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優れた人間性
高度な専門性
法の創造

私は 44年前、法政大学に入学しました。その自由な活気は

勉強の意欲に火を付け、私は大学に入ってはじめて夢中で勉

強しました。まさに「水を得た魚」でした。

大学の勉強とは押しつけられたものではなく、自分で選び

自分で行動する、まさに自分で人生をデザインしていくこと

だったからです。自らもった疑問への回答を、自分で調べなが

ら言葉になるまで創っていくことは、「自分を創っていくこと」

でした。

大学で私は江戸文学に出会い、それをずっと続ける決意を

しました。道はもちろん平坦ではなく、失敗も挫折もありました。

しかし、やめませんでした。社会の動きにも関心を持ち続けまし

た。私はこの法政大学に、人生の基盤を与えられたのです。

在学中、みなさんはひとりひとり、それぞれの道を歩みま

す。法政大学は、皆さんが充分に能力を身につける仕組みを、

すでにもっています。教職員は、皆さんひとりひとりと向き合っ

て、より良い選択ができるよう、日々尽力しています。しかしこ

の、生涯に二度とやって来ない貴重な大学生活を過ごすの

は、あなた方自身です。

皆さんが卒業なさるころ、仕事の舞台は世界に広がって

います。法政大学の教職員は皆さんが世界のどこに行っても

生きていけるように、あるいは、どのような環境にあっても、

自ら学び自ら考える力を得られるように、導こうとしていま

す。そのために私たち自身も、成長しようとしています。です

から、一緒に歩んで下さい。悔いのない充実した大学生活

を過ごして下さい。その年月は必ず、あなたがたの未来の、

しっかりした基盤になります。
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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。
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）。
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。
日仏協会の前身である仏学会によって
東京仏学校設立。
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。
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。
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。
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。
多摩校舎竣工。
市ヶ谷キャンパスに「ボアソナード・タワー」竣工。
大学院法務研究科（法科大学院）設置。
創立130周年。

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。

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。

G.E.ボアソナード　1825-1910

134年を誇る歴史と伝統
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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

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　廣尾 勝彰

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。

■課　　　程：

■研究科名称：

■修 業 年 限：

■学　　　位：

■設 置 場 所：

専門職学位課程（昼間のみ）

法政大学大学院　法務研究科　法務専攻

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。

法務博士（専門職）

法政大学法科大学院棟

東京都千代田区九段北3︲3︲12

研究科概要

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。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、すべて1クラス15名を標準とした少人数による、
質疑応答を中心とした双方向型の授業によって、そ
の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、裁判官・検察官・司法
研修所教官等の経験者や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、併設している法律事務所リエゾンでは、弁護
士である教員の指導のもとに、現実の事件について、
法律相談、事件内容の予備的聞き取り、事案の整理、
関連法令の調査などの実務を学ぶことも可能です。

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から、21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。

2年生以降に履修するすべての必修科目で、15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。

法律事務所リエゾン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、弁護士資格を持つ専任教員の指導で、リエゾンや協力事務所において現実
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。

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。
2011年度からは新カリキュラムを実施。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。

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。

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、最新のノートパソコンを修了まで貸与していま
す。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。

徹底した少人数・双方向教育

先進的なクリニック教育

多様な法律専門職に
対応し得るカリキュラム

経験・実績の豊かな教授陣

高度な機能を備えた
環境・設備
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ページ 23

ページ 30
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実務家として仕事を始めて

高須　本日はお集まりいただきありがとう

ございます。司会進行を務めます高須順一

です。法政法科大学院の実務家教員で、弁

護士もしています。まずは皆さんの自己紹

介をお願いします。

遠山　法政法科大学院教員で民法を担当

しています、遠山純弘です。よろしくお願

いします。

村木　東京都の足立区で弁護士をしてい

ます。村木孝太郎です。

柴﨑　柴﨑薫です。埼玉県で弁護士をして

います。

高須　早速ですが、弁護士になって1年目

のお二人の、現在の仕事ぶりを教えてくだ

さい。

柴﨑　弁護士になってちょうど4ヶ月が経

ちます。離婚相続の家事から、中小企業

の契約書のチェック、刑事事件、少年事

件、満遍なく取り扱っていますが、その中

でも多いのが、離婚事件になります。昨

今の流れかもしれませんが、DV事件や子

の引渡し等を行っています。また、少年事

件の扱いも多いほうだと思います。

村木　私は、主に一般民事事件を扱ってい

ます。浮気の損害賠償、離婚、婚約破棄も

含めて男女関係のトラブルが多いです。他

に破産や交通事故の相談にも携わってい

ます。

高須　まさに法律家としての一歩を踏み

出したところですね。実務に携わるように

なっての実際と、学生の頃に持っていた法

律実務家・弁護士に対するイメージに違い

はありますか。

村木　起案する時間をたくさん取って熟慮

し、期限までに提出するのだろうと思って

いましたが、実際は、起案にじっくり時間

を取れるわけではありません。電話対応や

雑務等も入るので、想像した以上に忙しい

仕事だと思いました。

柴﨑　もっと法律を駆使して人を助ける

仕事だと思っていたのですが、法律が出て

くる場面は本当に少なくて、依頼者の話を

聞いたり、事実関係の確認や、証拠集めな

ど、法律よりも、人に接する部分がとても

多い仕事だと思います。そこがイメージと

違いましたね。

修了生座談会

高須　法政法科大学院で身に付けた法律

の知識や力に加えて、依頼者の話を聞いた

り、依頼者のために時間を割くことが、実

務家の仕事には必要となってくるというこ

とですね。

遠山　私はいつも試験の解説時に、文字

をきれいに書いているかと問いかけてい

ます。答案というのは必ず読む人がいる

ので、読む人のことをきちんと考えている

か、つまり相手方のことを常々考えて行動

できているかということです。法科大学院

では、試験に合格する目的で理論的な話を

優先してしまう傾向はあります。しかし、

柴﨑さんが言われたように、実務家になる

と人と接するのが第一の仕事になるので、

どのように接し、行動するのかを重視して

考えてもらいたいと思います。

実践的な授業で身に付けた
法的思考能力が実務に直結する

高須　法政法科大学院での学びが、実務に

おいてどのように役に立っていますか。

柴﨑　法科大学院で学んだ法律的な基礎

知識等は仕事に直結しています。中でも、

最も役立っていると思うのが、法的思考

能力です。未知の問題に対してアプローチ

する際、条文をどのように探し、その条文

の趣旨を考え関連する判例を探し、判例の

仕立てを考える力は、授業で地道に考える

時間を持つ中で身に付けられました。

高須　具体的に法科大学院でのどんな勉

強が役に立ったと思いますか。

柴﨑　授業では、先生が学生に質問をし

て考える時間を必ず設けます。考えて答え

て、それに対してまた先生が新たな質問を

します。常に自分の頭を働かせながらの

授業です。与えられた知識をやみくもに暗

記するのではなくて、自分で趣旨にさかの

ぼって考えることを、先生との対話の中で

できたのが一番良かったです。

村木　柴﨑さんと似ていますが、自分で

考えて結論を導き出す判断能力が養われ

ました。法科大学院で、結論に至るまでの

過程を重視した勉強を繰り返し行ったか

らだと思います。大学学部時代の私は、与

えられた課題をどれだけ多くこなせるか

という勉強をしていたので、これは大きな

変化でした。

高須　確かに弁護士の仕事というのは、今

まで経験したようなことばかりが出てくる

自分で答えに辿り着く過程を一つひとつ考

え、自分なりの答えを導き出してから、初

めて解答を見るという勉強法を採っていま

した。司法試験では考える力が問われます

ので、この勉強法で過程を踏む能力が養わ

れたと思います。

高須　答えをただ覚えるというのは、やは

りいい方法ではないということですか。

村木　そうですね。司法試験の問題を見る

と、重視されているのは答えではなく、理

由付けや、その過程をどのように辿るかと

いうことだと思いました。答えを導くため

に必要な、筋道の付け方やニュアンスをつ

かみ取る力というのは、答えをただ覚える

だけでは身に付きませんね。

柴﨑　私は、授業中に先生が出された問

題を、論文に書くとしたらどのように書く

だろうと仮定して、問題提起、理由付け、

結論は…と考えながら聞くようにしていま

した。そうすると、問題によって、理由付

けの部分が自分では書けないというもの

が出てくるので、分からないところは授業

終了後の、オフィスアワーの時間を利用し

て、先生に質問し、その都度解消していま

した。授業以外では、旧司法試験と比べ

て、現在の司法試験は事案が長く、何度解

いても新たな発見があるような問題なの

で、それを2日に1回は書いて、再現を考

え分析をして、フィードバックさせて、さら

にブラッシュアップするためにもう一度

問題を解く、というように過去問を何度

も解くようにしていました。

高須　オフィスアワーは、法政法科大学院

の特徴ある学習サポートの仕組みですね。

柴﨑　はい。授業の時間とは別に、先生の

研究室にお邪魔して質問ができる時間で

す。私はしつこいぐらいに伺っていました。

高須　遠山先生は指導される立場としてい

かがですか。

わけではないですし、どこかに模範解答が

あるような仕事ではありません。取り組む

仕事が初めてのことというのは、私も今で

もたくさんあって、参考になる文献がいく

ら探しても出てこないことは、多々ありま

す。そういう時は結局、自分で考え、今の法

律に照らすとこの結論が妥当だろうと、導

き出すしかない。やっぱり自分の頭で考え

るということが常に必要で大切な仕事と

いえますね。

遠山　お二人の話で、法科大学院での授

業は役に立ったということだったので、私

たちもさらにがんばっていきたいと思い

ます。

司法試験合格のための
勉強法とは

高須　実務家はライセンスが必要な仕事

です。これから法科大学院を目指す人に

とって、当面の課題として司法試験合格が

ありますね。お二人は合格するために、ど

のようなことを心掛けて勉強をしていたの

でしょうか。

村木　本や授業で見る法律の問題は、解

答がどこかに記載されていますが、まずは

高須 順一 Junichi Takasu

司会進行
法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
法務省法制審議会民法（債権関係）
部会幹事

