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、187（
3 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。
188（
3 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。
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
130年を超える歴史と伝統
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。これは、1880年に、ボアソ
ナードゆかりの気鋭の法律家によって東京法学社が設立
されたことをルーツとする本学の成り立ちに直接に関わっ
ているものであり、「自由を生き抜く実践知」の体現、
そのものとなっています。そのためには、まず、法律の
原理・原則・概念・思考方法等の基礎をしっかりと学ん
でもらい、これに続いて、各種法律が有する多様な論点

高須 順一

について、多角的な観点から分析して論理的に結論を導
き出すことのできる応用力を会得してもらいます。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
育成にも重点を置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、実体法と手
続法といったかたちで相互に対立・依存・関連・交錯す
る各種の法律学について、２年間あるいは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
難な目標を自ずと達成できるように、用意周到に編成さ
れています。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、１クラス10名以下を標準
とした徹底した少人数ク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ています。これによって、民事法で
あれ刑事法であれ、実体法であれ手続法であれ、理論と
実務を有機的に学ぶことができるようになっています。
なお、併設している無料法律相談室では、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
相談に立ち合い、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。
法科大学院在学中からこのような機会を体験できること
は、大変貴重であり、皆さんの今後の法律家としての人
生に多大の貢献をもたらすことになります。
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は、自由と民主を標榜
する21世紀の日本社会において不可欠の存在であり、
法政大学法科大学院から創造的応用力を備えた、市民のた
めの法曹がひとりでも多く育っていくことを心から願っ
ています。

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。
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位： 法務博士（専門職）（英語表記：Juris Doctor）

■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

複雑化する社会に応え
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

教
育
の
理
念
と
特
色

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んでいます。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。

徹底した少人数・双方向教育

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。

ページ 15

先進的なクリニック教育

無料法律相談室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の下で、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

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

経験・実績の豊かな教授陣

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。

ページ 27

高度な機能を備えた環境・設備

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、学生にとって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
― 新時代の法曹を目指して ―
双方向型授業、少人数教育により
司法試験や実務で役立つ力を養成
教授陣や OB・OG による熱心な指導と
充実した設備が合格への強力な後押しに！

今回お迎えしたお二人の弁護士は、1 回目の挑
戦で司法試験に合格されました。
勉強法など合格できた要因や、在学中の思い出、

高須 順一

実務で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。
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Junichi Takasu

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（債権関係）
部会幹事

栢原 和男

Kazuo Kashiwabara

2009年

法政大学法科大学院修了
（法学既修者）
2009年 司法試験合格
新第63期司法修習生
現
在 柏原語六法律事務所

法的思考力以外にも
人間的観察力が求められる
弁護士という職業

士としてどのような仕事をされているの

を選択されました。法科大学院への進学を

でしょうか。
さらには、
弁護士の仕事につい

決意した理由と、なぜ法政大学の法科大学

て、
どのような印象を持っておられますか。

院を選んだのかを教えてください。

栢原

現在、自分の事務所の代表をしてお

栢原 2007 年当時は法科大学院制度が

高須 本日は修了生座談会ということで、

ります。仕事の内容としては、顧問先等の

始まって 4 年目ということで、司法試験に

法政大学法科大学院を修了し、現在、弁護

企業法務全般から、不動産関係、相続など

合格するためには法科大学院が最善の道

士として活躍されているお二人に来てい

の一般民事事件まで、幅広い案件を抱えて

だと言われており、法科大学院進学は自然

ただきました。さらには本校教員の赤坂先

います。職業としての弁護士の印象は、大

な流れでした。その中で法政大学の法科大

生にも同席をいただいております。私は司

変自由で職域が広く、責任が重い仕事だと

学院を選んだのは、キャレル（専用の自習

会・進行を担当する法務研究科長の高須

思っています。弁護士は法的思考力だけで

席）も図書室も完備していて、勉強しやす

順一です。
まずは自己紹介をお願いします。

なく、多面的な能力が求められる職業だと

い環境だと思ったからです。

栢原

感じています。

高須 田村さんは法学部ではなくて教育

部卒業後、法政大学法科大学院を 2009 年

田村 現在、法律事務所 虎ノ門法学舎で

学部のご出身です。大学卒業後、法政大学

3 月に修了して、同年 9 月に司法試験に合

勤務弁護士をしています。クライアントに

法科大学院の未修コースに入られ、3 年間

格しました。司法修習の期でいうと 63 期

は個人も法人もいらして、不動産、相続、労

学ばれました。
教育学部で勉強されていて、

になります。

働に関する事件、企業間の紛争、コンプラ

なぜ法律家になろうと思ったのですか。

田村

栢原和男と申します。上智大学法学

田村哲雄です。埼玉大学教育学部を

イアンスの対策、
M＆A などを扱っていま

田村 大学生時代から、
友人や後輩から法

卒業して、2006 年に法政大学法科大学院

す。
いろんな人がこの社会の中で生きてい

律が絡む問題について相談を受け、
法律がい

の未修コースに入学しました。3 年間勉強

て、紛争を避けて通れないことが多々あり

かに大切かを痛感しました。
そこから法律を

して 2009 年に修了、その年に司法試験に

ます。そういったトラブルをできる限り予

きちんと勉強して人の役に立てるような人

合格しました。栢原先生と同じく 63 期に

防し、起きてしまったら解決に導いていく

間になりたいと思い、
弁護士を目指すように

なります。

のが弁護士の役割だと思っています。

なりました。
実際に法律家になってみると、

赤坂 法政大学法科大学院で憲法を担当

高須 私も弁護士になって 30 年になりま

今度は、
法律だけでは紛争が全て解決する

しております赤坂正浩と申します。よろし

すが、
まさに、
「浜の真砂※1 は尽きるとも世

ことはないのだと実感しました。
トラブルの

くお願いします。

に争いの種は尽きまじ」というのが、この

背景には人間関係や構造的な問題があり、

高須 栢原さん、田村さんともに 2010 年

間の実感です。だからこそ、我々のような

そこを解決する必要があると。
人の心が分

12 月に弁護士登録をされました。弁護士

仕事が必要なんだろうと。まず栢原さんに

かる人間力やさまざまな視点を持たない

として 10 年を迎えて、若手から中堅へと

お伺いしたいのですが、栢原さんは法学部

といけないことに気づきました。

成長していく時期かと思います。今、弁護

を卒業した上で、法科大学院の既修コース

修了生座談会

した。恥をかきたくないという性分なの
で、ゼミでできるだけ良い格好をしたい
がためにも勉強するという（笑）。また、
テレビを一切観ないと決意もしました。
そうやって自分を勉強へ追い込んでいま
した。
赤坂

すごいですね。田村先生はどのよ

うな勉強法をされていましたか。
田村

私は、友人と「一限会」という会

を作っていました。一限とは、朝一番の
授業のことです。授業はいつも一限から
あるわけではなくて、二限目からだと11

田村 哲雄

Tetsuo Tamura

2009年

法政大学法科大学院修了
（法学未修者）
2009年 司法試験合格
新第63期司法修習生
現
在 法律事務所 虎ノ門法学舎

赤坂 正浩

時開始なので、10時30分に到着すれば授
Masahiro Akasaka

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）

業に出られるんです。しかし、「何曜日

修
了
生
座
談
会

だろうが一限開始の9時30分 ※3よりも前
に学校へ行き、午前中もしっかり勉強し
ましょう」ということを仲間とやってい
ました。夜は23時まで学校にいられるの
で時間ギリギリまで勉強していました。
栢原

今思い出したのですが、勉強法に

関して、その日に勉強したことをノート

仲間との切磋琢磨や
朝からの勉強、自己流ノートが
一発合格の秘訣

いう印象を持っています。

に書く『勉強日記』というものを毎日つ

赤坂

運はバッチリだという根拠は何か

けていました。全部の科目ごとに色を分

あるのですか。今までの人生でもそうだっ

けて書くんです。民法だったら赤と決め

たんですか。

て。すると、見返したときにびっしり埋

修了して1回目の司法試験で合格されまし

田村

そう思い込んでいるだけなのです

まっているので満足感があるんです。し

た。同じ年の修了生であり、ご友人でも

が（笑）。ただ、実際に短答式試験で、

かも色分けをしているので「最近、民法

あります。お二人が1回で合格できた要因

迷いながら回答したものがほとんど正解

しか勉強していないな」といった偏りが

を何だったんでしょうか。

になっていました。

発見でき、そうして勉強が足りない部分を

栢原

栢原

補っていました。

高須

お二人とも法政大学法科大学院を

自分を律し、勉強に明け暮れる生

先ほどの10の話は、さすが遠藤先

活ができたことが要因だと思っています。

生だなと思います。７から8あればいいと

赤坂

なぜそういう生活ができたのかというと、

いうことですものね。

す（笑）。

友人にも恵まれたし、先生方に見守って

高須

栢原

いただけたということが大きかったです。

学の大先輩で、戦後すぐに卒業して弁護

したときに大きな自信になったのを覚え

その結果、勉強を続けざるを得ない状況

士になり、最高裁判事まで務めた方です。

ています。

に自分を追い込むことができたと考えて

法政大学出身の多くの法曹が尊敬し、親

田村

います。

しんでおりました。2016年にお亡くなり

のつもりで臨んでいました。出題範囲が決

田村

になりましたが、お二人はまだ直接お話

まっているので、そこだけはどんな問題

く頭をフル回転させて勉強してきたか、

を聞くことができた世代ですね。

が出ても完璧に答えられるように、それ

というところが一番の要因なのかなと思

赤坂

先ほど栢原先生は1回目で合格でき

こそ寝る間も惜しんで全身全霊を込めて

います。勤務している事務所の創設者で

た要因として「自分を律する」とおっしゃ

試験に取り組もうと意識していました。

もあり、法政大学法科大学院設立にも尽

いましたが、具体的にどのように律した

そうすることで、自分を鍛えていくこと

力された故遠藤光男先生 ※2 がよくおっ

のですか。

ができたのかなと思っています。

しゃっていたのですが、「司法試験に受

栢原

赤坂

かる必要な要素が10あるとしたなら、地

いうことです。当時、私は朝8時30分に

熱量で勉強されていたんですね。脱帽し

頭の良さが4、努力が3、要領の良さが2、

学校へ行き、夜6時には帰宅。家では翌日

ます。お二人の司法試験に向けての勉強

運が1だと。この中の7から8を揃えれば

の講義に向けた予習、寝る前には簡単に

法は、法政大学法科大学院への入学を考

合格する」と。私の場合は、運はバッチ

その日の復習をするという生活を続けて

えている人だけでなく、在学生にも伝え

リで、あとは努力すればするほど合格に

いました。定期的に友人たちとゼミを組

たいですね。

近づくので、努力した分が実ったのかなと

むことも私にとっては一つの環境作りで

※1 浜辺の砂。数の多いことの例え
※2 P.39参照。法科大学院棟1Fで最高裁判所判
事法服等を展示
※3 当時の時間割。現在は1時限は8時50分開始

勉強にかける時間 × どのくらい濃

補足しますと、遠藤先生は法政大

とにかく規則正しい生活をすると

その日記をぜひ公開してほしいで
司法試験直前に、勉強日記を見返

そういえば私は、定期試験を本番

栢原先生、田村先生ともに大変な
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司法試験の勉強だけでなく
法律相談同席も貴重な学び

