
環境法Ⅰ（２）
企業結合法Ⅰ（２）
金融商品取引法Ⅰ（２）
倒産法Ⅰ（２）
企業取引法Ⅰ（２）
経済刑法（２）
国際関係法（公法系分野）Ⅰ（２）
国際関係法（私法系分野）Ⅰ（２）
国際取引法（２）

倒産法演習（２）
税法（２）
知的財産法Ⅱ（２）
環境法Ⅱ（２）
企業結合法Ⅱ（２）
現代人権論（２）
社会保障法（２）
金融商品取引法Ⅱ（２）
倒産法Ⅱ（２）
医事法（２）
金融取引法（２）
信託法（２）
企業取引法Ⅱ（２）
国際刑事法（２）
国際関係法（公法系分野）Ⅱ（２）
国際関係法（私法系分野）Ⅱ（２）
法と心理学（２）

シラバスについてはホームページ（http://hosei-law.cc-town.net/）の
「在学生の方へ」から Web シラバスをご覧ください。

1年次春学期

1年次秋学期

現代法曹論（1）
ドイツ法（２）
アメリカ政治論（２）

刑事法務志望型

労働法Ⅱ（2）
経済法Ⅰ（2）
知的財産法Ⅱ（2）
倒産法Ⅱ（2）
信託法（2）

1年次春学期

2年次春学期

2年次秋学期

企業法務入門（1）

労働法演習（2）
倒産法演習（2）
企業結合法Ⅱ（2）
金融商品取引法Ⅱ（2）
金融取引法（2）
企業取引法Ⅱ（2）

3年次春学期

3年次秋学期

英文契約文章作成（２）

知的財産法Ⅱ（２）
環境法Ⅱ（２）
金融取引法（２）
経済法Ⅰ（２）

1年次秋学期

2年次春学期

2年次秋学期

3年次春学期

3年次秋学期

刑事基礎演習Ⅱ（２）
ローヤリング（２）

クリニック（２）

要件事実演習（２）

法制史（２）
経済刑法（２）
刑事政策Ⅰ（２）

公共法務志望型

刑事政策Ⅱ（２）
経済法Ⅱ（２）
経済法Ⅰ（２）
知的財産法Ⅰ（２）
民事執行・保全法（２）
現代家族の法と手続（２）

法と心理学（２）

法律基本科目として「行政法演習Ⅰ・Ⅱ」、
「 憲法演習Ⅰ・Ⅱ」といった科目が用意されているほか、
「 立法学」、
「 行政学」、
「政治理論」などの基礎法学・隣接科目、
「 地方自治法」、
「 環境法Ⅰ・Ⅱ」などの先端科目を通して、法律や政策の立案・施行
能力を持つ人材を育成します。

1年次春学期

1年次秋学期

2年次春学期

2年次秋学期

法律基本科目群
実務基礎科目群

現代法曹論（1）

基礎法学・隣接科目群

行政学（２）
アメリカ政治論（２）

展開・先端科目群

現代的契約関係法（2）
経済法Ⅱ（2）
企業結合法Ⅰ（2）
金融商品取引法Ⅰ（2）
企業取引法Ⅰ（2）

「刑事訴訟実務の基礎」、
「 刑法演習Ⅰ・Ⅱ」、
「 刑事訴訟法演習Ⅰ・Ⅱ」といった科目を通して理解を深め、さらに「刑事政策
Ⅰ・Ⅱ」、
「 経済刑法」など、専門的な展開・先端科目を履修することで発展知識を身に付けます。

刑事基礎演習Ⅰ（２）
現代法曹論（1）
法哲学（２）

志望別履修モデル 5

科目群

3年次秋学期

クリニック（２）
要件事実演習（２）
エクスターンシップ（２）

国際関係法（公法系分野）Ⅰ（２） 国際関係法（公法系分野）Ⅱ（２） 知的財産法Ⅰ（２）
国際関係法（私法系分野）Ⅰ（２） 国際関係法（私法系分野）Ⅱ（２） 環境法Ⅰ（２）
国際取引法（２）

志望別履修モデル 4

法律基本科目群
実務基礎科目群
基礎法学・隣接科目群
展開・先端科目群

3年次春学期

「英文契約文書作成」などの具体的かつ実践的な実務基礎科目に加え、
「 国際関係法（公法系分野）Ⅰ・Ⅱ」、
「 国際関係法
（私法系分野）Ⅰ・Ⅱ」、
「 国際取引法」といった先端科目も充実させ、グローバルに活動できる法曹を養成します。

展開・先端科目群

科目群

行政学（２）
アメリカ政治論（２）
政治理論（２）

2年次秋学期

法と経済学（２）

国際法務志望型
法律基本科目群
実務基礎科目群
基礎法学・隣接科目群

2年次春学期

民事基礎演習（２）

志望別履修モデル 3

7 単位必修、5 単位選択必修

法情報調査（１）

選択必修

2年次秋学期

法制史（２）

選択必修

必修

2年次春学期

民事基礎演習(2)

既修 38 単位（26 単位免除）必修

民法Ⅰ（前２）
民法Ⅱ（後２）
民法Ⅴ（２）
民事訴訟法Ⅰ（２）

選択
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法曹実務の実際を学ぶことのできる「ローヤリング」、
「クリニック」、
「エクスターンシップ」といった実務基礎科目に加え、
「労働法Ⅰ・Ⅱ」、
「消費者法」などの展開・先端科目を履修することで、市民法曹にふさわしい知識と理解を身につけます。

※修了要件・進級要件・カリキュラム内容等は変更になる可能性があります。

102単位 【修了要件単位数の内訳（a）64、
（ b）12、
（ c）4、
（ d）16、
（ a）
・
（b）および（d）から6（但し（a）上限2）】

（春学期）

科目群
法律基本科目群
実務基礎科目群
基礎法学・隣接科目群
展開・先端科目群

法学未修者

１年次

市民法務志望型

志望別履修モデル

カリキュラム一覧

修了単位数

志望別履修モデル 1

ローヤリング（２）
エクスターンシップ（２）
立法学（２）
政治理論（２）
地方自治法（２）
労働法Ⅰ（２）

※科目名の後の（

税法（２）
労働法Ⅱ（２）
社会保障法（２）

3年次春学期
公法演習Ⅰ（２）
憲法訴訟論（２）
クリニック（２）

環境法Ⅰ（２）
消費者法（２）

3年次秋学期
公法演習Ⅱ（２）
要件事実演習（２）

環境法Ⅱ（２）
現代人権論（２）
労働法演習（２）
法と心理学（２）

）は単位数です。※志望別に、関連する選択項目を掲載しています。必須科目は全モデル共通です。
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習熟度を高める学習環境とサポート体制

修了後のサポート

オフィスアワー

司法試験合格を目指す本学修了生には、さまざまな支援体制が組まれています。

意欲的な学生が勉学に関する質問や相談をしたり、個人的な指導・
助言などを受けたりできるように、専任教員によるオフィスアワー
の時間を設定しています。
オフィスアワーは基本的には教員の研究室で行われます。オフィ
スアワーの時間中、教員が研究室に在室しており、学生は事前の予
約なしに自由に訪問し、気軽に相談をすることができます。
※オフィスアワー：学生の相談などのために設定される、教員が研
究室などを学生に対して広く開放する時間。

修了生支援制度
法科大学院棟自習席特別利用制度
3 月の修了後から 5 月の司法試験受験までの間、法科大学院施設
の一部の利用を、選考のうえ特別に許可する制度です。
曜日を問わず、法科大学院棟開館時間である 8:30 〜 23:00 の間、

特任講師

学習支援

学習支援

4 階院生研究室（▶ 40 ページ）にて、一人 1 席の専用キャレル（自
習席）とロッカーを使用することができ、在学時と同様の環境で自

若手弁護士や法律家を特任講師として登用。きめ細かな授業実施
のためレポートの添削補助や教材・資料の準備などを担当し、学生
の履修をサポートします。

習が可能です。
法科大学院図書室・法政大学図書館等の施設、大学のネットワー
クおよびオンラインデータベースの利用も可能であり、司法試験受
験直前の追い込みに最適の環境です。

インキュベーションルーム
法政大学法科大学院棟６階にインキュべーションルームを設置し、修了生弁護士が弁護士事務所として２年間利用できるよう提供してい
ます。そして弁護士業務を遂行しながら、在学生および司法試験受験中の修了生に対し、学習相談や勉強会を実施するなど、司法試験合格
の支援を行っています。

法務専修生制度
2 回目以降の司法試験受験のため、勉学の継続を希望する本法科
大学院修了生に対して、学習環境の提供と各種支援を目的とした制
度です。

授業評価と FD（ファカルティ・ディベロップメント）
法政大学法科大学院では、自己点検・自己評価に関する取り組みを行っており、その一環として学生による授業改善アンケートを実施して
います。このアンケートは、授業の質や効果を評価し意見を述べることができるもので、アンケート結果は匿名で各教員に伝えられ、その後
の授業に活かされることとなります。
また、教員の能力と授業の質に更なる向上を図るため、FD 委員会を設置。授業方法などについて適宜意見交換、研究会の開催等を行って
います。

曜日を問わず、法科大学院棟開館時間である 8:30 〜 23:00 の間、
4 階院生研究室（▶ 40 ページ）にて、一人 1 席の専用キャレル（自
習席）とロッカーを使用することができ、在学時と同様の環境で自
習が可能です。
法科大学院図書室・法政大学図書館等の施設、大学のネットワー
クおよびオンラインデータベースの利用も可能であり、学習を継続
するのに最適な環境を整えています。

法政法科大学院紀要
研究・教育レベルの向上を目的として、法政大学法科大学院では独自の法律誌『法政法科大学院紀要（Hosei Law Review）
』を発行しています。
この紀要には、教員の論文等に加え、司法試験合格者が参加する実務演習の報告などを掲載しています。