村木 孝太郎 Kotaro Muraki

2011年
法政大学法科大学院修了（法学既修者）
2012年
新司法試験合格、新第66期司法修習生
現在　第一東京弁護士会所属

遠山 純弘 Junkou Toyama

法政大学大学院法務研究科教授

柴﨑 薫 Kaoru Shibasaki

2011年
法政大学法科大学院修了（法学既修者）
2012年
新司法試験合格、新第66期司法修習生
現在　埼玉弁護士会所属

法曹実務家となって1年
 —これから法政法科で学ぶ後輩たちへ

「司法試験合格のための法政メソッドとは」

法政大学法科大学院を巣立ち、

法曹として活躍する

修了生の皆さんをお迎えし、

実務に携わってからの日々 について、

法科大学院での学びが

実務や司法試験合格にどのように

生かされているか等を

語っていただきました。
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山先生はどうお考えですか。

遠山　そうですね、やはり授業時間は限ら

れているので、自分で勉強に取り組むこと

が一番重要です。法政法科大学院には、

自己学習から合格までに必要となる、フォ

ローアップの体制が整い、充実している点

が優れていると思います。柴﨑さんからも

あったようにOB・OGのサポート制度も

ありますし、教員も学生と近い関係にあっ

て、昼休みに談話室で食事をしながら気軽

に話をする環境があります。こうした手厚

いフォローアップも法政メソッドなのでは

ないかと考えています。

高須　最後に法政メソッドというのが浮

き彫りになったような気がします。一つ目

は、正課の授業とOB・OG弁護士等による

フォローアップ体制の融合による優れた指

導システムがあること。二つ目には、充実

した施設等があり、物的な環境においても

大変に優れたものがある。三つ目に、自由

と進歩を掲げてきた法政大学の、個人の

選択を重視する、主体性を重視するという

精神が法政法科大学院にもしっかりと引き

継がれていることだと思います。これから

入学する皆さんには、座談会の内容を参考

にしていただき、今度は皆さんが合格され

ることを願ってやみません。本日はありが

とうございました。

遠山　そうですね、二点ほどあるのです

が、一点目が、自主的に勉強をしていくこ

とが絶対に必要です。与えられた課題は

取り組むけれど、与えられないとそのまま

になってしまうような、受け身の学生が最

近は増えているように見受けられます。も

う一点は、お二人の話にもありましたが、

中身をしっかりと理解しながら勉強するこ

とです。例えば判例の考え方でも、形式的

に覚えて答案に再現すればよいと思って

いる学生が多いようで、そうすると少しで

も事案を応用されるとまったく答えられ

ない、応用的な発想ができない学生が多

いと感じます。形式的に暗記するだけでな

く、中身を理解しながら勉強していくこと

が必要だと思います。

高須　お二人にとって、法政法科大学院で

の授業は、合格に役立ちましたか。

柴﨑　役立ったと思います。例えば、民事

系の授業では詳細なレジュメを配布され

る授業や、高須先生に教えていただいた

民法と要件事実を融合した授業は、司法

試験にも出題されるような内容です。ま

た、本試験で論文を書いている時に、授

業中の「あの先生がこう言われていた」

「同級生の○○さんがこんな発言をして

いた」等の記憶がヒントになった、という

点でも役に立ちました。

村木　司法試験の勉強は一人でもできるの

のですが、一人ではニュアンスのずれが出

てきてしまう部分があります。授業の議論

を通して、そのずれが正しい方向に修正さ

れていくという感覚を持っていました。法

科大学院での授業は、そこに価値があると

思います。民法の授業では、配布された問

題集の中から与えられた課題に自分で取

り組み、授業で確認するという流れがあっ

たのですが、自分で判例等を調査して、正

しいと思う結論が出るのですが、議論を

すると違うことがありました。そのずれを

授業で修正していくと、授業が終わった

時に、民法の考え方の本質部分が分かっ

たようなことがありました。

高須　なるほど。法政法科大学院では演

習科目という授業を充実させています。2

年生から3年生にかけて各科目で演習授

業があります。問題集を使ってという点も

演習ならではですね。遠山先生は民法演

習をまさに担当されていますが、お二人

のお話を聞いていかがですか。

遠山　民法に限らず、他の科目の先生から

も聞く話なのですが、過去問を見ている

と、授業で取り上げている問題は出題され

ているようなので、授業は役に立っている

のだと思います。また、教員間のコミュニ

ケーションを密に取るようにしています。

他の科目の先生と連携して、学生個人の状

態を把握し、授業にフィードバックすると

いう方法も取っているので、司法試験に向

けたバックアップ体制が充実してきている

のではないかと思います。

高須　教員の間でも検討を重ねて、カリ

キュラムも工夫をしているのですね。学生

だけではなく、私たち教員も努力が大切

ですね。

先生、友人、OB・OGと共に

高須　授業以外での勉強法や、役に立った

指導などはありますか。

村木　私は自宅で勉強をすることが 多

かったのですが、法科大学院でもらった問

題や判例の資料、基本書を丁寧に読み返

すようにしていました。先生方が過去問な

どを研究されていて、ポイントなどが的確

にまとまっているので、とても参考になり

ました。

高須　確かに、授業では限られた時間の

中で、ある部分を集中的に取り上げるの

で、正確な定義や確認に時間が割けない

ことがあります。そこを自分で確認したと

いうことですね。

柴﨑　私は村木さんと逆で、学校で友人・

先輩方の力を借りて合格したタイプだと思

います。授業が終わった後に、待機してい

るOB・OGの方に、直接指導していただけ

る時間があります。私はよく利用していた

のですが、自分で書いた過去問の答案を見

てもらい、修正の指導をいただいていまし

た。答案を書く時には、一人では辛い部分

もあるので、友人とゼミを組んで一緒に書

いて、お互いに書いた答案をチェックし、

意見を交わすなど、皆で一緒にがんばって

いました。

高須　OB・OGの皆さんの対応はどうで

したか。

柴﨑　とても積極的に協力してくださいま

した。私は既修なので、2～3年の2年間

だけでしたが、2年生の秋頃から過去問の

答案を書いて、同じ方にコンスタントに見

ていただいていました。直近の合格者に答

案を見ていただくことが司法試験合格に

は必要で、そのおかげで合格できたのだと

思います。

高須　法政法科大学院時代で印象に残っ

ていることはありますか。

柴﨑　友人と地道にゼミを重ねてきたなと

いう思い出ですね。司法試験は勉強だけで

はなく、メンタル面でも辛いところがあり

ますが、友人もがんばっていると思うと、

励みになり、がんばれました。

村木　人にはそれぞれに合った勉強の仕

方があると思います。私の場合は、皆と勉

強するのがやりづらかったので、一人で勉

強をしていました。毎日平均10時間以上は

勉強していたと思いますが、振り返ると

よくがんばったなと思います。

高須　勉強のスタイルは様々ですが、お

二人とも大変な努力をして受かったとい

うことが伝わってきました。

司法試験合格につながる
法政メソッドとは

高須　それでは最後に、法政法科大学院で

勉強したという経験を振り返って、仕組み

や勉強方法等、メソッドのようなものがあ

れば教えてください。

村木　人それぞれの勉強スタイルがありま

すが、先ほど柴﨑さんが言われたように、

先生や先輩にフォローをしてもらったり、

私のように一人で取り組むタイプの人もい

ていいと思っています。そうした自分のス

タイルを決めて、司法試験に取り組める環

境そのものが特徴だと思います。私は高

校からずっと法政なのですが、その自由な

空気が気に入っていました。自由ではある

が、責任は自分で持つという校風がいいと

思います。

高須　校風という言葉が出ましたが、法

政法科大学院にも、自己責任という厳し

い面もありますが、個人の選択を重視し

て勉強する風土が息づいているというこ

とですね。

柴﨑　授業は、先生方が司法試験を分析し

て練りに練ったものですので、司法試験に

とても役立ちます。また、歴代のOB・OGの

方がブラッシュアップされてきた司法試験

の必勝方法というものが、実はあるんです。

これは、OB・OGの方に会いに行かないと

分からない、一般的には知らない方法かも

しれませんね。授業と、OB・OGからの直

接の指導、その2本立てで法政法科大学院

の合格方法が築かれていると思います。

高須　なるほど。他にはありますか。

柴﨑　私は学校にずっといたタイプなの

で、自習室も夜遅くや休日なども利用して

いました。パソコンも貸与があり、施設も

立地も申し分ないと思います。

高須　合格のためのメソッドについて、遠
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司法試験合格者の声

