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実務家に必要な事案分析力，論理的思考力，
社会常識に照らしたバランス感覚を
丁寧な双方向授業で培えます。
　日本大学は明治22（1889）年に日本法律学校として開学以来，法曹界に多くの人材を輩
出してきました。この長きにわたる伝統と「自主創造」の教育理念のもと，日本大学法科
大学院では社会で高い能力を発揮できる法曹養成に取り組んでいます。
　法曹の能力は，具体的な紛争に当たって，如何に適切な解決策を導き出せるかにほかな
りません。その力とは，事案についての法的視点からの分析力と論理的な思考力，そして，
事案の解決策が社会規範から乖離せず，社会常識に照らし合わせて整合する，バランス感
覚を備えた判断力であると言えます。
　こうした力を具備した法曹人を養成するために，カリキュラムに工夫をこらしています。
授業は双方向の参加型学修を重視し，その学修効果を最大限に高められるように少人数の
授業にしています。例えば，事例問題を課題とし，予習により得た知識と，解決策を導い
た法的思考プロセスの是非を論じる等，授業では学生に発言を多く求めていきます。つま
り，その結論に至る根拠とした条文や判例規範について，学生一人ひとりの思考を確認し
ながら，具体的な事例の解決から法律を正しく理解できるように導いています。同時に，
実務家に欠かせない口頭による表現力と文章による表現力のいずれも兼ね揃えた法曹人に
なれるように指導しています。
　授業以外にも，入学前教育，司法試験合格者である助教との相談（アカデミック・アド
バイザー制度），教員のオフィスアワー，最適な自習環境，就職支援等，法律の学修に集
中できる環境を整えています。また，理系学部等を卒業した純粋未修者の方が合格を見据
えて基礎から応用まで安心して学べる環境も整えています。
　さらに近年は，法学部との連携を強化し，教育機能のさらなる充実に努めています。

日本大学大学院法務研究科長
日本大学法学部長
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明治   4（1871）年 ⃝山田顕義，岩倉米欧使節団に
理事官として随行〔〜明治6
（1873）年〕

明治   7（1874）年 ⃝山田顕義，司法大輔に就任
明治15（1882）年 ⃝皇典講究所創設
明治18（1885）年 ⃝内閣制度発足，初代司法大臣

に山田顕義
明治22（1889）年 ⃝日本法律学校創立
明治25（1892）年 ⃝山田顕義，生野にて死去
明治26（1893）年 ⃝

⃝

日本法律学校第1回卒業式
司法省指定学校となる

学祖・山田顕義と日本大学の略年表

　日本大学の前身である日本法律学校は，初代司法大臣である山
田顕義を学祖として明治22（1889）年に創立されました。明治26

（1893）年には司法省指定学校となり，卒業生には判事・検事登
用試験の受験資格が与えられました。日本大学は，創立から今日
に至るまで，法曹の重要性を認識し，その養成に取り組んでいま
す。日本大学法科大学院は，平成14（2002）年の司法制度改革を
受け，平成16（2004）年に開講しました。法律学校から出発した
本学には，弁護士を中心に裁判官，検察官等多くの人材を輩出し
た法曹養成の歴史と伝統があり，それは，現在も本法科大学院に
継承されています。

日本大学の沿革

明治36（1903）年 ⃝日本法律学校を改組し，校名
を日本大学とする

明治37（1904）年 ⃝専門学校令による認可
大正   3（1914）年 ⃝山岡研究室設置※

大正   9（1920）年 ⃝大学令による日本大学の設置
認可

昭和24（1949）年 ⃝

⃝

新学制による日本大学の設置
認可
沼研究室設置※

昭和30（1955）年 ⃝法職課程設置
平成16（2004）年 ⃝大学院法務研究科開講

※法曹を志望する学生のための研究室
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N I H O N  U N I V E R S I T Y  L A W  S C H O O L

日本大学の
目的及び使命

日本大学は　日本精神にもとづき
道統をたつとび　憲章にしたがい
自主創造の気風をやしない
文化の進展をはかり
世界の平和と人類の福祉とに
寄与することを目的とする

日本大学は　広く知識を世界にもとめて
深遠な学術を研究し
心身ともに健全な文化人を
育成することを使命とする

日本大学教育憲章

　日本大学は，本学の「目的及び使命」を理解し，本学の教育理
念である「自主創造」を構成する「自ら学ぶ」，「自ら考える」及
び「自ら道をひらく」能力を身につけ，「日本大学マインド」を
有する者を育成する。

■日本の特質を理解し伝える力
　 日本文化に基づく日本人の気質，感性及び価値観を身につけ， 

その特質を自ら発信することができる。
■多様な価値を受容し，自己の立場・役割を認識する力
　 異文化及び異分野の多様な価値を受容し，地域社会，日本及び世

界の中での自己の立ち位置や役割を認識し，説明することができる。
■社会に貢献する姿勢
　社会に頁献する姿勢を持ち続けることができる。

日本大学マインド

〈自ら学ぶ〉
■豊かな知識・教養に基づく高い倫理観
　豊かな知識・教養を基に倫理観を高めることができる。
■世界の現状を理解し，説明する力
　 世界情勢を理解し，国際社会が直面している問題を説明すること

ができる。

〈自ら考える〉
■論理的・批判的思考力
　得られる情報を基に論理的な思考， 批判的な思考をすることができる。 
■問題発見・解決力
　事象を注意深く観察して問題を発見し， 解決策を提案することができる。

〈自ら道をひらく〉
■挑戦力
　あきらめない気持ちで新しいことに果敢に挑戦することができる。
■コミュニケーション力
　他者の意見を聴いて理解し，自分の考えを伝えることができる。
■リーダーシップ・協働力
　 集団のなかで連携しながら，協働者の力を引き出し，その活躍を

支援することができる。
■省察力
　謙虚に自己を見つめ，振り返りを通じて自己を高めることができる。

「自主創造」の 3 つの構成要素及びその能力

　本研究科の目的は，法学の理論・知識をふ
まえた法律実務処理の基礎的能力のみなら
ず，人間に対する深い洞察力，健全な社会常
識を備えた法曹の育成にある。倫理観，正義
感の涵養を通じて，市民から信頼され，また
企業活動のコンプライアンス等に通じた法律
実務家を養成するとともに，総合大学の総合
力，多様性を活かし，医療・環境・知的財産
等の専門分野への道を開くことを目指す。

法務研究科

教育研究上の目的

　理論と実務が密接に連携した双方向教育を
展開し，法律基本科目の十分な理解，法律実
務科目の習得の上に，多様な法的問題に柔軟
に対応でき，法化社会の実現に資する専門性
の高い法曹を養成する。

法務専攻（専門職学位課程）

　本法務研究科は，「人間尊重」を基本理念に掲げ，将来の法曹とし
ての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の
基礎的素養の涵養のみならず，人間に対する深い洞察力，健全な社
会常識を備えた法曹の養成を教育目標としています。学位授与に際
してもこれらのことを重視し，本法務研究科の定める基本理念及び
教育目標に則って設定した所定のカリキュラムを修了することを学
位授与の要件としています。

ディプロマ・ポリシー

　本法務研究科は，法曹に必要な学識及び能力を培う理論的かつ実
践的な教育を内容とし，事例研究又は双方向若しくは多方向に行わ
れる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法による授業を行うこ
ととしています。
　まず，高い倫理観，強い正義感に裏付けされた豊かな人間性を有し，
健全な社会常識を備えるとともに，深い知識と柔軟な思考によって
適切に紛争解決を図ることのできる法曹を養成するために，法律基
本科目，法律実務基礎科目，基礎法学・隣接科目及び展開・先端科
目を，体系的かつバランス良く履修できるよう構成しています。
　また，現代のさまざまな社会的要求に応え得る専門性の高い法曹
への道を開くため，総合大学の長所を生かして，多彩な基礎法学・
隣接科目及び展開・先端科目を開講しています。

