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優れた人間性
高度な専門性
法の創造

1880（明治13）年

1881（明治14）年

1883（明治16）年

1886（明治19）年

1889（明治22）年

1903（明治36）年

1920（大正9）年

1921（大正10）年
　
1984（昭和59）年
2000（平成12）年

　2004（平成16）年
2010（平成22）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。
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
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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10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、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。

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

ページ 11

ページ 13

ページ 19

ページ 23

ページ 30

教
育
の
理
念
と
特
色

法務研究科長メッセージ／教育の理念と特色

法
務
研
究
科
長
メ
ッ
セ
ー
ジ

43



「学生時代のエピソード」

高須　座談会の司会を務める実務家教員

の高須です。本日は憲法の日野田先生と、

法政大学法科大学院の修了生弁護士のお

二人にお越しいただきました。それでは、

簡単に自己紹介をお願いします。

水島　水島真と申します。法政大学法科大

学院は2012年3月に修了、司法試験は2回

目で合格しました。現在は、角田法律事務

所で、東京弁護士会に所属しています。

栗原　栗原啓太です。私は2013年3月に修了

し、司法試験は1回目で受かりました。現在、

大倉浩法律事務所で弁護士をしています。

日野田　私は2013年５月から法政大学の

法科大学院に赴任しました。今日はいろい

ろなお話をお伺いできればと思います。

高須　それでは、まずは法科大学院在学中

や、そのあとの司法修習時までの間で、印

象に残っているエピソードがあればお話し

ください。

栗原　私は法学部出身ではないので、法

科大学院に入るまでは一人で勉強をしてい

たのですが、法科大学院では皆が同じ目標

に向かって勉強していくので、わからない

ところは友達に聞いたり、友達同士でいろ

いろな問題を出し合って勉強したりしまし

た。一人だったらできなかったので、その点

はすごくよかったと思います。修習に関し

ては、私は鳥取修習で、日本で一番規模が

小さい修習だったので、裁判官と検察官と

弁護士の距離が近くて、いまだにその時の

検事正の方とは一緒に飲みに行きますね。

いろいろ楽しい経験がありますし、修習も

大変勉強になりました。

高須　合格するためにはすごく努力しなけ

ればならない、その時に同じ仲間がいたと

いうことは、やっぱり励みになったという

ことでしょうか。

栗原　そうですね。やっぱり友達がいたか

ら受かったというのはありますので、それ

はすごくよかったと思います。

高須　水島さんは、いかがでしょうか。

水島　私は法政大学法学部の出身です

が、卒業後は一般の会社に就職して約5年

間勤め、退職後に法政大学法科大学院に

入りました。社会人時代を経て知識がなく

なっていたので、未修で入りましたが、最

初はすごく苦労しました。法科大学院入学

後は同級生と自主ゼミを組んでやってい

ましたが、勉強する環境として法政大学は

非常にいいと思います。一人1席の自習席

が確保され、パソコンも貸与されている

ので、集中して勉強できるし、他の法科大

学院と比べると学生数が少なく、教室を借

りる場合に競争率も上がらず勉強しやす

かった。修習は東京修習で、日本で一番多

く320人くらいいましたが、小グループに分

修了生座談会

けられており、目新しい経験が非常に多く

て、勉強のやりがいはあったと思う一年間

でした。

高須　さすがに検事正と飲みにいくってこ

とはなかったんですか？

水島　担当裁判官とか担当検事とは、飲み

会は多少ありました。

高須　私も振り返ってみると、修習時代と

いうのは、法律家のプロになるための勉強

ではあるんですが、一方で大きな責任を負

う仕事をするようになる、その直前の本人

たちにとっては楽しい時期だったのかもし

れないと思います。日野田先生、研究者と

して今のお話を聞いてどうでしょうか。

日野田　仲間と一緒にやっていくというこ

とはいいことだと思います。自主ゼミに関

して、水島さんも栗原さんも仲間と一緒に

切磋琢磨したのは、科目ごとに、それとも

全科目ですか？

栗原　友達と取り組んだのは、短答全科

目だけだと思います。昼は論文対策をした

かったので、朝か夜かのどちらか友達と決

めてやらないと、直前までやらないんじゃ

ないかっていう怖さがあったんです。

水島　私は逆に自主ゼミを論文対策で用い

て、科目ごとに分け、メンバーを変えてやっ

ていましたね。内容としては、解いていって

議論していくものと、過去問対策用の自主

ゼミをやって、皆で同じ時間に集まって一

斉に解くっていうもの。一人でやろうとする

と2時間かかって、モチベーションも集中力

的にもだらけてしまいます。試験直前期は

1日1個をひたすらやって、過去の年数分全

部をやっていました。

「法政法科大学院を選んだ理由」

高須　水島さんは社会人経験があるとい

うことですが、社会人として会社に勤めて

いて、その会社を辞めて法律家になろうと

思った理由と、法政大学を選んだ理由、こ

の2点を教えてください。

水島　私は弁護士になりたいと思って法学

部に入ったのですが、在学中は遊んでばか

り。学部3年の時に予備校に通ったんです

が、やっぱりあまりにも膨大な勉強量にこ

れは難しいなと、何年やって受かるのかも

わからないし……それで就職活動をして、

前の会社に就職しました。仕事の内容に不

満はなかったんですが、仕事をしていく中

で壁にぶつかった時に、弁護士になりたい

という想いが残っていたことに気づいたん

です。であれば、1回挑戦してダメなら諦め

ようと。年齢的にもやるなら今やらなきゃ

と、いろいろ考えて会社を辞めました。そ

して、学部生の時に大教室での授業という

教育環境だとなかなか集中できないところ

があったので、少人数制のロースクールで、

ンスはないのかなと思い、親にお願いして

費用を出してもらえることになりました。

法政大学法科大学院ならちょっと安くな

るのと、学部時代はほとんど一人で勉強を

していたので、勉強するのであれば他の人

の意見も聞いて、それを参考に、もっとい

い勉強ができるんじゃないかなというのが

あったので、少人数制の法政大学を希望し

ました。

高須　少人数制ということで、実際に法政

大学に入って、今振り返ってみて、このよう

なところは良かったということがあればお

聞かせください。

水島　私が入って良かったなと思うところ

は、自習環境としては非常に恵まれている

ところです。大人数の法科大学院だと、自

習室で個人の席が確保されていないし、ま

た法政は人数が少ない分、教授に積極的に

アプローチしなくても覚えていただけるの

で、質問しやすい環境ではありましたね。

高須　自習室は、具体的にどのようなとこ

ろが使いやすかったですか。

水島　席が確保されていることや、収納ス

ペースが多くて、買った書籍や参考書をそ

こに置けるというところです。自習室の他

に休憩室もあって、話したい人は休憩室に

行って、自由に話や議論もできて、非常に

やりやすかったですね。あと、全学年全員

同じところにいるので、先輩や後輩とつな

がりがある人は壁ができることもなく、コ

ミュニケーションも図れていたのかなと思

います。

栗原　私が良かったなと思うところは、授

業が双方向ということもあって、例えば、

わからないことがあってもすぐに聞けて、

「そういう観点からの考えもあるんだな」

とその場でわかることです。また、先生か

ら「こういう観点もあるよ」と自分では思

いつかないような、新しい、違った観点か

らの見方なども吸収できて、多様な観点で

自分も考えられるようになりました。そう

いった点も含めて相当役に立ちました。あ

とは、やはり自習室の環境ですね。私は自

宅では勉強しないと決めていたので、勉強

関係のものを全部大学に置きっぱなしにし

あとは学費を自分の貯金で賄おうと思っ

ていたので、そんなに高くないところがよ

かったです。法政大学は、学部出身者は入

学金が免除されることと、定員数が慶應や

早稲田に比べると多くないので、そういう

理由から法政大学法科大学院を志望しま

した。

高須　少人数がいいということで入学し

て、実際にはいかがだったでしょうか。

水島　少人数といっても、私がいた当時、

未修・既修合わせて80人くらいでした。

もっと少数精鋭でやれるところもあります

けど、この人数であれば全員の顔も把握で

きますし、コミュニケーションをとるとい

う意味では良かったのかなと思います。

高須　栗原さんは法政大学の学部時代は

経営学部ですが、経営学部から法科大学院

へと、同じように法律家になろうと思われ

たそのきっかけと、法政大学法科大学院を

選んだ理由を教えていただけますか。

栗原　私は「弁護士ってかっこいいな」と

いった憧れの気持ちはずっとあったのです

が、やはり周りから難しい試験だと聞かさ

れていたので、経営学部に入って、普通に

会社に就職すればいいかなと思っていま

した。ただ、経営学部に入ったからには簿

記を勉強したいなという気持ちもあったの

で、結構勉強して2級に受かって、「やれば

できるな」と。今しか弁護士を目指すチャ

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
元法務省法制審議会民法（債権関係）
部会幹事

栗原 啓太 Keita Kurihara

2011年　法政大学経営学部卒業
2013年　法政大学法科大学院修了
 （法学既修者）
2013年　司法試験合格，67期司法修習生
現在　　 埼玉弁護士会所属

日野田 浩行 Hiroyuki Hinoda

法政大学大学院法務研究科教授
水島 真 Makoto Mizushima

2004年 法政大学法学部卒業
2004年 大手電機メーカー入社
2009年 同社　退社
2012年 法政大学法科大学院修了（法学未修者）
2013年 司法試験合格，67期司法修習生
現在　　 東京弁護士会所属

実務や試験で活きる
「法政法科での学び」
 ̶ ̶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

司法試験の短期合格を果たした皆さんをお迎えし、

司法修習や勤務先での日々 について、

そしてその中で

法政大学法科大学院での勉強が

どのように生きているか等を

語っていただきました。
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達成感というのは普通の職業では得られ