その他のサポート

充実した IT 環境を提供
法政大学の情報ネットワークシステムのアカウントが提供され、
インターネットへの常時接続が可能です。
また「TKC 法律情報データベース」などの外部の法令・判例検
索サーバーへのアクセスも可能になっており、いつでも授業や自習
などに利用することができます。

本学修了生・在学生を対象とし
て、本学修了生である現役弁護
士による、支援制度や課外自主

■修了者数・修了率
修了年度

ゼミなど、複数のグループが立
ちあげられて実施されています。

2017 年度

2018 年度

学内で利用可能なデータベース
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ページ 41

コース

入学者数

標準修了年限
修了者数

修了率

法学未修者

14

2

14.3%

法学既修者

19

11

57.9%

法学未修者

2

2

100.0%

法学既修者

11

8

72.7%
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教員データ

専任教員一覧
担当科目

担当科目

●

現代法曹論

●

現代的契約関係法

●

エクスターンシップ

●

企業法務入門
●

●

●

クリニック１

●

担当科目

担当科目

憲法演習Ⅱ

●

現職および主な経歴

刑法Ⅰ

●

法と経済学

●

法と経済学 ● 刑法演習Ⅰ
刑法演習Ⅱ ● 刑法判例演習Ⅰ
● 刑法判例演習Ⅱ ● 刑事政策Ⅰ
● 刑事政策Ⅱ ● 経済刑法

国際刑事法

●

最近の主要著書・論文
共著、有斐閣、2019 年 3 月

『憲法 2 統治・第 7 版』

共著、有斐閣、2019 年 3 月

教員データ

『憲法講義（人権）
』

『日本弁護士連合会編・実務解説改正債権法』

（編著・弘文堂）

教授

信山社、2011 年 4 月

赤坂 正浩

最近の主要著書・論文

「消費者保護と刑事法Ⅰ刑事法の役割」
『経済刑法』（商事法務、2017 年）
「横領罪の一考察」
『西田典之先生献呈論文集』
（有斐閣、2017 年）

最近の主要著書・論文

信山社、2015 年 11 月

（編著、弘文堂、2017）

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授

『LEGAL QUEST 刑法各論』（有斐閣、2013）

教授

『LEGAL QUEST 刑法総論』（有斐閣、2012）

教授

京藤 哲久

今井 猛嘉

「もう一つの背任罪 —フランスの会社
財産濫用罪が示唆するもの—」
『変動する社会と格闘する判例・法の動
き 渡辺咲子先生古稀記念』
（信山社、2017 年）

民法・刑法などの勉強が進むと、憲法解釈のラフさに嫌気がさして、

法科大学院での勉強は、これから法曹として活躍するための基礎固め

法律家には言葉と論理を駆使して人を説得するスキルが求められます。

皆さんは、21 世紀の司法を担う貴重な人材です。法政大学法科大学院

憲法嫌いになる人が出てきます。みなさんがそうならないように、で

です。一日一日を大切にして、確実に勉強の成果をあげていってくだ

昔、穂積重遠という方が、「法律家らしい文章」は「冗長に流れず、簡略

はその皆さんのがんばりを応援します。勉強はつらくても、共に学ぶ

きる限りお手伝いをしたいと思っています。

さい。

に失せず、明白率直に云わんと欲する所を尽し、難解ならず曖昧ならず、

仲間がいます。法律を学ぶことは決して楽ではないけれども、知的興



奮に溢れています。法政大学法科大学院での毎日は、皆さんの貴重な





文章は、繁簡宜しきを得、情理兼ね備わり、乾燥ならず浮華ならず、法

体験となるはずです。





律家らしくてしかも法律家臭くないものでなくてはならぬ。」と書いてい

そんな法政大学法科大学院で私たちと一緒に勉強しませんか。





ました。達人の言で付け加えることも引くことも思いつきません。目指







すべき境地としては、難関とされる試験にも通用する文章ですね。

「新しい時代には新しい制度を。新しい制度には新しい人材を。」

担当科目
商法Ⅰ ● 商法Ⅱ ● 商法演習Ⅰ
● 商法演習Ⅱ ● 金融商品取引法Ⅰ
● 金融商品取引法Ⅱ ● 企業取引法Ⅰ
● 企業取引法Ⅱ
●

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授

最近の主要著書・論文

「差別的内容の行使条件や取得条項が付
された新株予約権無償割当てについて」
『企業法の進路 江頭憲治郎先生古稀記念』
（2017 年 2 月）

「ブルドックソース最高裁決定についての
諸問題」 法政大学法科大学院紀要 12 巻 1 号
（2016 年 12 月）

教授

明田川 昌幸

「第 464 条 ( 買取請求に応じて株式を取
得した場合の責任 )」江頭憲治郎他編

教授（実務家）

安東 美和子

「ローマは一日にしてならず」です。

刑事訴訟法演習Ⅰ ● 刑事訴訟法演習Ⅱ
● 刑事訴訟実務の基礎
● 刑事訴訟法判例演習Ⅱ

現職および主な経歴

●

現職および主な経歴

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

「デンマークの行政手続法の概要と理由
付けに関する規定」

第三者のもとにある資料の収集弁護士会
照会制度を中心として

行政法研究 27 号（2018 年 10 月）117-130 頁

「伝聞証拠の意義（1）－供述内容の真実性の証明か供述の存在自体の証明か」
法政大学法科大学院紀要 15 巻 1 号（2019 年）

（鹿児島大学「法学論集」49 巻１号）

「フランス行政法における例外的決定の
理由付記」法學志林 115 巻 4 号 23-44 頁

「万引きは軽微な犯罪か」罪と罰 52 巻１号（2014 年）

「捜索・差押え−検察の立場から」（三井誠ほか編「新刑事手続Ⅰ」所収）（2002 年）

教授

「北欧の行政裁量論―デンマークを中心
に―」（国家学会雑誌第 130 巻第 11・12 号、
2017 年 12 月 1- 34 頁）

交告 尚史

（2015 年 6 月）

法曹倫理
ローヤリング（面接交渉）
● クリニック 2 ● 倒産法演習
● 民事訴訟法判例演習Ⅱ

●

法政大学大学院法務研究科教授

最近の主要著書・論文

『論点体系 会社法 < 補巻 >』

担当科目

行政法Ⅰ ● 行政法Ⅱ
● 行政法演習Ⅰ ● 行政法演習Ⅱ
● エクスターンシップ ● 環境法Ⅰ
● 環境法Ⅱ ● 公法演習Ⅱ
●

法政大学大学院法務研究科教授
元検察官
元司法研修所検察教官
元司法試験委員（刑事訴訟法）

「犯罪被害の実態に関する調査」法務総合研究所研究部報告７（2000 年）

論理整然として而も乾燥無味でない、と云う様にありたい。」「法律家の

担当科目

担当科目
●

教員データ

『世紀転換期の憲法論』

『Before/After 民法改正』

『Ｑ & Ａポイント整理 改正債権法』

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
法制審議会刑事法部会委員
司法試験考査委員
内閣官房・内閣府本府入札等監視委員会 委員
The Japanese Representative(Examiner)
to the OECD Working Group on Bribery
High Level Adviser to the Secretary
General of the OECD

『憲法 1 人権・第 7 版』

『民法から考える民事執行法・民事保全法
（第２版）』（単著、商事法務）

（監修・弘文堂）

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授
元司法試験考査委員（憲法）

最近の主要著書・論文
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憲法演習Ⅰ

●

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
元法制審議会民法（債権関係）部会幹事

高須 順一

●

民事法演習

現職および主な経歴

教授（実務家）

憲法Ⅰ

訴えの予備的追加的併合と判決理由中の
判断―名古屋高裁平成 27 年 2 月 26 日
判決をきっかけとして―

教授（実務家）

坂本 正幸

（鹿児島大学「鹿児島法学」50 巻２号）

所在不明者に対する送達の問題点

（早稲田大学大学院法務研究科臨床法学研究会
「LAW AND PRACTICE」10 号）

法律の勉強は、条文と判例・学説が基本のため、つまらなく味気ない

法律は、本来決して難しいものではありません。最初は取っつきにく

囲碁に定石あり。部分的に最善と評価される打ち方です。相手が定石通り に

法律家、特に実務法曹は様々な人たちと接することになります。その

ものと思われがちです。しかし、それらの背景には経済的・社会的要

くてよく分からないと感じるものですが、実際にどういう場面でどう

打ってくれば、こちらも定石通りに打てばよいのですが、定石を外してきたと

ときに求められる基本的な能力が法的知識と思考力です。そして、そ

素が多分にあります。さまざまな分野での知識や経験は、法律の勉強

使われるかをイメージし、常識に照らしてどういう結論が妥当かを考

きは、あなた自身がその場面に応じて適切な着手を発見しなければなりません。

の知識や能力を活かしていくためには幅広い教養が求められます。将

に役立つとともに、法律の勉強を興味深いものにしてくれます。いろ

え抜くことで、次第にリーガルマインドは身につくはずです。そのた

法律学の学習にも同じことが言えます。教科書で整理された学説や判例法理は

来に備えるためにここでしっかりと基礎を積みかさねしっかりとした

いろな知識や経験を持っている多くの人が法科大学院を志願されるこ

めの努力は決して惜しまないでほしいと思います。私もそうやってが

定石に当たります。これを覚えることも大切ですが、試験問題で設定されてい

土台を作っていきましょう。

とを期待します。

んばっている皆さんへの助力は惜しみません。

る場面が定石と違うのに、定石を思い出して当て嵌めようとすると、ひどいこ







とになります。出題者の意図を汲み取って、自分自身で適切な対応策を考えな







いといけません。その力をつけることが法科大学院の学習の目的です。
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専任教員一覧
担当科目
商法Ⅰ ● 商法Ⅱ
● 商法演習Ⅰ ● 商法演習Ⅱ
● 企業結合法Ⅰ ● 企業結合法Ⅱ
●