強い意志でつかんだ司法試験合格 熱意あふれる先生方の講義を信じて

「法政」だったからこその合格

環境を最大限利用する

法科大学院で得た経験

奨学金を受給できました。自分自身の努力

と、こうした制度面での支援もあり、両親も

徐々に司法試験の受験を応援してくれるよ

うになりました。

法政大学法科大学院時代には、時には勉

強方法が分からなくなることもありました

が、毎日のように大学院に通い勉強をする

ことで、司法試験への不安を紛らわしてい

たと思います。また、友人たちとゼミを組み

勉強を行うなど積極的に意見交換をし、理

解を深めることができました。

その結果、司法試験に合格することがで

き、両親も大変喜び、友人たちも祝福してく

れました。司法試験合格は、私自身の強い

意志と周囲の協力があってつかんだもの

です。これからも信念を持ち、目指す弁護

士像の実現に向けて努力し続けたいと思

います。

私は、知的興味を刺激され、法律を学ぶこ

とは楽しいと思うようになり、勉強すればす

るほど、自分の理解不足、講義内容の重要

性・合理性、先生方の理解の深さを再確認

し、講義への意欲も高まりました。質の高い

講義と先生方のきめ細かいフォローが、私

を合格に導いてくれたと思います。

社会経験を生かし、将来は不動産を専門

とする弁護士を目指しています。また、刑事

事件にも興味を持つようになったので、「無

辜の不処罰」を全うできる弁護人になりた

いと思っています。

の理解や勉強の方法が正しいかを確認する

ことができました。また、自主ゼミを行う環

境が整っており、仲間と共に司法試験の過

去の問題や演習に取り組み、理解の到達度

の確認、文章の書き方等の多くの点を議論

し合うことができました。

司法試験は、一人で立ち向かうには過酷な

試験であり、仲間や応援してくれる人の存在

が不可欠です。法政は、司法試験合格に必要

な人と人とのつながりを与えてくれました。

私のような法学未修者が合格できたのは法

政に入学したからこそだと思います。

発見が生まれ、勉強が楽しくなりました。

さらに実務科目では、法曹を目指す気持

ちを再確認することができます。特にエク

スターンシップやクリニック等で、生の事件

を目の当たりにすると、自分も早く法曹の

仲間入りがしたいと思い、勉強のモチベー

ションが上がりました。

これらは一例にすぎません。活用すべき

環境はそろっています。人それぞれ環境は

異なりますが、環境を言い訳にせず、最大限

利用することができれば、きっと司法試験

合格に繋がると思います。

ては、唯一の正解があるわけではないので、

自分の頭で考えなければなりません。判例

がどのような事実をどのように評価して結

論に至ったのかを学んだことが、自分の頭で

考えることに役立ちました。法政大学法科大

学院の授業で先生方との対話をしたのも、

これに役立ったと思います。第三に、読みや

すい文章を書くことです。どんなに内容が良

くても、冗長な文章であったり、字が汚かっ

たりしては、その価値が低下してしまいます。

字を丁寧に書き、正しい日本語を使うこと

は、常に心掛けていました。論じるべきとこ

ろは厚く書き、そうでないところは薄く書く

という論文のメリハリも重要です。これにつ

いては、司法試験の過去問などを何度も繰

り返し解いて、判断力を養いました。

今後は、法政大学法科大学院で得た経験

や人とのつながりを大切にしながら、市民に

寄り添う法曹となれるよう頑張りたいと思

います。

私が司法試験を目指したのは、中学生時

代に、テレビドラマで見た弁護士に憧れた

ことがきっかけです。しかし私が育った田

舎町は、弁護士が今でもいない地域で、実

際に弁護士と接する機会もなく、いつの間

にか諦め、忘れてしまっていました。転機

は、大学 2年生の時に、簿記検定合格によ

り、勉強をすれば成果が出ることを改めて

実感したことです。人生は 1回しかないのだ

から弁護士を目指そうと法科大学院への

進学を決意しました。

しかし司法試験受験までに、超える壁が

ありました。まずは授業料の面で両親を何

度も説得、大学 3年の 9月にようやく承諾

を得ることができました。法科大学院の受

験は 1回、司法試験の受験も1回だけという

条件の下、法科大学院進学に向けた法律の

猛勉強を始めました。結果、既修者として法

科大学院に進学することができ、さらには入

学時の成績から、初年度の授業料相当額の

私は不動産開発会社へ勤務しながら司法

試験を目指していましたが、一念発起し、会

社を退職して法政大学法科大学院へ入学し

ました。30代半ばで経験した 2年間の学業

専念期間は、かけがえのない経験です。

既修コースの講義はケースメソッドで、自

由な発言、疑問点や仲間の解答への積極的

な質問が認められていました。先生方や仲

間と、時に熱くなり議論を交わした過程を

経て得た理解は忘れることがなく、今でも、

あの時先生はああ言ったとか、○○君はこう

言ったとか、鮮明に覚えています。

私は薬学部を卒業後、薬学修士を修了し、

法政大学法科大学院に進学しました。この

ような方向転換をしたのは、薬学関連の仕事

より、専門的な知識を有する法曹として自分

にしかできない仕事をしたいと考えたためで

す。司法試験合格のためには、勉強はもちろ

ん、勉強の方向性も重要になります。そして、

勉強の方向性を確認するには、他者と議論を

することが何よりも大切だと思います。

幸いなことに、法政の授業は少人数制・双

方向の授業でした。法曹界や学会で著名な

先生方による授業での議論を通して、自身

私は、家族や友人の理解、支援などを得

ることができ、家が遠いことを除けば、恵ま

れた環境の下で法科大学院生活を送るこ

とができました。

法政大学法科大学院は、効率的に学ぶこ

とができる環境です。教室・自習室・図書

室が一カ所に集まる校舎は利用しやすく、

個人専用のキャレルも与えられています。

私は、勉強は朝から夜まで学校でやると決

め、3年間で1000日、学校に通いました。

また、少人数教育のため先生方には頻繁

に質問することができます。質問から新しい

私は、高校時代に弁護士という職業に興

味を持ち、法学部へ進学し、大学時代に本格

的に法曹を目指そうと決め、法政大学法科

大学院へ入学しました。

法政大学法科大学院の授業は、少人数の

ため、授業は主に先生方との対話で進めら

れます。他の学生が、質問に対して理路整然

と答えたり、自分にはない発想をしている姿

に、勉強を頑張る刺激を受けました。

私の勉強方法は、以下の 3つに分けられ

ます。第一に、基本的な知識を正確に覚える

ことです。司法試験では、判例・通説を中心

とする基本的な知識を基礎として、その考

え方をどのように使って問題を解決するか

が問われます。基本的な知識を正確に覚え

ていなければ、それを応用することはでき

ません。基本的な知識を正確に覚えるため、

主として使う教材を何度も繰り返し読むよ

うにしていました。第二に、基本的な知識を

使って問題を解決することです。これについ

法学既修者

栗原 啓太さん

法学既修者

大村 典央さん

法学未修者

中山 峻介さん

法学未修者

濱田 みどりさん

法学未修者

小池 章太さん

司
法
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声
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習熟度を高める学習環境とサポート体制創造的法曹─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

徹底した少人数教育

体験を通じて身に付ける ─ 特長ある実務教育科目

オフィスアワー 修了生アドバイザー

特任講師

授業評価とFD（ファカルティ・ディベロップメント）

法政法科大学院紀要

充実したIT環境を提供

学内で利用可能なデータベース ▶▶▶ 32 ページ

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

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。

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。

在学生・法務専修生を対象に、本学法科大学院修了生の現役弁護

士による学習相談を行っています。担当時間にアドバイザーが指定教

室に在室し、学生は自由に訪問して相談をすることができます。

答案作成や勉強会の方法、学習の進め方、学生生活における悩

みなどの学習上の相談に、自らの経験を踏まえ助言をしてくれま

す。本学法科大学院に通っていた先輩ですので、気軽に相談できる

のが特徴です。

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。

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。

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。

学生一人ひとりにノートパソコンを貸与し、院生研究室にプリ

ンターも設置しています。法政大学の情報ネットワークシステム

〈net 2010〉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。

※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

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

に先駆けて法律事務所を開設し、実務教育に力を入れています。

法政大学法科大学院に併設する法律事務所リエゾンを基盤とし

て、実際に紛争の現場に身をおく「クリニック」、ロールプレイによるシ

ミュレーションを通じて、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」、模擬パネルによっ

て国際経済紛争処理の実際を学ぶ「国際経済紛争処理 」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ます。

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、15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、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

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。

学
習
支
援

特
色
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育

特色ある教育／学習支援
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充実した実務教育

クリニック授業の特色

エクスターンシップ授業の特色

法科大学院においては、単に法律を知識として修

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

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。学生は起案や模擬裁判を体験して実務の概要を

身に付けます。

また、臨床法学教育をより実践的な形で行うた

め、研究科に法律事務所リエゾンを併設し、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、無料法律相談所にお

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、企業法務部、行政機関へ

の派遣・研修を受けることができます。

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。

法律相談だけでなく、事件の受任、交渉・調停・訴訟という手続の

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野や

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があります。

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

付けることを目標としています。

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

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

える機会も提供しています。

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

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。

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、法政法曹会の協力のもとに実施してい

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もとに実施してお

り、行政実務に係る就業体験をすることができます。

実務科目の概要図

クリニック授業  〜体験者の声〜

ローヤリング 〜体験者の声〜

担当教員1名あたり7～ 8名程度の学生に限る担任制を採用していま
す。各担任は、民事（生活紛争・コンプライアンス・市民間紛争）・刑事の
テーマを設定しているので、学生の関心によって選択し、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）。

専任教員が受任した事件について、各種書面の起案、依頼者との打ち合
わせへの立会い、現地調査、口頭弁論期日への出席などを行います。

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。相談過程を傍聴するだけでなく、担当教員の監督の下、自ら質問や応答も行います。
担任以外の教員や協力弁護士などについて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。また、法律相談では原則1時間制
を取り、リーガル・カウンセリングを重視した法律相談を心掛けるなど、従来の実務の姿に必ずしもとらわれない実験的な試みをしています。

受任事件の事例検討会を実施します。事例検討会には、なるべく担当弁
護士や、隣接領域の各種専門家などを招き、紛争が多面的・多元的なも
のであることを理解できるようにしています。

担任制

受任事件への関与

法律相談への関与（ローヤリングを含む）

法科大学院内に併設する調停センター、または外部の ADR 機関におい
て行う ADR を傍聴し、ADR の手続過程、紛争解決規範のあり方、ADR
の技法などについて研修します。

ADR（裁判外紛争解決手続）への参加

事例検討会

私は日常生活で身近な問題に困っている人の力になるような弁護

士になりたいと思っていました。法科大学院の授業の中で一般民事に

興味を持ち、自分の専門・進路を決めるにあたり、事件に対してどの

ように向き合うのかを知りたいと考え、弁護士が実際に受任した事件

を教材に学習できるクリニック（市民間紛争）を受講しました。

クリニックでは難しい法律知識は問われません。しかし、実際の実

務における依頼者との向き合い方という困難な問題に直面しまし

た。一つの依頼に対し、複数存在する解決方法から、何が最良かを決

める共通したマニュアルなどはなく、依頼者ごと、弁護士ごとに異な

ります。私は、依頼者の望みを実現することを第一に考え、依頼者の

話だけでなく、周りの事情や内面を多角的に観察し、真に望んでいる

ことを捉えて議論するようにしていました。

多くの依頼者は、弁護士に相談するにあたり人生をかけています。

弁護士は、依頼者の人生を左右する立場にいますので、依頼者にとっ

私がローヤリングを受講したのは、この授業を通じてクライアント

とのかかわり方を学びたいと思ったからです。私は弁護士志望であり、

特に子供問題に取り組みたいと思っています。子供との面接は、大人と

の場合と比べて、注意を要する点が多々あります。どのように子供の

信頼を得て、どのように力になるか、弁護士の腕の見せ所です。その

基本となる面接、交渉の進め方を学びたいと考え受講しました。

他の法律科目や実務基礎科目と異なり、ローヤリングでは、講義を

聞くだけでなく、ロールプレイを通じた実践を行います。中でも印象

に残っているのは、劇団の方を招いての面接や交渉のロールプレイで

す。学生同士のロールプレイとは全く異なる緊張感で、相手が不安や悲

しみに震え、大きく感情を動かす場面を目の前にして、声が上ずってし

まったり、背中にびっしょり汗をかいたりしてしまいました。これは実務

に向けた大きな経験になりました。また、振り返りによって、自分の課題

点を客観的に見られることも良かったと思っています。

て最良の判断をしなければなりません。そのためにどんなことを考

えなければいけないのか、法律の勉強をしているだけでは身に付き

ませんし、弁護士になってから考え始めたのでは遅いと思います。ク

リニック授業では、いろいろな依頼者の、多

様な問題を扱うことができ、問題の解決方

法を考える訓練、考えることに慣れておく

という経験ができました。この経験を通じ

て、弁護士として常に最良の解決方法を

選択できるようになりたいです。

授業で学んだ面接、交渉などの技術は特に勉強になりました。相手

方の緊張を和らげる方法、相談者の話を要約して言い換え、内面の気

持ちを明確にする技法、自分は味方だという

ことを確認させる技法などです。弁護士の

仕事のほとんどは相談者の話を聞くこと

から始まります。ローヤリングで学んだ技

法を生かし、相談者と寄り添い、親身に

なって話を聞くことのできる弁護

士として活躍していきたいです。

2013 年度入学

法学既修者

新井 裕幸

2012 年度入学

法学未修者

手柴 正行

充
実
し
た
実
務
教
育

充
実
し
た
実
務
教
育

充実した実務教育

1413



協力弁護士からのメッセージ

模擬裁判 法律事務所リエゾン・調停センター
法政大学法科大学院では、2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。

法律事務所リエゾンは、法科大学院棟の向かいのビルに事務所を

置く弁護士法人です。法政大学法科大学院付属法律事務所として、専

任教員と修了生弁護士が所属し、リーガル・クリニックやローヤリン

グの講座を行う基盤となっています。そして、リエゾン（連携）という

名前が示すとおり、市民と弁護士の間、弁護士と他の異業種の専門家

との間、修了生弁護士と学生の間など、さまざまな人々の間をつない

でいく役割を担っています。事務所は、相続、離婚、交通事故、賃貸借、

労働関係など一般民事事件全般を取り扱っています。こうした案件は

市民法曹の育成のために、人々の生活に密着した法律問題を理解す

るのに適しています。また、特に法律相談をリーガル・カウンセリング

として位置付けて、ていねいに話を聴くことを重視し、法科大学院棟

1階の法律相談所における法律相談を協力弁護士とともに実施しな

がら、合わせて相談・受

任業務や ADR における

新しい弁護士の役割や

技法を研究しています。

法政大学法科大学院付属調停センターは、法政大学法科大学院

に設けられた調停、仲裁機関です。

その主要な目的は、民事紛争を調停や仲裁によって解決すること

ですが、法科大学院におけるクリニック科目の教育の一環として、

学生に紛争解決の過程と方法を学ばせることも目的の一つになっ

ています。

大学付属病院において研修生が臨床の現場に立ち合うのと同様

に、クリニック科目の教育の一環として調停や仲裁の期日に学生が

同席し、傍聴することがあります。

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、

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、裁判官は極めて孤独

な職業だと感じました。

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、あくまで台本に沿ったものではありましたが、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。