ません。もちろんなるまでは大変ですが、

すぐ諦めるのではなくて、最後までやり通

すっていうのが、司法試験もそうですし、

弁護士としても大切だと思います。そこの

気持ちをしっかりもってもらえれば、司法

試験にも受かりますし、弁護士としても

やっていけるのかな、というところが私の

今思っているところです。

水島　法科大学院に入学される方は、費用

や時間の面で、結構な期間、量を費やすこ

とになります。それは、後々になって振り返

ると、貴重なものを犠牲にしていて、合格

しなければ費やした分が報われないため、

普段勉強している中で心が挫けそうになっ

たら、入学当時の気持ちを思い出してくだ

さい。努力を怠らず頑張って、合格して、司

法修習を経て実務に出ることができれば、

積み重ねた努力に対する対価としては十分

なものがあるので、挫けずに勉強していた

だきたいと思います。

高須　ありがとうございました。これから

の法律実務について、将来を担うお二人か

ら、率直な意見を伺うことができ、本当に

貴重な座談会になったと思います。

ていたのですが、収納やロッカーもありま

すし、いろいろ物が置けたのは良かったで

す。パソコンも貸与されるので、そういった

環境も良かったと思います。

高須　確かに勉強する場所や環境は大事

ですね。それでは、法科大学院で勉強を続

けて、辛かったことや、その辛かった点をど

う克服したか、この辺りのことを教えてく

ださい。

栗原　やはり、勉強の仕方ですね。他法科

大学院の人から「こういうやり方がいいよ」

といった情報が入るんですが、全部やれる

時間がないので、これって決めたものをや

るしかないなというのがありました。わか

らないところがあったら自分で調べるのも

いいけど、友達や先生に聞いて、理解して、

それからまた本を読むとかそういうやり方

をしました。論文の書き方が一番難しいん

ですが、自分が思ったとおりに勉強するし

かないな、というのが正直なところです。

日野田　東京の法科大学院の場合は情報

過多と言いますか、そこは振り回されない

ように、しっかり自分に合ったメソッドとい

うのを取捨選択していくっていうのが大事

になってくるんでしょうね。

水島　私は司法試験までの期間が長かっ

たので、気持ちを継続させるのが難しいと

思いました。既修であれば2年間、未修で

あれば3年間、実際、予備試験に在学中に

受かるのはごく一部の人で、現状は法科大

学院を修了して司法試験を受けるという

形が大半です。なので、入学当初は高いモ

チベーションで頑張ろうという気持ちで

いられるんですけど、それを数年間持続さ

せるのは、想像しているより難しいと思い

ます。私は司法試験を受けてダメだった場

合、他の仕事を探すにしても厳しい状況に

なる可能性が多々あったので、気持ちが途

切れそうになった時は、それなりの覚悟を

持って会社を辞めたその気持ちを思い返す

ようにして、気を引き締め直して勉強に臨

むというようなことをしていました。

高須　栗原さんは、学部を出てすぐ法科大

学院に入ったわけだけど、モチベーション

を持ち続けるために何か気をつけていたこ

とはありましたか？

栗原　落ちた時のことを考えず、受かるん

だ、受かるんだって、毎日思い続けていま

した。

高須　いわゆる、イメージコントロールで

すね。

栗原　悪いことを考えると、不安な気持ち

がいっぱい出てきてしまって、勉強も手当

たり次第に手を出すと思うので、そこは考

えないようにしていました。

高須　お二人に共通しているのは、勉強を

続けるための、自分なりのモチベーション

の持ち方を非常に注意されたことですね。

日野田　2年、3年は、長いようで短い、短

いようで長いですね。モチベーションが続

かない時というのは必ずあると思います

が、その時にどう対処するか……。栗原さん

も水島さんも、自分はこういう法曹になり

たいんだっていう強い意志を持っていたか

らこそ、合格できたのだと思いますね。

「プロの弁護士の背負う責任と
やりがい」

高須　お二人とも新進気鋭の弁護士とし

て、現在、主にどんな仕事をされている

か、また実際に弁護士の仕事をしてみて、

学生時代に持っていた考え方や心構えみた

いなものと違いがあったか、またどう違っ

たのかということをお聞かせください。

水島　私が所属している事務所は、専門性

に特化しているわけではなく、民事一般等

を扱っていますが、顧問会社に不動産関係

がありますので、建物明け渡しとか、未払

い賃金に対する裁判、債権回収といったと

ころが比較的に多いです。個人としては、

ほぼ刑事の国選をやっている感じです。

心構えに関しては、私はそれまでに働いて

いたので、仕事に対する姿勢というのは大

きく変わっていません。実際に弁護士業務

を始めて思ったのは、扱う案件が相手方に

とっても依頼者にとっても深刻な問題が多

く、自分の発言に対する責任感がほかの一

般的な職に比べて大きいのではないのか

ということです。自分の発言1つで、相手に

対する不安を増幅させたり、解消させたり

といったインパクトが大きいので、責任を

持って取り組まなければならないと思うよ

うになりました。

栗原　私の事務所も特に専門性があるわ

けではなく、一般民事から刑事までやって

います。事件の種類はさまざまあって、い

ろいろ経験をさせていただいています。

事務所には私を除いて弁護士が5人いて、

わからないことも聞いたらすぐに答えてく

れるようないい先輩ばかりです。私個人と

しても、同じように国選の刑事事件が多い

ですね。自分の刑事弁護のやり方で被告

人の人生が変わってしまうので、責任は重

大で、だからこそやりがいがある仕事だと

思います。それは民事事件についても同じ

で、弁護士の活動一つで勝敗が決まるとい

うこともあります。学生の時はそこまで考

えてなかったので、さらに責任を持ってや

らないと、という自覚をあらためて持って

いるところですね。

高須　弁護士の仕事は「責任」という2文

字が重い仕事だと思います。最初に法廷に

立った時は、やっぱりドキドキしましたか？

栗原　もちろん、しましたね。

高須　水島さん、不動産の事件が多いそう

ですが、不動産の事件で一番難しいところ

はどこですか？

水島　ほぼ賃貸人側の案件なので、訴訟が

段々継続していくと、賃金も未払いの額も

増えていくので、できれば早めに和解した

方が良い面が多いですね。増えた賃金を

全部回収できるのかっていうと、また回収

できないこともありますし、強制執行して

しまうと、執行費用も結構な額になってし

まうので、とことんやり合うよりも、和解

の可能性があるのならば、できれば済ませ

た方が良い、そのあたりの見極めは難しい

のかなっていう気はします。

高須　争い事を広げないように解決する

方が、はるかに弁護士としては、大切なこ

となのかもしれないですね。

日野田　弁護士は一人ひとりのクライアン

トに付き添うことによって判断を引き出し

ていくことができますので、非常に責任は

重いんですけど、それだけにやりがいのあ

る仕事です。法曹になったからこれで終わ

りというのではなく、これからも頑張って

いただきたいと心から思います。

高須　お二人のこれからのことに関してで

すが、現時点での理想の弁護士像と、その

理想の弁護士像に近づくためにどのよう

なことをしたいと考えているかについて、

教えていただければと思います。

栗原　理想の弁護士像といって思い浮か

ぶのは、今所属している事務所の所長で

す。弁護士も20年以上のベテランで、今も

第一線で活躍されています。事件に関して

も100%の力で挑んでいて、私もとても勉

強になります。若手の面倒をみるのが好き

だと言っている方なので、先生の下でいろ

いろ知識や立ち振る舞などもっと吸収し

て、自分もそういう弁護士になりたい、と

いうのが今の考えです。

高須　勤めている事務所の弁護士が、理

想像で、そこに近づきたいと思えるってこ

とはとてもいいことですね。水島さんどう

でしょうか。

水島　私が弁護士を目指したきっかけが、

よくドラマや映画で見るような、困ってい

る人を全身全霊を込めて助けられる、そう

いう姿に憧れていました。弁護士人生を通

して数える程でもいいので、そういう案件

にめぐり合った時に、自分の実力が足りな

くて何もできなかったっていうことがない

よう、依頼者の方を助けられるための実力

を培っていきたい、そして、そういうことが

できるような弁護士になりたいと思ってい

ます。

「修了生の二人より新入生への
アドバイス」

高須　それでは、最後にお二人から、先輩