カリキュラム・ポリシー

法務研究科 3 つのポリシー

本研究科は，以下の3つのポリシーに基づいた教育を行ってお
ります。

　日本法律学校を前身とする日本大学の歴史は，人間尊重の理念に
貫かれ，いつの時代においても，社会の中で苦しみ，困っている人
に手を差し伸べる弱者保護の姿勢を堅持してきました。それは「豊か
な人間性や感受性，幅広い教養と専門的知識，柔軟な思考力」を法曹
の資質として求める司法制度改革の趣旨並びに法科大学院の理念に
合致するものであります。
　選抜にあたっては， ①個と集団への観察力と洞察力を備えている
か，②法律学以外の素養にも支えられ，広い視野で思考する力があ
るか，③相手を論理的に説得する能力を持っているか，等の観点が
重視されます。専門的知識への相当の精通，あるいは知識を吸収し
ていく上での理解力はもとより，他者の立場に立って物事を判断す
る柔軟性，とりわけ，将来の法曹を担うにふさわしい人間性と高潔
な使命感が吟味されます。

アドミッション・ポリシー
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日本大学法科大学院の特長

　

法科大学院と連携協定を締結した法学部等を設置する大学が，法
科大学院の既修者コースの教育課程と一貫的に接続する体系的な
教育課程を編成して学部段階から効果的な教育を行う課程／履修
プログラムのことを「法曹コース」と呼びます。本研究科は，日本大
学法学部と法曹養成連携協定を締結しており，同学部には法曹コー
スが設置されています（令和４年４月１日現在）。

　司法試験の受験資格は，原則として法科大学院の修了者へ与え
られますが，令和５年司法試験から，法科大学院の在学中に司法
試験を受験できることになりました。
　在学中受験資格を得るには，①前年度末までに所定科目単位（52
単位以上）を修得していること，②最終学年に在籍しており年度末
までに修了する見込みがあること，が必要です。
　所定科目単位の概要は以下のとおりです。

・法律基本科目の基礎科目　30単位以上
・法律基本科目の応用科目　18単位以上
・司法試験選択科目に該当する展開・先端科目　４単位以上

法曹コースと特別選抜
司法試験の在学中受験 法曹への最短ルート

日本大学法科大学院には，在学生・修了生の学びを支える4つの大きな特長があります。
充実したサポート体制で法科大学院での学びを支え，司法試験合格に向けて価値のある時間を提供しています。

研究者教員7名，実務家教員10名の合計17名の専任
教員を配置。多数の執筆や講演を行っている研究者教
員の他，法曹（裁判官，検察官，弁護士）として活躍し，
司法研修所教官や司法試験考査委員を経験した教員が
数多く在籍しています。それらの著名で実務経験豊か
な教員が，質の高い，熱意のある授業を展開していま
す。

著名な教授陣による
質の高い指導

1

平日昼間以外に夜間・土曜日に授業を開講。平日昼間
に就業している社会人が，夜間・土曜日だけで本法科
大学院の課程を修了することが可能です。さらに，職
業を有していて，学修時間の確保が困難である学生の
ために，長期履修学生制度を導入。また，ICT を用
いた「モバイル遠隔授業」と「録画・録音視聴」も行っ
ています。

社会人が学びやすい
履修制度・学修環境

3

充実した奨学金制度を用意しています。入学試験成績
優秀者には，授業料全額，又は半額相当額の奨学金が
給付されます。また，入学試験時に奨学金が給付され
なくても，入学後に優秀な成績を修めて奨学金の給付
を受けることも可能です。さらに，地方出身の入学試
験成績優秀者（既修）には，男女各１名に学生寮を無
料で提供（一部学生負担有り）しています。

経済的サポートの
充実

2

修了後も年間10,000円（令和4年度現在）により，在学
中と同じ環境で司法試験合格に向けた学習支援（自習
室の利用，図書室の利用，各種勉強会への参加，アカ
デミック・アドバイザーによる学習相談等）が受けら
れます。また，合格後には司法修習に向けた研修や就
活セミナー等も行い，日本大学法曹会の協力による就
職支援も行っています。

修了後も続く
手厚いサポート

4

新しい法曹養成制度について
　法曹コースの修了見込者は，入学試験において「特別選抜」を受
験することができます。
　特別選抜には，「５年一貫型」と「開放型」があります。
　「５年一貫型」では，学部成績と面接を主な要素として選考します。
５年一貫型は，本研究科と法曹養成連携協定を締結した学部に設置
された法曹コースの修了見込者が受験できます。
　「開放型」では，法律科目の論文式試験に学部成績と面接を加え
て選考します。開放型は，（本研究科との法曹養成連携協定の締
結の有無を問わず，）国内全ての法曹コースの修了見込者が受験で
きます。
　 ※各方式の詳細は，入学試験要項で確認してください。

　法曹として活動するには，司法試験合格後に，司法修習（１年間）
を終えることが必要です。今までの司法修習は，原則として11月から
開始されていましたが，令和５年司法試験実施後の司法修習からは，
３月下旬から開始されることになりました。
　学部を早期卒業して法科大学院の既修者コースに進学し，在学
中に司法試験に合格して，法科大学院の修了後すぐに司法修習へ
行くことで，学部入学から最短６年間で法曹資格を得ることがで
きるようになりました。

学部３年＋法科大学院２年＋司法修習１年＝６年間

　多数の執筆や講演を行っている研究者教員の他，法曹（裁判官，検察官，弁護士）として活躍し，司法研修所
教官や司法試験考査委員を経験した教員が数多く在籍しています。それらの著名で実務経験豊かな教員が，質
の高い，熱意のある授業を展開しています。※ 教員紹介19頁以降を参照してください。

課外講座
法曹として活躍するＯＢ・ＯＧが，テーマ別に課外講座を行うほか，学習
時間を確保しやすい長期休暇期間に，集中的に学ぶ夏季合宿や夏季集中講
座及び春季集中講座等を行っています。

特別講演会等
著名な学外教員による特別講演会等を行い，授業で扱った重要なテーマ・
論点の再確認や最新の判例・重要論点について学びます。

アカデミック・アドバイザーによる学修支援
弁護士としても活躍する助教３名が，先輩の立場から，学生一人一人の学
修状況に応じた実践的なアドバイスをします。

著名な教授陣による質の高い指導1

司法試験合格までの 学修サポート体制

授業を中心にしっかり学修
・授業にしっかり取り組むことで，司法試験に合格する実力を身に付けることができます。
・令和5年からの司法試験在学中受験に対応したカリキュラムを設定しています。
（※カリキュラム詳細は13頁へ）

１年次
（未修１年）

各科目の基礎理論や基本判例を
理解し，正確な法律知識を修得
します。

２年次
（未修２年・既修２年）

各科目の各分野を体系的に理解
するとともに，論理的かつ説得
的な展開力を養い，基礎を応用
へと発展させます。

３年次
（未修３年・既修３年）

具体的な事例を踏まえた実践的
な演習形式の授業によって，法
律実務家に求められる法的思考
力を確実なものとし，的確かつ
妥当な結論を導き出せるように
なることを目指します。