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。今後、裁判員

裁判で一般の方々が裁判に関わることも予想されます。分かりやすく説明をする技術の修得も必

要だと思いました。

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。

裁判官役

検察官役

弁護人役

法律事務所リエゾン

調停センター

私は、法政大学法学部を卒業し、旧司

法試験に合格後、弁護士登録をしてから

現在に至るまで、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」の講義を久保

淳一先生と共同で担当しています。

金融法務といっても、定義があるわけ

ではなく、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に関するものま

で多岐にわたり、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様々なものがあ

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あ

てはめることです。

法科大学院では、このような能力を、

基本法を通して身につけることになりま

すが、これは、専門分野において必要な

能力と何ら変わりません。

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つけ、現実の経

済社会に貢献、活躍してみませんか？

法律を学び経済社会に役立とう

法政大学法科大学院兼任講師（金融取引法）

野口 香織 弁護士

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講師（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

Q1. 法政大学法科大学院を志望した理由

私は幼い時から弁護士という職業に就きたいと希望

し、大学時代からも司法試験に向けた勉強をしてい

ました。しかし、司法試験を受験するにあたり、より

深く法律を学び、高度な専門知識を身に付ける必要

があると感じ、法科大学院進学を決意しました。法政

大学法科大学院を選んだのは、少人数ならではの一

人ひとりに合わせた内容の濃い授業が行われ、修了

生アドバイザーなどのサポート体制が整っているこ

とに魅力を感じたためです。

Q2. 法政大学法科大学院に入学して良かったところ

授業以外の時間でも、答案の添削や答案作成のアド

バイスを熱心に指導して頂けるところです。

また少人数・双方向教育のメリットに、先生と学生

との距離感が近く、親近感を持てることがあります。

授業の内容はもちろん、授業とは関係のない問題で

あっても気軽に質問ができますし、試験勉強一般に

ついてのアドバイスを頂くこともあります。

Q3. 法政大学法科大学院での学生生活の感想

既修者として入学した場合、司法試験まで約 2 年

間法科大学院で勉強することになります。課題やレ

ポート、試験勉強など大変なことも多いですが、司法

試験合格という同じ目標を持つ仲間と、互いに協力

し、競い合いながら、自分を成長させることができる

法科大学院を選んで良かったと感じています。

Q4. 法曹界の一員となってからの目標

私が弁護士を目指すようになったのは、家族や友人

などの大切な人たちのために、どうしたら力になる

ことができるだろうかと考えたことがきっかけでし

た。今は、司法試験に合格し、弁護士になるために無

我夢中に勉強をする毎日ですが、弁護士となった後

も初心を忘れず、どうすれば依頼人にとって一番望ま

しいか、そのために自分がどうすべきかを考えて対

処できる、依頼人の利益を一番に考えることのでき

る弁護士でありたいと思います。

■時間割（2年生）
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法学既修者
大塚 和樹

法学未修者
林 怜佑

Q1. 法政大学法科大学院を志望した理由

私は学部時代から子どもの人権問題やハーグ条約等

の国際的な社会問題に関心を持っていました。弁護士

の立場から、より良い社会づくりを目指し、日本の国際

化の一翼を担いたいと考え、法曹を目指すことにしま

した。法政大学法科大学院は、実践的な実務基礎科目・

先端科目を含む理論と実務が融合したカリキュラムと

実務教育が充実しており、自身の弁護士像を実現する

ために最高の環境であると考え、志望しました。

Q2. 少人数・双方向授業の感想

授業では、先生から複数回質問され、発表する機会

を与えられます。分かっていたつもりでも、いざ発言

してみるとうまく伝えられず、自分の理解不足を痛

感させられます。学生と先生が議論する場面で、先

生からの鋭い指摘に答えていくと理解が深まるのを

実感し、自信がつきますし、反対にうまく答えられな

かった時の悔しい気持ちも、モチベーション維持に

つながりました。

Q3. 実務科目の中で好きな科目とその理由

民事訴訟実務の基礎です。この授業では、訴訟物・要

件事実・事実認定を紛争類型別に学び、訴訟代理人

の立場から、訴状・答弁書・準備書面の作成という

主張立証の観点からも事案を考えていきます。要件

事実や事実認定を学んだ上で答弁書を作成するた

め、まさに理論と実務がつながる瞬間を実感し、とて

も楽しいです。また、担当教官が裁判官と弁護士であ

るため、実務家がどのような問題意識で具体的事例

に向き合っているのかを肌で実感できます。

Q4. 在学中に達成したい目標・日常の心掛け

司法試験合格を目標に、常に司法試験まであとどれ

くらいの日数か、あと1年半で合格するために何を

すべきかを逆算して考えています。目先だけでなく少

し先に目標を置き、一日一日を大切に過ごすよう心

掛けています。

■時間割（2年生）
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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。

志
望
別
履
修
モ
デ
ル

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
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覧

カリキュラム一覧／志望別履修モデル

2019



企業をめぐる法律問題は、多様性に富んでいます。企業法務の現

場では、商法、労働法、倒産法といった、法学既修者としては、これ

まで学習したであろう法領域を超えて、知的財産、契約法務、コン

プライアンスなどさまざまな新しい領域での知識や対応が求めら

れ、日々新しい問題が生じています。例えば、会社役員にとっては、

コーポレート・ガバナンスによる責任強化や株主代表訴訟におけ

る責任追及にさらされる受難の時代となっているのです。その意

味で、企業法務の領域は、これからの弁護士の日常的な活動にお

いて、ますます重要な役割を担っていくことは間違いないし、企業

法務部におけるインハウスローヤーの存在も、徐々にその数を増

していくでしょう。

法政大学法科大学院でも、そうした実際上のニーズにこたえるべ

く、法律基本科目や展開・先端科目で企業法務をめぐる新しい問題

を取り上げるほか、クリニック科目で、コンプライアンスなどのテー

マを掲げて、実際に弁護士の業務において生起する企業法務上の

具体的ケースを素材として議論する場を設けています。また、エク

スターンシップ科目では、企業法務部へ学生を派遣する機会を作っ

て、法務部が具体的にどのような仕事をしているかを、実際の法務

部員に担当として付いていただき、法務部内の会議への参加や契約

書の作成あるいは外部の法律事務所の訪問等の機会を通じて、体

験学習をする講座を設けています。

弁護士のこれからの仕事のあり方を考えるとき、法テラスのよう

に市民生活のさまざまな場面に浸透していくという日常化という側

面と、企業法務の分野のように専門的な知識や経験を積んで時代

の先端的なニーズにこたえていくという専門化・尖鋭化のニーズが、

同時並行的に求められる時代を迎えてい

ます。そのような多様な関心を持っ

た学生に、次代を担う者として企

業法務を積極的に習得してほし

いと考えています。

法科大学院で学ぶ法領域

公法とは――
行政法を例に

刑法とは――
論理的思考で犯罪者を裁く

民法とは――
法科大学院での民法学習について

企業法務とは――
企業活動を支える専門家を目指して

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。

法科大学院での行政法は、市民（個人であれ企業であれ）による行

政相手の裁判のための法律学です。行政相手の裁判は、実はとても

ありふれたことです。例えば、介護保険の要介護度の認定に不満が

ある、労災認定の申請をして拒否された、年金の受給資格がないと

言われた、固定資産の評価額に不満がある、というのなら、決定した

行政を相手に争うことになります。公立学校での事故について損害

賠償を求める例も少なくありません。企業はどうでしょうか。所得を

隠ぺいしたとして加算税を課された、飲食店や風俗店に営業停止命

令が出された、酒類販売の許可の申請を拒否された、という場合、納

得がいかないのであれば行政を訴えます。

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

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

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。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。

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

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、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

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

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

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。

酒類販売の許可を申請するとき、その事業者は営業の自由を憲

法で保障されています。許可申請を拒否する決定に対して事業者

は、人権である営業の自由に基づいて裁判で争うことになります。実

際、いくつかの裁判で、酒屋営業を規制している酒税法という法律

は憲法違反だという主張がみられます。この主張は憲法学で学びま

す。酒税法が憲法違反でないとしても、行政が酒税法に基づいて正

しく申請を審査したとは限りません。申請者側の事情について誤認

があったり、審査の基準がいい加減だったりして、決定が酒税法に

違反していることも大いにありえます。この法律違反（違法）の議論

を担当するのが行政法です。また、違憲をいうにせよ、違法をいうに

せよ、この種の裁判は行政訴訟として行われますので、やはり行政

法を学んでおく必要があります。

行政法というと公務員のための法律学と思われがちですが、法曹

養成のための法科大学院では、行政を相手にする裁判の進め方、裁

判での主張方法を学びます。さまざまな分野の行政法令を的確に

検索し、解釈し、適用して、事件を処理していく能力を身に付けるこ

とが目標です。法学部で親しみにくいといわれた行政法学が、法科

大学院ではより実践的で明解な法体系として現れます。法曹を目指

す諸君の興味を大いにかきたてることでしょう。

浜川 清　 教授

今井 猛嘉　 教授

遠山 純弘　 教授

中村 芳彦　 教授（実務家）

行政を相手に裁判する 一定の形式に従った思考

他の分野との関連づけ

憲法と行政法学を一体的に学ぶ

法科大学院での行政法の新しい姿

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。
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教授　廣尾 勝彰