を分析する授業のおかげで、実務に入っ

協力し、種々の講座が開講されています。

てからも多くの判例を読むという作業が

具体的には法律文書の基本的な書き方を

全く苦痛ではなく、短時間で内容を理解

教える講座、司法試験の過去問を分析・

高須

することができるようになっていました。

研究する講座などです。また、講座に参

法科大学院時代に辛かったこと、

勉強を諦めかけたことはありましたか。

加した学生から個別にメールで答案が送

栢原

られてきて、それに対して添削して返す

入学当初は自分が思っているよう

な成績が残せず、司法試験の過去問をやっ

ことも頻繁に行っています。

てみてもうまく解くことができませんで

田村

した。そのときに、このまま勉強してい

というものもあり、OB・OG が法科大学

て合格できるのかなと、見当もつかない

院へ来て、２時間程度在席する間に、学

状況を感じたときが一番辛かったです。

生が自由に質問をしてそれらを受けるこ

しかし、仲間が猛烈に勉強している姿

と も し て い ま す。さ ら に「知 恵 袋 ML」

を見ることが励みになりました。大変で

というメーリングリストがあり、メール

はありましたが、仲間に必死についてい

で学生からの相談を受けて、OB・OG が

こうとすることで、自然と精神的な辛さ

返していくということもしています。

を緩和させることができました。

田村 私も役に立ちました。司法試験と

高須 メールというと、私どもの世代で

田村

勉強を諦めかけたことはないので

は実務家登用試験ですので、実務家にな

はイメージしにくいところもあるのです

すが、一番辛かったのは未修コース1年生

るために必要な資質が試される。与えら

が、今の学生にはメールが好まれる感じ

の前期の授業でした。勉強の勝手が分か

れた事案を分析し、法律構成を考えて最

なんですかね。

らない状況で、授業の進行に遅れないよう

終的な結論を自分の中で出していくとい

栢原 すでに、その先の LINE になって

にしようとだけ心掛けていました。しが

う授業内容は、リーガルマインドの基本

います（笑）
。私は直接繋がってはいませ

みつくように勉強を続けていったら、な

です。司法試験はもちろんのこと、実務

んが、私たちより下の合格者は LINE で

んとなく先が見えてきたという感じです。

のどんな場面でも生きています。

グループを作って勉強の相談に乗ってい

赤坂

大変だっただろうなと想像がつき

高須 法科大学院では臨床科目というも

るようです。

ます。未修で入学されても、一生懸命授

のがあって、学生がプロの弁護士の横に

赤坂

業についていこうと努力すれば、展望が

座り、法律相談に立ち会ったり、実際の

開けるということですよね。

仕事を垣間見るような科目が用意されて

高須

います。そういう授業はいかがでしたか。

それが法科大学院の良さでもある

と思うんです。

7

同 窓 会 に は「ア ド バ イ ザ ー 制 度」

栢原 法律相談に同席できたのは貴重な

時代は SNS なんですね（笑）。

法科大学院制度は変化の時
大学との連携がより強化

経験でした。一般の相談者から聞いたこ

高須 法科大学院制度は、今後大きく変

とを、どういうふうに法的な問題として

わることが決まっています。少し先の話

捉えるか。それをプロの弁護士は瞬時に

になりますが、法学部を３年間で早期卒

行うことができ、大変驚きました。さらに、

業し、法科大学院の既修コース（２年コー

内容を噛み砕いて、相談者に上手に伝え

ス）に進学するという、５年間の一貫教

るやり方も勉強になりました。

育制度が導入されます。栢原さんは法学

田村 弁護士になりたての頃にすごく生

部から法科大学院へと進みました。こう

きたと思っています。社会人経験がない中

いう新たな制度のメリットや注意点があ

で実務に就いたので、生で見た経験が、実

りましたら、教えていただきたいと思い

際に法律相談を受ける際に役立ちました。

ます。

高須

栢原

法科大学院での勉強が弁護士に

大学の授業は広く浅くという印象

赤坂 弁護士になられた後、法科大学院

なってからも生かされているというのは

があります。大学では基礎を学び、その

で勉強したことは役立ちましたか。

うれしい限りです。

まま法科大学院へ移って深く勉強すると

栢原 はい。とても役に立ちました。法

現在、栢原さん、田村さんは法政大学

いうことは、大きなメリットだと思いま

科大学院では、学生同士が作るゼミにお

法科大学院の同窓会の会長と事務局長を

す。注意点があるとすれば、法科大学院

いて議論する機会が非常に多かったです

務められています。同窓会では学生に向

の２年間はある程度時間的に余裕がある

し、先生からの質問に対してその場で答

けてどのようなバックアップをされてい

ため、気が緩みやすくなる点でしょうか。

えるということもたくさんありましたか

るのでしょうか。

高須 一方で法科大学院は、法律以外は

ら、口頭で伝える能力や表現力が鍛えら

栢原 法政大学のキャリア教育・支援の

何も知らないという人だけを法律家に育

れたと感じています。もう一つは、判例

一つである「公務人材育成センター」に

てるわけではなく、さまざまな教育を受

修了生座談会

けた人、社会経験を積んだ人にも法律家

学院既修コースへ面接だけで入学できる

に流されて勉強しなくなる方もいること

になってもらうという理念を持っていま

わけです。現在、法政大学法学部は法政

です。厳しさを忘れずに司法試験合格を

す。田村さんは未修コース出身というこ

大学法科大学院とのみ連携協定を結んで

目指してほしいと思います。

とで、未修者教育の重要性をどうお考え

います。

でしょうか。

高須

田村

田村

度も変わりますよね。

で先生とも距離が近く、とことん勉強で

求められています。法律以外の勉強や経

赤坂 はい。2023 年度から法科大学院在

きる環境です。アドバイスとしては、私

験をしてきた人が法律家になることで、

学中に司法試験を受験できるようになりま

自身心がけていたことでもあるのですが、

社会の需要を満たせるだろうと考えてい

す。受験制限回数の5 回のうちにはカウント

納得いくまで考え抜き、分からない点が

ます。私の場合は教育学部出身というこ

あれば先生や友人に聞いて解消していく

とで、教師をしていたわけではないので

されるのですが……。例えば、2019年４月
に入学した法学部１年生の場合、２年次に

すが、教育を学んだ経験がありますので、

法曹コースに登録、2022 年３月に３年次を

そうすることで司法試験合格が見えてく

法教育に携わったり、スクールロイヤー

終えるとともに大学を早期卒業、2022 年４

るだろうと思います。

という形で教育の現場に貢献することも

月から法科大学院の既修コース（2年コース）

できると考えています。

に進学し、2023 年には司法試験にトライで

赤坂 栢原先生、田村先生ともに、在籍

法律家にはあらゆる形での活躍が

2023 年度からは司法試験の受験制

法政大学法科大学院は学習環境が

素晴らしいロースクールです。少人数制

ことを徹底的にやっていってほしいです。

中に非常に真剣に勉学に取り組んでいた

きます。１回目で合格できれば、法科大学

ことが分かりました。これから入学を考

院修了後、2024 年４月から１年間、司法

えている皆さんには、お二人のような先

修習を受けることになります。つまり、大学

輩を見習ってもらい、一生懸命勉強して

入学から最短６年間（大学の法学部３年間

いただきたいと思っています。教員も少

＋法科大学院２年間＋修習１年間）で実務

人数教育の利点を生かして、よりいっそ

に就くことが可能になるわけです。

うきめ細かな指導を行えるように努力し

先生や先輩との距離が近いから
安心して勉強に没頭できる

修
了
生
座
談
会

ていく所存です。

高須 最後に、これから法政大学法科大
高須

経営コンサルタントをされていた

学院への入学を考えている人たちへメッ

方が未修コースに入り、弁護士となって

セージをお願いします。

企業法務の分野で活躍している人も実際

栢原

にいます。以前、帰国子女の学生がいて、

ろがなく、和気あいあいとしています。

司法試験ではなかなか苦労されていまし

上下のつながりが強く、先輩から教わる

たが、受かったら、外国語が話せること

環境もあります。新入生の皆さまにおい

が強みとなり、複数の大きな法律事務所

ては、不安も大きいかと思いますが、強

から誘いがかかっていました。確かに社

いバックアップがあるので安心してくだ

会のニーズに合わせて、さまざまなバッ

さい。ただ、気をつける面があるとすれば、

クグラウンドを持った法律家が必要なの

和気あいあいとしている分、その雰囲気

我が校は伝統的に殺伐としたとこ

高須

本日はお忙しい中、お三方に集まっ

ていただき、貴重なお話を伺うことがで
きました。誠にありがとうございました。

だろうなと思います。
赤坂

5年間の一貫教育について、少しだ

け補足させてください。この一貫教育を
連携構想とも呼んでいます。制度として
は、特定の法学部が特定の法科大学院と
連携協定を締結すると、法学部側に法曹
コースを設置することができるようにな
ります。法曹コースを希望する学生は、
法学部２年次から法曹コースに登録する
ことができますが、登録すると３年生ま
での間に所要の科目で優秀な成績を収め
なくてはなりません。それをクリアすれ
ば早期卒業となり、連携協定先の法科大
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司法試験合格者の声
合格を後押しする学習環境
私は、既修者として法政大学法科大学
院に入学し、修了後２回目の司法試験に
合格しました。
既修者といいましても、入学以前は、
法学部出身ながら法律の勉強をしたのは
１年程度であり初学者同然でした。そん
な私が２回目の受験で合格できたのは、
法政大学法科大学院の充実した学習環境
のおかげです。
私は、進学する法科大学院を選ぶ際に、
自分の性格を分析した上でどのような環
境で学習をすれば合格できるのかを吟味
しました。そして法政大学法科大学院の
環境が最適との結論に至り入学し、司法
試験の合格を勝ち取りました。ではなぜ
法政大学法科大学院へ進学し、どのよう
な点が司法試験合格へとつながったのか
をお話しします。
第１に、自習環境の充実です。私は、
自宅学習は誘惑が多く集中できないため
苦手としており、自習環境がいかに整っ
ているかを重視して進学を決めました。
法政大学法科大学院では、一人一人に用
意される専用の自習席で自習に没頭でき
る上、本棚やロッカーに参考書を収納で
きるため通学時に重たい荷物を持ち運ぶ