オフィスアワー
疑問点があれば，すぐに教員に質問できる体制を整えています。教員が学
生一人一人の課題をしっかりと把握・理解し，助言をします。

入学前研修
入学試験合格者を対象に，第１期入学試験終了後から月に１回実施してい
ます。入学後スムーズに学修に入れるよう，教員が講演を行うほか，司法
試験合格者の体験談なども行っております。
※合格者は，１回目は全員参加できますが，２回目以降は，入学手続をし
た方に限ります。

※ 授業の実施方法は，新型コロナウイルス感染症等への対応も含め，一部の科目を除き，対面による実施とオンラインでの実施の併用で行う可能性があります。

・ 司法修習を経て裁判官・
検察官・弁護士等へ

・司法試験合格
・修了

※カリキュラムの詳細は，13頁を参照してください。
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日本大学法科大学院の特長

　学部時代から，大学院には著名な先生や実務経験の豊富な
先生がたくさんいらっしゃると聞いていましたし，日大出身
者は入学金が免除になるため，日大法科大学院に進学するこ
とに一切迷いはありませんでした。
　日大法科大学院の大きな魅力の１つが，充実した奨学金制

中谷 正希さん
既修者コース　３年
日本大学法学部法律学科卒業

奨学金が与えてくれた勉強に専念できる環境で
目指す検察官への道

INTERVIEW 度です。私は入学時に第５種（授業料半額免除）に加え，日
大出身者が対象の奨学金をいただけ，さらに進級時には第３
種（授業料全額免除）の奨学金をいただくことができました。
おかげでアルバイトをせずに勉強に専念することができ，と
ても助かっています。また，家族に学費の負担をかけずに済
んだことで，負い目を感じることなく司法試験に挑戦でき，
心の余裕も生まれました。
　大学院で学ぶなかで特に素晴らしいと感じた授業の１つ
が，木村光江先生の刑法総合です。重要な論点や判例だけで
なく，対立する見解・学説などについてもわかりやすく解説

していただき，最近の司法試験の問題形式にも対応した授業
でした。３年生になり，どの授業もより実践的になりました
が，基礎に立ち返り，理解が不十分になりがちな部分を改め
てご指導いただけるのは大変ありがたいです。また，司法試
験合格を目指す授業でありながらも，法曹になったときの実
務に役立つ話もしてくださいます。
　実際の仕事をイメージしやすくなったことで，私は検察官
を志すことにしました。そして実務経験を積み，将来的には
先生方のように後進を育ててみたい。その日を夢見て，まず
は司法試験合格を勝ち取るべく，粛々と準備を進めています。

　本法科大学院では，平日昼間以外に夜間・土曜日にも授業を開講しています。平日昼間に就業する社会人等が平日夜間と土曜日の
授業だけを履修することにより，本法科大学院の課程を修了することを可能とします。

　本法科大学院では，職業を有している等の事情により，学修時間の確保が困難である学
生のために，長期履修学生制度を導入しています。この制度は，本法科大学院入学試験に
おいて，長期履修学生制度の利用を申請し，本法科大学院が認めた学生に限り適用されます。
これにより，個人の事情に応じて学修計画に合わせた履修が可能となります。
　なお，職業を有し，標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了することを希
望する学生が対象です。修業年限は，4年とします。ただし，法学既修者については３年と
なります。標準修業年限で入学された方は，入学後に長期履修学生へ変更することはでき
ません。

時 限 時間帯 月 火 水 木 金 土

1  9:00 〜 10:30 ○

2 10:40 〜 12:10 ○

3 13:00 〜 14:30 ○

4 14:40 〜 16:10 ○

5 16:20 〜 17:50 ○

6 18:30 〜 20:00 ○ ○ ○ ○ ○

7 20:10 〜 21:40 ○ ○ ○ ○ ○

授業時間

○＝夜間受講者対象科目を配置

大学院法務研究科奨学金（給付）
　入学試験の成績が優秀な新入生及び学業成績が優秀な在学生を対象に給付します。

昼夜開講

名 称 給付額 コース 給付期間 定員
※1 資格・条件

日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
奨
学
金

第１種奨学生 98万円 
（授業料相当額）

既修 ２年間 12名 新入生のうち，入学試験の成績が特に優秀な者に所定の在籍期間（標準修
業年限）給付します。ただし，進級時において，学業成績等により継続給付
を停止する場合があります。また，進級時において，学業成績等により，「第
４種奨学生」の授業料相当額の半額（50万円）を適用する場合があります。未修 ３年間 ３名

第２種奨学生 50万円 
（授業料相当額の半額）

既修 ２年間 12名 新入生のうち，入学試験の成績が優秀な者に所定の在籍期間（標準修業
年限）給付します。ただし，進級時において，学業成績等により継続給付
を停止する場合があります。また，進級時において，学業成績等により，

「第３種奨学生」の授業料相当額（98万円）を適用する場合があります。未修 ３年間 ３名

第３種奨学生 98万円 
（授業料相当額）

既修
１年間 10名 在学生のうち，前年度の学業成績が特に優秀な者に給付します。

未修

第４種奨学生 50万円 
（授業料相当額の半額）

既修
１年間 ４名 在学生のうち，前年度の学業成績が優秀な者に給付します。

未修

第５種奨学生 50万円
既修

１年間 ５名 新入生のうち，日本大学出身者で，入学試験の成績が優秀な者に給付します。
また，「第１種奨学生」，「第２種奨学生」適用者についても，対象とします。未修

日本大学古田奨学金 20万円 既修 
未修 １年間 １名 在学生で，学業成績が優秀で人物が優れている者に給付します。

日本大学ロバート・F・ 
ケネディ奨学金 20万円 既修 

未修 １年間 １名 在学生で，学業成績が優秀で人物が優れている者に給付します。

　本法科大学院では，夜間・土曜日をメインに講義を受ける学生を対象に，科目の性質に応じて，ICT を用いた「モバイル遠隔授業」
と「録画・録音視聴」を行っています。「モバイル遠隔授業」では，出張先等から授業に参加することができます。また，欠席時の授
業内容をフォローすることを主な目的とした「録画・録音視聴」も行っています。昼間は仕事で忙しい方でも，時間を有効に活用で
きる最新の情報通信技術を用いたフォロ一アップ環境です。

未修 １年 ２年 ３年 ４年

標準 36 36 44

長期 28 28 28 32

既修 認定 ２年 ３年 ４年

標準 28 36 44

長期 28 28 28 32

履修上限単位数

経済的サポートの充実 社会人が学びやすい履修制度・学修環境2 3

長期履修学生制度

ICT 講義

奨学金制度

　地方出身の入学試験成績優秀者（法学既修者）には，男女各１名に学生寮を提供しています。入館費，月々の寮費（食事代含む），
保証金は，本法科大学院が負担しますので，学生負担経費は，電気代・通信費のみとなります。

地方出身者のための学生寮提供

　日本学生支援機構の奨学金は，国が実施する貸与型奨学金で，学生が自立して 
学ぶことを支援するために学生本人に貸与されます。貸与型奨学金ですので，
返還の義務があります。ただし，第一種奨学金のうち，特に優れた業績を挙げ
た人として認定されると貸与終了後に奨学金の全部又は，一部の返還が免除さ
れる制度があります。