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授
元新・旧司法試験考査委員
元新司法試験実施にかかわる研究調査会委員
前中央労働委員会 公益委員
弁護士

最近の主要著書・論文

『類型別中小企業のための会社法
〔第２版〕』
（三省堂、2015 年）

教授

柴田 和史

『現代会社法入門（第４版）』
（有斐閣、2015）

『日経文庫ビジュアル 図でわかる会社法』
（日本経済新聞出版社、2014 年）

新堂 明子

民法演習Ⅰ

●

民法演習Ⅱ

現職および主な経歴

担当科目

●

民法Ⅴ

●

民法演習Ⅲ

●

要件事実演習

●

民法演習Ⅰ
●

●

民法演習Ⅱ

民事基礎演習

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授

最近の主要著書・論文

みんけん : 民事研修 660 号 2 〜 25 頁（2012 年）

北大法学論集 60 巻 6 号 1752 〜 1725 頁（2010 年）

「建物の瑕疵の補修費用に関する建築請負人の建物買主に対する不法行為
責任――最二判平成 19.7.6 を製造物責任法の観点から考察する」ＮＢＬ
890 号 53 ～ 63 頁（2008 年）

●

基礎ゼミⅡ

（信山社、2018年）

教授

遠山 純弘

土屋 文昭

基礎ゼミⅠ

「民法188条による無過失推定ー占有と
信頼の保護に関する一考察」大塚龍児先
生古稀記念論文集刊行委員会編『民商法
の課題と展望（大塚龍児先生古稀記念）』

（商事法務、2011,2013）

教授（実務家）

民法Ⅳ

●

共著『オリエンテーション民法』

『ステップアップ民事事実認定』
（有斐閣、2010）

民法Ⅱ

●

（有斐閣、2018 年）

『債権法改正と裁判実務ⅠⅡ』

「イギリス法における契約責任と不法行為責任の競合について」

●

民法Ⅲ

最近の主要著書・論文

『民事裁判過程論』（有斐閣、2015 年）

「契約と過失不法行為責任の衝突――建物の瑕疵により経済的損失（補修
費用額）が生じる例をめぐって」ＮＢＬ 936 号 17 〜 28 頁（2010 年）

民法Ⅰ

●

法政大学大学院法務研究科教授

最近の主要著書・論文

「契約と過失不法行為責任の衝突――建物の瑕疵により経済的損失（補修
費用額）が生じる例をめぐって」北法 61 巻 6 号 2270 〜 2249 頁（2011 年）

●

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
元司法試験考査委員
元東京高裁判事

「たんなる不実表示と契約違反としての不実表示：イギリス法のスケッチ」

「総則の共通性―わが民法典の起草者
たちはドイツ法学から何を継受したの
か―」松久三四彦ほか編『社会の変容
と民法の課題上 （瀬川信久先生・吉田克己
古稀記念論文集）』（成文堂、2018 年）

法律は人間関係における最低限のルールです。道徳や倫理によって、

これは自戒ですが、分からないことは分からないと言うことにしています。

法律をひととおり身につけるためには、どうしても時間が必要です。

民法の勉強は、迷路を行くのと似ています。やみくもに進もうとして

人間関係が整序されれば、法律などは必要ないことになります。しかし、

分かったふりをしない、分からないままにしない、です。なので、いつま

語学と同じように辛抱強く取り組んでいるうちに、次第に理解ができ

も迷って前に進めず、結局、堂々巡りをしてしまいます。運よくゴー

現実の社会では、道徳心も倫理観も持たず利潤追求に狂奔する人間が

でたっても、聞くは一時の恥、をしています。学生時代、民法のあまりに

るようになり、面白くなってきます。そうすると、将来への希望も見

ルにたどり着いたとしても、そこにたどり着くためには相当の時間を

跋扈しています。これから法律を学ぶ人は、法律は「たかが法律にす

広く深い世界の中で迷子になってしまったので、民法を勉強することにし

えてきます。できるだけ生活を単純化し、勉強時間を確保することが

要します。迷路で効率よくゴールにたどり着くためには、コツが必要

ぎない」ということを十分に理解し、同時に、道徳心や倫理観の涵養

ました。その当時より、少しは分かってきたと思っています。少し我慢す

大事です。法科大学院では、学んだ法律知識を実践的・主体的に使い

です。民法の勉強も同じです。しばしばやみくもに勉強して民法は難

にも努めて、良き法曹になっていただきたいと思います。

ると、少し分かってきます。少し分かってくると、少し楽しくなってきま

こなすことが必要になります。社会の現実との関わりで、あらためて

しいとか、覚えることが多すぎると言っている人がいます。あなたも



す。「少し分かってくると」の「少し」よりも、
「少し楽しくなってきます」

法律の役割を見直すことになるでしょう。共に学ぶことができるのを

何もわからないまま迷路の中に入りますか。一度コツをつかんでから



の「少し」のほうが、大きいように感じています。一緒にがんばりましょう。

楽しみにしています。

迷路の中に入ってはいかがでしょうか。

担当科目

担当科目
●

民事訴訟法演習Ⅰ

●

民事訴訟実務の基礎

●

民事訴訟法演習Ⅱ
●

クリニック 4

刑事訴訟法演習Ⅱ

●

教授

田中 開

（新・法律学の争点シリーズ 6）
（有斐閣，2013）

『演習刑事訴訟法』（有斐閣，2005）

●

民事訴訟法演習Ⅰ

●

クリニック 3

●

民事訴訟法判例演習Ⅰ

●

刑事法演習

現代家族の法と手続

民事訴訟法演習Ⅱ
●

民事執行・保全法

小林秀之編『判例講義 民事訴訟法』弘文堂

平成 31 年 3 月刊行予定 執筆分担：Chapter4
〔29 頁［104-119 頁，126-138 頁 ]〕

小林秀之編『法学講義 民事訴訟法』弘文堂

平成 30 年 4 月 15 日 執筆分担：第４章 訴訟
要件・訴えの利益，第５章 ６ 訴訟行為 ７ 適
時提出主義 ８ 当事者の申立てと主張〔37 頁
［113-132 頁，171-187 頁］〕

「弁護士業務書式文例集」

野嶋 愼一郎

●

最近の主要著書・論文

（新日本法規、2015 年）共著
（日本法令、2014 年）共著

民事訴訟法Ⅱ

現職および主な経歴

最近の主要著書・論文

教授（実務家）

●

法政大学大学院法務研究科教授

「境界紛争事件処理マニュアル」

（信山社，2001~2016）

「捜査手続と準抗告」刑事訴訟法の争点

民事訴訟法Ⅰ

刑事事実認定の基礎
●

刑事基礎演習Ⅰ

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
元司法研修所刑事弁護教官
元司法試験委員（刑法）

『日本立法資料全集 121・刑事訴訟法制
（1）〜（14）
定資料全集・昭和刑事訴訟法編』

法学教室 445 号 87 頁（2017 年）

●

●

現職および主な経歴

（有斐閣アルマ，2017）
『刑事訴訟法』
〔第 5 版〕

「民事保全・執行を勉強しよう－実務との架橋
を目指して 第１回民事保全総論・仮差押え」

「債務者財産の調査方法とその留意点」日本弁
護士連合会『現代法律実務の諸問題（平成 26
年度研修版）』415 頁

●

刑事訴訟法判例百選〔第 10 版〕（有斐閣，2017）

法学教室 446 号 109 頁（2017 年）

鷹取 信哉

刑事訴訟実務の基礎

「報道機関に対する捜索・差押え」

「民事保全・執行を勉強しよう－実務との架橋
を目指して 第２回民事執行総論・債権執行」

教授（実務家）

●

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

担当科目

刑事訴訟法演習Ⅰ

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
司法試験考査委員

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
元新司法試験考査委員（民事訴訟法）
元司法研修所教官（民事弁護）

「民事執行制度の充実・強化」自由と正義67巻4号（2016年）

担当科目

●

現職および主な経歴

現職および主な経歴
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担当科目

担当科目
●

教員データ

教員データ

（商事法務、2015 年）
『会社法詳解〔第２版〕』

教授

教授

萩澤 達彦

大村雅彦編著『司法アクセスの普遍化の
動向』中央大学出版部

平成 30 年（2018 年）12 月 11 日 執筆分担：
第４章 イギリスにおける司法アクセス〔18 頁
［223-240 頁］〕

原理原則、法令、基本判例をしっかりと身に付け、それをもとに自分

人間社会において、個人の権利・利益の衝突は避けることはできません。

司法試験は「この問題について、あなたはどのように考えるのか」が問わ

単なる知識の伝達にとどまらず、法曹として必要となる、未知の問題を自

の頭で考える癖をつけるようにしましょう。そうすれば、自ずと道が

それは、個人に自由を保障することに必然的に伴うことであり、ある

れているのです。従って、自分なりに、事案を分析して法律問題を抽出し、

力で考える力を身につけられるような議論を講義中にしたい。良い議論を

ひらかれると思います。

意味で正常な現象です。そのような衝突を、社会全体の利益をも見据

適用すべき規範を定立し、事案にあてはめ一定の結論を導く能力、また、

できることは法曹としての基本中の基本である。これまでの法科大学院に

皆さんが大成できるよう最大限のバックアップをしますので、何でも

えながら、公平に、バランスよく、解決していくことが法曹の使命で

それを文章で表現する能力を培わなければなりません。

おける教育経験からすると、在学中に学力を飛躍的に伸ばす学生は、例外

気軽に相談してください。

す。良き法曹となるためには、単に法律に詳しいだけでなく、社会的・

このような能力は、法律実務家となった後も、個々の事件に立ち向かいな

なく講義中によい議論をしている。



人間的な常識・センスを身に付けることが必要不可欠です。そのこと

がら、一生研鑽して行く必要があります。受験時代は、無意味なものでは





を念頭に置きながら、がんばってください。道はきっと開けます。

なく、実務家になる基礎的な能力を身に付ける第一歩となるのです。皆さん、







将来の法曹を夢見て着実に研鑽を重ねて下さい。私も力の限り協力します。
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専任教員一覧