司
法
試
験
合
格
者
の
声

ことは不要です。また、自習室は８時半
から23時までと長時間利用可能であり、
帰宅後は就寝するだけという時間まで、
とことん自習をすることができます。部外
者による法科大学院棟への立入りはセキュ
リティカードによる入館管理で制限され、
雑音が一切ないことも魅力的でした。
私は１回目の受験に失敗しました。し
かし修了生サポートとして、修了生も在
学時と同等の環境で自習をすることがで
きる専修生制度が用意されていて、引き
続き施設の利用ができました。かかる環
境が合格への支えとなりました。
第２に、教授方との距離の近さです。
私は、「議論は学習の理解を深め、思考
力を養う」と考えます。しかし自分の性
格上、積極的に発言や質問をすることは
苦手でした。この点、法政大学法科大学
院では双方向授業・少人数教育を採用し
ており、授業中には学生全員が教授から
意見を求められます。授業は教授と学生
が議論をしながら進行し、法律の理解を
深める場となります。そこで、強制的に
議論に加わる環境に身を投じるためにも
法政大学法科大学院への進学を決意しま
した。能動的に議論をするために必要な

予復習も身に付き、相乗的に学習の効果
が上がりました。少人数であるため、教
授方には名前と顔を覚えていただき、休
憩スペースなどで気軽に質問をすること
もできました。このような環境で合格に
必要な知識と思考力を養うことができま
した。
私は、司法試験合格という結果は、法
政大学法科大学院の環境によって生み出
されたものであると考えます。

法学既修者

兒玉 泰 さん

合格できるための環境、仲間の存在
私は、法政大学法科大学院入学前に 1
年浪人し、既修コースで入学しましたが、
入学後も1年留年してしまったので、初回
の試験時には、27歳と他の人よりは少し
遅めのスタートになってしまいました。
しかし、何とか 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、法政大学法科
大学院の少人数教育などの環境、同じ熱
量を持って一緒に勉強できる仲間に出会
えたからだと考えています。
法政大学法科大学院は、1クラス10 人ほ
どの少人数制であり、授業での先生方と
の距離はとても近く、濃密な勉強をする
ことができました。また、私は、積極性
があまりなく、普段ならば授業後の質問
などできないのですが、法政大学法科大
学院のような先生方との距離の近さから、
納得できるまで質問をすることができ、
私の勉強にとってとても有意義でした。
ま た、一 人 一 人 に 自 習 席（キ ャ レ ル）
が用意されていたのですが、私は、静か
すぎる環境が苦手だったので、空き教室
を使って勉強をすることが多かったです。
学生数の多い他の法科大学院では、空き
9

教室を使うことは難しかったと思いますの
で、自分の勉強スタイルに合った環境を選
べたことがとてもありがたかったです。
さらに、法政大学法科大学院では、OB・
OG の合格者の方からの支援も手厚く、
私は、OB・OG の方々に何十通と答案を見
ていただきました。１人で勉強している
だけでは気づけなかった点を教えていた
だき、それを改善することができました。
法政大学法科大学院は、先に述べたよ
うに他の法科大学院と比べて学生数が少
ないですが、だからこそ一体感が生まれ、
みんなで支え合って受験に挑むことがで
きました。私は、一度司法試験の不合格
を経験していますが、自分が想像してい
た以上に辛く、1 人だったらすぐに気持ち
を切り替えて受験勉強を再開することは
できなかったと思います。昨年私と同じ
ように合格できなかった人や、今年初め
て受験する人など、学年を問わず、みん
なで合格するために、情報を共有したり、
ゼミを組んで一緒に議論や答練を行った
り、精神的にも支え合い、同じ熱量を持っ
て受験に向けて頑張ることができました。
司法試験を一緒に乗り越えた仲間たちと

は、これからも続く関係を築けたと思っ
ています。
このような教育・環境、そして仲間た
ちのおかげで、私は司法試験に合格する
ことができたと考えます。司法試験に合
格できる環境として、法政大学法科大学
院は私にとって最高の場所でした。

法学既修者

藤原 綾子 さん

司法試験合格者の声

法政大学法科大学院で一発合格
私は、未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
現役合格することができました。私がこ
のように１回目で合格することができた
のは、法政大学法科大学院の奨学金制度、
設備、そして教授陣による手厚い指導が
あったからだと思います。
まず、法政大学法科大学院は、奨学金
制度が充実しています。入学前の入試の
成績によって標準修業年限の授業料相当
額が給付される特待生奨学金や、月額５
万円が給付される特別奨学金があります。
また、入学後であってもそれぞれの年度
末までに優秀な成績を修めた場合には、
成績優秀者奨学金（一年分の授業料相当
額、もしくは半額 50 万円）を受けること
が可能です。私は、このうち月額５万円
の特別奨学金と成績優秀者奨学金の給付
を受けていたので、日々の勉学に集中す
ることができました。
次に設備についてですが、法政大学法
科大学院では、学生一人一人に個別の自
習席（キャレル）およびロッカーが貸与
されます。私は、家で勉強をすることが
苦手だったので、このように充実した勉
強環境が与えられたことは、なによりも

司法試験合格に役立ちました。また、キャ
レルが設置してある法科大学院棟４階に
は、リフレッシュルームがあり、気分転
換に飲食をしたり、先輩や同期と討論を
することができるようになっています。
このリフレッシュルームのおかげで、３
年間、モチベーションを下げずに過ごす
ことができました。
最後に、教授陣による指導についてで
すが、僕が１回で合格することができた
のは、この指導のおかげだと実感してい
ます。法政大学法科大学院では、少人数
講義を行っているため、教授と学生の距
離が近く、気軽に質問することができま
す。教授陣の指導はとても熱心で、本当
に我々学生のことを思って指導してくだ
さっていることが伝わってきますし、司
法試験合格のために有意義なものでした。
また、法政大学公務人材育成センターで
はＯＢ・OG 弁護士による講座や、教授陣
による答案練習会を行っています。私は、
この講座に３年間出席し、その中で学ん
だことが本試験で問題を解く端緒となっ
たので、合格をつかみ取るうえでは欠か
せないものでした。
このように、法政大学法科大学院で学

修することができたからこそ、私は司法
試験に１回で合格できたのだと思います。
最後に、この場を借りて、ご指導して
く だ さ っ た 教 授 陣、ＯＢ・OG 弁 護 士 の
方々、法政大学法科大学院および法政大
学・公務人材育成センターの事務の方々、
警備員の方たちに感謝を申し上げます。

司
法
試
験
合
格
者
の
声

法学未修者

寺岡 慎太郎 さん

夢を支え続ける環境があります
私が、法政大学法科大学院に入学した
理由は、少人数教育を徹底していると思
えたからです。本学では、
１クラスが 10 人
前後で構成され、学生と教授陣の距離が
近いため、学生が教授陣に気軽に話しか
けることができます。本学には、各教授
に対して個別に勉強等の相談をするこ
とができる時間（オフィスアワー）が用
意されています。もちろん、それ以外の
時間でも先生方は時間の許す限り、対応
してくださいます。私は少しでもわから
ないことがあると、授業後等に先生の空
き時間を見つけて、相談に行っておりま
した。どの先生も、私の質問に対して快
く回答してくださり、何度も相談するこ
とで、わからない箇所を解決することが
できました。これは、少人数クラスを徹
底している法政大学法科大学院だからこ
そできることだと思います。司法試験の
論文式試験では、中途半端な知識は点数
に直結せず、本当に理解している知識だ
けが評価されます。本学では、熱意さえ
あれば、わからないことを本当に理解で
きるまで教わることができる土壌があり
ます。

そして、私が法政大学法科大学院を選
んで本当に良かったと思えたことは、修
了後も学生を手厚くサポートしてくれる
ことでした。自習席（キャレル）の空き
があれば、修了後であっても、在学時と
同様に借りることが可能です。私は、修
了後５年間、毎年キャレルを借りて勉強
をしました。修了後は授業等の決められ
たカリキュラムがありませんので、独学
が中心となります。そのため、ときにモ
チベーションが下がることもありますが、
同じ司法試験の勉強をしている仲間が身
近にいることで、ゼミを組み、わからな
いことを相談することができ、お互いに
刺激を与え続けることができます。また、
図書室も同じ建物内にあり、豊富な法律
書を閲読することができ、所定の手続き
をすれば在学生同様に図書の貸出も可能
です。先生も、在学時と同様に、修了生
の相談にも快く乗ってくれます。
私は、決して意志の強い人間ではあり
ませんので、勉強を継続できる環境がな
ければ、途中で司法試験を諦めていたこ
とだろうと思います。しかしながら、私は、
本学のサポートにより勉強を継続するこ

とができ、そして、５回目で司法試験に
合格することができました。司法試験は、
決して合格できない試験ではありません。
合格したいという強い意志があれば、合
格することが可能です。法政大学法科大
学院は、それを支えてくれる最高の場を
提供してくれます。

法学未修者

三山 晃司 さん
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法務研究科の教育目標と３つのポリシー
教育目標
法務研究科法務専攻（法科大学院）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。

３つのポリシー
学位授与方針

（ディプロマ・ポリシー）
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

教育目標と３つのポリシー

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
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
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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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。

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
のかについて、把握することも容易になります。

公法とは―

民法とは―

政府と市民の法関係を学ぶ

法科大学院での民法学習について

日野田 浩行 教授
法律学の体系と公法
法律学を学ぶ際には、一定の体系を踏まえた全体像をイメージし、
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

遠山 純弘 教授
一定の形式に従った思考
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
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（『法律学小辞典［第５版］』（有斐閣,2016年）。民法を典型と

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

する私法の特徴が市民相互の水平関係を規律するところにあり、そ

ます。ある判断が法的に適切であると言うためには、その判断が決

こでは私的自治の原則が尊重されるのに対して、公法は、いわば国・

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。

公共団体（あるいはその機関）と市民との垂直関係を規律するとこ

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

ろに特徴があるとされます。

か法的に適切であると言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
単純な構図ではなくて、例えば事業者に対して行われるべき規制が
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
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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
た紛争の解決について学びます。

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各分野ご
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、民法総則だけに関わる紛争とか、物権だけに関わ