日本学生支援機構奨学金（貸与） 種　類 金額（月額）

第一種（無利子） 5万円， 8万8千円

第二種（有利子） 5万円， 8万円， 10万円， 13万円， 15万円※

※ 15万円選択者には，希望により４万円，又は，７万円の増
額ができます。

入学時特別増額
貸与奨学金※ 10万円， 20万円， 30万円， 40万円， 50万円

※ 入学時の一時金です。この奨学金のみを申込むことはで
きません。

※1  定員については，令和５年度入学者から適用予定。
※2 過去に法務研究科奨学金を給付された方（再度入学者）は，対象となりません。

※2
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日本大学法科大学院の特長

修了後も続く手厚いサポート4

仮研修生制度
　本法科大学院修了直後の学生は，司法試験合格発表まで，「仮研修生」として在学時と同じ環境で学習を継続することが
できます。ただし，学習状況の確認のため，司法試験短答式試験の成績提出等が継続条件となります。

●研修生と同様に，様々な学習サポートを受けることができます。
●制度の名称は，変更する場合があります。

11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月12月11月

司法試験 合格発表司法試験 受験法務研究科 修了

仮研修生

在学中から司法試験合格に向けた各種支援を行っています。

司法研修所入所前研修
　司法試験合格者に対し司法修習前に行う研修です。導入研修に向けて
の心構えや事前に準備すべきことを研修所教官経験者等が指導します。

就職支援講座
　就職活動について専門の講師を招いて指導を行う講座を提供しています。

日本大学法曹会と協力した就職支援
　法曹会会員による修習や就職活動のガイダンス等のイベントを通じて，
先輩との交流の機会を提供したり，個別の就職相談などを行っています。

就職支援

内　訳 人　数
裁判官 2名
検察官 5名
弁護士 209名
　うち組織内弁護士として勤務 （25名）
　うち弁護士事務所勤務 （184名）
修習にいかずに就職 1名
修習中 15名
その他（修習延期等） 13名
合計 245名

合格者就職データ　（令和４年５月１日現在）
合格後も多様なサポートを継続します。

研修生制度
　修了後も継続して学習をサポートします。
※ 以下のスケジュール図は，令和5年度以降の司法試験スケジュールに沿って作成したものです。

利用時間
日曜日〜土曜日

7:00 〜 24:00
祝祭日

自習室

長時間勉学に励むことができるよう，休日
も使用できるゆったりしたスペースの個人
専用の机を用意しています。各席でインター
ネットを利用することが可能であり，予習・
復習はもちろん，学生個々のニーズに応じ
た学習のための情報収集にも便利です。ま
た，個人用ロッカーも用意されています。

ゆとりのあるスペースで
長時間勉学に集中できる環境

利用時間
日曜日〜土曜日

7:00 〜 24:00
祝祭日

法務研究科図書室

法科大学院専用図書室は，カリキュラムに
沿って選書された法律基本科目や法律実務
基礎科目等の図書・雑誌資料を備えており，
ゆとりのある閲覧席や情報検索用端末を配
置することで，最適な利用環境を提供して
います。電子ジャーナル等も充実し，隣接
する法学部図書館と補完しあう関係にある
ため，両方を利用することで学びを更に深
めることができます。

IT 対応で最適な利用環境を実現

利用時間
日曜日〜土曜日

7:00 〜 24:00
祝祭日

学生ラウンジ

学生ラウンジは，授業の合間等に一
息つける憩いのスペースです。学生
同士はもちろん，教員との対話の場
としても利用され，食事を取ること
も可能です。

憩いのスペース

コンピュータ室は，判例検索や文書
作成に対応した PC 及びプリンタが
用意されています。

利用時間
日曜日〜土曜日

7:00 〜 24:00
祝祭日

コンピュータ室
判例検索に欠かせない
PC を完備

自主学習・グループ学習等を行える場所
として，授業・ゼミナール・セミナー等
の教育研究に活用できる場所として利
用することを目的としています。コミュ
ニケーションを図りながら，学修するた
めの開かれた空間です。

利用時間
月曜日〜土曜日 9:00 〜 20:00

ラーニング・コモンズ
豊富な資料に容易にアクセスできる
協働学修空間

利用時間
月曜日〜金曜日 9:00 〜 22:00
土曜日  9:00 〜 21:00
日曜日（特定日） 10:00 〜 17:00

法学部図書館

法学部神田三崎町キャンパスのラン
ドマークとしてのシンボル性を持っ
た建物で，法学部の専門分野の学術
書を中心に約50万冊を所蔵してい
ます。

快適な知的空間

法科大学院専用施設に加え，法学部施設も利用できます。

学生食堂・SUBWAY

利用時間
月曜日〜金曜日 11:00 〜 18:30
土曜日 11:00 〜 14:00
※時期により営業時間は異なります

利用時間
月曜日〜金曜日 9:30 〜 18:00
土曜日 9:30 〜 15:00
※時期により営業時間は異なります

法学部本館地下に学生食堂があり，健康
に気を配ったメニューをリーズナブルな
価格で楽しめます。法学部図書館１階に
は SUBWAY も併設しています。

リーズナブルな価格で提供

施設案内
※全館 wi-fi 完備
※令和4年4月1日現在
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため，

一部施設については利用を制限しています。

研修生制度
　司法試験の結果が不合格だった場合に，翌年の司法試験に向けて学習を継続する修了生を支援する仕組みとして，「研修
生制度」があります。選考試験に合格した場合，最長で修了後5年間，自習室の専用席の利用をはじめとした，様々な学習
サポートを受けることができます。

●研修生は，年間10,000円の登録料が必要です（令和4年度現在）。
●研修生になると，以下の学習サポートを受けることができます。

11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月12月11月

司法試験 合格発表司法試験 受験司法試験 合格発表

研修生

❶ 自習室（個人専用席及びロッカー）の利用　❷ 図書室の利用　❸ PC 室の利用　❹ 講堂の使用　❺ アカデミック・アドバイザーによる学習相談 
❻ 各種勉強会への参加　❼ 短答式形式の問題演習への参加　❽ 合宿等への参加　❾ 講演会，フォローアップ講座への参加
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学生インタビュー

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1 刑事訴訟法

2 民事訴訟法

3 法情報調査 刑法Ⅰ

4 会社法 立法学 民法Ⅰ

5 民法Ⅱ

6 憲法Ⅰ 民法Ⅲ

7

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1
2 民法総合Ⅰ

3 刑法総合 刑事訴訟法総合民事訴訟法総合

4 憲法総合 行政法 商法総合 消費者法

5 倒産法Ⅰ

6
7

１年次　前学期 ２年次　前学期
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

1 刑事訴訟法

2 民事訴訟法

3
4 民法Ⅰ

5 民法Ⅱ

6 法情報調査 憲法Ⅰ 民法Ⅲ

7 刑法Ⅰ 労働法Ⅰ 会社法

１年次　前学期
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

1
2
3 刑法総合

4
5 刑事訴訟法総合

6 憲法総合 環境法 商法総合 民法総合Ⅰ

7 民事訴訟法総合 行政法

２年次　前学期
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

1
2 民事法系演習Ⅵ

3 公法系演習Ⅱ

4 刑事法系演習Ⅰ 租税法

5 刑事法系演習Ⅱ 公法系演習Ⅰ 民事法系演習Ⅱ

6 クリニック・ローヤリング

7

３年次　前学期
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

1
2 刑事法系演習Ⅰ

3
4
5 民事法系演習Ⅰ

6 民事法系演習Ⅵ 立法学 公法系演習Ⅱ刑事法系演習Ⅱ

7 民事法系演習Ⅳ 公法系演習Ⅰ 民事法系演習Ⅱ

３年次　前学期

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1
2 民法Ⅴ

3 刑法Ⅱ 民法Ⅳ

4
5
6 憲法Ⅱ 憲法基礎演習民法基礎演習刑法基礎演習

7

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1
2 民事執行法・民事保全法

3 刑事訴訟実務の基礎 民事訴訟実務の基礎

4 行政法総合 民法総合Ⅱ

5 民事法系演習Ⅰ 法曹倫理 要件事実と事実認定の基礎

6
7

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1
2 民法Ⅴ

3 民法Ⅳ

4 法医学

5
6 会計学 憲法Ⅱ 民法基礎演習

7 刑法Ⅱ 労働法Ⅱ

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1
2 刑事訴訟実務の基礎

3 行政法総合

4 民事訴訟実務の基礎

5
6 経済刑法 法曹倫理 要件事実と事実認定の基礎 情報法

7 独法 政治学 民法総合Ⅱ

１年次　後学期 ２年次　後学期 １年次　後学期 ２年次　後学期
月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