法律家として、法律家を目指す若い学生の

方に向けてメッセージをもらえればと思い

ます。

栗原　法律家といっても、弁護士以外に

裁判官、検察官もありますが、最終的には

困っている人を助けるという意味では変わ

らないのですが、それを成し遂げた後の
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法学既修者

伊藤 修太さん

法学未修者

鈴木 崇之さん

司法試験合格者の声

とにかく考え抜くこと

法科大学院進学のすすめ

は考えてを繰り返し、1日中没頭していました。

また、私は普段の勉強で得た知識を確認す

る場として授業を活用しました。法政大学法科

大学院の授業は、少人数制の双方向型です。

そこでは自分の考えを説得的に述べる機会

が十分に与えられ、自分自身が本当に理解で

きているかを確認することができました。さら

に、少人数であることから質問しやすく、先生

方も快く応じてくださり、授業後には談話室で

先生と学生で議論を交わすこともありました。

このように普段の勉強で知識を取り入れ、

授業で知識を確認し、新たに生まれた疑問に

ついて先生方や友人と徹底的に議論するとい

うことが、いわば化学反応のように作用し、自

分の力を高めていったのだと思います。

結果として、私は司法試験に 1回目で合格

することができました。大事なことは、疑問に

思ったことから決して目をそらさず、真正面か

ら向き合い、徹底的に考え抜いて勉強するこ

とだと思います。

らの授業では、実務家の先生の経験された

事例や、現在進行中の事例に触れることがで

きます。

そして、先生方との交流の中で、将来自分

が目指すべき法曹像を具体的にイメージす

ることもできました。これらの貴重な体験は、

学習のモチベーションになりましたし、これか

ら法曹として実務に出た際にも役立つと思い

ます。法科大学院に入学されたら、ぜひ、これ

らの実務科目を履修していただきたいです。

そのほか、OB弁護士の先生方の指導を

受けることのできる勉強会など、法政大学法

科大学院には、本気で学習したい人をバック

アップする体制が整っています。

司法試験受験のためには予備試験ルート

もありますが、私は以上の理由から、法科大

学院進学をお勧めします。

私は、大学在学中に司法試験を受けようと

思いましたが、当時はそこまで真剣に考えて

いたわけではなく、ただなんとなく目指して

いただけでした。しかし、大学卒業後に見たド

ラマで依頼者に寄り添う弁護士の姿を目にし

て、本気で弁護士になろうと、法科大学院への

進学を決意しました。

私が法政大学法科大学院を選んだのは、少

人数での授業体制であることや、院生専用の

キャレルやパソコンを用意してくれるなど、勉

強に専念できる環境が整っていたからです。

特に、家では全く勉強できなかった私にとっ

て、キャレルの存在はとても大きかったです。

私の勉強法はとてもシンプルで、基本書を

読み、ある程度知識がついたら問題を解き、再

び基本書に立ち返るというものです。この勉強

法は先生から勧められたもので、それまでの暗

記中心から理解中心の勉強方法へと変わって

いきました。自分の頭の中で点と点が線となっ

てつながっていくことがとても面白く、読んで

私が本年度、無事に司法試験に合格するこ

とができたのは、法科大学院で学んだおかげ

だと思っています。

法政大学法科大学院には、学習のためのさ

まざまな環境が整っています。

まず、法科大学院専用棟に自習のための広

くてきれいなキャレルがあります。学習する

うえで学習環境はとても重要で、いつでも静

かに勉強できる環境が整っていたことは、と

てもありがたかったです。

さらに、授業は双方向のソクラテスメソッド

により行われ、1人での勉強では気づかなかっ

た点について議論を重ねていくことで理解が

深まり、知識を定着することができます。その

分、予習は大変でしたが、授業に集中でき、司

法試験で必要とされる、自分の頭で考えるこ

とを身につけることができたと思います。

また、私はクリニックやローヤリング、エク

スターンシップといった、法科大学院ならで

はの実務科目を積極的に履修しました。これ

法学既修者

吉田 哲也さん

法学既修者

藤原 奈美さん

法政だからつかめた合格

法学未修者であることをメリットに

く受験回数が法科大学院修了後5年間で 5回

までに緩和され、受験資格は持続していたも

のの、しばらく机に向かうことができませんで

した。そのような中、事務職員の方に声をかけ

ていただきました。OB・OGの方には自分の

答案の敗因分析のきっかけをつくっていただ

き、まだ伸びる余地があることに気づくことが

できました。さらに、先生方にも激励の言葉を

かけていただき、それらにより、私は再び受験

に挑む気持ちが持てるようになりました。

もちろん、1回で合格するに越したことはあ

りません。1回で合格しようという信念のもと、

机に向かうべきだと思いますが、合格者数に

限りがあるため、うまくいかない場合もありま

す。そのような現状を踏まえれば、最後まで私

たちの合格を信じ応援してくれる環境や、あと

一歩の合格のために必要なことを気づかせて

くれる環境は大きな心の支えとなるのではな

いでしょうか。法政大学法科大学院には、それ

があるのです。

ければならず、他人に自分の考えた論理の道

筋を分かるように提示する必要があります。

そのため、一定のアウトプット方法・技術の習

得が必要ですが、私は1回目の試験前にはほ

とんどアウトプットをしていませんでした。そこ

で 2回目の試験に向けて、定期的に過去問を

中心に起案をするとともに、演習書に取り組む

ゼミで議論を中心に学習を進めました。過去

問は、出題趣旨や採点雑感を含めて何を論じ

ることが要求されているかを知る最良の素材

であり、出題趣旨などの要求する起案となって

いるかを確認し合いました。ゼミでの議論は、

自分の考えをきちんと相手に伝えることが求

められているので、アウトプットの訓練になり、

ゼミ生同士で極限まで考え抜くことで、思考

力を身につけることができたと思います。

以上のように、私は法政大学法科大学院が

採用する少人数制と、共に勉強をする仲間の

おかげで、司法試験合格を勝ち取ることがで

きました。

法政大学法科大学院の数ある魅力の中か

ら、3点ご紹介します。

まず、先生方との距離の近さです。法政大学

法科大学院は少人数制で、気さくな先生方を多

数有していることから、授業中でも質問しやす

く、法律を学ぶのには最適の環境といえます。

次に、OB・OGの存在です。法政大学公

務人材育成センター主催の勉強会などでは、

OB・OGによる答案添削によって、普段の授

業ではカバーできない答案の書き方を習得で

きます。司法試験は論文試験に大きな配点が

ふられているため、そうしたOB・OGの方々

は貴重な存在だと思います。

最後に、事務職員方によるサポートです。ゼ

ミでの教室利用や司法試験受験案内の配布

など、学習に直接は関係ないように見える面

でも充実したサポート体制があります。

私は司法試験に3回落ちたのですが、3回

目はある程度手応えがあったこともあり、落ち

た時のショックは大変大きなものでした。運良

理工学部出身で法学未修者の私が2回目の

司法試験で合格することができたのは、少人数

制を採用する法政大学法科大学院の教育システ

ムと、議論し合える仲間に出会えたおかげです。

法律論を展開することが要求される少人数

制の授業形式は、未修者の私には予習の負担

は大きかったのですが、予習段階で理解に間

違いがあった場合には、授業で正すことがで

きるため、誤った理解を定着させることなく、

非常に効率良く勉強することができました。ま

た、各法分野において基礎理論があり、それを

貫徹することが不合理な場合に修正を図る

規定が用意されています。修正規定がなけれ

ば、解釈によって修正を加えるという法律の構

造を前提とすると、一部に誤った理解が定着し

た場合は、正しい理解を再構築するため、多く

の労力が要します。これらのことから、法学未

修者の私が少人数制を採用する法政大学を

選択したことは正解でした。

さらに、論文式試験では思考過程を示さな

司
法
試
験
合
格
者
の
声

司
法
試
験
合
格
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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

学内で利用可能なデータベース ▶▶▶ 32 ページ