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

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に関

行政活動が、さまざまな行政法規に適合して行われているか。そも

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結し

そも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言え

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、契約

るか――
― 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

総論に関わる問題です。また、代理人によって契約を締結したとい

ることが必要ですが、その拒否処分が争われる場合、当該処分の適

うことですと、代理も問題となりますが、代理は、民法総則の問題

法性の他に、酒税法の定める酒類販売業の許可制や具体的な許可要

です。さらに、代金の支払請求は、債権の効力に関わってきますが、

件が憲法第 22 条第１項に適合するか否かについての検討も必要と

債権の効力は、債権総論の問題です。しかも、売買契約の問題とい

なります。公法の授業では、こうした多くの具体的事例を用いて、

うことでは、契約各論も問題となってきます。このように、実際の

判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い

紛争では、民法の各分野の知識が相互に関連して問題となってきま

きます。

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。

12

法科大学院で学ぶ法領域
刑法とは―

訴訟法とは―

論理的思考で犯罪者を裁く

手続法の重要性を考える

今井 猛嘉 教授
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
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
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
なぜなのかを、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

法
科
大
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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。

鷹取 信哉

教授（実務家）

実体法と手続法
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、
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
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
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
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
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
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
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
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
着を図ります。２年次では、１年次で培った基礎力を元に、事例問
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生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、さらなる思考力の深
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生かして、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。
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法科大学院で学ぶ法領域

多様な法曹実務に関する科目とは―
現代の法曹として活躍するために
高須 順一
充実した実務科目
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

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

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

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・果断な意思決定

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

ます。ここでは、その一部を紹介します。

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。
「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、このよう
な科目の入口となる導入授業です。入学直後に受講してほしい授業
です。

リーガルクリニック
実践的な学習を経験豊かな実務家教員の指導の下で、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る

ます。このような状況の下で、法律家が企業をめぐる法律問題に関
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

法
科
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キュラムを用意し、充実させてきました。その結果、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、そのためのスキルとマインドを身に付けてほしいと考えてい
ます。
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、
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
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。

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
野はさまざまであり、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
事実を冷静に分析し、それを法的に構成した上で説得力のある法
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）の双方向型授業を行っ
ています。
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
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
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
ていきます。

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
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形式の科目（１年生で履修）についても 10
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
型の手法が取り入れられています。
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

特
色
あ
る
教
育

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。
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、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するために重
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
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
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
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
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
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
ミックな過程の中で身に付けられていきます。
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
院に先駆けて無料法律相談室を開設し、実務教育に力を入れてきま
した。
これからも、法政大学法科大学院に併設する法律相談室における
法律相談への立ち会い、実際に紛争の現場に身を置く「クリニック」、
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
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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新しい時代の法曹

─ 新法に取り組む

社会の変化にいち早く対応する
我が国では、明治維新後の立憲体制の確立期、第二次世界大戦
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
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
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
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
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
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
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
事実を真摯に受け止め、改革の時代にふさわしい進取の気象に満ち
た法曹を養成するための、多くの授業を用意しています。

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
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ました。
この改正は、民法の現代化を目指したものであり、21世紀の契約
社会に大きな影響を与えるものとなります。新しい債権法を学ぶた
めには、単に教科書を読むだけでは不十分であり、なぜ、このよう
な改正になったのかに関する立法事実をしっかりと学ぶ必要があり

特
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ます。また、1947年に抜本改正された相続法も約70年ぶりに改正
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
改正となっています。社会の根幹に規律する重要な法律である民法
の大改正に対して、法政大学法科大学院では、改正内容に関して精
通した教授陣による正確かつ分かりやすい授業を行い、新しい民法
の理解が自ずと可能となるようなカリキュラムを整えています。

法曹の仕事の変化に対応する
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
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
た。訴状、答弁書、判決書、いずれも「紙」を意識したネーミング
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
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。
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
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
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
ど、伝統的な業務に加えて、多くの社会分野に貢献することが求め
られています。
法政大学法科大学院では、このような現代的課題に対応した授業
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。
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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

うした要請に応えるため、
「 民事訴訟実務の基礎」、

現代法曹論

「刑事訴訟実務の基礎」といった必修科目を設置。

企業法務入門

学生は起案や模擬裁判を体験して実務の概要を身に

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
士の受任事件など現実の紛争に関与するとともに、
事例検討会に参加し、ローヤリングでは、併設の無
料法律相談室における法律相談に同席します。また、
エクスターンシップでは、協力法律事務所、企業法

刑事訴訟実務の基礎

また、臨床法学教育をより実践的な形で行うため、

民事訴訟実務の基礎

付けます。

関
連
項
目

クリニック

法律相談への関与

受任事件への関与

ローヤリング
エクスターンシップ

模擬裁判（交互尋問）
英文契約文書作成

務部、行政機関への派遣・研修を受けることができ

法律文書作成

ます。

要件事実演習

ADR への参加

ワークショップ

学外での研修

クリニック授業の特色
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

充
実
し
た
実
務
教
育

を学ぶことができます。

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
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

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
りながら、関わっていくことを目指しています。
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

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
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
理解や関心につながっていきます。

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

担当教員１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
務等のテーマをあらかじ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、柔軟かつタイムリーな授業を行います。

実務的なアプローチ

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
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
こでは、心理学や社会学、さらには経済学などのさまざまな分野に及ぶ幅広い知識と社会や人間に対す
る洞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さまざまな知識、能力の獲得に努めることになります。

法律相談への関与

（ローヤリングを含む）

法科大学院内にある無料法律相談室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付けることができま
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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充実した実務教育

クリニック ～体験者の声～
私は、法科大学院修了後は弁護士になりたいと考えています。私が受講した「クリニック」では、弁護士として活動する先生が実際に扱っ

た事件等を題材として授業を行い、実際に自分が弁護士になったときに役立つスキルを身に付けることができます。
まず授業の始めに刑事弁護の基礎として、刑事裁判の流れや各段階で問題となる点、弁護人

の役割、被疑者・被告人の権利などを教わりました。これらのおかげで、刑事訴訟法で学んだ
ことが具体的事件のどの段階でなぜ問題となるのかが分かり、とても勉強になりました。

教科書的知識だけではなく、先生が被疑者役となり、生徒たちが実際に接見する授業もあり

ました。被疑者との接見の仕方を学ぶことができ、実際に先生が事件で作成した弁論の原稿を

読むことで、弁護する際に意識すべきことなどを知ることができたのは大きな学びでした。また、

裁判員裁判と、そうでない裁判の刑事弁護の仕方の違いについて学ぶことができたことも非常
に良かったと思う点です。

授業で難しかった点は、接見する際に、伝えたいことを相手に分かりやすく伝え、必要な情

報を被疑者から聞き、的確な助言をするためにはどうすれば良いかを考えることでした。図書
室で実務について書かれた教科書を読み、自分なりの考え方をまとめて接見に臨みました。

弁護士として刑事弁護をすることになったときには、被疑者・被告人に寄り添い、その人が

望む結果が得られるように、「クリニック」で学んだことを生かしていきたいです。

法学未修者

潮崎 雅士

ローヤリング ～体験者の声～
「法の支配を社会の隅々まで」との言葉があるように、将来は、裁判実務はもちろん行政に

も関わり、地域から信用される町の弁護士(マチ弁)になりたいと考えています。

対応力の高い弁護士になるためには、年齢、立場、背景事情の異なる依頼者の法的紛争を解

充
実
し
た
実
務
教
育

決する力が求められます。さまざまな依頼者の個性に対応し、事案を的確に把握する能力を身
に付けたいと考え、「ローヤリング」を受講しました。

「ローヤリング」では、法的に必要な事実を聞き出し、依頼者に対し法的用語をかみ砕いて

分かりやすい言葉で説明する技術を学びます。

相談者を設定してロールプレーイングも行い、「はい」「いいえ」で答えられるような質問ば

かりしていると、聞き手が気付いていない重要なことが抜け落ちる場合があります。例えば、
家庭内にDVがある離婚相談のロールプレーイングでは、相談者にとって話しにくい内容であり、

法学既修者

鈴木 誠人

聞き手も想定が難しいため、DVの実情が把握できないことがありました。まずは共感の姿勢を
持ち、話したいことを話してもらって「この人は話を聞いてくれる人だ」という信頼感を築き、
話しやすい雰囲気をつくるのが重要だと学びました。

また、質問の順序にも気を配ることや、さまざまな質問方法を駆使して、相談者の本音や法

的に必要な事実を聞き出すことにも注力しました。

ここで培った共感の姿勢、適切な質問から事案を把握する洞察力、平易に説明する意識を生かして、依頼者にとって最善の解決策を考えられ

るような弁護士になりたいと思います。

エクスターンシップ授業の特色
エクスターンシップは、実際の法律事務所や企業法務部などで、
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を通じ
て、法律家らしく考えるための場としての意義を見出すものです。
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、
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

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。
法律事務所への派遣は、法政大学法曹会の協力の下に実施してい
ます。
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
生インターンシップ」における中央省庁での受入れの下に実施して
おり、行政実務に関る就業体験をすることができます。

付けることを目標としています。
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模擬裁判（交互尋問）
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（交互尋問）を行っています。この模擬裁判では、
事件記録教材を用いて、証人尋問や被告人質問を中心に行い、交互尋問の方法を実践的に学ぶとともに、各人が法曹三者の役割を疑似体験する
ことでそれまでに学習した刑事訴訟法が、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。

体験者の声
充
実
し
た
実
務
教
育

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

裁判官役

と思いました。

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
意地の悪い人間というものでした。しかし今回、検察官としての尋問を自ら経験したことで、
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。

検察官役

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
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
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
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

弁護人役
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切だと感じました。
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。

充実した実務教育

法政大学法科大学院 無料法律相談室
法政大学法科大学院では、臨床教育の一環として、無料法律相談室を運営しています。実務家教員の指導の下、本法
科大学院を修了した OB・OG 弁護士の協力を得ながら、一般の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、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。
（無料法律相談室：http://hosei-law.cc-town.net/room）

充
実
し
た
実
務
教
育

協力弁護士からのメッセージ
法律を学び経済社会に役立とう
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。2014年度からは法政大学法科大学院で「金融取引法」の講義を
久保淳一先生と共同で担当しています。
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
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
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
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・
紛争発生時の裁判手続の代理人まで多岐にわたります。
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
基本概念を正確に理解し、趣旨をくみ取り妥当な法解釈を導くこと、かつ、この法解釈に
生の事実を適切に当てはめることです。
法政大学法科大学院兼任教授
（金融取引法）

弁護士

野口 香織

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
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？

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。
2014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）。
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在学生メッセージ
法学未修者

山口 琴巳

奨学金制度や学習環境が充実。
学業に打ち込める体制は万全です
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の目指す少人数・双方向授業
の感想を教えてください。
大学の法学部では講義形式の授業がほとんどのため、予習復習を