教授　明田川 昌幸

教授　田中 開教授　今井 猛嘉

教授　遠山 純弘教授　柴田 和史

教授　浜川 清

教授　日野田 浩行

専任教員一覧

法政大学大学院法務研究科長

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

法政大学大学院法務研究科教授
日本学術会議連携会員

法政大学大学院法務研究科教授
司法試験考査委員、弁護士

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

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

法政大学大学院法務研究科教授

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

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

現職および主な経歴

● 民事訴訟法演習Ⅰ
● 民事訴訟法演習Ⅱ

● 刑法各論 
● 刑法演習Ⅰ ● 刑法演習Ⅱ
● 国際刑事法 ● 経済刑法

● 行政法基礎 ● 行政法 ● 行政法演習Ⅰ 
● 行政法演習Ⅱ ● エクスターンシップ

● 刑事訴訟法演習Ⅰ
● 刑事訴訟法演習Ⅱ

● 商法演習Ⅰ ● 商法演習Ⅱ
● 企業結合法Ⅰ ● 企業結合法Ⅱ

● 統治の基本構造 ● 基本的人権
● 憲法演習Ⅰ ● 憲法判例演習Ⅰ　　
● 憲法判例演習Ⅱ
●ドイツ法 ●  現代人権論

● 商法Ⅰ ● 商法Ⅱ
● 商法演習Ⅰ ● 商法演習Ⅱ
● 企業取引法Ⅰ ● 企業取引法Ⅱ

● 財産法Ⅰ ● 財産法Ⅱ ● 民法演習Ⅲ

民事訴訟の本案の審理の在り方

最近の研究テーマ

『LEGAL QUEST 刑法各論』
（有斐閣、2013）

『LEGAL QUEST 刑法総論』
（有斐閣、2012）

『コンメンタール行政法Ⅱ
行政事件訴訟法・国家賠償法』

（共編著、日本評論社、2006）

『コンメンタール行政法Ⅰ
行政手続法・行政不服審査法』

（共編著、日本評論社、2008）

「行政改革下における行政と行政法」
（公法研究 70号、2008）

『演習刑事訴訟法』
（共著、有斐閣、2005）

『刑事訴訟法〔第 3版〕』
（共著、有斐閣アルマ、2008）

『会社法詳解』（商事法務、2009）

『現代会社法入門・第 3版』
（共著、有斐閣、2009）

『類型別中小企業のための会社法』
（三省堂、2012）

「民主制原理と機能的自治」
（曽我部・赤坂編『憲法改革の理念と展開（上巻）』
所収、信山社、2012）

「選挙権・被選挙権の性質」
（『憲法の争点［第三版］』所収、有斐閣、2008）

「裁判公開と刑事確定訴訟記録の閲覧」
（『憲法判例百選Ⅱ［第 5版］』所収、有斐閣、2007）

「商法 504条ただし書と消滅時効」
（商法（総則商行為）判例百選第5版、有斐閣、2008）

『商法概論Ⅱ 会社法』
（共著、青林書院、2010）

「第三者割当増資と利益相反」
（『ジュリスト』1424号、2011年 6月 15日号）

「債権譲渡と債務者の異議を留めない承諾」
（北海学園大学法学研究 39巻 2号、2003）

「債権譲渡の通知・承諾の効果（1）（2・完）
－特に契約債権の譲渡について（民法
468条 2項）－」

（商学討究 54巻 4号（2004）、55 巻 4号（2005））

「ドイツ法における催告解除と契約の清
算（一）（二）（三・完）－催告解除は解除
法における万能薬か－」

（北海学園大学法学研究 45 巻 3号（2009）、
46 巻 2号・3号（2010））

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文
最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文
最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文
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担当科目 担当科目 担当科目

担当科目 担当科目担当科目
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message

message

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。

法律の勉強は、条例と判例・学説が基本のため、つまらなく味気ないもの

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とを期待します。

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迷路の中に入ってはいかがでしょうか。

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さい。

「ローマは一日にしてならず」です。

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。

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。

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、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、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にも努めて、良き法曹になっ

ていただきたいと思います。

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、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。

行政法は、特徴さえつかめば学ぶことは難しくありません。行政法の基本

的な概念と制度を理解し、多様な法令を読めるようになることが第一歩で

す。行政を被告とする裁判では、国民である原告の主張はほとんど行政側

の行為の違法に尽き、それを展開できることが目標です。企業法務では、規

制官庁に対応し、コンプライアンスを確保するうえで、各種の事業法が読め

ることが期待されています。増え続ける行政事件に強くなり、官庁はもちろ

ん企業でも求められる行政法の知識を是非身に付けてください。
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教授（実務家） 中村 芳彦

教授　矢口 俊昭 教授（実務家） 高須 順一

教授（実務家）  宮﨑 礼壹

教授（実務家）  門野 博 教授（実務家） 水野 智幸

教授（実務家）  井上 稔 教授（実務家） 米谷 三以

専任教員一覧

法政大学大学院法務研究科教授、弁護士
元札幌地裁所長、元名古屋高裁判事部総括
元東京高裁判事部総括

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

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
法制審議会民法（債権関係）部会幹事

法政大学大学院法務研究科教授
経済産業省通商政策局国際法務室長
元世界貿易機関（ＷＴＯ）法律部法務官法政大学大学院法務研究科教授

元司法研修所教官
元旧司法試験考査委員
元さいたま家庭裁判所長

法政大学大学院法務研究科教授
元内閣法制局長官

法政大学大学院法務研究科教授、弁護士
元旧司法試験考査委員
元司法研修所民事弁護教官

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

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
現職および主な経歴

現職および主な経歴

● 刑事訴訟法演習Ⅰ
● 刑事訴訟法演習Ⅱ ● 刑事法演習
● 刑事事実認定の基礎

● 刑法総論 ● 刑事訴訟法Ⅰ
● 刑事訴訟法Ⅱ ● 刑法演習Ⅰ
● 刑法演習Ⅱ ● 刑法判例演習Ⅰ
● 刑法判例演習Ⅱ ● 刑事基礎演習
● 刑事訴訟実務の基礎
● クリニック（刑事法）

● 憲法演習Ⅰ ● 公法演習Ⅰ
● 公法演習Ⅱ ● 憲法訴訟論

● 民事訴訟法演習Ⅰ
● 民事訴訟法演習Ⅱ ● 民事法演習
● 民法判例演習Ⅰ
● クリニック（コンプライアンス）

● 国際経済紛争処理 ● 国際経済法Ⅰ　　
● 国際経済法Ⅱ

● 民事基礎演習 ● 民法演習Ⅰ
● 民法演習Ⅱ ● 民法演習Ⅲ
● 要件事実演習

● 刑事訴訟実務の基礎
● 刑事政策Ⅰ ● 刑事政策Ⅱ

● 民事訴訟法Ⅰ ● 民事訴訟法Ⅱ
● 民事訴訟法判例演習Ⅰ ● 民事訴訟法判例演習Ⅱ
● 民事訴訟実務の基礎 ● ローヤリング（面接交渉）
● クリニック（市民間紛争） ● エクスターンシップ 
● 倒産法Ⅰ ● 倒産法Ⅱ ● 倒産法演習

『裁判員裁判への架け橋』（判例タイムズ社、2012）

「証拠開示に関する最近の最高裁判例と今後の課題」
（『原田國男判事退官記念論文集』所収、
判例タイムズ社、2010）

「黙秘権の行使と事実認定」
（『刑事事実認定の基本問題（第 2 版）』
所収、成文堂、2010）

「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産の範囲」
（『 判例タイムズ 』1099号、2002）

「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）

『欧州統合とフランス憲法の変容』
（共著、有斐閣、2003年）

「立法裁量論」
（『憲法の争点』所収、有斐閣、2008 年）

『憲法訴訟の現状分析』
（共著、有斐閣、2012 年）

『ロースクール民事法』
（酒井書店、2009）

『民法（債権法）改正を問う』
（酒井書店、2010）

「詐害行為取消権の法的性質に関する
実証的検討（上）（下）」

（NBL 949号、950号、2011）

Current Application of the WTO Rules to Domestic Policy 
Measures: An Effective Promotion of Trade, Or an Unnecessary 
Distortion of Markets?, in ""The Future of the Multilateral 
Trading System: East Asian Perspectives""(Akira Kotera et 
al(eds.)),Cameron May, ２００９

「適用法規 - 国際法の直接適用とその合意」
（『国際投資協定 – 仲裁による法的保護』小寺彰編所収、三省堂、2010）

「国際金融危機への通商法の対応とその課
題－国際経済法を貫く公共哲学の必要性」

（日本国際経済法学会年報第 20号、2011）

『Q&A  不動産競売の実務』
（新日本法規出版、加除式）

『債権執行手続の実務 1･2』
（新日本法規出版、加除式）

「韓国法制処・法務部・憲法裁判所訪問記」
（ジュリスト 1322号、2006）

『法令用語辞典 第 9次改訂版』
（共編著、学陽書房、2009）「弁護士と ADR」

（『仲裁と ADR 』仲裁 ADR 法学会誌 VOL2・36頁
以下、商事法務、2007）

「紛争処理過程における第三者の役割」
（『紛争と対話 』（法動態学叢書 4）山本顕治編、法律
文化社・116頁以下、2007）

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文

最近の主要著書・論文
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私は、裁判官として 37 年余り勤務し、退官直前の 1 年余りの間は、家事紛争

事件および少年非行事件を担当していましたが、この紛争分野については

実務法曹の関与は乏しく、司法改革の成果が十分に浸透していません。多く

の若者が実務法曹の社会的役割・責任を自覚し、法科大学院への入学を目

指すことは大変うれしい限りです。私としては、皆さんが抱いているそれぞ

れの目標が達成できるように少しでも助力できれば幸いであると思うととも

に、法科大学院の学生生活を 5 年後、10 年後に顧みたときに、お互いに充実

した日々であったと感じられるような人間交流を持ちたいと考えています。

法曹を目指す学生として、そして法曹として必要な基本的資質として、所属弁

護士会の先輩から伝えられた３つのＹの原則というのがあります。第一のＹ

は、柔らかな頭、第二のＹは、優しいハート、第三のＹは、勇気です。硬直した

頭ではなく、さまざまな人の意見や考え方を柔軟に取り入れながら、発展的

な思考ができること、そしてそれを勇気を持って実践していくことです。それ

は、多角的に物事を考えられる法曹像が求められる今日の社会において

必要なことであり、また法科大学院における勉強でも大切なことだと思い

ます。皆さんの健闘を願っています。

message
message

法科大学院制度の創設から約 10 年、それをめぐる環境は大きく変りつつあ

りますが、多様なバックグランドをもった人から法曹を育てるという本制度

の理念に変化はありません。むしろ益々複雑化する社会においてこのような

法曹養成は緊要と思われます。専門知識の教育はもとより、広い視野をもつ

柔軟な思考力を育てる本学において法曹をめざすことを期待します。

裁判員制度が施行され、新しい刑事裁判制度がスタートしました。また、被

害者参加制度も実施されるなど刑事法の分野は全く新しい局面を迎えてい

ます。しかし、このような新しい制度が真に国民のための有意義な制度とし

て定着するか否かは、それを担う人材をどれだけ輩出するかということにか

かっているように思います。皆さんが、正しい法律知識やデュープロセスの精

神を学び取り新しい制度を担ってくださることを心より期待いたします。

「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。」

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にいらっしゃいませんか。

どんな仕事でも、確立した分野と開拓が必要な分野とがありますが、弁護士

業務における国際経済法実務は後者です。企業が事業を展開していくうえで、

または政府が企業の事業展開を支援するために、どのように国際ルールを

使い、ルール作りに参画していくかについて助言することが仕事になります。

通商、投資、租税、環境等あらゆる分野の法律知識その他を総動員すること

が必要です。新しい分野に関心のある人の参入を期待します。

学問は皆そうですが、特に法律学は、現実の混沌から抽出されてきたも

のです。学問の持つ「経験しなくとも、論理的演繹によって解決策に辿り

つける」方法を与えてくれる力はすばらしいものですが、同時に隣接分野

の各基本構造や法適用の実態を知る努力をしないと、辿りついた解決策

は怪しげなものになります。人生でもう度々はない学習に専念できるこの

期間、大いに互いの頭脳キャパシティを拡げましょう。

勉強の能率を上げるこつは、 ★面白がってしまうこと★です。

刑法や刑事訴訟法の勉強の中にも、思わず笑ってしまうポイントがいくつ

もあります。一緒にみつけてみませんか？

message

message

message

message

担当科目

教員データ
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教授（実務家）  山崎 雅彦

専任教員一覧 学習相談：特任講師・支援弁護士

兼担・兼任教員一覧

教授　新堂 明子

法政大学大学院法務研究科教授
弁護士
第二東京弁護士会懲戒委員会委員
元日本弁護士連合会監事 法政大学大学院法務研究科教授

現職および主な経歴

現職および主な経歴

● 法曹倫理 ● クリニック（生活紛争）

● 民法演習Ⅰ ● 民法判例演習Ⅱ

『弁護士倫理の理論と実務』
（共著、日本加除出版、2009）

『倫理研修』
（日弁連研修叢書現代法律実務の諸問題
〈平成 21年度研修版〉収録、第一法規）

最近の主要著書・論文

「債権法改正と契約法理・契約と第三者」
（『法律時報』86 巻 1号（通巻 1068号）52頁、2013）

「いわゆる耐震強度偽装事件において、建築主事の建築確認が国家賠償
法 1条1項の適用上違法となるとはいえないとされた事例（最三判平成
25・3・26裁時 1576号 8頁）についての覚書」