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。

充実したIT環境を提供
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。

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。

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、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。

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、教員が研究室に在室しており、学生は事前の予約な

しに自由に訪問し、気軽に相談をすることができます。

※オフィスアワー：学生の相談などのために設定される、教員が研究室などを
学生に対して広く開放する時間

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

法政大学法科大学院棟6階にインキュべーションルームを設置

し、修了生弁護士が弁護士事務所として 2年間利用できるよう提供

しています。そして弁護士業務を遂行しながら、在学生および司法

試験受験中の修了生に対し、学習相談や勉強会を実施するなど、司

法試験合格の支援を行っています。

法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。

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。

特任講師

インキュベーションルーム

学
習
支
援

特
色
あ
る
教
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

ローヤリング ～体験者の声～

担当教員一名あたり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、民事分野で活躍する弁護士を目指しています。実務を目指

す者として、単に法律論を学ぶのみならず、実務を意識した勉強をし

たいと思い、ローヤリングを受講し

ました。

ローヤリングは法律論を意識

し、与えられた事実と向き合って

学ぶという他の法律基本科目

と違い、クライアントとの

対人関係を主として取り

扱う科目であるため、他科目との違う難しさがあります。劇団員の方

を招いて法律相談、示談交渉のロールプレイを行うのですが、不安、

悲壮、激情といった感情を露にする相談者を前に、相手の緊張を和ら

げる方法、相手の話を要約して言い換え内面を明確にする技法、それ

に理解を示しつつ自分が味方であるという確認させる技法、事案を

把握し、クライアントの真意を明確に掴むという技術を学べ、同時に

その重要性にも気づかされます。これらはこの授業でしか学べないこ

とです。自己の課題点を明確に捉えられ、実務に向けた大きな経験と

なりました。

今後は授業で得た経験を生かし、クライアントに親身に寄り添い、

同人が抱える問題に対し善良の解決策を提示できる弁護士になりた

いです。2013 年度入学

法学未修
者

後藤 翔貴

クリニック授業 ～体験者の声～

私は、市民社会に根差した弁護士を目指しており、成年後見や相

続など、身近な問題について実際にどのような運用・解決がなされ

ているのかを知りたいと考え、クリニック授業（市民間紛争）を受講

しました。

この授業を受けて勉強になった点は二つあります。 

一つ目は、授業を担当する弁護士の方が実際に受任した事件を題

材として、どのような解決を図るべきか、実際はどのように解決され

たかを学んでいくため、他の授業ではなかなか触れることができない

“実務の運用・解決”について知ることができた点です。

二つ目は、複数の解決方法を考える癖を身に付けることができた

点です。授業では、ある事案について、まずは自分なりの答えを出し

ますが、先生方や他の受講生はそれぞれ別の答えを出すため、自分

一人では考え付かないような答えを知ることができます。他の法律科

目とは異なり、難しい法律知識は問われませんが、解決方法が一つで

はないため、依頼者が望むことは何か、どのような解決がふさわしい

かを考えなければなりません。「さまざまな視点から考えた上で最

適な答えを出す」という、弁護士として必

要な考え方を養うことができたと思い

ます。

ここで学んだ“複数の解決方法を

常に考える癖”を、今後の勉強、そし

て弁護士となった際に生かして

いきたいです。

2013 年度入学

法学未修
者

寺沢 駿平
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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・弁護士登録して以降、主

に金融法務に携わってきました。平成 26

年度からは法政大学法科大学院で「金融

取引法」の講義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

旨を汲み取り妥当な法解釈を導くこと、

かつ、この法解釈に生の事実を適切にあ

てはめることです。

法科大学院では、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？

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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MON
科目名 単位 単位 単位 単位 単位 単位

TUE
科目名

WED
科目名

THU
科目名

FRI
科目名

SAT
科目名

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

刑法演習 Ⅰ

行政法基礎

刑法演習 Ⅱ
憲法演習 Ⅰ

民事訴訟法演習 Ⅰ

国際関係法（公法系分野） Ⅰ

刑事訴訟法演習 Ⅰ
民事訴訟法演習 Ⅱ

国際関係法（私法系分野） Ⅰ

民法演習 Ⅰ

民法演習 Ⅱ
民法演習 Ⅲ

国際関係法（私法系分野） Ⅱ

憲法訴訟論

行政法演習 Ⅰ

民事訴訟実務の基礎
刑事訴訟実務の基礎

2

2

2
2

2

2

2
2

2

2

2
2
2

2

2

2
2

春
学
期

秋
学
期

秋学期　エクスターンシップ　2単位

在学生メッセージ

Q1. 法科大学院を志望した理由

　子供のころから法曹という仕事にあこがれ、法政

大学法学部に入学し勉強してきました。予備試験を

受けて司法試験に臨もうとも思いましたが、勉強す

るにつれてまだ十分に理解できていない点が多く

あったので、より知識を確かなものにするために法

科大学院を志望しました。

Q2. その中でも、法政大学法科大学院を選んだ理由

　ひとつの理由は奨学金制度だと思います。特待生

で二年間の授業料免除はこの法科大学院を選ぶうえ

で大きな理由でした。もうひとつは、学部の授業で好

きになった先生の授業をもう一度学べることや、実務

家の先生が多くこれからの勉強に役立つと思ったこ

とも挙げられます。また、一人一つ使えるキャレルデス

ク等設備が充実していることもあります。自習室や図

書室など勉強するところは静かで、学習するのに最

適なものだと思います。

Q3. 法政大学法科大学院に入学してよかったところ

　先生への質問のしやすさだと思います。授業中、授

業外を問わず気になった部分を気軽に質問すること

が出来て、先生方も細かく説明してくださるので、効

率的な勉強ができたと思います。また、少人数・双方

向授業は学部での授業よりも理解の深まり方の度

合いが全然違うと実感しました。

Q4. 法曹界の一員となってからの目標

　私は、経済・産業の第一線で働く労働者のサポー

トをするために、労働事件を扱う弁護士になりたい

と思います。不況の影響等により、過労死や自殺をし

てしまう労働者も少なくありません。実際、私の友人

にも、過酷な労働条件の下で働き苦しんでいる人も

います。健全な労働こそが日本の経済をより成長さ

せるものだと思っていますので、労働事件を未然に

防げるよう、彼らのサポートをしていきたいと考えて

います。

■時間割（2年生）

MessageMessage MessageMessage
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法学既修者
田村 駿