奨学金などの制度が充実しているという点です。私は、家庭の事情
で学費の高い学校への進学が厳しく、奨学金制度の有無は、志望校

せず、ただ聞いているだけの授業がほとんどでした。双方向授業では、

を決めるにあたっての重要な要素でした。

先生からたくさん投げかけられる質問に答える必要があるため、予習

法政大学法科大学院では、全５期の入試で「特待・奨学生枠」の

復習に力を入れるようになりましたし、自分の知識の範囲でいかに難

選考があり、特待生に選ばれると、標準修業年限（未修者は３年間、

しい質問に答えるかという「対応力」も身に付くと感じています。受け

既修者は２年間）の授業料相当額が給付されます。その他にも同期

身にならず、積極的に参加する姿勢が求められますし、より高い学習

間に月額５万円が給付される特別奨学金や、在学中の成績に応じて

効果が得られると思います。

選考される奨学金制度もあります。金銭的な補助を得ることができれ

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。

ば、より学業に専念することができると考え、法政大学法科大学院を
受験しました。

Q2. 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。

【設備】自習席（キャレル）とリフレッシュルーム
【理由】広い自習席が一人一席確保されているため、勉強中に窮屈な
思いをすることなく、集中して勉強することができます。机に

学生同士の距離が近く、互いに質問し教え合える環境がうれしい

付属している書棚の他、専用のロッカーも用意されているため、

です。自主ゼミを組んだり、授業の前後にわからないところを質問し

レジュメや基本書などの教材が増えても、収納に困ることがあ

合ったりすることで、理解を深めることができます。気の合う仲間と

りません。また、同じ階にあるリフレッシュルームには、冷蔵

切磋琢磨することで、法科大学院での生活を楽しく過ごすことができ

庫や製氷機、給湯器、コーヒーメーカーなどが置いてあり、

ています。

誰でも使うことができるため、とても快適です。

時間割（1 年生）
MON

春
学
期

秋
学
期

１
２
３
４
５
６
１
２
３
４
５

TUE

WED

THU

FRI

SAT

科目名

単位

科目名

単位

科目名

単位

科目名

単位

科目名

単位

刑法Ⅰ
民法Ⅴ

2
2

民法Ⅰ(前)・民法Ⅱ(後)
憲法Ⅰ

2
2

民事訴訟法Ⅰ

2

民法Ⅰ(前)・民法Ⅱ(後)
刑事訴訟法Ⅰ

2
2

現代法曹論（前）

１

法と経済学

2

刑法Ⅱ(前)・刑法Ⅲ(後)
民事基礎演習

2
2

民法Ⅲ(前)・民法Ⅳ(後)
憲法Ⅱ

2
2

民事訴訟法Ⅱ
刑法Ⅱ(前)・刑法Ⅲ(後)

2
2

民法Ⅲ(前)・民法Ⅳ(後)

2

科目名

単位

春学期集中 法情報調査 1 単位

21

在学生メッセージ

法学既修者

中野 哲生

先生方と修了生弁護士の強力なサポートが魅力的です
Q1.法科大学院を志望した理由を教えてください。

Q3.少人数・双方向教育だからこそのエピソードを教
えてください。

大学３年生の時に司法試験を目指すことを決め、法科大学院なら合

民法の授業では、改正民法について先生を交えた活発な議論が行

格するために必要な知識を学ぶことができると思い、志望しました。

われました。民法は債権法を中心に１２０年ぶりに大改正がなされま

もちろん、独学で予備試験を受験する道もあることは知っていましたが、

したが、法改正は受験生にとっては悩みの種。過去問も存在しなけ

法律という深い理解が問われる学問では、法科大学院で学ぶほうが、

れば、実務での運用例も不足しており、法律の趣旨や、判例の射程

より効率良く、しっかりと学べると考えました。また、法科大学院にお

をもう一度考え直していくことが必要です。こうした勉強を独学で行

ける学びは司法試験に限らず、実務に就いたときに生かすことができる
ことも理由の一つです。

うことはかなりの労力が必要になります。

Q2.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？

え方の方向性が分かりました。

しかし、民法の授業で、先生・学生双方で、どこがどのように変わっ
たのかを活発に議論したことで、改正民法の学ぶべきポイントと、考

いつでも先生方に質問しやすいという点です。授業中は少人数授業
かるまで教えてくれます。そして、授業時間外でも「オフィスアワー」

Q4. 実務科目の授業を通して、印象に残っているエピ
ソードと、
印象に残っている理由を教えてください。

という質問時間が設けられています。さらに合格された先輩方も母校

「企業法務入門」という授業で、インハウスロイヤーの活躍を学ん

であるため質問がしやすく、また授業後であっても先生方は丁寧に分

だことが印象的でした。

愛が強く、個別にゼミを開催していただいたり、答案を添削していた

司法試験を目指すと決めたものの、今まで社会人経験もなく、弁護

だいたりと、とても気にかけてくださいます。学生をフォローする体制

士といった人々に接したこともありません。法律家が社会でどのように

が整っている点が法政大学法科大学院の魅力だと思います。

活躍しているのかをどうしても具体的に想像できていませんでした。

このように、先生方、先輩方からの強力な学習サポートを受けられ

しかし「企業法務入門」を通じて法律家が法律知識を用いて企業

るため、法政大学法科大学院に入学してよかったと思います。

の戦略とどのように関わっているのかを知ることができ、今までより
具体的に法律家としての働き方をイメージできるようになりました。

時間割（２年生）
MON

春
学
期

秋
学
期

１
２
３
４
５
１
２
３
４
５

TUE

WED

THU

FRI

SAT

科目名

単位

科目名

単位

科目名

単位

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

2
2

2
2

１

2

行政法Ⅰ
商法Ⅰ

企業法務入門（後）

民法演習Ⅰ

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

民法演習Ⅱ

2

行政法Ⅱ
商法Ⅱ

2
2

経済法Ⅰ

2

クリニック4

2
春学期集中

科目名

債権回収法 2単位

単位

法情報調査 2単位
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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。

2020 カリキュラム一覧
修了単位数

法学未修者

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）】

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）】
１年次

（春学期）

２年次
（秋学期）

（春学期）

（a）法律基本科目群

未修：64単位

３年次
（秋学期）

（春学期）

（秋学期）

行政法演習Ⅰ（２）

行政法演習Ⅱ（２）

憲法判例演習Ⅰ（２）
公法演習（２）

憲法判例演習Ⅱ（２）

既修38単位（26単位免除）必修

基礎科目
行政法Ⅱ（２）

民法Ⅰ（前２）
民法Ⅱ（後２）
民法Ⅴ（２）
民事訴訟法Ⅰ（２）

民法Ⅲ（前２）
民法Ⅳ（後２）
民事訴訟法Ⅱ（２）

商法Ⅰ（２）

商法Ⅱ（２）

必修

刑事系

行政法Ⅰ（２）

必修

民事系

憲法Ⅱ（２）

刑法Ⅰ（２）
刑事訴訟法Ⅰ（２）

刑法Ⅱ（前２）
刑法Ⅲ（後２）

必修

公法系

憲法Ⅰ（２）

応用科目
必修
選択

公法系

憲法演習Ⅰ（２）
憲法基礎演習（２）

公法演習（２）

必修
選択

民事系

基礎ゼミⅠ（隔週１）

基礎ゼミⅡ（隔週１）
民事基礎演習（２）

必修
選択

刑事系

刑事基礎演習Ⅰ（２）

憲法演習Ⅱ（２）

民法演習Ⅰ（２）
民事訴訟法演習Ⅰ（２）

民法演習Ⅱ（２）
民事訴訟法演習Ⅱ（２）

商法演習Ⅰ（２）

商法演習Ⅱ（２）
民事法演習（２）

民法判例演習Ⅰ（隔週１）
基礎ゼミⅠ（隔週１）

民法判例演習Ⅱ（隔週１）
基礎ゼミⅡ（隔週１）

民法演習Ⅲ（２）
民事訴訟法判例演習Ⅰ（２）
基礎ゼミⅠ（隔週１）
民法判例演習Ⅰ（隔週１）

民事訴訟法判例演習Ⅱ（２）
基礎ゼミⅡ（隔週１）
民法判例演習Ⅱ（隔週１）

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）

刑事基礎演習Ⅱ（２）
刑事訴訟法Ⅱ（２）

（b）実務基礎科目群

7単位必修、5単位選択必修

必修

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）

選択必修

専門的技能教育

法情報調査（１）

選択

刑事事実認定の基礎（２）

（c）基礎法学・隣接科目群
選択

法哲学（２）
法制史（２）
英米法（２）

ドイツ法（２）
法と経済学（２）
立法学（２）

法哲学（２）
法制史（２）
英米法（２）

ドイツ法（２）
法と経済学（２）
立法学（２）

法哲学（２）
法制史（２）
英米法（２）

選択

基礎法学 隣接

アメリカ政治論（２）
政治理論（２）

行政学（２）

アメリカ政治論（２）
政治理論（２）

行政学（２）

アメリカ政治論（２）
政治理論（２）

行政学（２）

選択

展開

選択

先端
※（
※（

4単位以上

ドイツ法（２）
法と経済学（２）
立法学（２）

（d）展開・先端科目群
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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）

）内は単位数 ※（ ）内の「前」は前半、
「後」は後半の開講
）内の「隔週」は学期中に７回授業を実施する隔週開講

16単位以上

現代的契約関係法（２）
労働法Ⅰ（２）
刑事政策（２）

債権回収法（２）
現代家族の法と手続（２）
労働法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）
労働法Ⅰ（２）
刑事政策（２）

労働法演習（２）
経済法演習（２）
債権回収法（２）
現代家族の法と手続（２）
労働法Ⅱ（２）
経済法Ⅰ（２）
民事執行・保全法（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）
医事法（２）
信託法（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）
地方自治法（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）
金融取引法（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）

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）
医事法（２）
信託法（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）
地方自治法（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）
金融取引法（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）

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

カリキュラム一覧／志望別履修モデル

2020 志望別履修モデル
履修モデル１

市民法務志望型
科目群
法律基本科目群
実務基礎科目群

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付けます。

1年次春学期

1年次秋学期

現代法曹論（1）

基礎法学・隣接科目群

履修モデル２

企業法務志望型
科目群

基礎法学・隣接科目群
展開・先端科目群

1年次秋学期

現代法曹論（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)

労働法Ⅰ（2）
倒産法Ⅰ（2）
医事法 (2)

債権回収法 (2)
労働法Ⅱ（2）
民事執行・保全法（2）
税法（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）
信託法 (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）