（『NBL 』1009号 33頁、2013）

最近の主要著書・論文

担当科目

担当科目

message
message

人間に生まれた以上は、社会や人の役に立つ仕事がしたい。そんな動機で

私は法曹を志しました。司法書士や行政書士など弁護士の廻りにはいろい

ろ隣接業種はありますが、自ら厳しい倫理を定め、自ら運用しているのは

弁護士会だけです。弁護士の業務が信用されるのは、資格を取れる知識が

あるだけでなく、資格を保持するに必要な倫理観を弁護士が共有している

からと考えます。正義感に燃え、正義の実現の役に立ちたいと考えている

皆さんは、厳しいけれども資格を取ることに是非チャレンジして下さい。お

手伝いします。

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。

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。いっしょにがんばりましょう。

氏 名 本 務 担当科目

川村 洋子 法政大学法学部教授 民法演習Ⅱ

岸井 大太郎 法政大学法学部教授 経済法Ⅰ・Ⅱ、経済法演習

坂根 徹 法政大学法学部准教授 行政学

杉田 敦 法政大学法学部教授 政治理論

田中 利幸 法政大学法学部教授 刑法演習Ⅰ・Ⅱ

中野 勝郎 法政大学法学部教授　 アメリカ政治論

西田 幸介 法政大学法学部教授　 行政法演習Ⅰ・Ⅱ

藤本 茂 法政大学法学部教授　 労働法Ⅰ

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　

柳 明昌 法政大学法学部教授 商法演習Ⅰ・Ⅱ、金融商品取引法Ⅰ・Ⅱ

麻生 光洋 弁護士（市野澤法律事務所） クリニック（刑事法）

泉澤 章 弁護士（東京合同法律事務所） 労働法演習

上原 裕之 弁護士（宗田親彦法律事務所） 現代家族の法と手続

宇都宮 純子 弁護士（宇都宮総合法律事務所） 国際取引法

大越 義久 東京大学大学院　総合文化研究科教授 刑法演習Ⅰ・Ⅱ

大島 稔彦 元参議院法制局長 立法学

大中 有信 同志社大学大学院司法研究科教授 債権回収法

大場 敏彦 流通経済大学法学部教授 社会保障法

岡田 理樹 弁護士（石井法律事務所） 法曹倫理　

上村 直子 弁護士（長島・大野・常松法律事務所）　 国際関係法（私法系分野）Ⅱ

菊田 行紘 弁護士（TMI 総合法律事務所）　 クリニック（刑事法）

氏 名 本 務 担当科目

久保 淳一 西村あさひ法律事務所 金融取引法

小池 邦吉 弁護士（港総合法律事務所）　 法情報・法律文書作成

桜井 健夫 東京経済大学現代法学部教授・
弁護士（桜井法律事務所）　 消費者法

白藤 博行 専修大学法学部教授　 地方自治法

申 美穂 明治学院大学法学部専任講師 国際関係法（私法系分野）Ⅰ

鈴木 和孝 東京地方裁判所 裁判官 民事訴訟実務の基礎

角田 政芳 東海大学専門職大学院実務法学研究科教授 知的財産法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

堂園 昇平 三井住友信託銀行法務部 信託法

中網 栄美子 秀明大学学校教師学部専任講師 法制史、法情報・法律文書作成

中込 一洋 弁護士（司綜合法律事務所）　 法情報・法律文書作成

中村 芳昭 青山学院大学法学部教授　 税法

西川 佳代 横浜国立大学大学院国際社会科学府教授 民事執行・保全法　

沼田 雅之 元大阪経済法科大学法学部准教授 労働法Ⅱ

野口 香織 弁護士（稲葉総合法律事務所） 金融取引法

平林 勝政 國學院大學法科大学院特任教授　 医事法

福士 文子 株式会社ディーアンドエム
ホールディングス法務部 英文契約文書作成

松村 良之 千葉大学大学院専門法務研究科非常勤講師・
北海道大学名誉教授 法と経済学

松本 悟 弁理士（京橋知財事務所）　 知的財産法Ⅰ　

柳 憲一郎 明治大学法科大学院法務研究科専任教授 環境法

岩井 勝弘
修習期
新第 60 期
所属事務所
岩井
法律事務所

菅谷 浩
修習期
新第 60 期
所属事務所
愛宕中央
法律事務所

安齋 瑠美
修習期
新第 63 期
所属事務所
大塚孝子
法律事務所

大門 あゆみ
修習期
新第 64 期
所属事務所
法律事務所
リエゾン

髙山 由起
修習期
新第 65 期
所属事務所
五反田
法律事務所

江西 俊介
修習期
新第 61期
所属事務所
朝日中央綜合法律事務所

北岡 郁
修習期
新第 60 期
所属事務所
西和総合
法律事務所

若林 豪史
修習期
新第 60 期
所属事務所
SOS
法律事務所

小川 貴裕
修習期
新第 63 期
所属事務所
アディーレ
法律事務所

得重 貴史
修習期
新第 64 期
所属事務所
助川
法律事務所

笠原 祥乃
修習期
新第 66 期
所属事務所
町田シビック
法律事務所

野中 英樹
修習期
新第 61期
所属事務所
大西総合法律事務所

紺野 加奈子
修習期
新第 60 期
所属事務所
ほくゆう総合
法律事務所

土取 義朗
修習期
新第 62 期
所属事務所
村田・若槻
法律事務所

栢原 和男
修習期
新第 63 期
所属事務所
柏原語六
法律事務所

中尾田 隆
修習期
新第 64 期
所属事務所
淵上
法律事務所

嶋崎 満久
修習期
新第 66 期
所属事務所
西和総合
法律事務所

小島 梓
修習期
新第 64 期
所属事務所
フラクタル法律事務所

齋藤 成俊
修習期
新第 60 期
所属事務所
法律事務所
リエゾン

西宮 英彦
修習期
新第 62 期
所属事務所
みらい総合
法律事務所

田村 哲雄
修習期
新第 63 期
所属事務所
高須・高林・
遠藤
法律事務所

穐吉 慶一
修習期
新第 65 期
所属事務所
中林
法律事務所

村木 孝太郎
修習期
新第 66 期
所属事務所
アイエム
法律事務所

大原 武彦
修習期
新第 65 期
所属事務所
大原法律事務所

教員データ／学習相談
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修了後のサポート 施設・設備 institution ＆ equipment

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。 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。

 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。

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

アクセスできる IT 環境を整備しています。

また、法科大学院では学生の在校時間が

長くなることが多いため、自習などへ配慮

した設備を整えています。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。

また、法科大学院棟向かいの TS ビルに

は法律事務所リエゾンを開設しています。

勉強の合間にリラックスできる、落ち着

いた雰囲気のコミュニケーションスペース

です。

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

8：3 0～ 2 3：0 0の間、4階院生研究室（▶31

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各種オンライン

データベースの利用・修了生アドバイザー制度

（▶12ページ）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。

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。

法科大学院棟近くの TS ビルに、法務専修生

専用フロアを確保し、自習室・ゼミ室・談話室

を用意しています。

一人1席の専用キャレル（自習席）を使用する

ことができ、学習に集中できる環境です。

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各種オンライン

データベースの利用、修了生アドバイザー制度

（▶1 2ページ）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。

法務専修生・3年生を対象として、本学修了生

である現役弁護士による、チューター制度や課

外自主ゼミなど、複数のグループが立ちあげら

れて実施されています。

■修了者数・修了率

院生研究室（キャレル） P.31へ4F

講義室・演習室 P.32へ2・3・5F

法廷教室 P.31へ2F

図書室 P.32へB1F

談話室1F

1995年 より2000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
判事法服を展示してい
ます。

最高裁判所判事法服展示1F

法科大学院棟自習席特別利用制度

法務専修生制度

その他のサポート

施
設
・
設
備

修
了
後
の
サ
ポ
ー
ト

修了後のサポート／施設・設備
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院生研究室（キャレル）

法廷教室

講義室・演習室2・3・5F

図書室B1F

4F

2F

施設・設備

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、情報コンセントが付属している

ので、貸与されるパソコンでネットワークに接

続し、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。

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）

法政大学法科大学院におけるリーガル・クリニックの拠点

となる法律事務所。弁護士である実務家教員と修了生弁護

士が所属し、学生の指導にあたります。

❶ ローライブラリー（TKC 法律情報データベース）

❷ 第一法規法情報綜合データベース（D1-Law.com）

❸ LLI 統合型法律情報システム

LEX/DB インターネット、法学紀要データ
ベース、速報判例解説、法学資料データ、法律
時報文献月報検索サービス

判例体系、現行法規（履歴検索）、現行法規（現
行法検索）、法律判例文献情報、要件事実体系

最高裁判所判例解説、判例タイムズ、ジュリス
ト、判例百選、旬刊金融法務事情、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、V-PassⓇ

（有斐閣重要判例検索サービス）

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。

鍵付きガラス書棚

大型ロッカー

講義室2［2F］

演習室［3F］講義室1［2F］
ゆったりとした
自習席

電源＆情報コンセント

法律事務所  リエゾン（TSビル2階）

学内で
利用可能な
データベース

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 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。

一人一台貸与される
パソコン

鍵のかかる引出し

institution ＆ equipment
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法曹として活躍する修了生たち