Q1. 法科大学院を志望した理由

　私は日本で生まれた在日外国人なのですが、幼い

頃から在日外国人や障碍者などの少数者、社会的弱

者の方と接することが多く、その苦労を目の当たりに

してきました。法律を学び、彼らの力になりたいと考

え、弁護士を目指しました。法科大学院を志望したの

は、正しい法律の基礎知識をしっかりと学べると考え

たからです。また、受験のための知識のみならず、法曹

を目指す者としてどうあるべきなのかを学べる環境

が整っていると考えたからです。

Q2. 法政大学法科大学院を選んだ理由

　基礎科目や演習科目などのカリキュラムが充実し

ていることに加え、少人数制で先生との距離が近く、

オフィスアワーなど、授業外での学習支援体制がある

ので、未修入学者でも安心してしっかり学べる環境が

整っていると考えたからです。また、専門知識のみな

らず、法曹としての人間性を鍛えてくださりそうな先

生方が沢山いらっしゃったからです。

Q3. 法政大学法科大学院での学生生活の感想

　私はもともと勉強があまり好きではなく、得意でも

ありませんでしたが、法科大学院での勉強は非常に楽

しいです。勉強は大変で、司法試験のことを考えると

不安が多いですが、根気よく教えてくださる先生方の

おかげで、少しずつ、着実に勉強が進んでいっていま

す。また、共に学ぶ同級生たちから学ぶことが沢山あ

り、一人で勉強するよりも、より自分の弱点や、足りな

い部分がよく見えることがあります。法科大学院に来

て、実力がつき、人間性も成長したと感じています。

Q4. 法曹界の一員となってからの目標

　現代日本社会で、さまざまな個性を持つ人々が、互

いに尊重しあい共生できる社会作りに貢献していき

たいと思っています。特に、法曹を目指すきっかけと

なった、外国人や障碍者などの少数者・社会的弱者

の方々の力になれる弁護士になりたいです。そのた

めに常に様々なことに目を向け、常に学んでいきた

いと思います。

■時間割（2年生）

法学未修者
河 潤美 在
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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
一
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。
法
科
大
学
院
で
学
ぶ
法
領
域

法
科
大
学
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で
学
ぶ
法
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法科大学院で学ぶ法領域
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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
● 刑法各論 ● 刑法演習Ⅰ 
● クリニック（刑事法） 
● 国際刑事法 ● 経済刑法

● 行政法基礎 ● 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 
● クリニック（刑事法）

● 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 ● 憲法演習Ⅱ  
● 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 ● 金融商品取引法Ⅰ 
● 金融商品取引法Ⅱ 
● 企業取引法Ⅰ ● 企業取引法Ⅱ

● 基礎ゼミⅠ ● 基礎ゼミⅡ 
● 財産法Ⅰ ● 財産法Ⅱ

民事訴訟の本案の審理の在り方

最近の研究テーマ

message

message

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、条文と判例・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。

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。

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。

message

message

message

message

担当科目

担当科目

担当科目

担当科目 担当科目

担当科目

担当科目

担当科目

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

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
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

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

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
司法試験考査委員

現職および主な経歴

法政大学大学院法務研究科教授
日本学術会議連携会員

現職および主な経歴

『LEGAL QUEST 刑法各論』
（有斐閣、2013）

『LEGAL QUEST 刑法総論』
（有斐閣、2012）

最近の主要著書・論文

「株式持ち合いの法的リスク」
（商事法の新しい礎石　落合誠一先生古稀記念、有斐閣、2014）

「組織再編比率についての特別利害関係と法規制」
（会社・金融・法〔下巻〕、商事法務、2013）

「短期売買差益返還義務と憲法29条」
（金融商品取引法判例百選、有斐閣、2013）

最近の主要著書・論文

『会社法詳解〔第２版〕』（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）

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

最近の主要著書・論文

「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

「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）

「裁判官弾劾」
（『憲法判例百選Ⅱ［第6版］』所収、有斐閣、2013）

最近の主要著書・論文

『演習刑事訴訟法』
（共著、有斐閣、2005）

『刑事訴訟法〔第４版〕』
（共著、有斐閣アルマ、2015）

最近の主要著書・論文 『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）

最近の主要著書・論文

教
員
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ー
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教授（実務家） 中村 芳彦

教授（実務家） 土屋 文昭 教授（実務家） 水野 智幸

教授（実務家） 米谷 三以 教授（実務家）  山崎 雅彦

専任教員一覧

法政大学大学院法務研究科教授
西村あさひ法律事務所弁護士
元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

現職および主な経歴

● 国際経済紛争処理 
● 国際経済法Ⅰ ● 国際経済法Ⅱ

message

国際経済法を含め国際公法に対する関心は近年高まっています。捕鯨訴

訟での敗訴とTPP（環太平洋パートナーシップ協定）の合意、という2つの

ニュースが新聞等において広く取り上げられたことが大きなきっかけでした。

ただ世界的には、こうした国際経済法は政府の活動を規制する機能を憲法

や行政法と共有するものと捉えられるにまで至っています。この分野に従事

する実務家はまだまだ少数ですが、その機能に鑑みると国内法を主として扱

う実務家といえども無関心ではいられなくなりそうです。新しいことに関心が

ある方大いに歓迎します。

● 刑事基礎演習 
● 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 
● 刑事訴訟実務の基礎

● 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

担当科目

担当科目

担当科目

担当科目

担当科目

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。

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。

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楽しみにしています。

message
message

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

● 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
● 倒産法演習

「生活紛争と訴訟」
（新堂幸司監修『実務民事訴訟講座[第三期]第2
巻』日本評論社、2014年）

「臨床的ＡＤＲ論ー個別的なるもの」
（西田英一他編 和田仁孝先生還暦記念『振舞いとし
ての法ー知と臨床の法社会学』法律文化社、2016年）

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1のＹ

は、柔らかな頭、第2のＹは、やさしいハート、第3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

教授（実務家） 高須 順一

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
元法制審議会民法（債権関係）部会幹事

● 民事訴訟法演習Ⅰ 
● 民事訴訟法演習Ⅱ ● 民事法演習 
● クリニック（コンプライアンス） 
● 現代的契約関係法

「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で私たちと一緒に勉強しませんか。

message

● 法曹倫理 ● クリニック（生活紛争）

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ぜひチャレンジしてください。

お手伝いします。

message

教授　新堂 明子

● 民法演習Ⅰ ● 民法演習Ⅱ

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。一緒にがんばりましょう。

Current Application of the WTO Rules to Domestic Policy 
Measures: An Eff ective 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）