2年次春学期

2年次秋学期

企業法務入門（1）

労働法Ⅰ（2）
知的財産法Ⅰ（2）
倒産法Ⅰ（2）

3年次春学期

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）
労働法Ⅱ（2）
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）

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）

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）

2年次春学期

2年次秋学期

企業法務入門（1）

3年次春学期

刑事法務志望型
科目群

志
望
別
履
修
モ
デ
ル

3年次秋学期

英文契約文章作成（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）

履修モデル４

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）

「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

知的財産法Ⅱ（２）
環境法Ⅱ（２）
金融取引法（２）
経済法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」、
「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。

1年次春学期
刑事基礎演習Ⅰ（２）
現代法曹論（1）

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）
法哲学（２）

展開・先端科目群

経済刑法（２）
刑事政策(2)

履修モデル５

公共法務志望型

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

法律基本科目群

憲法基礎演習(2)

実務基礎科目群

現代法曹論（1）

基礎法学・隣接科目群

アメリカ政治論（２）

展開・先端科目群

企業法務入門（1）

法と経済学（２）

科目群

科目群

3年次秋学期

民事基礎演習（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

3年次春学期

「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。

1年次春学期

履修モデル３

法律基本科目群
実務基礎科目群
基礎法学・隣接科目群

2年次秋学期

法制史（２）
法哲学（２）

展開・先端科目群

法律基本科目群
実務基礎科目群

2年次春学期

民事基礎演習 (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

公法演習（２）

行政学（２）

立法学（２）
政治理論（２）
労働法Ⅰ（２）

※科目名の後の（

ローヤリング（２）
クリニック（２）
エクスターンシップ（２）

要件事実演習（２）

税法（２）
労働法Ⅱ（２）
地方自治法（２）
社会保障法（２）

環境法Ⅱ（２）
現代人権論（２）
労働法演習（２）
法と心理学（２）

環境法Ⅰ（２）
消費者法（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
オフィスアワー
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、教員は研究室に在室し、学生は事前の予約する
ことなく自由に訪問し、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

特任講師
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。

修了生弁護士によるサポート
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さまざまな支援制度や、課外自主ゼミなど複数のグループが立ち上げ
られ、実施されています。

インキュベーションルーム
学
習
支
援

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。

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
の授業に生かされることとなります。
また、教員の能力と授業の質にさら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。

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。

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ローライブラリー」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。

学内で利用可能なデータベース
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修了後のサポート
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。

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、選考の上、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、
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、司法試験受
験直前の追い込みに最適の環境です。

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。

学
習
支
援

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。

修了者数・
修了率

修了年度

2018 年度

2019 年度

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

2

2

100.0%

法学既修者

11

8

72.7%

法学未修者

6

4

66.6%

法学既修者

17

11

64.7%
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専任教員一覧
担当科目
●

民事法演習

●

エクスターンシップ

●

企業法務入門

●

担当科目

クリニック１
●

●

現代法曹論

現代的契約関係法

憲法Ⅰ

●

憲法演習Ⅰ

●

憲法基礎演習
●

憲法演習Ⅱ

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
元司法試験考査委員（憲法）

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

最近の主要著書・論文
『憲法２ 統治・第７版』共著

最近の主要著書・論文

（有斐閣、2019年）

『Before／After 民法改正』編著

『憲法1 人権・第７版』共著

『日本弁護士連合会編・実務解説改正債権
法』監修

『世紀転換期の憲法論』

（有斐閣、2019年）

（弘文堂、2017年）

（信山社、
2015年）

（弘文堂、2017年）

教授（実務家）

●

『Q&Aポイント整理 改正債権法』編著
（弘文堂、2017年）

高須 順一

教授

赤坂 正浩

「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。」

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、

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

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。

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
体験となるはずです。
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。

担当科目
●

商法Ⅰ

●

商法演習Ⅱ

●

金融商品取引法Ⅱ

●

企業取引法Ⅱ

●

商法Ⅱ
●

●

商法演習Ⅰ

金融商品取引法Ⅰ
●

企業取引法Ⅰ

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（商法）

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』、
有斐閣、2017年）

教授

明田川 昌幸
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教授（実務家）

安東 美和子

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

現職および主な経歴

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）

最近の主要著書・論文
「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」
（『法政法科大学院紀要』15巻１号、
2019年）

「ブルドックソース最高裁決定についての
諸問題」

「万引きは軽微な犯罪か」

「第464条（買取請求に応じて株式を取得
した場合の責任 )」

（『新刑事手続Ⅰ』
、悠々社、2002年）

（『法政法科大学院紀要』12巻1号、2016年）

担当科目
●

（『罪と罰』52 巻１号、168-170頁、
日本刑事政策研究会、2014年）

「捜索・差押え-検察の立場から」

（『論点体系 会社法＜補巻＞』、第一法規、2015年）

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

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

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

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

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

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。

教員データ

担当科目

担当科目

●

刑法Ⅰ

●

国際刑事法

●

法と経済学

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
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

今井 猛嘉

（『現代刑事法』69号、122-128頁、現代法律出版、2005年）

（『現代刑事法』62号、71-81頁、現代法律出版、2004年）

「連載 論点講座・刑法(5)文書偽造罪の成否（１）」
（『現代刑事法』61号、109-118頁、現代法律出版、2004年）

刑法判例演習Ⅰ

●

法と経済学

●

経済刑法

●

●

刑法演習Ⅱ
●

刑法判例演習Ⅱ

刑事政策

現職および主な経歴

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）

「連載 論点講座・刑法(６) 文書偽造罪の成否(２)」
「外国の刑事立法の動向 ドイツ「国際刑法典」について（１）」

刑法演習Ⅰ

●

法政大学大学院法務研究科教授

最近の主要著書・論文

教授

●

教授

京藤 哲久

「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）

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。

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

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、

「ローマは一日にしてならず」です。

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
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
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
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。

担当科目

担当科目
●

法曹倫理

行政法演習Ⅰ

●

ローヤリング（面接交渉）

●

行政法演習Ⅱ

●

クリニック２

●

エクスターンシップ

●

行政法Ⅰ

●

●

行政法Ⅱ

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

法政大学大学院法務研究科教授

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

「スウェーデン2017年行政手続法と良き
行政のための諸原則」

「所在不明者に対する送達の問題点」

「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」

「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－」

（『LAW AND PRACTICE』10号、287-300頁、早稲
田大学大学院法務研究科臨床法学研究会、2016年）

（『 行 政 法 研 究 』第 2 9 号 、1 - 3 0 頁 、新 山 社 、
2019年）

教授

交告 尚史

（『行政法研究』27号、117-130頁、信山社、
2018年）

「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、2018年）

教授（実務家）

坂本 正幸

（『鹿児島大学 法学論集』vol.50-２、21-30頁、2016年）

「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」
（『鹿児島大学 法学論集』vol.49-1、53-73頁、2014年）

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、特に実務法曹はさまざまな人たちと接することになります。

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

その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、

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。

そ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。

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

将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

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

た土台を作っていきましょう。

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
●

商法演習Ⅰ

●

企業結合法Ⅰ

●

企業結合法Ⅱ

●

商法演習Ⅱ

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
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
中央労働委員会 公益委員

最近の主要著書・論文

民法演習Ⅰ

●

民法判例演習Ⅰ

●

民法判例演習Ⅱ

●

民法演習Ⅱ

法政大学大学院法務研究科教授

最近の主要著書・論文

「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」
（『みんけん：民事研修』
660号、
２-25頁、
日本加除出版、2012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」
（『北大法学論集』
61巻６号、2,270-2,249頁、2011年）

「商法」編

（『デイリー六法（平成28年版）』、三省堂、2015年）

『会社法詳解（第２版）』

柴田 和史

新堂 明子

担当科目
●

現職および主な経歴

現職および主な経歴

教授

教授

「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、
商事法務、2010年）

（商事法務、
2015年）

『類型別中小企業のための会社法（第２版）』
（三省堂、2015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。

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

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

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

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

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
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」
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。

担当科目
● 民事訴訟法演習Ⅰ
●

担当科目
● 民事訴訟法演習Ⅱ

民事訴訟実務の基礎

●

クリニック4

最近の主要著書・論文
『刑事訴訟法 第６版』共著
（有斐閣アルマ、2020年）

「債務者財産の開示の制度の概要と実務上の留意点」
（『自由と正義』70巻12号、17-22頁、日本弁護士連合会、2019年）

「「ビッグデータ時代」における位置情報の
収集と連邦憲法修正四条－アメリカにおけ
る近況」

「連載／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」」

（『法学教室』446号、109頁、
有斐閣、2017年）

鷹取 信哉

（『法学教室』445号、87頁、
有斐閣、2017年）

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

刑事訴訟法演習Ⅱ

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

最近の主要著書・論文

「連載／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」

刑事訴訟法演習Ⅰ

●

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
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）

教授（実務家）

●

教授

田中 開

（Carpenter v.UnitedStates,585 U.S._（2018）」
（『井上正仁先生古稀祝賀論文集』、有斐閣、
2019年）

「報道機関に対する捜索・差押え」

（『別冊ジュリスト232号 刑事訴訟法判例百選
第10版』、
有斐閣、
2017年）

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。

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

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

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

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・
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
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。
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教員データ

担当科目
●

民法Ⅴ

●

民法演習Ⅰ

●

●

民法演習Ⅲ

●

●

担当科目

民事基礎演習

●

民法Ⅰ

●

民法Ⅱ

民法演習Ⅱ

●

民法Ⅲ

●

民法Ⅳ

要件事実演習

●

基礎ゼミⅠ

現職および主な経歴

現職および主な経歴

最近の主要著書・論文
『オリエンテーション民法』共著
（有斐閣、2018年）

最近の主要著書・論文

「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か」

『ステップアップ民事事実認定 第２版』共著

（『社会の変容と民法の課題〔上巻〕-瀬川信久
先生・吉田克己先生古稀記念論文集』、67-83
頁、成文堂、2018年）

（有斐閣、2019年）

『民事裁判過程論』
（有斐閣、2015年）

教授（実務家）

土屋 文昭

（商事法務、
2013年）

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。

基礎ゼミⅡ

法政大学大学院法務研究科教授

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

『債権法改正と裁判実務
―要件事実・事実認定の重要論点Ⅱ』共編

●

教授

遠山 純弘

「民法188条による無過失推定-占有と信
頼の保護に関する-考察」
（『民商法の課題と展望-大塚龍児先生古稀記
念』、
333-349頁、
信山社、2018年）

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

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

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

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

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

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

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

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
●

●

刑事訴訟実務の基礎

● 民事訴訟法演習Ⅰ

●

刑事事実認定の基礎

●

民事訴訟法判例演習Ⅰ

●

民事執行・保全法

●

クリニック3

●

刑事訴訟法判例演習Ⅱ

●

現代家族の法と手続

●

刑事法演習

最近の主要著書・論文
「Chapter４ 訴訟要件・訴えの利益」
（『判例講義 民事訴訟法』、104-119、
126-138頁、
弘文堂、2019年）

「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）」

『境界紛争事件処理マニュアル』共著
『４訂版 弁護士業務書式文例集』共著
（日本法令、
2014年）

● 民事訴訟法演習Ⅱ

現職および主な経歴

最近の主要著書・論文

（新日本法規、
2015 年）

●

法政大学大学院法務研究科教授

現職および主な経歴

野嶋 愼一郎

民事訴訟法Ⅱ

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）

教授（実務家）

民事訴訟法Ⅰ

●

教授

萩澤 達彦

（『法学講義 民事訴訟法』、113-132、
171-187頁、
弘文堂、2018年）

「第４章 イギリスにおける司法アクセス」

（『司法アクセスの普遍化の動向』、223-240頁、
中央大学出版部、2018年）

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

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

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

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

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。

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
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
担当科目
●