学習相談：特任講師・支援弁護士

担当科目

担当科目

●

憲法Ⅱ

●

公法演習Ⅰ

●

憲法判例演習Ⅱ

●

現代人権論

●

憲法演習Ⅰ
●

●

憲法演習Ⅱ

憲法判例演習Ⅰ
●

ドイツ法

●

刑法演習Ⅱ

刑事基礎演習Ⅱ

●

刑事訴訟法Ⅱ

●

●

刑法演習Ⅰ

刑事訴訟法判例演習Ⅰ

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
元裁判官
元司法研修所刑事裁判教官
元司法試験委員（刑法）

法政大学大学院法務研究科教授

最近の主要著書・論文

「裁判官弾劾」長谷部恭男ほか編『憲法判例百
選 [ 第６版 ]』（有斐閣・2013 年）396 頁以下

最近の主要著書・論文

「供述心理学で『嘘』は見抜けるか」

教員データ

坂幸一編『大石眞先生還暦記念・憲法改革の理念
と展開（上巻）』（信山社・2012 年）313 頁以下

（法律時報 89 巻 11 号、日本評論社、2017 年）

（刑事訴訟法判例百選〔第 10 版〕
「勾留の要件」

「憲法制定と改正の国法理論」阿部和光編

『転換期の市民社会と法』（成文堂・2008 年）
39 頁以下

「選挙権・被選挙権の性質」 大 石 眞・ 石

川 健 治 編『 憲 法 の 争 点 [ 第 三 版 ]』（ 有 斐 閣・
2008 年）182 頁以下

13、有斐閣、2017 年）

教授（実務家）

水野 智幸

「違法収集証拠排除法則の認定」

（『刑事事実認定の基本問題（第 2 版）』
木谷明編著、成文堂、2008 年）

権利・自由の確保と正義の実現をめざし、法的知識と論理的思考を駆

法科大学院での勉強はマラソンと同じです。

使して紛争の解決にあたる法曹。そうした法曹の使命に共感を覚えて、

最後まで自分の足で走り続けなければなりませんが、正しいフォーム

ハードな勉強をも厭わず法科大学院の門をくぐろうとする皆さんの心

でコツコツと練習すれば必ず完走できます。フォームの作り方、練習

意気を実社会に生かすためには、そのための「スキル」が必要となり

のペースなどは、私たちコーチ（教員）がそれぞれの選手（学生）の

ます。法曹の使命と職業倫理を理解したうえで、そうしたスキルを効

状況に合わせて、丁寧に教えていきます。

率的に身につけ、最高に「デキる」法曹になる準備を、私たちといっしょ

ゴール目指して、一緒に走っていきましょう。

に行ってゆきましょう。







兼担・兼任教員一覧
氏名
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本務

担当科目

氏名

本務

法政大学法学部教授

法哲学

五野井 郁夫

高千穂大学経営学部教授

政治理論

佐藤 輝幸

法政大学法学部准教授

刑法Ⅱ・Ⅲ

齊藤 愛

千葉大学法政経学部教授

憲法訴訟論

桜井 健夫

弁護士（桜井法律事務所）
東京経済大学現代法学部教授

消費者法

佐藤 雄一郎

東京学芸大学教育学部准教授

医事法

杉本 和士

法政大学法学部教授

倒産法Ⅰ・Ⅱ

武生 昌士

法政大学法学部教授

知的財産法Ⅰ・Ⅱ

中野 勝郎

法政大学法学部教授

アメリカ政治論

清水 幸明

弁護士（宇都宮・清水・陽来法律事務所） 国際取引法

浜村 彰

法政大学法学部教授

労働法Ⅰ・Ⅱ

白藤 博行

専修大学法学部教授

地方自治法

石岡 克俊

慶應義塾大学大学院法務研究科教授

経済法Ⅰ・Ⅱ

高木 光太郎

青山学院大学社会情報学部教授

法と心理学

泉澤 章

弁護士（東京合同法律事務所）

労働法演習

道垣内 正人

早稲田大学法学学術院教授

今村 隆

日本大学大学院法務研究科教授

税法

岩田 太

上智大学法学部教授

英米法

堂園 昇平

元同志社大学法学部教授

信託法

大中 有信

同志社大学大学院司法研究科 研究科長 債権回収法

中網 栄美子

秀明大学学校教師学部専任講師

法情報調査、法制史

大原 利夫

関東学院大学法学部教授

野口 香織

弁護士（TMI 総合法律事務所）

金融取引法

上村 直子

国際関係法
弁護士（長島・大野・常松法律事務所）
（私法系分野）Ⅱ

久保 淳一

元西村あさひ法律事務所

黒﨑 将広

防衛大学校総合安全保障研究科
国際関係学科准教授

小池 邦吉

弁護士（港総合法律事務所）

金融取引法
国際関係法
（公法系分野）Ⅰ・Ⅱ
法律文書作成

長谷川 彰一
原田 久
福士 文子

（学）自治医科大学常務理事
立教大学法学部教授
ニューヨーク州弁護士
（PwC アドバイザリー合同会社）

紺野 加奈子

若林 豪史

栢原 和男

修習期
新第 60 期

修習期
新第 60 期

修習期
新第 60 期

修習期
新第 63 期

所属事務所
岩井法律事務所

所属事務所
田瀬英敏
法律事務所

所属事務所
AI 横浜
法律事務所

所属事務所
柏原語六
法律事務所

田村 哲雄

得重 貴史

中尾田 隆

塚越 邦広

修習期
新第 63 期

修習期
新第 64 期

修習期
新第 64 期

修習期
新第 64 期

所属事務所
高須・高林・遠藤
法律事務所

所属事務所
中山国際
法律事務所

所属事務所
淵上・中尾田
法律事務所

所属事務所
新大塚いずみ
法律事務所

穐吉 慶一

髙山 由起

小倉 匡洋

柴﨑 薫

修習期
新第 65 期

修習期
新第 65 期

修習期
第 66 期

修習期
第 66 期

所属事務所
白石・穐吉
法律事務所

所属事務所
組織内弁護士
アシュリオンジャ
パン・ホールディ
ングス合同会社

所属事務所
東村山法律事務所

所属事務所
新埼玉法律事務所

中山 峻介

水島 真

北原 尚

山田 公一

修習期
第 67 期

修習期
第 67 期

修習期
第 67 期

修習期
第 70 期

所属事務所
相模原法律事務所
裁判所前主事務所

所属事務所
角田法律事務所

所属事務所
きたはら
法律事務所

所属事務所
弁護士法人
引田法律事務所

担当科目

大野 達司

社会保障法

岩井 勝弘

特任講師・支援弁護士

「民主制原理と機能的自治」曽我部真裕・赤

日野田 浩行

刑事訴訟法Ⅰ

●

現職および主な経歴

現職および主な経歴

教授

●

音喜多 淳

江西 俊介

野中 英樹

大原 武彦

修習期
第 70 期

修習期
新第 61 期

修習期
新第 61 期

修習期
新第 65 期

所属事務所
朝日中央綜合法律事務所

所属事務所
木村雅一法律特許事務所士別支部

所属事務所
大原法律事務所

所属事務所
溝の口法律事務所

国際関係法
（私法系分野）Ⅰ

立法学
行政学
英文契約文書作成

柳 明昌

慶應義塾大学法学部教授

商法演習Ⅱ

若林 亜理砂

駒澤大学大学院法曹養成研究所教授

経済法演習

大村 典央
修習期
第 67 期
所属事務所
新東京総合法律事務所
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法曹として活躍する修了生たち