「国際経済法」
（松下満雄東京大学名誉教授との共著）（東京大学出版会、2015）

最近の主要著書・論文

『ロースクール民事法』
（酒井書店、2009）

『事案分析要件事実̶主張整理の基礎』
（編著、弘文堂、2015）

『判例にみる詐害行為取消権・否認権』
（編著、新日本法規出版、2015）

最近の主要著書・論文

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、元司法試験委員（刑法）

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

「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）

「公判前整理手続の在り方ー裁判の立場から」
（『刑事法ジャーナル』47号、成文堂、2016）

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

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、元東京大学法科大学院教授、
元東京高裁判事

現職および主な経歴

『民事裁判過程論』（有斐閣、2015）

『債権法改正と裁判実務1』（共編、商事法務、2011）

『債権法改正と裁判実務2』（共編、商事法務、2013）

『ステップアップ民事事実認定』
（共編、有斐閣、2011）

「判例に関する覚書－民事判例の主論を中心として」
（東京大学法科大学院ローレビュー vol.6、2011)

最近の主要著書・論文

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

現職および主な経歴

最近の主要著書・論文

『改訂 弁護士倫理の理論と実務』
（共著、日本加除出版、2013）

『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

担当科目担当科目
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兼担・兼任教員一覧 学習相談：特任講師・支援弁護士

岩井 勝弘
修習期
新第60期
所属事務所
岩井
法律事務所

北岡 郁
修習期
新第60期
所属事務所
ほくゆう総合
法律事務所

紺野 加奈子
修習期
新第60期
所属事務所
田瀬英敏
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

菅谷 浩
修習期
新第60期
所属事務所
しおん総合
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

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

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

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

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

得重 貴史
修習期
新第64期
所属事務所
法律事務所
改

中尾田 隆
修習期
新第64期
所属事務所
淵上・中尾田
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

髙山 由起
修習期
新第65期
所属先
企業内弁護士
アシュリオン
ジャパン・ホー
ルディングス
合同会社

笠原 祥乃
修習期
第66期
所属事務所
小金井
法律事務所

塚越 邦広
修習期
新第64期
所属事務所
新大塚いずみ
法律事務所

水島 真
修習期
第67期
所属事務所
角田
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

小倉 匡洋
修習期
第66期
所属事務所
こくら
法律事務所

柴﨑 薫
修習期
第66期
所属事務所
新埼玉
法律事務所

中山 峻介
修習期
第67期
所属事務所
相模原
法律事務所

野中 英樹
修習期
新第61期
所属事務所
木村雅一法律事務所

大原 武彦
修習期
新第65期
所属事務所
大原法律事務所

兼任教員

兼担教員
大野 達司

法政大学
法学部教授

法哲学

担当科目

浜村 彰
法政大学
法学部教授

労働法Ⅰ・Ⅱ

担当科目

岸井 大太郎
法政大学
法学部教授

経済法Ⅰ・Ⅱ、経済法演習

担当科目

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

担当科目

中野 勝郎
法政大学
法学部教授

アメリカ政治論

担当科目

坂根 徹
法政大学
法学部教授

行政学

担当科目

岡田 理樹

法曹倫理

担当科目

齊藤 愛

憲法演習Ⅰ・Ⅱ

担当科目

小池 邦吉
弁護士

（港総合法律事務所）
法情報・法律文書作成

担当科目

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

担当科目

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

担当科目

小西 知世
明治大学

法学部准教授
医事法

担当科目

久保 淳一

金融取引法

担当科目

菊田 行紘 弁護士
（TMI総合
　法律事務所）クリニック（刑事法）

担当科目

白藤 博行
専修大学
法学部教授

地方自治法

担当科目

宇都宮 純子

国際取引法

担当科目

麻生 光洋

クリニック（刑事法）

担当科目

大中 有信
同志社大学大学院
司法研究科教授

債権回収法

担当科目

大原 利夫
関東学院大学
法学部教授

社会保障法

担当科目

上原 裕之 弁護士
（宗田親彦法律
事務所）民事訴訟法演習Ⅰ・Ⅱ、

現代家族の法と手続

担当科目

泉澤 章 弁護士
（東京合同
　法律事務所）労働法演習

担当科目

髙木 裕康

倒産法Ⅰ・Ⅱ

担当科目

角田 政芳

知的財産法Ⅱ

担当科目

田村 陽子 筑波大学
ビジネスサイエンス系

法曹専攻
（法科大学院）教授民事訴訟法Ⅰ・Ⅱ

担当科目

高木 光太郎
青山学院大学

社会情報学部教授
法と心理学

担当科目

園部 直子
東京地方裁判所

裁判官
民事訴訟実務の基礎

担当科目

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

担当科目

西川 佳代

民事執行・保全法

担当科目

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

担当科目

野口 香織 弁護士
（稲葉総合
　法律事務所）金融取引法

担当科目

中村 芳昭
青山学院大学
法学部教授

税法

担当科目

堂園 昇平

信託法

担当科目

野嶋 愼一郎 弁護士
（野嶋慎一郎
法律事務所）刑法総論、刑事訴訟法演習Ⅰ・Ⅱ、

刑事訴訟実務の基礎

担当科目

松本 悟

知的財産法Ⅰ

担当科目

福士 文子 ニューヨーク州弁護士
（PwCアドバイザリー

合同会社）英文契約文書作成

担当科目

柳 明昌
慶應義塾大学
法学部教授

商法演習Ⅰ・Ⅱ

担当科目

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

担当科目

長谷川 彰一

弁護士
（石井法律事務所）

千葉大学
法政経学部准教授

西村あさひ
法律事務所

弁護士
（宇都宮・清水法律

事務所）

弁護士
　（市野澤法律事務所）

弁護士
（東京丸の内
法律事務所）

東海大学
専門職大学院

実務法学研究科教授　

横浜国立大学
大学院国際社会科学

研究院教授

同志社大学
法学部教授

弁理士
（京橋知財事務所）

自治医科大学
常務理事

立法学

担当科目

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

担当科目

教員データ／学習相談

学
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修了後のサポート 施設・設備 institution ＆ equipment

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。

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

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。

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

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。

法科大学院棟自習席特別利用制度

3月の修了後から 5月の司法試験受験までの間、法科大

学院施設の一部の利用を、選考のうえ特別に許可する制度

です。

曜日を問わず、法科大学院棟開館時間である 8:30～ 23:

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。

曜日を問わず、法科大学院棟開館時間である 8:30～ 23:

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。

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、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

修了生支援制度

その他のサポート

修了年度 コース 入学者数 標準修了年限
修了者数 修了率

2014年度
法学未修者 13 6 46.2%

法学既修者 24 14 58.3%

2015年度
法学未修者 9 7 77.8%

法学既修者 13 5 38.5%

施
設
・
設
備
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了
後
の
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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、公的
判例集データベース等

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、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、法学教室アーカイ
ブ（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。