1
2 刑事事実認定論 民事法系演習Ⅶ

3 刑事法系演習Ⅲ

4 会計学 倒産法Ⅱ 労働法演習

5 法文書作成 倒産法演習 民事法系演習Ⅲ

6 民事法系演習Ⅴ公法系演習Ⅲ

7

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
1
2 民事法系演習Ⅶ

3 刑事法系演習Ⅲ

4
5 民事法系演習Ⅲ

6 労働法演習 民事法系演習Ⅴ公法系演習Ⅲ刑事事実認定論

7

３年次　後学期 ３年次　後学期

かり勉強できるのは今しかない」と気を引き締めてくださった
り，実務的な観点から知識を裏付けてくださったりするので，
授業を受けること自体が勉強のモチベーションにつながりま
す。特に感謝しているのは，佐々木良行先生が民法系の授業
で配布してくださるレジュメです。事例問題が豊富で，しかも
詳しい解説をつけてくださっているので，問題演習としても長
く利用できます。さらに，卒業生の方が指導してくださる弁護
士ゼミでは，年間100個もの判例に触れたり，１年生のうちか
ら司法試験の過去問を演習したりする機会に恵まれました。
　司法試験を目指すなかで時々不安になることもありますが，
勉強の不安は勉強することでしか解消されないということがわ
かりました。勉強の仕方を自分なりに試行錯誤して，いまは授
業で学習したことなどを声に出して録音し，それを通学時間な
どに聴く方法を続けています。自分を信じ，この恵まれた環境
を生かして，着実に力をつけていきたいと思っています。

　世の中にはトラブルが数多くあり，それが原因で苦しんでい
る人がたくさんいます。私はもともと人の役に立ちたいという
思いがあり，特にメンタル面のケアに関心がありました。やが
て進路を考えるようになったとき，法律面から人の役に立つ道
もあると考え，苦しんでいる人々に力添えのできる弁護士を志
そうと思ったのが法曹を目指した動機です。
　日大法科大学院を選んだのは，馴染みのある環境で落ち着
いて勉強できること，日大出身者は入学金が免除されることと
充実した奨学金制度，早朝から遅くまで利用できる自習室など，
自分のニーズに合わせて学習できる環境であることに魅力を感
じたからです。実際，２年生に上がるときに奨学生（授業料全
額免除）に選んでいただき，とても嬉しかったです。
　入学してよかったと思うのは，司法試験を見据えたメリハリ
のある授業なので，どこに力点を置くべきかがわかることです。
また，修了までのカリキュラムを見据えて「これについてしっ

　私は現在，国会議員政策担当秘書として，国会質問案作成
などの仕事をしています。法律案審議など法律にかかわること
が多いため，法曹の資格をとり，法律の知識を自分の専門性の
１つとして高めたいと思うようになりました。リカレント教育
として法律を学ぶために注目したのが，夜間に授業があり，勤
務先や自宅から近い日大法科大学院です。第1種奨学金（授業
料全額免除）をいただけたことで，基礎からじっくり学んで司
法試験合格を目指そうと思い，入学を決めました。
　日大法科大学院は裁判官・検察官・弁護士ご出身の先生が
多いのが特徴で，実務経験を踏まえた講義は大変参考になりま
す。例えば，大島隆明先生の刑事訴訟法と刑事訴訟法総合では
具体例を用いて説明してくださり，ポイントがよくわかるレジュ
メもいただけます。学者の先生方の授業も質が高く，蟻川恒正
先生の公法系演習Ⅰは優れた研究者としての鋭いご指摘があ
り，知的好奇心が満たされる授業です。また，先生方は質問に

対していつも丁寧に答えてくださり，メールで質問すると長文
で返信してくださいます。その熱意には，頭が下がるばかりです。
　ICT 講義（モバイル遠隔授業や録画・録音視聴）も，社会人に
は大変ありがたい制度です。※仕事で授業を欠席しなければなら
ないときにあとで授業を視聴し，レポートを提出することで出席
となる特例措置が設けられているため，出張等でオンライン受
講ができないときも欠席せずに済んでいます。また，学友たちと
仲良くなれるのも，適正人数の大学院ならではかもしれません。
彼らとは LINE グループをつくり，いつも励まし合っています。
　勉強に費やせる時間が少ないなかで大事にしていることは，
予習より復習への相対的注力と，隙間時間の有効活用です。ス
マートフォンを使って短答問題を解く，レジュメ・文献をデー
タ化していつでも，どこでも見られるようにするなどの工夫を
しています。来年は，いよいよ司法試験です。さらに学習時間
を増やし，合格を目指して頑張ります。

法曹の資格を専門性の１つの柱として仕事を進めていきたい

中村 萌花さん
未修者コース　２年　
日本大学法学部法律学科卒業

松尾 和弥さん
未修者コース　３年　
東京大学経済学部経済学科卒業，
京都大学大学院公共政策専攻専門職学位課程修了
東京工業大学大学院技術経営専攻専門職学位課程修了

司法試験を見据えた質の高い授業は意欲と自信につながります

※新型コロナウィルス感染防止に伴う特別措置のため，制度は変更されることがあります。
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（昼間の授業を中心に未修者コースを受講した場合：令和３年度入学者用カリキュラムによる）中村さんの Weekly Schedule （夜間の授業を中心に未修者コースを受講した場合：令和２年度入学者用カリキュラムによる）松尾さんの Weekly Schedule



カリキュラム

１◎印のある科目は必修科目です。
２単位数の左側に「Ｎ」のある科目は，法学既修者入学者（一般選抜受験合格

者）の単位認定対象科目です。単位数の左側に「（Ｎ）」のある科目（会社法，
民事訴訟法，刑事訴訟法）は，別途単位認定試験を実施し，合格した科目を
既修得科目として認定します。

　単位数の左側に「（N ※）」のある科目（行政法）は，特別選抜受験合格者のみ
の単位認定対象科目です（詳細は30頁参照）。

３各学年の履修上限単位数は１年次は36単位，２年次は36単位，３年次は44
単位です。ただし，法学既修者２年次の上限単位数は36単位を基準としま
すが，法学既修者単位認定試験不合格科目については，不合格単位数分（上
限 6 単位）の上乗せを認めます。長期履修学生制度利用者については，別
途定めによります。

４修了するためには，14頁の年次別必要科目単位数の内訳のとおり，必修科
目56単位及び選択科目40単位の合計96単位以上を修得しなくてはなり
ません。

※注１　 法律基本科目公法系科目では，必修科目11単位のほか4単位以上を
修得しなければなりません。

※注２　 法律基本科目民事系科目では，必修科目24単位のほか8単位以上（民
事法系演習Ⅰ～Ⅲから4単位，民事法系演習Ⅳ・Ⅴから2単位，民事
法系演習Ⅵ・Ⅶから2単位）を修得しなければなりません。