弁護士登録をしてから現在まで、一般民事（交通事故、貸金、土地

境界、建物明渡など）、家事（離婚、相続など）、労働（解雇、未払賃金

など）、債務（破産、任意整理など）を幅広く扱ってきました。依頼者

の大半は個人ですが、商法を専門的に勉強している関係で、会社法

の訴訟事件も常時取り扱っています。弁護士となった以上は公益活

動にも取り組みたいとの想いから、成年後見人・保佐人を務めたり、

神奈川住宅紛争審査会の紛争処理委員として調停による紛争解決

にあたったりもしています。

個人・法人の依頼から公益活動まで手掛ける問題は多様ですが、

仕事では顧客が理解しやすいように普段よりもゆっくり話すこと、

そして極力、専門用語を使わないよう心掛けてきました。法律の専

門用語は難しいので、まずは平易な言葉に置き換えて説明すること

が大切であり、それができるのがプロだと考えているからです。

また、2012年に自身の事務所を開設してからは、安定的な経営と

いう意識も高くなりました。依頼を増やすことは簡単ではありませ

んが、だからこそ初心を忘れず、手元の事件を一つずつ丁寧に処理す

ることで顧客の信頼を得る必要があると思いますし、一人の学者と

して 2年に1本のペースで商法の論文を書いていくことも当面の目

標としています。論文を書くことが、すぐに仕事に直結するとは思

いませんが、高い専門性を有することは法曹としての強みになるは

ずです。法曹の人数が増え、業界が転換期を迎えている今、我々一

人ひとりの弁護士も変革の中で生き残りをかけていかなければな

りません。そのためにも、“弁護士は法律を使ったサービス業”とい

う意識を持つこと、専門性を磨き続けること、日々の時間を効率的に

活用・コントロールすることにより、他者とは違う自分のスタイルを

確立し、依頼者に選ばれる弁護士になりたいと考えています。

法政大学法科大学院は、自分のペースで勉強できるという点が私

に向いていたと思います。他のロースクールでは、授業の予習が大

量に課されるとも聞きますが、法政大学法科大学院は予習が適度

な量だったため、自分の計画に従って司法試験に向けた自習を進め

ることができました。少人数教育で先生方との距離が近く、気軽に

質問できるのも魅力でした。カリキュラムでは、リーガル・クリニッ

クのエクスターンシップが印象に残っています。協力法律事務所で

現実の事件記録を拝見したこと、裁判所での弁論準備手続に同席さ

せていただけたことは大変貴重な体験であり、法曹の実務に触れた

ことで司法試験に対するモチベーションが高まりました。

実力を伸ばすうえでは、共に学び合える仲間たちも非常に大き

な存在で、一通り法律知識を得たあとは、一緒にゼミを組んで議論

しました。中途半端な理解ではうまく説明ができませんから、仲間

との議論は理解不足な箇所の発見につながります。ただし、皆が判

例・通説に従って議論したのでは、結論を確認するだけになってし

まいます。論点の理解を深めるために、ゼミの場では誰か一人があ

えて反対説を採り、互いに見解を批判し合うことをお勧めします。ま

た、法政大学法科大学院では OB・OG 弁護士も各種のゼミを開催

しています。かくいう私も協力弁護士としてゼミを受け持ち、受講生

に多くの気づきを促せるような指導を心掛けています。ゼミは苦手

科目を克服し、得意科目をさらに得意にするうえで有益ですので、

ぜひ積極的に参加していただきたいと思います。

弁護士は、事件を解決できたときには依頼者から感謝され、報酬

も頂ける素晴らしい職業です。全く同じ内容の事件というのは存在

しないため、常に新し

い問題を解決する新

鮮さ、面白さを感じら

れます。皆さんも法科

大学院在学中はとに

かく必死に勉強し、一

発合格を目指してくだ

さい。

今は業界の転換期。弁護士も選ばれる存在になることが必要

充実のサポート体制を活かして必死に学び、一発合格を！
弁護士
岩井 勝弘

岩井法律事務所
2006年　法政大学法科大学院修了
　　　　（法学既修者）
2006年　新司法試験合格
　　　　新第60期司法修習生
2007年　本町中央法律事務所入所
2012年　岩井法律事務所開設

法政法科大学院同窓会は、現在法政

法科大学院に対して入学前から修了後

に至るまでさまざまな支援を実施して

います。

例を挙げれば、本学 OB・OG 弁護士

による入学予定者対象の自主勉強会、

毎年 4月末に開催する新入生歓迎会、司

法修習生の就職活動の支援なども積極

的に実施しています。

法科正課授業の主要科目には多くの

会員が特任講師に就任し、担当教員と

受講生へのサポートに尽力しています。

また、正課外では会員達の自主的な

活動となりますが、論理的思考力や文

章起案能力を高めるための「ゼミ」を

実施しており、後進の指導に積極的に

携わっています。

法科大学院を取り巻く環境は正に「存

続を掛けた切磋琢磨 」のときを迎えて

います。しかし、今後法曹への需要が減

ることはなく、社会へ有為な法曹を本学

から絶えることなく送りだしていかな

ければなりません。

このように、法政法科大学院同窓会

は、法科大学院での学習、実務修習およ

び就職活動などのさまざまな面で在学

生・修了生の皆さんをバックアップする

ことにより、司法試験に合格し、一日も

早く実務家として活躍できるように期

待しています。

法政大学法科大学院同窓会長からのメッセージ

法政大学法科大学院同窓会長

菅谷 浩弁護士
（愛宕中央法律事務所 第 1 期修了生）

法
科
大
学
院
同
窓
会

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／法科大学院同窓会
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「法政法曹会」（OB組織）が強力にバックアップ 学費・奨学金

私が法律実務家の道を志したのは、第二次世界大
戦が終結して間もない頃のことでした。当時、A 級戦
犯の戦争犯罪責任を裁くため設置されていた極東国
際軍事裁判所（いわゆる東京裁判）の法廷で敗戦国民
である日本人弁護士たちが戦勝国出身の裁判官や
検察官を相手として聊かも臆すること無く獅子奮迅
の弁護活動を展開していた姿を目の当たりにして、私
も心密かに弁護士として社会のために貢献したいと
考えるようになったのです。

その後 60年余、我が国は、世界第二の経済的大国
に発展しましたが、バブルの崩壊を契機に、政治的、
経済的混乱期へと大きく移り変わり、また、それに伴
い社会的格差も一段と広がって参りました。

このような最中（さなか）にありながら、我が国社会
は、行政による事前規制の社会から、自主規制、自己
責任への社会へと大きく転換しようとしています。し
かし、一般市民に対し、いきなり「自主規制」とか「自己
責任 」とか言ってみても、その対応いかんによっては、
善意の市民の権利が著しく損なわれることになりか
ねません。そのような事態を回避するために、予防法
学的見地からの権利確保や権利救済のための各種
法的手段を含めて、司法の果たすべき役割は一層増
大することになったと言えましょう。

言うまでもなく、法科大学院は、このような新時
代における司法を担う人材を養成するため創設さ
れた教育機関です。とりわけ、明治維新達成後の近

代市民社会における司法制度を担う法律実務家を
養成するための法律専門学校として創設されたわ
が法政大学は、爾来 13 0年余の長きにわたり、多く
の逸材を我が国法曹界に送り続けて参りました。

法政大学は、いまここに再び一世紀余の歳月を
経て、その由緒ある歴史と伝統をベースとしなが
ら、新時代のロイヤーを育成するため法科大学院を
創設するに至りました。

法政大学出身の法律実務家（裁判官、検察官、弁護
士）及び法学研究者をもって構成されている法政大学
法曹会（登録会員約 460名）としても、法政大学法科大
学院を全面的にバックアップして参りたいと存じてお
ります。具体的には、多くの会員が法科大学院におけ
る教育、指導活動に従事し、あるいはエクスターンシッ
プの受入れなどに協力しています。法政大学は、校歌
の一節にもあるように、「良き師、良き友、集い結べり」
という素晴らしい伝統を有していますが、この伝統は、
多くの卒業生の間に今なお脈々として受け継がれて
います。優秀な教員の先生方、そして、多くの先輩法律
家による懇切、丁寧な指導は、必ずや法律実務家を志
す皆さんたちにとって掛け替えのないものとなること
でしょう。私は、法政大学法曹会の先輩の一人として、
法律実務家への道を志す皆さんが、一人でも多く法政
大学法科大学院への進学に挑戦されることを願って
やみません。皆さんのご健闘、そして、これからのご活
躍を切に祈って止みません。

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

大学院教授からなる総勢約 4 60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・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、会員が法律事務所リエゾンの協力弁護士やエクスター

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。

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）
  2015年度 10名以内　

(2) 授業料相当額の 50% 受給者（54万円）

  2015年度 10名以内

※受給者の選考は、年度ごとに行います。

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。

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。2014年度法科大学院生への貸与月額

（実績）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

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）
  2015年度 10名以内

(2) 年額 50万円受給者
  2015年度 20名以内

※受給者の選考は、年度ごとに行います。

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。

法科大学院独自の奨学金（2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。

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用意
していますが、奨学金制度の拡充もその一つです。

※このほかに諸会費がかかります。
注 1：授業料と教育充実費は、入学

手続時に年額のうち 1期分
（半額）を納入。

注 2：2年目以降は授業料・教育充
実費の合計額機関誌『法政法曹』

法政大学法曹会会長・
法政大学法学部教授

金子 征史

元最高裁判所判事 ・弁護士

遠藤 光男

法政大学法曹会事務局長・弁護士・
法政大学法科大学院専任教授

山崎 雅彦

法政大学法学部卒業。1955 年 4
月弁護士登録、法政大学法学部講
師・司法研修所民事弁護教官・日
弁連司法修習委員会委員長など
を歴任した上、1995 年 2月最高
裁判所判事、2000 年 9月同退官
後、2003年 3月まで財団法人法
律扶助協会会長在任。

1967年法政 大学法学部卒業、
大学院博士課程、立正大学専任
講師を経て、1976年、法政大学
法学部助教授、1981年、法学部
教授、現在に至る。この間、現代
法研究所所長、法学部長、法政
大学常務理事、日本労働法学会
理事、日本教育法学会理事を歴
任。2011年より法政大学法曹会
会長。

1975 年法政大学法学部卒業。
同年司法試験合格。1978 年弁
護士登録。1986 年山崎雅彦法
律事務所開設。2006 年から法
政 法科大学院 兼 任教授、2012
年から専任教授。著書に『弁護士
倫理の理論と実務』（東京三会有
志・弁護士倫理実務研究会編、
日本加除出版）がある。

新時代の司法を支える人材として育って欲しい

学 費

奨学金

入学金

授業料

教育充実費

合　計

円

円

円

円

270,000 

1,080,000 

140,000 

1,490,000

円

円

円

円

135,000 

1,080,000 

70,000 

1,285,000

法科大学院奨学金（入学時特別奨学金）

法政大学創立100周年記念特別奨学金

国の教育ローン

日本学生支援機構奨学金

法科大学院奨学金（成績優秀者奨学金）

法政大学大学院奨学金

1

4

6

5

2

3

法政大学の学部卒業者・
大学院修了者（　　　　　　　　　）

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。

日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター
0570 -00 -8656

学
費
・
奨
学
金

法
政
法
曹
会

法政法曹会／学費・奨学金
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● 新たに 2 種類の入試を導入します。