憲法Ⅱ

●

憲法演習Ⅱ

●

憲法判例演習Ⅱ

●

現代人権論

●

担当科目

憲法演習Ⅰ
●

憲法判例演習Ⅰ
●

●

民事訴訟法判例演習Ⅱ

●

倒産法演習

ドイツ法

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授

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

「裁判官弾劾」

（
『憲法判例百選Ⅱ 第７版
〔№246〕
』
、
390頁～、
有斐閣、2019年）

「差別禁止と私的自治」

（『法學志林』116巻４号、17頁～、
2019年）

「民主制原理と機能的自治」

教授

（『憲法改革の理念と展開〈上巻〉』大石眞先生
還暦記念』、313頁～、
信山社、2012年）

日野田 浩行

教授

廣尾 勝彰

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

何事も「自力救済」が基本ではないかと思っています。とにかく、自

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、

分を信じて、頑張ってください。できるかぎりの応援はしますから。

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
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
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
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
に行ってゆきましょう。

担当科目
●

刑事訴訟法Ⅰ

●

刑事基礎演習Ⅱ

●

刑法演習Ⅱ

●

●

刑事訴訟法Ⅱ
●

刑法演習Ⅰ

刑事訴訟法判例演習Ⅰ

現職および主な経歴

本務
法哲学

佐藤 輝幸

法政大学法学部准教授

刑法Ⅱ
・Ⅲ

杉本 和士

法政大学法学部教授

倒産法Ⅰ
・Ⅱ

法政大学法学部教授

知的財産法Ⅰ
・Ⅱ

法政大学法学部教授

労働法Ⅰ
・Ⅱ

森田 章夫

法政大学法学部教授

国際関係法（公法系分野）
Ⅰ
・Ⅱ

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

泉澤 章

弁護士（東京合同法律事務所）

労働法演習

今村 隆

日本大学大学院法務研究科教授

税法

岩田 太

神奈川大学法学部教授

英米法

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

大原 利夫

関東学院大学法学部教授

社会保障法

（『法学教室』2020年４月号、有斐閣、2020年）

上村 直子

株式会社 産業革新投資機構 コンプライアンス室 室長 国際関係法（私法系分野）
Ⅱ

「供述心理学で
「嘘」
は見抜けるか
－大崎事件再審開始決定鹿児島地決平成
29年６月28日に接して」

久保 淳一

株式会社 Tryfunds 法務・コンプライアンスオフィサー

小池 邦吉

弁護士（港総合法律事務所）

法律文書作成

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

笹久保 徹

法政大学法学部・経済学部・社会学部兼任講師 商法Ⅰ
・Ⅱ

清水 幸明

弁護士（宇都宮・清水・陽来法律事務所）

国際取引法

白藤 博行

専修大学法学部教授

地方自治法

「刑事訴訟法の視点
－
「カルロス・ゴーン氏事件」
を考える」

（『法律時報』10月号、
日本評論社、2017年）

「勾留の要件」

（『刑事訴訟法判例百選 第10版〔№232〕』、有斐閣、2017年）

法科大学院での勉強はマラソンと同じです。
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
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
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
状況に合わせて、丁寧に教えていきます。
ゴール目指して、一緒に走っていきましょう。

金融取引法

高木 光太郎 青山学院大学社会情報学部教授

法と心理学

筑紫 圭一

環境法Ⅰ
・Ⅱ

上智大学法学部教授

道垣内 正人 早稲田大学法学学術院教授

国際関係法（私法系分野）
Ⅰ

堂園 昇平

信託法

元同志社大学法学部教授

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

西山 慶司

山口大学経済学部准教授

行政学

西山 隆行

成蹊大学法学部教授

アメリカ政治論

野口 香織

弁護士（ＴＭＩ総合法律事務所）

金融取引法

長谷川 彰一 （学）自治医科大学常務理事

立法学

柳 明昌

商法演習Ⅰ
・Ⅱ

慶應義塾大学法学部教授

若林 亜理砂 駒澤大学大学院法曹養成研究所教授
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担当科目

法政大学法学部教授

浜村 彰

最近の主要著書・論文

水野 智幸

氏名
大野 達司

武生 昌士

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士（第一東京弁護士会）
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）

教授（実務家）

兼担・兼任教員一覧

経済法演習

学習相談：特任講師・支援弁護士
岩井 勝弘

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
法律事務所
虎ノ門法学舎

所属事務所
銀座得重
法律事務所

所属事務所
池袋南
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

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

鈴木 裕也

修習期
第 67 期

修習期
第 67 期

修習期
第 67 期

修習期
第 68 期

所属事務所
弁護士法人
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
ほくと総合
法律事務所

山田 公一

音喜多 淳

江西 俊介

野中 英樹

修習期
第 70 期

修習期
第 70 期

修習期
新第 61 期

修習期
新第 61 期

所属事務所
弁護士法人
引田法律事務所

所属事務所
溝の口法律事務所

所属事務所
弁護士法人
朝日中央綜合法律事務所

所属事務所
弁護士法人
木村雅一法律特許事務所
士別支部

大原 武彦

大村 典央

修習期
新第 65 期

修習期
第 67 期

所属事務所
大原法律事務所

所属事務所
渋谷アクア法律事務所

特
任
講
師
・
支
援
弁
護
士
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法曹として
活躍する
修了生たち
弁護士

鈴木 裕也
弁護士法人ほくと総合法律事務所
アソシエイト弁護士
2013年

法政大学法科大学院修了（法学未修者）

2014年

司法試験合格、68期司法修習生

現

第一東京弁護士会所属

在

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

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

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

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。

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。
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

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

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

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

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

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。

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

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

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。

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
的な立場から法的なアドバイスに限定しないさまざまなアドバイス
をし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
は今でも続いています。
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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
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

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、

任を持ってさまざまな案件や事件に携わりたいと思ったからです。

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

大き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

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

のひ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

ロージング※に至った際には、とてもうれしく思います。言い換えれ

かり向き合い、
責任ある仕事がしたいと考えたのです。その意味では、

ば、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、

今の事務所での仕事にはとても満足しています。

依頼者の感謝や、自身の達成感がやりがいなのだと思います。特

今は、自らの責任でできる仕事の範囲をもっと増やしながら、迅

にM&A は会計士やFA（ファイナンシャル・アドバイザー）の方な

速に依頼者のニーズに答えていきたいと思っています。また、自ら

どとチームを組んで取り組みますし、創業者の株式譲渡などにはさま

が扱ったことがある類型の事件以外の未知の事件類型も積極的に勉

ざまな人の思いも絡んできま

強して、弁護士として提供できるサービスの幅をより増やしていき

すから、やり遂げた時の達成

たいとも思っています。

感はなおさら大きくなります。

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

また、
上場企業に対し事業のア

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さまざま

ドバイスをするときには、当

な法律が絡んでおり、いろんな分野に関われるのが楽しいと感じて

該事業自体や業界の現状につ

います。また、市町村のアドバイザーも行っているのですが、行政

いて深く知ることができるた

分野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

め、知的好奇心を満たされる

な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

仕事であるとも思っています。

ています。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

もともと私が今の法律事務

は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

所に入所を決めたのは、大き

ています。

くない規模で、自分自身が責

※クロージング：M&Aでの経営権の移転を完了させる最終的な手続き

法
曹
と
し
て
活
躍
す
る
修
了
生
た
ち

法政大学法科大学院は法曹を目指すのに最適な環境
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
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
とが良い思い出でしょうか。また、教授陣は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40 分以上、私が授業中

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。
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
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

に抱いた疑問点についての議論に付き合ってくれました。自分以上

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

に教授陣が自分のことを考えてくれているところなどは、大人数を

が充実していますし、学習環境も整備されています。また、修了生

相手にしなければならない大学にはない魅力だったのではないかと

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

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

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

道を突き進んでください。

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
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
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
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
気になっていただけであったという印象です。
これに対して、法科大学院の授業では、基本書に記載された内容
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ることが
できました。言い換えれば、
「生きた知識」を身に付けられたと思っ
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きたと思っ
ています。
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（OB・OG組織）
「法政大学法曹会」
がバックアップ
法政大学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・親睦会などを開催し、会員同士の交流を図っています。
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。

機関誌『法政法曹』

法曹を志す若き友へ ～法政大学法曹会（ＯＢ・OG組織）からのメッセージ
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
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
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
はインハウスロー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、エンターテイン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
法政大学法曹会会長
一般社団法人 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
弁護士

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、弁護士の数は、2018年になってようやく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

法政大学法曹会

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
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
政大学法曹会は、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、機関誌『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
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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ま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。

法政大学法曹会／法科大学院同窓会

同窓会もバックアップ ～法政大学大学院法務研究科（法科大学院）
同窓会からのメッセージ
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
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。
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
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，
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
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
れています。
法政大学大学院
法務研究科（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，少人数制の下で，教育熱心な教授陣の先生方が

いらっしゃいますので，まった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，学んだ知識を教え合ったりす

法
科
大
学
院
同
窓
会

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が皆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。

「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、どれだけ良いだろう。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、「法政大学法曹会」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。
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学費・奨学金

⎛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

※この他に諸会費が掛かります
※法政大学の学部卒業者・大学院修了
者は入学金（135,000円）が免除と
なり、教育充実費の納入金額が半額
になります

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

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）の他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
※奨学金制度は2019年時点の制度であり、変更になる場合があります

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、
学費の他にも教材費や交通費などさまざまな費用が必要となります。私は、

学
費
・
奨
学
金

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
験での成績を元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いた
だ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
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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