法曹として
活躍する
修了生たち

実践を通して学び、弁護士としての成長を目指したい
今 の 私 の 仕 事 に は 大 き な や り が い を 感 じ て い ま す。 例 え ば、

弁護士

M&A 等のアドバイザーをしていて、対象会社の調査（法務デュー

な法律事務所だと自分が担当する分野が限られてしまって歯車のひ

デリジェンス）、M&A の契約書作成等に関与した案件が無事にク

とつになってしまいます。そうではなく、依頼者と一対一でしっか

ロージングに至った際には、とても嬉しく思います。言い換えれば、

り向き合い、責任ある仕事がしたいと考えたのです。その意味では、

一つの案件をうまく処理できたことが結果に結びついた場合の、依

今の事務所での仕事にはとても満足しています。

頼者の感謝や、自身の達成感がやりがいなのだと思います。特に

今は弁護士 3 年目になり、自らの責任でできる仕事の範囲をもっ

M&A は会計士やフィナンシャルプランナーの方などとチームを組

と増やしながら、迅速に依頼者のニーズに答えていきたいと思って

んで取り組みますし、創業者の株式譲渡などには様々な人の思いも

います。また、自らが扱ったことがある類型の事件以外の未知の事

絡んできますから、やり遂げ

件類型も積極的に勉強して、弁護士として提供できるサービスの幅

た時のなおさら達成感は大き

をより増やしていきたいとも思っています。

弁護士法人ほくと総合法律事務所
アソシエイト弁護士

くなります。また、上場企業

特に私が今、興味を感じているのは都市再開発の分野です。都市

2013年

法政大学法科大学院修了（法学未修者）

に対し事業のアドバイスをす

再開発法や土地区画整理法などが中心ですがそれ以外にも様々な法

るときには、当該事業自体や

律が絡んでおり、いろんな分野に関われるのが楽しいと感じていま

2014年

司法試験合格、68期司法修習生

業界の現状について深く知る

す。また、市町村のアドバイザーも行っているのですが、行政分野

第一東京弁護士会所属

ことができるため、知的好奇

にも関心があります。これらの分野も含めて、これからも実践的な

心を満たされる仕事であると

勉強にしっかり取り組み弁護士として成長していきたいと思ってい

も思っています。

ます。今は事務所の看板や信頼で仕事をしていますが、これからは

現

在

もともと私が今の法律事務
所に入所を決めたのは、大き

法曹として活躍する修了生たち

鈴木 裕也

任を持って様々な案件や事件に携わりたいと思ったからです。大き

自分の名前で信頼を得ていくような仕事を重ねていければと思って
います。

くない規模で、自分自身が責

企業法務を中心に、多岐にわたる仕事を担当
現在の仕事内容は、主に企業法務に関する法律相談（平時・有事

昨今、弁護士の仕事不足が報道されるなど、私自身、実は本当に

法政大学法科大学院には多くの思い出があります。一番の思い出

いずれの相談も含みます）や契約書レビュー、株主総会対応など

仕事があるのか不安になりながら弁護士として働き始めました。し

というのは難しいのですが、友人に恵まれ、楽しい日々を送れたこ

を中心として、M&A の法務アドバイザーや再開発案件のアドバイ

かし、実際に働いてみると、想像以上に弁護士が必要とされる場所

とが良い思い出でしょうか。また、法政大学法科大学院の教授陣は

法曹を目指すことは、決して楽なことではありません。しかしな

ザー、破産・民事再生事件の申立人代理人、訴訟（民事事件が主で

があると感じます。

学生に大変親切です。例えば、ある先生は、授業が終わってから

がら、法科大学院での授業や日々の時間をうまく使えば、必ず法曹

すが、家事・刑事事件も複数件担当しています）、セミナーの講師、
執筆業務等、幅広い業務を担当しています。
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法政大学法科大学院は法曹を目指すのに最適な環境
これから法曹を目指す方へのメッセージとしては、とにかく法曹
への道をしっかり見据えて努力してほしいと思います。

弁護士として働き出す前は、民事の弁護士の業務といえば、①法

40 分以上、私が授業中に抱いた疑問点についての議論に付き合っ

になれるはずだと確信しています。法政大学法科大学院は、教授陣

律相談、②相手方との交渉、③訴訟等の法的手続のサポートといっ

てくれました。自分以上に教授陣が自分のことを考えてくれている

が充実していますし、学習環境も整備されています。また、卒業生

想像していた通り、実際に弁護士として働きだした当初はかなり

た典型的なものが念頭にあったのですが、実際の弁護士の仕事はそ

ところなどは、大人数を相手にしなければならない大学にはない魅

のサポートも手厚いので、法曹を目指す方にとっては、勉強に打ち

大変でした。ある特定の法的問題の法適用や法解釈については、法

れにとどまるものではありません。例えば、企業の社外取締役・監

力だったのではないかと今でも思い出します。

込むのに最適な環境だと思います。日々の努力を怠らず、法曹への

科大学院で得た知識や司法修習生としての経験から、弁護士になり

査役への就任、企業の不祥事に対する第三者調査委員会の関与、株

実は大学時代も、後に法曹の道に進むことを考えていたため、法

たてでもある程度見通すことができました。しかしながら、実際に

主総会対応、M&A の際のサポート、企業内の特定の部署を相手に

律科目の授業を取ったり、基本書や予備校本を読むなどの勉強はし

は大学院や司法修習時代の試験のように一問一答形式で出題される

したセミナー、会社のスタートアップのサポート、記者会見への同

ていました（ただし、私は社会科学部だったので、法学部ほど法律

ことはほとんどありません。実際は、複雑に絡み合う事実関係・法

席・説明等、数え上げればきりがありません。

科目の勉強をしていたわけではありません）。しかしながら、大学

道を突き進んでください。

時代の勉強は、基本書等の基礎的な部分（机上の議論）を理解した

律関係を整理し、当方依頼者と相手方の利害関係や相手方とのパ

弁護士は有事の際に必要になるものと考えていたため、法曹人口

ワーバランス等も適切に把握した上で、ゴールを設定し、それに向

が増えれば仕事不足も仕方がないと思っていました。しかし、そう

けた法的・経済的課題などを解決していく、といった一連の流れに

ではなく、弁護士の仕事は事業活動または家計の隅々まで必要にな

これに対して、法政大学法科大学院の授業では、基本書に記載さ

ついてアドバイスを求められます。さらに、案件が進むにつれて、

ると認識したことで、弁護士の仕事に対して抱くイメージは大きく

れた内容について、具体的事例を念頭に置いて考えるとどういう結

目指すべきゴールが変更になる場合も多々あります。

変わりました。

論になるのかといった、知識と事例のつながりを意識した勉強をす

気になっていただけであったという印象です。

このように、特定の分野の法的知識のみを示すのではなく、俯瞰

ることができました。言い換えれば、「活きた知識」を身につけら

的な立場から法的なアドバイスに限られない様々なアドバイスをし

れたと思っています。また、法曹を志す友人と、授業の内容、事例

なければならないことには苦労しました。もちろん、その苦労は今

の検討等を進めていくことで、法的知識をより深く吸収することが

でも続いています。

できたと思っています。
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法政法曹会／法科大学院同窓会

（OB組織）
「法政法曹会」
が強力にバックアップ
法政法曹会は法政大学出身の判事、検事、弁護士、法律学教授および法政大学法学部・法科

同窓会もバックアップ

大学院教授からなる総勢約 650 名の組織です。毎年１回、定例総会を開催しているほか、司法
試験合格者祝賀会の主催や機関誌『法政法曹』の発行などを行っています。また、随時、懇親会・

法政大学大学院法務研究科（法科大学院）同窓会は，修了生の諸先輩方が発起人となって，同窓生と在学生

親睦会などを開催し、会員同士の交流を図っています。

の交流・親睦のために設立された団体で，法政大学法科大学院を修了した多くのＯＢ・ＯＧが所属しています。

法科大学院との関係においては、会員がエクスターンシップの受け入れ先となるなど、強力な
支援体制をとっています。

同窓会では毎年総会を開催し，法科大学院入学者向けの歓迎会を主催しています。また，受験生である在校

機関誌『法政法曹』

法曹を志す若き友へ

生をサポートするために，
「アドバイザー制度」と「知恵袋ＭＬ（メーリングリスト）
」という活動を行っています。
「アドバイザー制度」とは，週１回程度，特定の曜日に同窓会に所属するＯＢ・ＯＧが法科大学院棟内で待機し，

～法政法曹会（ＯＢ組織）からのメッセージ

受験生の質問，相談に答えるというものです。講義形式とは異なり，些細なことでも疑問に思ったことをざっ
くばらんに質問できます。
「知恵袋ＭＬ」とは，メーリングリストを通じて，講義や司法試験にまつわる相談に

プロフェッションとしての法曹に国民が期待するところは、紛争の解決と社会正義の実現ですが、その様相
ています。その業態は、従来型の裁判中心の業務から、仲裁・ADR などの裁判外紛争処理手続の利用、さらに
はインハウスロイヤーによる紛争予防の徹底へと拡大し変容を遂げています。また、その業務範囲も、商取引、
競争法、ファイナンス、金融商品、証券取引、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、不祥事対応、労
働問題、M&A、事業再生、知的財産、保険、医療、国際税務からスポーツ、エンターテイメントなどまで多岐
にわたり、しかもそれぞれの分野の専門性は高くなっています。これに加えて、IT( 情報技術 ) と AI( 人工知能 )
の進化発展は、司法の世界もこれを避けて通ることはできません。法律の条文や通説的な解釈、判例を覚えこ
むことばかりは、とても AI にはかなわないでしょうが、問題解決の独創性や人の心の機微を感じながらの判断
弁護士・法政法曹会会長
事業再生実務家協会
（事業再生ADR）代表理事
元企業再生支援機構委員長

瀬戸 英雄

を行う法曹の仕事は、最も AI の影響を受けない専門職とみられています。データの集積やアルゴリズム分析で
きるものは AI に任せて、法曹には断片的な知識の量よりも、全人格的な判断がますます評価されるようになる
でしょう。その要となるものが「リーガルマインド」です。こればかりはコンピュータや試験勉強で学べるも
のではありません。ロースクール、司法研修所で腰を落ち着けて基礎から学びとるものです。
わが国の法曹の人的基盤は、国際レベルで見ると、量的にも質的にも決して威張れたものではありません。
法曹人口は増えたとはいえ、司法制度改革から 15 年間かけてやっと 2 倍、弁護士の数は、今年に入って 4 万

人を超えたところです。また、法曹に必要な資質としては、
「豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能
力等の基本的資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力」が求められると言
われはしますが、現状は心細い限りです。言うは易く為し難い理想ではありますが、清新な若者が真剣にそれを目標として取り組み、日々の自己
研鑽を積み重ねれば、そこには社会貢献と自己実現を両立できるチャレンジングな世界はかならず開けてくるものと確信しております。
私は、多くの企業の再生を手がけてきました。更生会社の管財人等として、会社の業務執行と財産管理の全権を掌握し、非常事態に置かれた社

法科大学院同窓会

法政法曹会

乗ったり，投稿された論文答案の添削をしたりするものです。多くの同窓生がいろいろな観点から回答してく

は時代とともに変化します。法曹、とりわけ経済活動に関係する弁護士の業務のあり方は大きな転換期を迎え

れています。
法政大学法科大学院同窓会
会長
弁護士

栢原 和男

法曹を目指す皆さんにとっては，
司法試験に合格できるかどうかが大きな関心事だと思います。司法試験では，
論文式による筆記試験こそが最大の難所です。司法試験法３条２項によると，論文式による筆記試験は，
「裁判
官，検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析，構成及び論述の能力を有す
るかどうかを判定することを目的とし」ていますので，司法試験に合格するためには，憲法をはじめとした種々
の法律の専門的な学識を習得することが必要です。本校には，少人数制の元で，教育熱心な教授陣の先生方が