※注３　 法律基本科目刑事系科目では，必修科目 11 単位のほか 4 単位以上
を修得しなければなりません。

※注４　 法律実務基礎科目の区分では，必修科目 10 単位のほか 2 単位以上
を修得しなければなりません。

※注５　 基礎法学・隣接科目の区分では，4 単位以上を修得しなければなり
ません。

※注６　 展開・先端科目の区分では，労働法Ⅰ，労働法Ⅱ，労働法演習，経済
法，経済法演習，国際公法，国際私法Ⅰ，国際私法Ⅱ，国際私法演習，
知的財産法Ⅰ，知的財産法Ⅱ，知的財産法演習，租税法，租税法演習，
倒産法Ⅰ，倒産法Ⅱ，倒産法演習，環境法，環境法演習の内から 2
科目4単位以上を含め，12単位以上を修得しなければなりません。

※注７　 法律実務基礎科目（修得すべき単位数 12 単位を除く），基礎法学・
隣接科目（修得すべき単位数4単位を除く）及び展開・先端科目（修
得すべき単位数12単位を除く）の内から 6 単位以上を修得しなけれ
ばなりません。

科目区分
1 年次 2 年次 3 年次 修了要件

単位数授業科目 単位 授業科目 単位 授業科目 単位

法律基本科目

公法系
◎憲法基礎演習 N 1 ◎行政法 （N ※） 2 公法系演習Ⅰ 2

15 ※注 1◎憲法Ⅰ N 2 ◎憲法総合 2 公法系演習Ⅱ 2
◎憲法Ⅱ N 2 ◎行政法総合 2 公法系演習Ⅲ 2

民事系

◎民法基礎演習 N 2 ◎民法総合Ⅰ 2 民事法系演習Ⅱ 2

32 ※注 2

◎民法Ⅰ N 2 ◎民法総合Ⅱ 2 民事法系演習Ⅲ 2
◎民法Ⅱ N 2 ◎商法総合 2 民事法系演習Ⅳ 2
◎民法Ⅲ N 2 ◎民事訴訟法総合 2 民事法系演習Ⅴ 2
◎民法Ⅳ N 2 民事法系演習Ⅰ 2 民事法系演習Ⅵ 2
◎民法Ⅴ N 2 民事法系演習Ⅶ 2
◎会社法 （N） 2
◎民事訴訟法 （N） 2

刑事系

◎刑法基礎演習 N 1 ◎刑法総合 2 刑事法系演習Ⅰ 2

15 ※注 3
◎刑法Ⅰ N 2 ◎刑事訴訟法総合 2 刑事法系演習Ⅱ 2
◎刑法Ⅱ N 2 刑事法系演習Ⅲ 2
◎刑事訴訟法 （N） 2

法律実務基礎科目

◎法曹倫理 2 ◎刑事事実認定論 2

12 ※注 4
（12 〜 18） ※注 7

◎要件事実と事実認定の基礎 2 法文書作成 2
◎民事訴訟実務の基礎 2 クリニック・ローヤリング 2
◎刑事訴訟実務の基礎 2
エクスターンシップ 2
企業法務 2

法情報調査 2

基礎法学
・隣接科目

基礎法学科目

法哲学 2

4 ※注 5
（4 〜 10） ※注 7

法制史 2
英米法 2
独法 2

隣接科目
立法学 2
政治学 2
会計学 2

展開・先端科目

労働法Ⅰ 2 知的財産法演習 2 環境法 2

12 ※注 6
（12 〜 18） ※注 7

労働法Ⅱ 2 租税法 2 環境法演習 2
労働法演習 2 租税法演習 2 法医学 2
経済法 2 民事執行法・民事保全法 2 医療と法 2
経済法演習 2 倒産法Ⅰ 2 医療紛争論 2
国際公法 2 倒産法Ⅱ 2 地方自治法 2
国際私法Ⅰ 2 倒産法演習 2 情報法 2
国際私法Ⅱ 2 事業再生法 2 経済刑法 2
国際私法演習 2 事業再生法演習 2 外書講読 2
国際取引法 2 消費者法 2
知的財産法Ⅰ 2 保険法 2
知的財産法Ⅱ 2 金融商品取引法 2

合　　計 96

法務博士（専門職）
●取得学位

法学未修者…3年間で49科目・96単位以上を履修します
法学既修者…2年間で34科目・68単位以上を履修します

●履修方法

※ 法学既修者は，認定単位数により，修得すべき単位数が異なります。

1 年次 2 年次 3 年次 合計

必 修
法律基本科目

15 科目 28 単位 13 科目 26 単位 1 科目 2 単位 3 年間で 29 科目 56 単位
法律実務基礎科目

選 択

法律基本科目　公法系 2 科目 4 単位

3 年間で 20 科目 40 単位

法律基本科目　民事系 4 科目 8 単位（内 1 科目 2 単位は 2 年次配当）
法律基本科目　刑事系 2 科目 4 単位

法律実務基礎科目 1 科目 2 単位
基礎法学・隣接科目 2 科目 4 単位

展開・先端科目 6 科目 12 単位

法律実務基礎科目
基礎法学・隣接科目

展開・先端科目

　　　　　　　　　　　 3 科目 6 単位
法律実務基礎科目（修得すべき単位数 12 単位を除く）
基礎法学・隣接科目（修得すべき単位数 4 単位を除く）
及び展開・先端科目（修得すべき単位数 12 単位を除く）
の内から 6 単位以上

●年次別必要科目単位数
法学既修者は，所定の単位を修得した者として1 年間在学したものとみなされ，入学時から2 年次生として取扱います。

※法学既修者は，認定単位数により，修得すべき単位数が異なります。

●進級要件
① 1年次→2年次… 必修科目20 単位以上を修得するとともに，必修科目の GPA が1.50 以上であること。 

また，共通到達度確認試験において，その成績が進級を不相当と認める著しく不良なものでないこと。
② 2年次→3年次… 総修得単位数が54 単位以上であるとともに，総修得必修科目の GPA が1.50 以上であること。 

ただし，総修得単位数には認定された科目を含み，GPA には認定された科目を含みません。
③ 長期履修学生… 総修得必修科目の GPA が1.50 以上であること。 

 なお，２年次から３年次に進級する際は，共通到達度確認試験において，その成績が著しく不良なものでないこと。
※ 進級要件による原級留置が2 回に達した場合は，当該年度末に退学の措置を取ります。

●原級再履修（留年）した場合の履修方法
（1）1年次，2年次…当該年次配当の必修科目を再履修しなければなりません。ただし，S，A 又は B の成績評価を得ている必修科目を除きます。
　　　　　　　　　C は再履修が必要です。

（2）3年次…修了要件に必要な科目の単位を修得しなければなりません。

● GPA（グレード・ポイント・アベレージ）の計算方法について
（４× S の修得単位数）＋（３× A の修得単位数）＋（２× B の修得単位数）＋（１× C の修得単位数）