奨学金制度の他にも、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
伸び悩んだときも自分なりの勉強法を見つけることができます。また、法
政大学の公務人材育成センターでは修了生弁護士等が講座を開催し答案

【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

添削を行うなど、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
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
て努力してほしいと思います。

学費・奨学金

1

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。
（１）授業料相当額受給者（108万円）…………………………………………… 2021年度10名以内
（２）授業料相当額の50%受給者（54万円）
…………………………………… 2021年度若干名
※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

〜

1

※入学後の成績が不振の場合には、給付を停止又は取消をいたします

5

給付型：返還不要（但し休学・退学等となった場合を除く）

2

法務研究科奨学金（特別奨学金（月額））
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。
月額５万円受給者………………………………………………………………… 2021年度10名以内
※初回給付時期は5月下旬を予定しています
※入学後の成績が不振の場合には、給付を停止又は取消をいたします

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。
（１）授業料相当額受給者（108万円）…………………………………………… 2021年度10名以内
（２）年額50万円受給者 ………………………………………………………… 2021年度若干名
※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 周年記念大学院専門職学位課程奨学金
希望者を募り、選考の上、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。
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※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7月下旬を予定しています

5

法政大学大学院専門職学位課程奨学金
希望者を募り、選考の上、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。
※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7月下旬を予定しています

6

（独）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上、採用しています。

・

6

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。

7

貸与型：修了後返還

2020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
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。
問い合わせ先：日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター
TEL：0570-00-8656（ナビダイヤル）または03-5321-8656
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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

法政大学法科大学院は、市ケ谷キャンパ
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
（キャレル）
、
談話室などがあります。

演習室 2

校舎全体がバリアフリーに配慮し造られ

無料法律相談室事務室

ています。また、施設内のどこからでも学
演習室 1

演習室 2

内外にアクセスできるIT 環境を整備してい
ます。学生の在校時間が長くなることが多い
ため、自習などに配慮した設備も整えていま

演習室 3

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、セキュリティーにも万全を
尽くしています。

院生研究室
（キャレル）

4F 院生研究室（キャレル）P.40へ

リフレッシュルーム
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

1F 学生談話室
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。

演習室 3
演習室 4

施
設
・
設
備

講義室 1
法廷教室

講義室 2

講義室 3

1F 最高裁判所判事法服等の展示
出入口は
カード式オートロック

玄関
無料法律相談室
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）
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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、法
政 大 学 卒 業 生の 故 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。

閲覧スペース

B1F 図書室

P.41へ

施設・設備

鍵付きガラス書棚

コンセント＆情報コンセント

4 F 院生研究室（キャレル）
一人一人に専用の自習席を用意。隣席と
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
き出しに収納できます。また、無線 L A N
を完備しているので、自席で判例などを
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

施
設
・
設
備

性を考慮し、全員に大型の個人ロッカー
も用意しています。

大型ロッカー

鍵のかかる引き出し

2 F 法廷教室
模擬裁判等の授業で使用。プロジェクター
や AV機器などが備わっており、DVDなど
の映像資料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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施設・設備
2・3・5 F 講義室・演習室
153名収容の大講義室をはじめ、60名、
30 名前後の講義室・演習室を設けていま
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。

講義室 2［2F］

演習室［3F］

施
設
・
設
備
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 TKC ローライブラリー
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等
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等
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2020年度入学試験実施状況
■志願者数：161名（未修者・56名、既修者・96名）
受験区分

定員

性別

未修者

10名

既修者

20名

合計

3 0名

志願者数

男
女
計
男
女
計
男
女
計

志願者内訳

合格 者 数

34
22
56
75
30
105
109
52
161

法学部出身

社会人

9
12
21
28
9
37
37
21
58

2
0
2
13
3
16
15
3
18

合格 者内訳
非法学部出身

社会人

法学部出身

非法学部出身

5
2
7
8
0
8
13
2
15

1
0
1
6
2
8
7
2
9

5
11
16
18
7
25
23
18
41

3
1
4
4
0
4
7
1
8

27
20
47
54
27
81
81
47
128

※社会人の定義は「
、1年以上の勤務経験がある者」とします

■志願者の内訳

社会人以外
非法学部
9%
社会人
11%

社会人以外
法学部
80%

■合格者の内訳

社会人以外
非法学部
14%

■合格者の主な出身校

社会人
15%

社会人以外
法学部
71%

法 政 大学

中 央 大学

明 治 学 院 大学

成蹊大学
※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」を参照してください。
（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。
詳しくは、入試要項をご確認ください。
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
削除
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

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。

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
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。

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。

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

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。

入
学
試
験
実
施
状
況
・
Q
&
A
・
司
法
試
験
結
果

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。

2019年
（令和元年）
司法試験結果
■出願者数から最終合格者数
出願者数
68名

受験予定者数
68名

受験者数
61名

■最終合格者の内訳
性別

男性
6名

短答式合格者数
29名

出身学部
女性
1名

法学部
6名

法学部以外
1名

最終合格者数
7名

社会人
3名
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2021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）。
※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
て、大学に入学以来90単位以上を修得見込みの者です。

入試の留意点
複数回受験する場合、2回目以降の出願時も出願書類を全て提出してください。
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。
既修者試験と未修者試験との併願者は、未修者小論文試験に合わせて集合し、既修者筆記試験終了後に未修者試験の面接を実施します。

成績優秀者に対する奨学金について
第1～5期入試の各期ごとに、奨学生・特待奨学生を入試成績優秀者から選考します。
一般入試の成績優秀者にはその成績に応じて、下記の①～③の奨学金の何れかを給付します。
早期卒業・飛び入学による出願の入試合格者には、特待生として①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）
②入学年度の授業料全額あるいは半額相当額
③標準修業年限（未修者は3年間、既修者は2年間）の毎月5万円
ただし入学後の成績が振るわないなど、本研究科の所定の規定・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。
奨学金の給付は入学手続きが完了し、４月入学後になります。入学することが給付の条件となりますので、奨学金の受給対象に選ばれたと
しても学費を納入し、定められた期間中に入学手続きを行ってください。

入試実施方法

2
0
2
1
年
度
入
試
概
要

▶ 既修者試験（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。
▶ 既修者試験（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（C方式）：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（A方式またはB方式）と未修者試験は併願が可能です。ただし、既修者試験A方式と既修者試験B方式相互間の併
願はできません。
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入試関連日程・募集人員
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
3名程度

既修・未修合わせて
3名程度

既修・未修合わせて
3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

8月以降HPでお知らせします。

出願期間

6/17（水）
～24（水）

7/24（金）
～31（金）

9/9（水）
～16（水）

10/21（水）
～28（水）

1/6（水）
～13（水）

入試日

7/12（日）

8/21（金）

10/4（日）

11/15（日）

1/31（日）

合格発表日

7/22（水）

9/2（水）

10/14（水）

11/25（水）

2/10（水）

手続期間

7/22（水）
～29（水）

9/2（水）
～9（水）

10/14（水）
～21（水） 11/25（水）
～12/2（水） 2/10（水）
～17（水）

※第3期入試以降の募集人員はホームページにてお知らせしますので、定期的な確認をお願いします

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円

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円

2回目以降出願する場合単願併願に関わらず一律

10,000円

※法政大学在学中の2020年9月卒業見込み者は、第1・2期のみ、上記金額の半額で受験できます
※法政大学在学中の2021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
法学既修者（A・B方式）
各入試日とも下記の試験を行い、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。
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）

２科目合わせて40分

論文式
（Ｂ方式）

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

2
0
2
1
年
度
入
試
概
要

法学未修者（C方式）
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

300点（150点×２名）

採

点

面接

10分程度

100点 （50点×２名）

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（ただし

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。
●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。

法学既修者（Ａ・Ｂ方式）
■一般入試（特待・早期卒業・飛び入学入試含む）

第１期入試
＜出願期間＞
2020年 6月17日（水）
～ 6月24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）
2020年

第2期入試
＜出願期間＞
2020年 7月24日（金）
～ 7月31日（金）

合格発表
2020年 7月22日（水）

7 月12日（日）

＜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

9月 2日（水）

2020年 8月21日（金）

第3期入試
＜出願期間＞
2020年 9月 9日（水）
～ 9月16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
2020年10月14日（水）

2020年10月 4日（日）

第4期入試

入
学
者
選
考
の
流
れ

＜出願期間＞
2020年10月21日（水）
～10月28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
2020年11月25日（水）

2020年11月15日（日）

第5期入試
＜出願期間＞
2021年 1月 6日（水）
～ 1月13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）
2021年 1月31日（日）
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合格発表
2021年 2月10日（水）

入
学
手
続

法学未修者（C方式）
■一般入試（特待・早期卒業・飛び入学入試含む）
第１期入試
＜出願期間＞
2020年 6月17日（水）
～ 6月24日（水）

第2期入試
＜出願期間＞
2020年 7月24日（金）
～ 7月31日（金）

第3期入試
＜出願期間＞
2020年 9月 9日（水）
～ 9月16日（水）

第4期入試
＜出願期間＞
2020年10月21日（水）
～10月28日（水）

第5期入試
＜出願期間＞
2021年 1月 6日（水）
～ 1月13日（水）

C方式：
小論文試験・面接試験
2020年 7月12日（日）

C方式：
小論文試験・面接試験
2020年 8月21日（金）

C方式：
小論文試験・面接試験
2020年 10月 4日（日）

C方式：
小論文試験・面接試験
2020年11月15日（日）

C方式：
小論文試験・面接試験
2021年 1月 31日（日）

合格発表
2020年 7月22日（水）

合格発表
2020年 9月 2日（水）

合格発表
2020年10月14日
（水）

入
学
手
続

合格発表
2020年11月25日（水）

入
学
者
選
考
の
流
れ

合格発表
2021年 2月10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。

http://hosei-law.cc-town.net/
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靖国通り

靖国神社

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

新一口坂校舎
東西線
飯田橋駅 A4出口

有楽町線・都営新宿線
市ヶ谷駅 A1出口

法科大学院棟

体育館

逓信病院 富士見校地

交番

三輪田学園

アルカディア市ヶ谷
（私学会館）

交番

JR総武線

JR飯田橋

至御茶ノ水

外

JR市ヶ谷

釣
ぼ
り

濠

外堀通り

ガスト

大学院棟

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

駒込
池袋

JR山手線

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

飯
田
橋

西武新宿

中野
JR中央線
調布

京王線

新宿

渋谷

永
田
町

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

目黒

東京メトロ
南北線

東京

有楽町
品川

新横浜
新幹線
横浜 東神奈川

JR総武線

JR京浜東北線

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.03-3264-9039 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

至新宿