いらっしゃいますので，全く不安はありません。
他方で，初学者のうちから，むやみに知識をインプットしていると，膨大な量に圧倒されてしまい，向かうべき道が見えなくなるという方も少
なくありません。これを避けるためには，まずはざっくりと司法試験でどのようなことが問われているかを知るべきです。そうすれば，インプッ
トの目的が明確になり，普段の勉強で重視すべきことが自ずと分かるようになります。その結果，効率的に勉強を進められるので，短期間での合
格が近づく訳です。
とはいえ，このような作業を１人で進めていくのはとても難しいことです。司法試験で問われていることを知ろうにも，最初から理解できるも
のではありませんし，効率的な道のりが朧気に見えたとしても，常に迷いが生じ紆余曲折するものです。それではどうすればよいのか。本校の伝
統として，少人数で切磋琢磨してきた校風が残っています。先輩と後輩の結びつきが強く，広く情報交換をしたり，学んだ知識を教えあったりす
る雰囲気があります。決して１人ではない。本校には安心して勉強ができる環境があります。
それだけではありません。かつて同じ道を通ってきた同窓生であるＯＢ・ＯＧがみなさんの役に立てると考えています。講義で得た学識を司法
試験という舞台でどのように披露するのか。同窓生のそれぞれが苦しみながら体得してきたことを皆さんに伝えられると思います。
法曹を目指すということはとても孤独で困難な道のりではありますが，同窓会は，皆さんに寄り添って共に歩みたいと思っています。

員と命がけの真剣勝負の日々を何度も過ごしました。多くの人たちの犠牲と労苦、汗と涙の結晶によって、再建を成し遂げた時の達成感、不安や
惑いから解放された喜びも分かち合うことができました。その中で、多くの素晴らしい人たちとの出会いもありました。弁護士という職業は、先
にも挙げましたが、実に広がりがある職業です。志ある若人には、積極的にチャレンジしていただきたいと思います。
法政大学法科大学院は、規模は大きくありませんが、少数であるからこそ、個々人に対応したきめの細かな教育を提供しておりますし、わが法
政法曹会は、エクスターンシップ、実務教育の支援など、それを全面的にバックアップしています。法曹を志す若人には、進んで我々の仲間に加
わっていただき、法政の伝統に新しいサクセスストーリーを積み重ねていただきたいと切望しております。

法政大学法曹会は、1983 年、法政大学出身の判事・検事・弁護士及び法律学教授並びに法学部教授を会員
として創立されました。創立当時の会員は 213 名が登録されています。その後法科大学院から司法試験合格
者が輩出されるようになって会員の増加は加速し、現在会員の半数が法科大学院出身となり、法曹会を支え
るようになっています。
当会の活動は、過去には、雑誌「法政法曹」を通じて、あるいは年 1 回の懇親会において、会員同士の親
睦を深めることであったところ、法科大学院出身の法曹が活躍するようになって、法科大学院生のための支
援を行うようになりました。先輩法曹による、同窓同士の遠慮の要らない会話や飾らない態度は、法科大学
院生の日ごろの緊張をほぐす役立ちもしてくれるはずです。
さらに 2016 年からは、法政士業の会が創立され、公認会計士、税理士、不動産鑑定士など他の士業と互
法政大学法曹会副会長・弁護士

山崎 雅彦
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法政士業の会について
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、これら「士」の付く仕事が、
一定程度、存在しています。その多くが国家試験に合格することを必要とし、社会のニーズと信頼に奉仕する仕事となっ
ています。それぞれがその分野のプロフェッショナルとして職務を遂行していますが、現代社会では、その個別の分野
を超えた総合的な知見と判断が求められることがあります。それぞれの「士」が、チームを組んで、ひとつの仕事を成
し遂げることができたら、どれだか良いだろう。この求めに応じて、オール法政の力で実現したのが、「法政士業の会」
です。2016 年に設立され、現在、精力的に活動を開始しています。
法政大学法科大学院を修了し、弁護士となった時点で、法政法曹会の会員となり、合わせて法政士業の会にも参加し
ていただきます。他業種の士との交流を通じて、自己の研鑽の機会を広げ、また、日常的な業務遂行におけるネットワー
クの構築を図ることが可能となっています。

いに協力・連携する研修会を開くなどして、若手法曹の実務に役立つ活動も行うようになっています。
法政大学法科大学院から一人でも多くの法曹が生れることに協力を惜しみませんし、法曹になって一緒に
活動することを楽しみにしています。
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学費・奨学金

学費・奨学金
1

⎛法政大学の学部卒業者・⎞
大学院修了者
⎠
⎝

270,000 円

入学金

学費

授業料
教育充実費
合

計

ー

1,080,000 円

1,080,000 円

1,490,000 円

1,150,000 円

140,000 円

70,000 円

※このほかに諸会費がかかります。
※法政大学の学部卒業者・大学院修了
者は入学金が免除となり、教育充実
費の納入金額が半額になります。

入学時の成績優秀者に対して、奨学金を給付します。
（１）授業料相当額受給者（108万円）
……………………………………………… 2020年度10名以内
（２）授業料相当額の50%受給者（54万円）
…………………………………… 2020年度10名以内
※受給者の選考は、年度ごとに行います。給付時期は年2回。初回は5月下旬を予定しています。

2

法務研究科奨学金（特別奨学金（月額））

学費・奨学金

学費・奨学金

注１：授業料と教育充実費は、入学手続時に年額のうち春学期分（半額）を納入。
注２：２年目以降は授業料・教育充実費の合計額

法務研究科奨学金（入学時特別奨学金）

入学時の成績優秀者に対して奨学金を給付します。
給付期間は、標準修業年限（既修者2年、未修者3年）とします。

本学では、法曹を目指し、意欲的かつ真摯に学ぶ学生に対して、さまざまな支援体制を

奨学金

用意していますが、奨学金制度の拡充もその一つです。

法科大学院独自の奨学金（３種類）のほかに法政大学独自の奨学金制度等が受けられます。
※右記１～５の給付型奨学金において、休学・退学等となった場合には、返還の義務が生じます。

月額５万円受給者………………………………………………………………… 2020年度10名以内
※1および3 との併給が可能です。
※初回給付時期は5月下旬を予定しています。

3

法務研究科奨学金（成績優秀者奨学金）

年度ごとの成績優秀者に対して、奨学金を給付します。

奨学生の声
私は、法政大学法学部を卒業後、法政大学法科大学院に既修者として
入学しました。法科大学院で勉強して、司法試験を受験するためには、
学費のほかにも教材費や交通費など様々な費用が必要となります。私は、
特待生の奨学金（標準修業年限の授業料相当額が給付される奨学金制度）
のほか、月額 5 万円が給付される特別奨学金を受給できたので、経済的
な心配をせず、法科大学院での勉学に集中することができました。その
結果、修了後１回目での司法試験合格を遂げることができました。
法政大学法科大学院では、入学試験での成績のほか、定期試験等の試
験での成績をもとに奨学金の受給者を選出しているので、法科大学院で
の学習を頑張ろうというモチベーションが上がると思います。授業は、
少人数で行われているため、教員との距離も近く、質問や相談に応じて
頂くことができたので、楽しく学習することができました。法科大学院

修了生
2018年

において、日々積極的に学習したことが、合格に結び付いたと思います。

羽田 貴博

奨学金制度のほかにも、司法試験合格に必要な環境がそろっています。

法政大学法科大学院修了
（法学既修者）
司法試験合格、72期司法修習生

教員はもちろん、修了生弁護士が学習相談に応じてくれるので、成績が
伸び悩んだ時も自分なりの勉強法を見つけることができます。また、法
政大学の公務人材センターでは修了生弁護士等が勉強会を開催し答案添

【受給実績】
2016年度
入学時特別奨学金（特待生）
特別奨学金（月額5万円）

1,080,000円
600,000円

2017年度
入学時特別奨学金（特待生）
特別奨学金（月額5万円）

1,080,000円
600,000円

削を行うなど、授業外でも学習する環境が整っています。
以上のように、法政大学法科大学院は、司法試験合格に必要な環境が
そろっているので、その環境を利用し努力すれば、司法試験合格を遂げ

（１）授業料相当額受給者（108万円）……………………………………………… 2020年度10名以内
（２）年額50万円受給者…………………………………………………………… 2020年度20名以内
※受給者の選考は、年度ごとに行います。給付時期は年2回。初回は5月下旬を予定しています。

4

法政大学 100 周年記念大学院特別奨学金

希望者を募り、選考のうえ、採用しています（若干名）。給付年額30万円を予定しています。

5

法政大学大学院奨学金

希望者を募り、選考のうえ、採用しています（若干名）。給付年額20万円を予定しています。

6

日本学生支援機構奨学金

4月初旬に希望者を募り、毎年その年度の枠内で選考のうえ、採用しています。
有利子または無利子で貸与しています。修了後返還の義務があります。
2019年度法科大学院生への貸与月額は以下のとおりとなっています。
●第一種（無利子）＜月額＞５万円・８万８千円から選択
●第二種（有利子）＜月額＞５万円・８万円・10万円・13万円・15万円・19万円・22万円から選択

7

国の教育ローン

ることができます。是非、奨学金制度を利用して、司法試験合格に向け

日本政策金融公庫が取り扱う融資制度で、銀行より低い金利で融資が受けられます。

て努力してほしいと思います。

日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター
0570-00-8656
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施設・設備