総履修単位数（D，E の単位数も含める）

※ P（履修中止），N（認定科目）は，GPA に算入しません。

※以下の令和5年度入学者カリキュラムは予定であり，一部改正になる場合があります。カリキュラム改正を実施する場合は，本研究科ホームページ等でお知らせします。

開講科目一覧（令和 5 年度入学者カリキュラム） 履修概要

時限 時間帯

1  9 :00 〜 10:30

2 10:40 〜 12:10

3 13:00 〜 14:30

4 14:40 〜 16:10

5 16:20 〜 17:50

●授業時間
時限 時間帯

6 18:30 〜 20:00

7 20:10 〜 21:40

●修了要件
所定の年限在学し，必修科目を含めて96単位以上修得していること。

評価 素点 係数 判定 内容
S 100 〜 90 点 4 合格 特に優れた成績を示したもの
A 89 〜 80 点 3 合格 優れた成績を示したもの
B 79 〜 70 点 2 合格 妥当と認められたもの
C 69 〜 60 点 1 合格 合格と認められるための成績を示したもの

●成績評価
試験結果，出席，レポート評価，ケース・スタディ，グループ課題及びクラスでの議論参加への積極性などの総合評価で行います。

評価 素点 係数 判定 内容
D 59 点以下 0 不合格 合格と認められるに足る成績を示さなかったもの
E —— 0 無判定 履修登録をしたが成績を示さなかったもの
P —— —— 履修中止 履修登録後，所定の中止手続きを取ったもの
N —— —— 認定 修得単位として認定になったもの
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カリキュラム

　法科大学院は，将来，法を使って自分の人生を送っていくことを考えてい
る人に指針を与える場所です。法を使って生きていくといっても，漠然とし
ていて，何のことかはっきりしないと感じる人も多いでしょう。法科大学院
は，法を仕事にしたいけれど実際にどうしたいのかが自分でもまだ確固とし
て見えていない人のための場所です。
　私が主に担当している「公法系演習Ⅰ」は，憲法の科目の一つで，最高裁
の憲法判例を素材に，教員と受講生が議論をして，憲法とは何かに迫ってい
く授業です。
　憲法は，民法や刑法などと違い，具体的な生活事実から離れ，浮き上がっ
た議論をするものだと考えられて，苦手意識を持つ人が少なくないようです。
けれども，それと同じ苦手意識を，実は，最高裁判事たちも持っているので
はないかと私は想像しています。むしろ，歴代の判事たちは，大学では，今
とは比べものにならないほど憲法をもっぱら抽象的な理論として学び，また，
実務家となってからは，憲法事件を担当する機会自体が少なかったでしょう
から，皆さん以上に，一般の民事事件や刑事事件と憲法事件とのギャップに

苦しんだものと推測されます。憲法判例は，だから，そういう最高裁判事た
ちが，事案をめぐる生活事実を手掛かりに，憲法への苦手意識を克服していっ
た格闘の記録です。私の授業では，こうした理解にもとづき，事案の分析を
軸にして，憲法判例を，弁護士や検察官，そうして，裁判官たちの格闘の軌
跡として明らかにしていきます。
　この授業に限らず，小人数教育を中核とする本法科大学院では，受講生が
自分で考えてきたけれども自分だけではうまく言葉に出来ないものを法の言
葉にして取り出すための協
同作業を，教員と学生とで
行います。
　こうした学びこそが，司
法試験に合格する最良の方
法であり，何より，自分は
法を使って何がしたいのか
を皆さん自身が一歩一歩固
めていく確かな道筋になる
と信じています。

事案分析を軸に，憲法判例の核心をつかむ

蟻川 恒正 教授憲　法

●展開・先端科目
　展開・先端科目では，行政・企業・国際関係をはじめとした，専門知識が要求される様々な法領域について学び，社
会の要請に対応する優れた専門能力を養います。
　本法科大学院では，総合大学としての特色を活かし，数多くの科目を開講しています。

●法律実務基礎科目
　法律実務基礎科目は，「法曹としての責任感・倫理観を涵養する科目」と「法曹としての専門的技能を身に付ける科目」
から構成されており，法曹として必要な実務力を養います。

●基礎法学・隣接科目
　基礎法学科目では，法学にまたがる様々な学問領域を学ぶことにより，法律の理解を深めます。隣接科目では，法実
務を行う上で身に付けておくべき基礎教養を養います。

●法律基本科目
　法律基本科目は，法科大学院（法務研究科）の基本となる科目です。
　「憲法」と「行政法」からなる公法系（９科目），「民法」「商法」「民事訴訟法」からなる民事系（19科目），「刑法」と「刑
事訴訟法」からなる刑事系（９科目）の３分野から成り立っています。
　授業の形式は，１年次は基礎的知識の修得を目的とした講義形式で行います。２年次は周辺領域の諸法も含めて学ぶ「総
合科目」へ展開し，思考力修得の下地作りとともにより実践的な法実務力を修得します。３年次では，法的思考力や応用
力を養い，より深い理解を得るために，「演習科目」を配置して少人数による演習形式の授業方法を取り入れています。

科目概要
　本法科大学院の科目は，法律基本科目，法律実務基礎科目，基礎法学・隣接科目，展開・先端科目の４部から構成され
ます。法律学の基礎から法実務の現場までを架橋する体系的教育を行っています。

科目紹介

　司法試験の選択科目の一つである「国際私法」を簡単にご紹介しましょう。
　現代社会においては，多くのヒト，モノ，カネ，情報が国境を越えて移動
しています。それに伴い，国境を越える（渉外的な）法律問題──たとえば，
日本のＡ社と甲国の B 社との契約トラブル，日本に住む乙国人夫婦の離婚，
丙国に不動産を有する日本人が死亡した場合の相続等々──も，皆さんが
思っている以上に頻繁に生じており，しかもそれは増加する一方です。
　もし，世界中の国々が同一内容の法を用いているならば，その法に基づい
て紛争を解決すれば済む話でしょう。しかし，現実には，地球上のおよそ
200にのぼる国や地域の法の内容はまったくばらばらです。そこで，ある渉
外的法律紛争について，いずれの国の裁判所において，いずれの国の法に準
拠して解決すべきかを検討する，すなわち，国際裁判管轄権や準拠法を決め
るところから解決プロセスをスタートさせるという方法が世界中で採られて
います。

　では，管轄権や準拠法はどのようにして決まるのか？　具体的な内容は授
業に譲りますが，法曹に求められるものがますます専門化，高度化している
現在，渉外的法律問題に対処し得る能力を確実に身に付けておくことは，皆
さんが法曹として社会に
貢献するために大いに役
立つに違いありません。
のみならず，国際私法を
学ぶことは，国際的な視
点から日本法を見つめ直
し，日本法に対する理解
をさらに深める契機とも
なるでしょう。授業では，
司法試験の傾向も見据え
つつ，国際私法の基礎の
基礎から学んでゆきます。

国際的視点に立つ法曹を目指して

織田 有基子 教授国際私法

　本法科大学院の目的は，法学の理論・知識をふまえた法律実務処理の基礎的
能力のみならず，人間に対する深い洞察力，健全な社会常識を備えた法曹の養
成にあります。本学は，その目的を達成させるために，実務家教員と研究者教員
の連携のもと，緻密なカリキュラムを構成し，教職員が一体となって法曹に必要
な能力を養い，その重要な一歩となる司法試験合格のために取り組んでいます。
　法曹として活躍するためには，①正確な法律知識を修得すること，②これを踏
まえて，論理的かつ説得的な議論が展開できること，③具体的な問題について的
確かつ妥当な結論が導き出せること，そしてそれを的確に表現できること，など
が求められます。
　そこで，これらの能力を身に付けさせるために行われている本学の刑法に関す
る科目をみてみますと，①のためには，1年次（未修者コース）には前学期に刑法 I