1人1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

法律事務所に 2年余り勤務した後、外資系の事業会社に移り、企業

内弁護士となりました。以前勤務していた法律事務所には、民事事件

や家事事件、刑事事件、行政事件、外国人事件、環境問題など、多岐に

わたる分野の専門性を持つ弁護士が多数おり、私も先輩弁護士と一

緒に事案を担当させていただく中で幅広い経験を積むことができま

した。日々の業務を通してさまざまな悩みを持つ依頼者の相談に対

応し、「先生に頼んで良かった」と言っていただけることは大きな励

みになっていました。しかし、私は商学部出身ということもあり、事業

会社の活動を法的な観点からサポートする仕事にも強い興味があり

ました。法律事務所でも多数の法人を顧客としていましたが、仕事内

容はトラブルが発生した際の訴訟など、単発での対応が中心だったた

め、一つの企業により深く関わって、幅広い観点からビジネスを支援

したいと考えるようになり、事業会社への転身に踏み切ったのです。

現在は事業会社の法務部員の一員として、契約書のドラフティン

グやチェック、取引先との交渉や日々の業務に関する法律相談、社内

規程の整備等を主に担当しています。企業内弁護士としての仕事は、

法律という観点から、事業のあらゆる部分を見ることができ、とても

勉強になりますし、会社というチームの中で、事業部の方たちや法務

部のメンバーと協力してプロジェクトを進め、問題を解決していくプ

ロセスには大きなやりがいを感じています。また、国際色豊かな環境

での仕事も、とても刺激になります。

入社二年目に入った今年の課題は、業務の効率化と、スピードと質

のバランスを取ること、の二つです。事業が成長するにつれ、法務部

の業務も増えていきますが、人材と時間は限られていますので、いか

に効率よく仕事をするかは日増しに重要になってきています。また、

事業部からの急な依頼も多いため、ある程度のスピードで質の良い

法務サービスを提供することも継続的な課題です。これらの課題を

クリアして、作った時間で新法の勉強等、新しい知識の習得もしてい

きたいと考えています。

私が法政大学法科大学院を選んだのは、少人数制のためアット

ホームで、先生との距離も近く、学習環境が整っていて、成績優秀者

への奨学金制度もあるといった理由からでした。

今振り返っても、法政大学法科大学院の先生方は熱心で、効率的

に知識が身に付くよう授業を工夫されていたと思います。対話形式

（ソクラテスメソッド）の授業やクリニックなどの実務科目、修了生

のゼミも充実していました。また、法政大学法科大学院に入学する

まで法律を学んだことがなく、「所定のカリキュラムだけで周囲に

ついていけるだろうか」と不安だった私にとって、修了生の助言は

大変参考になり、心の支えでもありました。

法曹の実務に就いてから職場の先輩方にしばしば指摘されたの

は、「とにかくまず条文をよく読み、確認する」ということ、つまり、

基本が大切だということです。法政大学法科大学院での授業も、ま

さにそうした基本が押さえられていたことが思い起こされ、教育

内容の正しさを再認識しています。そして何より法政大学法科大

学院で得た人間関係は、かけがえのない財産です。在学中は、共に

学び、励まし合える仲間たちの存在が勉強のモチベーションになっ

ていましたし、現在も定期的に顔を合わせて情報交換をしていま

す。このように深い絆が築けたのは、少人数制だからこそ。修了後の　

つながりの強さも法政大学法科大学院の魅力であり、先輩や後

輩、先生方とも継続的に親しくさせていただいています。

私の周りには、法律事務所で弁護士として活躍している人はもち

ろん、裁判官、検察官のほか、国連などの国際機関や NGO、地方公

共団体、事業会社で働く人など、多様なフィールドで活躍している

法律家がいます。コンプライアンス等に関する社会的な意識が高ま

る中、法律家を必要とす

る組織が増えているので

す。法曹資格を得ること

は、いろいろなチャンス

をもたらしてくれるとい

う意味で、人生の選択肢

を広げることでもありま

す。試験勉強では辛い時

期もあるかもしれません

が、努力は必ず報われる

と思いますので、皆さん

もあきらめず初心を貫徹

してください。

企業内弁護士として、会社の事業を内側から法的にサポート

資格を取り法律家になることは、人生の選択肢を広げること
弁護士
髙山 由起

アシュリオンジャパン・
ホールディングス合同会社
2009年　法政大学法科大学院修了
　　　　（法学未修者）
2011年　新司法試験合格
　　　　新第65期司法修習生
2012年　五反田法律事務所入所
2015年　アシュリオンジャパン・
　　　　ホールディングス合同会社入社

法政大学法科大学院同窓会は、現在

法政大学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。

このように、法政大学法科大学院同

窓会は、法政大学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
 （しおん総合法律事務所 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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学費・奨学金

奨 学 生 の 声

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

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

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

法政大学の学部卒業者・
大学院修了者（　　　　　　　　　）

　私は、法政大学法学部を卒業後、法政大学法科大学院に

既修者として進学しました。司法試験を目指すうえではさ

まざまな費用が必要となるため、私自身も非常に不安でし

た。しかし、「入学時特別奨学金」と「成績優秀者奨学金」の給

付対象者に選ばれたことで、経済的負担は大きく軽減され、

将来に不安を抱えていた私にとって心強い助けとなりまし

た。そのおかげで、法科大学院での勉学に集中して取り組む

ことができ、司法試験合格という最大の目標を達成するこ

とができたのだと、心から感謝しています。

　法政大学法科大学院では、定期試験での成績をもとに奨

学金給付対象者を選出しており、日々の努力による成果を

定期試験で発揮することができれば、奨学金給付という形

で大学院から評価を受けることになります。これは、受験勉

強において日々机に向かう強い動機付けになり、画期的な

制度であると思います。

　司法試験受験生を取り巻く環境は今後厳しさを増すこ

とが予想され、将来に不安を抱える受験生も多いと思いま

すが、法政大学法科大学院には「目標に向かって頑張る受験

生」を応援する奨学金制度があります。ぜひ奨学金制度を有

効活用し、心置きなく目標の実現に向かって努力してほし

いと願っています。

修了生     大塚 和樹

2015年 法政大学法科大学院修了（法学既修者）
 司法試験合格、69期司法修習生

【受給実績】
2013年度　入学時特別奨学金（1,080,000円）
2014年度　成績優秀者奨学金（1,080,000円）

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） …………………………… 2017年度 10名以内

(2)年額50万円受給者 ………………………………………… 2017年度 20名以内

※受給者の選考は、年度ごとに行います。

法務研究科奨学金（成績優秀者奨学金）3

入学時の成績優秀者2名に対して奨学金を給付します。

給付期間は、最低修業年限（既修者2年、未修者3年）とします。

月額5万円受給者 ……………………………………………… 2017年度入学者2名

※1および3との併給が可能です。

※既に法務博士の学位を有する方は対象外となります。

法務研究科奨学金（特別奨学金）2

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） …………………………… 2017年度 10名以内

(2) 授業料相当額の50%受給者（54万円） …………………… 2017年度 10名以内

※受給者の選考は、年度ごとに行います。

法務研究科奨学金（入学時特別奨学金）1

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。

法政大学大学院奨学金4

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。

法政大学100周年記念大学院特別奨学金5

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

国の教育ローン7

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。
2016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

日本学生支援機構奨学金6

学
費
・
奨
学
金

学
費
・
奨
学
金

学費・奨学金
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「法政法曹会」（OB組織）が強力にバックアップ

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、世界でも有数の経済大

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 620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 650名の組織です。毎年１回、定例総会を開催しているほか、司

法試験合格者祝賀会の主催や機関誌『法政法曹』の発行などを行っています。また、随時、

懇親会・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。
機関誌『法政法曹』

法政大学法曹会会長・
法政大学法学部名誉教授

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。
2015年4月より法学部名誉教
授に就任。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
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法政法曹会／入学試験実施状況・Q&A・司法試験結果

2016年度入学試験実施状況

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、2016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
験者の下位から概ね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

Q &A 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、2016年度入試要項をご確認ください。

2015年司法試験結果
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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。

2017 年度入試概要

アドミッション・ポリシー 入試関連日程・募集人員

入学検定料一覧

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。

社会人枠

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
総合的に合否判定を行います。

選考方法

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

※B方式出願者は、2016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30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 
（本学・地方（新潟）） 第1期入試 第2期入試 第3期入試 早期卒業者入試 第4期入試

コース別 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 既修者 未修者 既修者

入試種別 特待生入試 一般入試 一般入試 一般入試 特待生入試 一般入試

方式 Ｃ・Ｄ方式 Ａ・Ｂ方式 Ｃ・Ｄ方式 Ａ・Ｂ方式 Ｃ・Ｄ方式 Ａ・Ｂ方式 Ｃ・Ｄ方式 Ａ・Ｂ方式 Ｃ・Ｄ方式 Ａ・Ｂ方式 Ｃ・Ｄ方式 Ａ・Ｂ方式

募集人員 5 10 5 10 8月以降順次発表

出願期間 7/1（金）～7/7（木） 7/15（金）～7/21（木） 9/2（金）～9/8（木） 9/30（金）～10/6（木） 11/4（金）～11/10（木） 1/6（金）～1/12（木）