施設・設備
オープンスペース

インキュベーションルーム
演習室 1

鍵付きガラス書棚

法政大学法科大学院は、市ケ谷キャンパ

電源＆コンセント

スより徒歩２分の場所に、独立した「法科大
学院棟」を擁しています。

演習室 3

施設には、通常の講義室のほか、席数によ
り広さの異なる演習室、法廷教室、図書室、
院生研究室
（自習室）
、
談話室などがあります。

演習室 2

校舎全体をバリアフリーに配慮したつく
りにし、施設内のどこからでも学内外にアク
演習室 1

法科大学院では学生の在校時間が長くなる

施設・設備

施設・設備

演習室 2

セスできる IT 環境を整備しています。また、
ことが多いため、自習などへ配慮した設備を

演習室 3

整えています。エントランスにはカード式
オートロックを採用するなど、学内セキュリ
ティーにも万全をつくしています。

院生研究室
（キャレル）

4F 院生研究室（キャレル）P.40へ

リフレッシュコーナー
院生研究室

2・3・5F 講義室・演習室

P.41へ

2F 法廷教室

P.40へ

4 F 院生研究室（キャレル）

1F 談話室
勉強の合間にリラックスできる、落ち着いた
演習室 1
演習室 2

雰囲気のコミュニケーションスペースです。

一人ひとりに固定の自習席を用意。隣と
の仕切りがあり、集中して学習ができる

ゆったりとした自習席

環境です。書籍や資料は鍵付きの書棚、
引出しに収納できます。また、無線 LAN

演習室 3

を完備しているので、自席で判例などを

演習室 4

検索しながら学習することができます。
学習に大量の書物を使用する学生の利便
性を考慮し、全員に大型の個人ロッカー

講義室 1

も用意しています。

法廷教室

講義室 2

講義室 3

事務室

学生談話室

教員控室

図書室 2
（書架スペース）
コピースペース

図書室 1
（書架スペース）

鍵のかかる引出し

1F 最高裁判所判事法服等の展示
入り口は
カード式オートロック

玄関

大型ロッカー

1995年より20 0 0年ま
で最高裁判所第一小法廷
で判事を務められた、本
学 卒 業 生の 遠 藤 光 男氏
（弁護士）より寄贈いただ
いた、最高裁判所判事法
服および 勲 一 等 瑞 宝 章
（「位記」
「 勲章」
「 勲記」）
を展示しています。

2 F 法廷教室

閲覧スペース

模擬裁判等の授業で使用。プロジェクター

B1F 図書室

P.41へ

や AV 機器などが備わっており、DVD や
講義資料を投影しながら授業を進めるこ
とができます。
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2019 年度入学試験実施状況
■志願者数：142名（未修者・46名、既修者・96名）

2・3・5 F 講義室・演習室

受験区分

定員

性別

153 名 収 容 の 大 講 義 室 を 始 め、60 名、
30 名前後の講義室・演習室を設けていま

未修者

10名

既修者

20名

合計

3 0名

す。すべての講義室・演習室にはプロジェ
クターや AV 機器を完備。各席に情報コン
セントが付属しているなどマルチメディ
ア対応型となっています。

志願者数

男
女
計
男
女
計
男
女
計

合格 者 数

31
15
46
74
22
96
105
37
142

社会人

12
6
18
28
10
38
40
16
56

12
3
15
21
4
25
33
7
40

志願者内訳
社会人以外
法学部出身 非法学部出身
14
5
11
1
25
6
49
4
18
0
67
4
63
9
29
1
92
10

社会人
4
1
5
13
3
16
17
4
21

合格 者内訳
社会人以外
法学部出身 非法学部出身
7
1
4
1
11
2
15
0
7
0
22
0
22
1
11
1
33
2

※社会人の定義は、
「1年以上の勤務経験がある者」とした。
演習室［3F］

■志願者の内訳

社会人以外
非法学部
7%
社会人
28%

社会人以外
法学部
65%

■合格者の内訳

社会人以外
非法学部
4%

■合格者の主な出身校
法 政 大学

早 稲田大学

慶 応 義 塾 大学

専修大学

社会人
37%

社会人以外
法学部
59%

入学試験実施状況・Q&A・司法試験結果

施設・設備

講義室 2［2F］

※順不同

※過去の入試問題をホームページに掲載しています。
「入試情報」の「過去の入試について」をクリックしてください。
（URL：http://hosei-law.cc-town.net/admission/data）

Q&A
Q

本法科大学院の入試について、よくある質問をまとめました。
こちらに掲載していない内容については、入試要項をご確認ください。

A 本法科大学院では平日の昼間に授業が行われること、また、多くの授業
において事前学習や課題（宿題）が課されることを考え合わせると、社

29 年改正および平成 30 年改正民法に基づい
Q 民法の試験問題は、平成
て出題されますか。
29 年改正（「民法（債権関係）
A 入試試験における民法においては、平成
改正」）および平成 30 年改正（「成年年齢引下げ」および「民法等（相

Q 「法学未修者」とはどのような人を指すのですか。
A 法学未修者として入学すると、原則的に３年間の教育を受けた後に、法
科大学院を修了することとなります。したがって、法科大学院において

Q

社会人が働きながら法科大学院に通い、修了することは、カリキュラム
の面からみて難しいのでしょうか。

会人が勤務を続けながら本学の法科大学院で学ぶことは時間的に非常
に難しいと考えられます。

必要とされる法律学の基礎的な学識がなく３年間をかけて法学の基礎
から学びたいと考える人は「法学未修者」として出願してください。大
学で法学関連科目を受講していたか否かは、問いません。

講義室 1［2F］

B1F 図書室
学習用図書、参考図書、雑誌など、法律・
法令関係文書を中心に所蔵。各席に情報
コンセントが付属した閲覧席 39 席と閲覧
用パソコンを設置しており、各種データ
ベースが利用可能です。（法政大学図書館
も利用できます）

学内で
利用可能な
データベース

❶ ローライブラリー（TKC 法律情報データベース）
LEX/DB インターネット、法学紀要データベース、新・
判例解説 Watch、法学資料データ、公的判例集データ
ベース等
❷ 第一法規法情報綜合データベース（D1-Law.com）
判例体系、現行法規、現行法規（履歴検索版）、法律
判例文献情報、紛争類型別要件事実解説データベース
❸ LLI 統合型法律情報システム
最高裁判所判例解説、判例タイムズ、ジュリスト、
金融法務事情、金融・商事判例、労働判例、銀行法
務 21、邦文法律雑誌記事索引、LLI 判例検索システ
ムおよび判例百選アーカイブ、法学教室アーカイブ

外国語能力を証明する書類を必須の提出書類にしたり、試験科目に外国
語を入れたりする予定はありますか。

A 現在のところ、外国語能力の証明は加点基準としては考慮されていま
すが、必須の提出書類とすることや、試験科目に外国語を入れる予定
はありません。他法科大学院においては外国語能力を必須要件とする
ところもありますが、本学では、まず自国語である日本語をしっかり
と使いこなす力があるかどうかを重視しています。

Q 「法学既修者」とはどのような人を指すのですか。
A 法学既修者として入学すると、法科大学院の１年次配当科目を学修した
ものと同等の学力があると認められ、一定数の単位が免除されます。基

Q 併願者の合否判定はどのように行われますか。
A 既修者試験と未修者試験との併願者の場合、既修者試験の合否判定を優
先させます。未修者としての入学を強く希望される方は、未修者試験の

礎学力に十分自信があり、２年で法科大学院を修了したいと考える人は
「法学既修者」として出願してください。特に大学の法学部などを卒業
している必要はありません。

みの受験をお勧めします。

2018年司法試験結果
■出願者数から最終合格者数
出願者数
89名

受験予定者数
86名

受験者数
84名

■最終合格者の内訳
性別

男性
14名
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続法）改正」）の民法（以下「改正民法」という。これに対し、改正民
法以前の民法を「改正前民法」という。）に基づいた出題を行います。
ただし、改正民法または改正前民法のいずれに基づいて解答してもよ
く、改正前民法に基づいて解答しても不利とならず、減点もしません。

短答式合格者数
54名

出身学部
女性
3名

法学部
16名

法学部以外
1名

最終合格者数
17名

社会人
1名
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2020年度入試概要
法学未修者と法学既修者の定義
法学未修者とは法科大学院を原則として3年間で修了する学生であり、法学既修者は法科大学院において1年次の科目履修を免除するに
相当する法律学の知識と能力を有する学生を指します。この区別は出身学部や社会経験・資格とは関係無く、法政大学法科大学院を志願
する方の自己判断によります。従って出身学部に関係なくどちらの試験も受けることが可能であり、合格すれば入学が可能です。

受験資格（法学未修者・法学既修者共通）
大学卒業者（卒業見込み、早期卒業見込みを含む）、飛び入学出願資格者（※）、もしくは本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の
学力があると認めた者。
（ 詳細は入試要項をご覧ください）

て、大学に入学以来90単位以上を修得見込みの者です。

入試の変更点
▶2020年度入試より、第1 ～ 5期入試の各期それぞれについて、
「 特待・奨学生枠」
（ 既修・未修合わせて5名程度）を設け、各期の入試成

入試名称

第 1 期入試

第 2 期入試

第 3 期入試

第 4 期入試

第 5 期入試

入試種別

一般入試
（特待等含む）

一般入試
（特待等含む）

一般入試
（特待等含む）

一般入試
（特待等含む）

一般入試
（特待等含む）

特待
奨学生枠

既修・未修合わせて
5名程度

既修・未修合わせて
5名程度

既修・未修合わせて
5名程度

既修・未修合わせて
5名程度

既修・未修合わせて
5名程度

コース別

既修者

未修者

既修者

未修者

既修者

未修者

既修者

未修者

既修者

未修者

方式

Ａ・Ｂ方式

C方式

Ａ・Ｂ方式

C方式

Ａ・Ｂ方式

C方式

Ａ・Ｂ方式

C方式

Ａ・Ｂ方式

C方式

募集人員

10名程度

5名程度

10名程度

5名程度

出願期間

6/14（金）〜6/20（木）

7/12（金）〜7/18（木）

入試日

7/7（日）

8/3（土）

9/22（日）

11/17（日）

2/2（日）

合格発表日

7/17（水）

8/9（金）

10/2（水）

11/27（水）

2/12（水）

手続期間

7/17（水）〜24（水）

8/9（金）〜8/21（水）

10/2（水）〜9（水）

11/27（水）〜12/4（水）

2/12（水）〜20（木）

8月以降HPでお知らせします。
8/30（金）〜9/5（木） 10/25（金）〜10/31（木）

1/10（金）〜16（木）

2020 年度入試概要

2020 年度入試概要

※飛び入学出願資格者とは、大学3年次に在学し、大学2年までに修得した単位の60％以上が100点満点中80点以上で、3年終了時におい

入試関連日程・募集人員

※第3期入試以降の募集人員はHPにてお知らせしますので、定期的な確認をお願いします。

績優秀者から選考します。
▶未修者試験（Ｃ方式）の、小論文試験、面接試験の試験時間および配点を変更しました。詳細は次頁の「選考方法」をご確認ください。

入試の留意点

入学検定料一覧
単願

未修者試験または既修者試験のいずれかを受験する場合

初回

35,000

併願

同日に行われる未修者試験と既修者試験の両方を受験する場合

初回

45,000

▶2020年度より、早期卒業・飛び入学入試は一般入試に含める形で行います。
▶第1 ～ 5期入試の成績優秀者から選考する「特待・奨学生枠」の全体枠（25名程度）のうち、5名程度（既修・未修合わせて）を「早期卒業・
飛び入学者向けの特待・奨学生枠」とします。内訳として、第1 ～ 5期入試の各期それぞれについて1名程度とします。なお、該当者がい
ない場合には「早期卒業・飛び入学者向けの特待・奨学生枠」は繰り越しとします。
※特待生を含む入試成績優秀者に対する奨学金について
● 入試の成績優秀者にはその成績に応じて、
下記のいずれかの奨学金を給付します。