▶既修者を対象とした「特待生入試」（2年間の授業料相当額の奨学金を給付）を実施します。

詳細は HP上の「特待生入試要項 」をご覧ください。但し、留級等一定の基準を満たせなかった場合は以降の全額給付を受ける

ことができなくなります。

▶未修者を対象とした「社会人特別入試」を2月（第 4期）に実施します。

　 これは、社会人としての経験を法曹の活動に生かすことが期待される方を選抜することを目的とするもので、詳細は7月以降に

HP にて入試要項等を掲載しお知らせします。

● 既修者試験 A 方式の科目数・実施方法・試験時間を一部変更します。

▶出題科目から商法を除き、「憲法」・「民法」・「刑法」・「民事訴訟法」・「刑事訴訟法」の全5科目とします。

▶「憲法 」・「民法 」・「刑法 」は従来通り論文式（各科目 60 分）ですが、「民事訴訟法 」・「刑事訴訟法 」は短答式とし、時間は 2 科目で 

60 分とします。

▶併せて、既修者試験 B 方式受験者の「2014 年法学既修者試験結果」の提出は第 1部と第 2 部までとなります。

● 未修者試験に 2方式（C方式：非来校型・D 方式：来校型）を導入し、従来の小論文試験を廃止します。

▶ C 方式 ︲8月（第 1期）：法科大学院全国統一適性試験第 4 部「表現力を測る問題」の答案（写）を提出、本大学院が適性試験管理

委員会の採点指針を基に独自に採点を行い、その他の出願時提出書類と共に審査を行い合否を決定します。そのため、試験会

場に来校の必要はありません。

▶D 方式 ︲9月・10月（第2期・3期）：出願時提出書類及び面接により合否を決定します。

● 同日実施の既修者試験と未修者試験について、併願を可とします。

● 入学検定料について、単願及び併願共に 2回目以降の金額を 10,000円とします。（詳細は別項参照）

法政大学法科大学院の理念・目的を理解し、市民間の紛争や企業法務に強い誠実な法曹を志す全国の志願者に広く門戸を開いてい

ます。社会人や法学部以外の大学卒業生については、就業期間、医師・弁理士・会計士などの専門的資格、外国語能力試験結果など

に応じて加点する方式を採用した上、法学未修者枠を 10名設けて、多様な人材を受け入れるよう入試制度を工夫しています。

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。

（法学既修者の場合、入試の得点により1年次の履修科目の一部について履修が免除されないことがあります。）

大学卒業者、大学院修了者及び 2015年 3月に卒業見込みの者、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。（詳細は入学要項をご覧ください。）

また、「 2014年 法科大学院全国統一適性試験」の受験を必須とします。但し、適性試験スコア（総合得点）が適性試験総受験者の下位

15％未満の場合は出願できませんのでご注意ください。

2015 年度入試概要

入試変更点

アドミッション・ポリシー

受験資格（法学未修者・法学既修者共通）

募集人員

法学未修者と法学既修者の定義

■ 法学未修者（3年）  10名

■ 法学既修者（2年） 50名

入試関連日程・募集人員・入学検定料

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、選考の際に適性試験の点数に対し

10点を限度として加点する方式により考慮されます。

C 方式：法科大学院全国統一適性
試験第4部「表現力を測る
問題」の答案（写）＋出願時
の提出書類

D 方式：提出書類＋面接

方式毎に上記の各結果を合わせて
総合判定を行います。

社会人枠

選考方法

法学未修者
各回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。

※ B 方式出願者は、2014 年法学既修者試験第 1部・第 2 部の成績データの提出が必要です。

法学既修者

試験方法 試験時間 科　目 採　点

論文式 各科目 60分

憲法 100点

民法 100点

刑法 100点

短答式 2科目合わせて60分
（A方式出願者のみ）

民事訴訟法 50点

刑事訴訟法 50点

入試名称 特待生入試 第 1期入試 第 2期入試 第 3期入試 第 4 期入試

コース別 既修者 既修者 未修者 既修者 未修者 既修者 未修者 既修者 未修者

入試種別 特待生入試 一般入試 一般入試 一般入試 一般入試 一般入試 一般入試 一般入試 社会人特別入試

方　式 Ａ・Ｂ方式 Ａ・Ｂ方式 C方式
（書類審査のみ） Ａ・Ｂ方式 D方式

（面接実施） Ａ・Ｂ方式 D方式
（面接実施） Ａ・Ｂ方式 D方式

（面接実施）

募集人員 10名程度 30名程度 10名程度 10名程度 若干名 後日発表 後日発表 後日発表 後日発表

出願期間 7/9（水）～
7/12（土） 7/16（水）～ 7/22（火） 8/28（木）～ 9/3（水） 10/2（木）～ 10/8（水） 1/15（木）～ 1/21（水）

受験票発送予定日 7/18（金） 8/1（金） 9/12（金） 10/17（金） 1/30（金）

入試日 7/27（日） 8/10（日） 【既修者のみ】 9/21（日） 10/26（日） 2/8（日）

合格発表日 8/20（水） 8/28（木） 10/8（水） 11/5（水） 2/19（木）

手続期間 8/20（水）～
8/25（月） 8/28（木）～ 9/3（水） 10/8（水）～ 10/14（火） 11/5（水）～ 11/11（火） 2/19（木）～ 2/24（火）

入学
検定
料

単願 35,000円
初回：35,000円 初回：35,000円 初回：35,000円 初回：35,000円

2回目：10,000円 2･3回目：10,000円
※初回が併願の場合も含む

2～ 4回目：10,000円
※初回・２回目が併願の場合も含む

2～ 5回目：10,000円
※初回～３回目が併願の場合も含む

既・未
併願

初回：45,000円 初回：45,000円 初回：45,000円 初回：45,000円

2回目：10,000円
※初回が単願の場合も含む

2･3回目：10,000円
※初回・2回目が単願の場合も含む

2～ 4回目：10,000円
※初回～3回目が単願の場合も含む

2～ 5回目：10,000円
※初回～ 4回目が単願の場合も含む

※詳細は 11月末に 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。

入
学
者
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考
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て
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学
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て
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適性試験の受験 ／ 法科大学院全国統一適性試験

※ B方式出願者は必須　　法学検定試験委員会実施　2014年「法学既修者試験」（第1部・第2部）の受験

入学手続

第1期 ： A･B方式の出願
2014年7月16日（水）～7月22日（火）

第2期 ： A･B方式の出願
2014年8月28日（木）～9月3日（水）

第3期 ： A･B方式の出願
2014年10月2日（木）～10月8日（水）

第4期 ： A･B方式の出願
2015年1月15日（木）～1月21日（水）

筆記試験
Ａ方式 ： 筆記試験5科目
Ｂ方式 ： 筆記試験3科目
2014年8月10日（日）

筆記試験
Ａ方式 ： 筆記試験5科目
Ｂ方式 ： 筆記試験3科目
2014年9月21日（日）

筆記試験
Ａ方式 ： 筆記試験5科目
Ｂ方式 ： 筆記試験3科目
2014年10月26日（日）

筆記試験
Ａ方式 ： 筆記試験5科目
Ｂ方式 ： 筆記試験3科目
2015年2月8日（日）

合格発表
2014年8月28日（木）

合格発表
2014年10月8日（水）

合格発表
2014年11月5日（水）

合格発表
2015年2月19日（木）

■ 特待生入試を除く

適性試験の受験 ／ 法科大学院全国統一適性試験

※ B方式出願者は必須　　法学検定試験委員会実施　2014年「法学既修者試験」（第1部・第2部）の受験

入学手続

特待生入試の出願
2014年7月9日（水）～7月12日（土）

筆記試験
Ａ方式 ： 筆記試験5科目
Ｂ方式 ： 筆記試験3科目
2014年7月27日（日）

合格発表
2014年8月20日（水）

■ 特待生入試

法学既修者（Ａ方式・Ｂ方式）

ホームページがご覧になれない場合は右記にて
お申し込みください。 TEL .03 -3259-2855  「願書請求センター」

入学者選考の流れ

適性試験の受験 ／ 法科大学院全国統一適性試験

入学手続

第1期 ： C方式の出願
2014年7月16日（水）～7月22日（火）

第2期 ： D方式の出願
2014年8月28日（木）～9月3日（水）

第3期 ： D方式の出願
2014年10月2日（木）～10月8日（水）

合格発表
2014年8月28日（木）

合格発表
2014年10月8日（水）

合格発表
2014年11月5日（水）

適性試験第4部の採点・提出書類
審査による評価

提出書類審査・面接試験
2014年9月21日（日）

提出書類審査・面接試験
2014年10月26日（日）

■ 社会人特別入試を除く

法学未修者

■ 社会人特別入試

適性試験の受験 ／ 法科大学院全国統一適性試験

入学手続

第4期 ： D方式の出願
2015年1月15日(木)～1月21日（水）

合格発表
2015年2月19日（木）

提出書類審査・面接試験
2015年2月8日（日）

入学試験要項は法政大学法科大学院ホームページ
よりダウンロード・請求が可能です。 URL ▶http://hosei-law.cc-town.net/

2015 年度入試より、従来の未修者試験と既修者試験の併願のほか、同日実施の試験の併願が可能になりました。

入学検定料の割引額については前ページの表をご参考ください。
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入学者選考の流れ
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2014 年度入学試験実施状況

Q &A

■志願者数：117名（未修者・26名、既修者・91名）

■統一適性試験成績

■合格者の主な出身校

志願者内訳 合格者内訳
受験区分 定 員 性 別 志願者数 合格者数

社会人 社会人以外 社会人 社会人以外
法学部出身 非法学部出身 法学部出身 非法学部出身

未修者 10名
男 16 7 2 11 3 1 4 2
女 10 4 1 9 0 1 3 0
計 26 11 3 20 3 2 7 2

既修者 50名
男 79 31 12 61 6 5 23 3
女 12 5 2 9 1 1 4 0
計 91 36 14 70 7 6 27 3

合　計 60名
男 95 38 14 72 9 6 27 5
女 22 9 3 18 1 2 7 0
計 117 47 17 90 10 8 34 5

志願者数 合格者平均点
未修者 26 161.8
既修者 91 166.3

法政大学 早稲田大学
中央大学 明治大学

慶應義塾大学 千葉大学

※合格者数には繰上げからの合格者（1名）を含む。 ※社会人の定義は、「未修者は1年以上の勤務経験がある者、既修者は3年以上の勤務経験がある者」とした。

※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/modules/smartsection/item.php?itemid=20）

※順不同

入試日程や出願資格などについて、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、2015 年度入試要項をご確認ください。

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。

既修者試験を受験して合格した場合でも、民事訴訟法、刑事
訴訟法のいずれかについて、入学試験の得点が最低基準点
に満たない科目については、1年次科目の履修が免除されま
せん。この場合、履修が免除されなかった科目は、入学後に該
当する１年次の必修科目を履修することが必要となります。

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。

現在のところ、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。

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。

法学既修者として入学しても 1年次の科目を
履修しなければならない場合がありますか。

「法学既修者」とは
どのような人を指すのですか。

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。

Q Q

Q Q

A A

A 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。

合否は総合的に判断しますので、法科大学院全国統一適性
試験の成績が悪いことで不合格にはなりません。ただし、
2014 年法科大学院全国統一適性試験のスコア（総合得点）
が、適性試験総受験者の下位 15％未満の場合、出願資格は
ありません。

「法学未修者」とは
どのような人を指すのですか。 法科大学院全国統一適性試験の成績が悪いと

不合格になりますか。

Q
Q

A
A

法学部
77%

法学部
72%

社会人 17%

非法学部
11%

社会人 14%

非法学部
9%

志願者の内訳 合格者の内訳

出身
学部

年齢
構成

2013年司法試験結果

出願者数 受験予定者数 受験者数 短答式合格者数 最終合格者数

206名 199名 143名 89名 30名

男性 法学部 20代女性 非法学部 30代

最終合格者の内訳

出願者数から最終合格者数

性別 社会人

29名 19名 16名11名 14名1名 9名

司
法
試
験
結
果

入
学
試
験
実
施
状
況
・
Q
&
A

入学試験実施状況／Q&A／司法試験結果
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※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。

■上記ホームページから入試要項の入手が可能です。