受験票発送予定日 7/15（金） 7/29（金） 9/16（金） 10/14（金） 11/18（金） 1/20（金）

入試日 7/23（土） 7/24（日） 8/6（土） 8/7（日） 9/25（日） 10/23（日） 11/27（日） 1/29（日）

合格発表日 8/12（金） 8/24（水） 10/6（木） 11/3（木） 12/8（木） 2/9（木）

手続期間 8/12（金）～8/25（木） 8/24（水）～9/6（火） 10/6（木）～10/19（水） 11/3（木）～11/16（水） 12/8（木）～12/21（水） 2/9（木）～2/22（水）

※第2期入試以降の募集人員はHPにてお知らせしますので、定期的な確認をお願いします。

単願 未修者試験または既修者試験のいずれかを受験する場合 初回 35,000

併願 同入試名称で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

2回目以降出願する場合単願併願にかかわらず一律 10,000

※法政大学4年次在学の2017年3月卒業見込み者は、上記金額の半額で受験できます。

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。）

法学未修者と法学既修者の定義

大学卒業者、大学院修了者及び2017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、「 2016年法科大学院全国統一適性試験」の受験を必須とします。ただし、適性試験スコア（総合得点）が適性試験総受験者の下位から
概ね15％未満の場合は出願できませんのでご注意ください。

受験資格（法学未修者・法学既修者共通）

▶ 地方（新潟）入試を特待生入試※として実施します。
▶ 特待生入試（地方（新潟））は特待生入試（本学）と同様に全ての入試方式で入試を実施します。
　● 特待生入試（地方（新潟））の未修者試験は前年度実施のＤ方式（来場型）に加え、Ｃ方式（非来場型）も実施します。
　● 特待生入試（地方（新潟））の既修者試験は前年度実施のＢ方式（3科目型）に加え、Ａ方式（5科目型）も実施します。
▶ 早期卒業者入試を新たに実施します。
　● 早期卒業者入試は学士課程を早期（3年次）卒業予定者のみを対象とします。
　● 早期卒業者入試合格者※には特待生と同様の奨学金を給付します。
▶ 特待生入試（本学・地方（新潟））と第１期入試の未修者試験と既修者試験は土曜日と日曜日に分けて実施します。
　● 特待生入試（本学・地方（新潟））と第１期入試の未修者試験は土曜日に、既修者試験は日曜日に実施します。
　● その他の入試においては未修者試験・既修者試験とも同一日（日曜日）に実施します。
　● 詳細は次頁の入試関連日程をご確認ください。

※特待生入試合格者、早期卒業者入試合格者の奨学金について
　● 最短修業年限（未修者は3年間、既修者は2年間）において、授業料相当額（年額108万円）の奨学金を給付します。ただし法務研究科
  の所定の規程・基準を満たせないときは、以降の全額給付を受けることができなくなる等の場合があります。

入試の変更点

入試実施方法
▶ 既修A方式：「憲法」「民法」「刑法」(論文方式各60分)と「民訴法」・「刑訴法」(短答式2科目合わせて30分)の成績と書類審査の結果を
合わせて総合的に合否判定を行います。 

▶ 既修B方式：「憲法」「民法」「刑法」(論文方式各60分)の成績、2016年法学既修者試験の第1部（憲・民・刑）と第2部（民訴・刑訴）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C方式(書類選考(非来場)型)：2016年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）を本大学院が独自に
採点し、そ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D方式(面接選考(来場)型)：面接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。
▶ なお、既修者試験の論文試験では六法を貸与します。

注意事項
▶ 同日実施の既修者試験と未修者試験は併願が可能です。また、既修者試験と未修者試験で入試日の異なる特待生入試（本学・地方（新
潟））と第1期入試においても併願が可能です。ただし、既修者入試A・B方式相互間、未修者入試C・D方式相互間の併願はできません。
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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
右記より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

法学未修者（Ｃ方式・Ｄ方式）

法科大学院全国統一適性試験

入学手続

特待生入試（本学・地方（新潟））
＜出願期間＞2016年7月1日(金)～7月7日（木）

早期卒業者入試
＜出願期間＞2016年11月4日(金)～11月10日（木）

合格発表
2016年8月12日（金）

合格発表
2016年12月8日（木）

Ｃ方式：適性試験第4部の採点・提出書類審査による評価
Ｄ方式：提出書類審査・面接試験

2016年7月23日（土）

Ｃ方式：適性試験第4部の採点・提出書類審査による評価
Ｄ方式：提出書類審査・面接試験

2016年11月27日（日）

■特待生入試

■特待生入試

法科大学院全国統一適性試験

入学手続

法学検定試験委員会実施　2016年「法学既修者試験」（第1部・第2部）の受験　（Ｂ方式出願者のみ必須）

合格発表
2016年8月12日（金）

特待生入試（本学・地方（新潟））
＜出願期間＞2016年7月1日(金)～7月7日（木）

筆記試験
Ａ方式：筆記試験5科目／Ｂ方式：筆記試験3科目

2016年7月24日（日）

合格発表
2016年12月8日（木）

早期卒業者入試
＜出願期間＞2016年11月4日(金)～11月10日（木）

筆記試験
Ａ方式：筆記試験5科目／Ｂ方式：筆記試験3科目

2016年11月27日（日）

■一般入試

法科大学院全国統一適性試験

入学手続

第１期入試
＜出願期間＞

2016年7月15日(金)
　　 ～7月21日(木)

合格発表
2016年8月24日(水)

Ｃ方式 ：
適性試験第4部の採点・
提出書類審査による評価
Ｄ方式 ：
提出書類審査・面接試験
2016年8月6日(土)

第2期入試
＜出願期間＞

2016年9月2日(金)
　　 ～9月8日(木)

Ｃ方式 ：
適性試験第4部の採点・
提出書類審査による評価
Ｄ方式 ：
提出書類審査・面接試験
2016年9月25日(日)

合格発表
2016年10月6日(木)

第3期入試
＜出願期間＞

2016年9月30日(金)
　　 ～10月6日(木)

合格発表
2016年11月3日(木)

Ｃ方式 ：
適性試験第4部の採点・
提出書類審査による評価
Ｄ方式 ：
提出書類審査・面接試験
2016年10月23日(日)

第4期入試
＜出願期間＞

2017年1月6日(金)
  　～1月12日(木)

合格発表
2017年2月9日(木)

Ｃ方式 ：
適性試験第4部の採点・
提出書類審査による評価
Ｄ方式 ：
提出書類審査・面接試験
2017年1月29日(日)

入学手続

第1期入試
（Ａ・Ｂ方式の出願）
2016年7月15日(金)
　　 ～7月21日(木)

合格発表
2016年8月24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
2016年8月7日（日）

第2期入試
（Ａ・Ｂ方式の出願）
2016年9月2日(金)
　　 ～9月8日(木)

筆記試験
Ａ方式：
　筆記試験5科目
Ｂ方式：
　筆記試験3科目
2016年9月25日（日）

合格発表
2016年10月6日(木)

第3期入試
（Ａ・Ｂ方式の出願）
2016年9月30日(金)
　　 ～10月6日(木)

合格発表
2016年11月3日(木)

筆記試験
Ａ方式：
　筆記試験5科目
Ｂ方式：
　筆記試験3科目
2016年10月23日(日)

第4期入試
（Ａ・Ｂ方式の出願）
2017年1月6日(金)
　　～1月12日(木)

合格発表
2017年2月9日(木)

筆記試験
Ａ方式：
　筆記試験5科目
Ｂ方式：
　筆記試験3科目
2017年1月29日(日)

■一般入試

法学検定試験委員会実施　2016年「法学既修者試験」（第1部・第2部）の受験　（Ｂ方式出願者のみ必須）

法科大学院全国統一適性試験

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/

●   同入試名称で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。その場合、受験料は併願扱いになります。（ただし、A・B方式間、
C・D方式間の併願は不可）。

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