①標準修業年限（未修者は3年間、既修者は2年間）の授業料相当額（年額108万円）＋月額給付5万円
②標準修業年限の授業料相当額

2回目以降出願する場合単願併願にかかわらず一律
※法政大学在学中の2020年3月卒業見込み者は、上記金額の半額で受験できます。

選考方法
法学未修者
法学未修者試験は下記の一方式にて入学試験を実施します。下記の結果を、提出書類と合わせて総合的に合否判定を行います。
試験方法

試験時間

小論文

80分

140点

面接

10分程度

60点

③入学年度の授業料全額あるいは半額相当額
ただし入学後の成績が振るわないなど、法務研究科の所定の規程・基準を満たせないときは、以降の給付を受けることができなくな
る等の場合があります。その場合でも、その後の成績次第で、奨学金の給付が再開されることもあります。
なお、一般生として入学した場合でも、在学中の成績により奨学金が給付される制度があります。

10,000

採

点

法学既修者
各入試日とも次の試験を行い、提出書類と合わせて総合判定を行います。論文式試験では六法を貸与します。

入試実施方法
▶既修A方式：「憲法」
「 民法」
「 刑法」
（ 論文方式各50分）と「民事訴訟法」・「刑事訴訟法」
（ 短答式2科目合わせて40分）の成績と書類審査の
結果を合わせて総合的に合否判定を行います。
▶既修B方式：「憲法」
「 民法」
「 刑法」
（ 論文方式各50分）と「民事訴訟法」・「刑事訴訟法」
（ 論文式2科目合わせて80分）の成績と書類審査の
結果を合わせて総合的に合否判定を行います。
▶未修者試験：小論文（80分）と面接（10分程度）の成績と書類審査の結果を合わせて総合的に合否判定を行います。

注意事項
▶同日実施の既修者試験と未修者試験は併願が可能です。ただし、既修者入試A・B方式相互間の併願はできません。

試験方法

試験時間

論文式
（Ａ方式・Ｂ方式共通）

各科目50分

短答式
（Ａ方式）
論文式
（Ｂ方式）

２科目合わせて40分
２科目合わせて80分

科

目

採

点

憲法

100点

民法

100点

刑法

100点

民事訴訟法

50点

刑事訴訟法

50点

民事訴訟法

50点

刑事訴訟法

50点

社会人枠
社会人枠は特に設けていませんが、一定の条件を満たした社会人に対して特別な配慮を行います。具体的には、高度な専門的知識（公認会計士、
弁理士、税理士、医師、歯科医師、一級建築士など）および実務経験の期間などが、総合的な合否判定の際に加点する方式により考慮されます。
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入学者選考の流れ
●同日に行われる未修者試験と既修者試験の併願受験が可能です（但し

法学既修者（Ａ・Ｂ方式）

A・B 方式間の併願は不可）。

●入学検定料の割引額については前ページの表をご確認ください。
●全日程において既修者試験はＡ方式とＢ方式を実施します。

■一般入試（特待・早期卒業・飛び入学入試含む）

●未修者試験は小論文試験・面接試験・提出書類審査の総合評価で合否を判定する一方式となります。

法学未修者（C方式）

第１期入試
＜出願期間＞
2019年  6月14日（金）
〜  6月20日（木）

■一般入試（特待・早期卒業・飛び入学入試含む）

＜筆記試験＞
Ａ方式・Ｂ方式共通：
憲法・民法・刑法（論文式）
Ａ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（短答式）
Ｂ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（論文式）

合格発表
2019年  7月17日（水）

2019 年  7 月  7 日（日）

＜出願期間＞
2019年  6月14日（金）
〜  6月20日（木）

C方式：
小論文試験・面接試験
2019年  7月  7日（日）

合格発表
2019年  7月17日（水）

第2期入試
＜出願期間＞
2019年  7月12日（金）
〜  7月18日（木）

第2期入試

2019年  8月  3日（土）

2019年  8月  9日（金）

C方式：
小論文試験・面接試験
2019年  9月22日（日）

合格発表
2019年10月  2日（水）

入学手続

＜出願期間＞
2019年  8月30日（金）
〜  9月  5日（木）

＜出願期間＞
2019年  8月30日（金）
〜  9月  5日（木）

＜出願期間＞
2019年10月25日（金）
〜10月31日（木）

C方式：
小論文試験・面接試験
2019年11月17日（日）

合格発表

＜出願期間＞
2020年  1月10日（金）
〜  1月16日（木）

2019年11月27日（水）

C方式：
小論文試験・面接試験
2020年  2月  2日（日）

合格発表
2020年  2月12日（水）

入試に関する資料請求については、法政大学法科大学院ホームページをご覧ください。
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＜出願期間＞
2019年10月25日（金）
〜10月31日（木）

＜筆記試験＞
Ａ方式・Ｂ方式共通：
憲法・民法・刑法（論文式）
Ａ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（短答式）
Ｂ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（論文式）

合格発表
2019年10月  2日（水）

＜筆記試験＞
Ａ方式・Ｂ方式共通：
憲法・民法・刑法（論文式）
Ａ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（短答式）
Ｂ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（論文式）

合格発表
2019年11月27日（水）

2019年11月17日（日）

第5期入試

第5期入試

2019年  8月  9日（金）

2019年  9月22日（日）

第4期入試
第4期入試

合格発表

2019年  8月  3日（土）

合格発表

第3期入試

第3期入試

Ａ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（短答式）
Ｂ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（論文式）

入学手続

＜出願期間＞
2019年  7月12日（金）
〜  7月18日（木）

C方式：
小論文試験・面接試験

＜筆記試験＞
Ａ方式・Ｂ方式共通：
憲法・民法・刑法（論文式）

入学者選考の流れ

入学者選考の流れ

第１期入試

＜出願期間＞
2020年  1月10日（金）
〜  1月16日（木）

＜筆記試験＞
Ａ方式・Ｂ方式共通：
憲法・民法・刑法（論文式）
Ａ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（短答式）
Ｂ方式：
民事訴訟法・刑事訴訟法（論文式）

合格発表
2020年  2月12日（水）

2020年  2月  2日（日）

http://hosei-law.cc-town.net/
46

靖国通り

靖国神社

新一口坂校舎

法科大学院棟

体育館
東西線
飯田橋駅 A4出口

逓信病院

富士見校舎

交番

一口坂校舎

九段校舎
九段校舎
別館

有楽町線・都営新宿線
市ヶ谷駅 A4出口
有楽町線・都営新宿線
市ヶ谷駅 A1出口

一口坂
TSビル
三輪田学園

三菱東京UFJ
銀 行

アルカディア市ヶ谷
（私学会館）

交番

JR総武線

JR飯田橋

外

至新宿

釣
ぼ
り

至御茶ノ水

JR市ヶ谷

濠

外堀通り

ガスト

有楽町線・南北線
都営大江戸線
飯田橋駅 B2a出口

有楽町線・南北線
市ヶ谷駅 5出口

●主なターミナルからの交通アクセス

20分 新宿駅

JR総武線ー約4分

都営新宿線ー約5分

市ヶ谷駅

（地下鉄）
東京メトロ有楽町線ー約10分

（地下鉄）
東京メトロ
半蔵門線ー約6分

飯田橋駅

永田町駅

飯田橋駅
（地下鉄）
東京メトロ
有楽町線ー約3分

市ヶ谷駅

駒込

徒歩ー約10分

徒歩ー約10分

徒歩ー約10分

徒歩ー約10分

池袋
西武新宿線

上野
高田馬場

都営地下鉄
大江戸線

八王子

秋葉原
西武新宿

中野
JR中央線
調布

京王線

新宿

渋谷
東京メトロ
南北線
新横浜

20分 上野駅
※

JR山手線ー約4分

秋葉原駅

JR総武線ー約6分

飯田橋駅

JR山手線

新幹線

徒歩ー約10分
横浜 東神奈川

内の数字は、総所要時間（乗り換え時間を除く）を表します

法政大学 大学院事務部 専門職大学院課

http://hosei-law.cc-town.net/

〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
TEL.03-3264-9928 FAX.03-3264-9885
■上記ホームページから入試要項の入手が可能です。

※本パンフレットに掲載されている内容については、予告なく変更、または中止となる場合があります。

JR京浜東北線

目黒

橋
飯田

19分 渋谷駅

JR総武線ー約10分

御茶ノ水駅

谷
市ヶ
永田町

20分 池袋駅

JR中央線快速ー約4分

法政大学法科大学院

18分 東京駅

都営地下鉄新宿線
東京メトロ半蔵門線
東京メトロ東西線

法科大学院

東京

有楽町
品川

JR総武線