（刑法総論の分野）を，後学期に刑法基礎演習と刑法Ⅱ（刑法各論の分野）を，②
のためには2年次の前学期に刑法総合を，③のためには3年次の前学期に刑事法
系演習 I を，後学期に刑事法系演習Ⅲを，それぞれ開講しています。
　刑法 I・刑法Ⅱ・刑法基礎演習では教科書の精読などを通じて基本的知識をしっ

かり身に付け，重要判例を十分に理解することを学び，刑法総合では刑法総論・
各論の判例を素材に総合的な知識を身に付け，具体的事件に刑法を解釈・適用し，
妥当性のある結論を導き得る能力と自己の思考を的確に表現する能力を養い，刑
事法系演習 I・Ⅲでは，刑法 I・Ⅱ，刑法総合で得た知識と思考力を基礎に，演習
形式の双方向授業を行うことによって，事例の解析力，法令の解釈・適用力，論
理的思考力，論述力を向上させていきます。
　最近の司法試験では，事例について自己の見解に基づいて罪責を論じるだけ
ではなく，他の見解の根拠や自説との優劣を問うような，広い学識と多角的かつ
柔軟な思考力を持っていなければ解け
ない問題も見受けられるようになってい
ます。本法科大学院では，学生目線に
立った丁寧な授業になるよう心がけると
ともに，学生とのやり取りを重視した双
方向型の授業を通じて，このような最近
の司法試験の傾向にも対応できるよう，
論理的で多角的かつ柔軟な思考力や骨
太の論述力の向上にも努めています。

論理的な思考力と骨太の論述力を養う

木村 光江 教授刑　法

　本法科大学院では，学生の理解度・習熟度に応じて段階的かつ発展的に学
習ができるようなカリキュラムを設けています。１年次には，民法ⅠからⅤ及
び民法基礎演習を設け，民法の基礎理論を踏まえた基礎知識の習得を目指し
ます。２年次には民法総合Ⅰ・Ⅱを設け，演習を通じて問題解決能力の習得を
目指します。さらに最終学年である３年次には民事法系演習Ⅱ・Ⅲを設け，具
体的な事例を踏まえたより実践的な演習を行う中で，法律実務家に求められる
法的思考の涵養を目指します。
　私が担当する民法Ⅲ・Ⅳ，民法基礎演習は，基本的には初学者を対象とし，
基本事項の習得を目標として作成したレジュメを用意し，学習事項や論点を把
握・理解しやすくするためにケースを盛り込んでいます（民法基礎演習では事
例問題の検討が中心となりますが，事例を解く上での基礎知識の提供も心掛
けています）。授業では，事前に配布済みのレジュメ内で提示しておいたケース・
事例問題を中心に，基本的知識をわかりやすく，かつ民法の体系・全体像を
踏まえ，強弱をつけた授業を心掛けています。授業後には，当日の授業で触れ

たケースの解説レジュメを配布した上で，それと同時に復習課題も提示してい
ます。この復習課題をこなすことにより，授業の復習ができるようになってい
ます（次回の授業の冒頭で，この復習課題の解説も行います）。
　民法は他の科目に比べて学習範囲が広く，全体像の理解に一定の時間を要
します（多くの事例問題では，１つの分野の知識だけで十分な解答に達するこ
とは困難です）。このようなことから，民法を学ぶ際には，常に複眼的な視点
を持って他の分野との関連
性を意識しながら，事例を
踏まえた適切な法的手段を
具体的に検討することが重
要となります。そのために
は，日々の学習の中で分野
ごとの理解を確かなものと
し，知識のインプットとア
ウトプットを繰り返すとい
う地道な作業を繰り返して
いくことが大事です。

佐々木 良行 教授民　法

複眼的な視点をもち，他の分野との関連性を踏まえながら
具体的な理解を心掛ける
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カリキュラム／アカデミック・アドバイザー
履修モデル アカデミック・アドバイザー
● 5 つの履修モデルについての共通の注意事項

１ 法律基本科目を含む必修科目の履修について省略し，法律実務基礎科目，基礎法学・隣接科目，展開・先端科目の選択科目について記載しました。
２ 表中の科目の単位数は２単位です。
３ 修了に必要な単位数は，96単位です。
４ 1年間の履修上限単位数は，1年次36単位，2年次36単位，3年次44単位です。
５ 3年課程を前提とした履修モデルです。
６ 既修得単位数によっては，履修すべき年次が変更になる場合があります。

志望に応じて選択する科目（選択必修）
法律実務基礎科目 基礎法学・隣接科目 展開・先端科目

1 年次 法情報調査 会計学

2 年次 企業法務 英米法
経済法
租税法
金融商品取引法

3 年次 法文書作成

経済法演習
国際取引法
租税法演習
倒産法Ⅰ
倒産法Ⅱ
経済刑法

●企業法務ロイヤーをめざす
「経済法」，「経済法演習」，「国際取引法」などの
企業に関連する科目に加え，法律実務基礎科目
の「企業法務」，隣接科目の「会計学」，企業法
務に必要な展開・先端科目の「金融商品取引法」，

「倒産法Ⅰ」，「倒産法Ⅱ」などを履修することで，
企業法務に強い法曹をめざします。

志望に応じて選択する科目（選択必修）
法律実務基礎科目 基礎法学・隣接科目 展開・先端科目

1 年次 法情報調査 立法学

2 年次 会計学

労働法Ⅰ
労働法Ⅱ
租税法
消費者法

3 年次 クリニック・ローヤリング
法文書作成

労働法演習
倒産法Ⅰ
倒産法Ⅱ
倒産法演習
民事執行法・民事保全法

●市民生活に密着した法曹をめざす
「クリニック・ローヤリング」などの法律実務基
礎科目を履修することで法律実務に必要な知識
と技術を修得するとともに，「労働法Ⅰ」，「労
働法Ⅱ」，「消費者法」などの市民生活に関連す
る法領域の展開・先端科目を履修することで市
民生活に密着した法曹にふさわしい知識と理解
を身に付けます。

志望に応じて選択する科目（選択必修）
法律実務基礎科目 基礎法学・隣接科目 展開・先端科目

1 年次 法情報調査 会計学

2 年次 エクスターンシップ 英米法
経済法
知的財産法Ⅰ
知的財産法Ⅱ

3 年次 法文書作成

経済法演習
国際取引法
知的財産法演習
消費者法

●知的財産に強い法曹をめざす
「知的財産法Ⅰ」，「知的財産法Ⅱ」，「知的財産
法演習」などの知的財産法分野に加え，「経済
法」，「経済法演習」などの展開・先端科目を履
修することで，知的財産法に関する幅広い知識
と深い理解を修得します。

志望に応じて選択する科目（選択必修）
法律実務基礎科目 基礎法学・隣接科目 展開・先端科目

1 年次 法情報調査 立法学

2 年次 エクスターンシップ 英米法
国際公法
環境法
医療と法

3 年次 法文書作成 独法

環境法演習
消費者法
地方自治法
情報法

●環境問題に強い法曹をめざす
「環境法」，「環境法演習」といった環境法分野の
科目に加えて，「消費者法」，「地方自治法」，「国
際公法」など環境法の国内法的及び国際法的側
面に関連する展開・先端科目を履修することに
よって，環境問題に対応しうる能力を身に付け
ます。

志望に応じて選択する科目（選択必修）
法律実務基礎科目 基礎法学・隣接科目 展開・先端科目

1 年次 法情報調査 会計学

2 年次 エクスターンシップ 英米法
労働法Ⅰ
法医学
医療と法

3 年次 法文書作成
クリニック・ローヤリング

労働法Ⅱ
労働法演習
消費者法
保険法
医療紛争論
情報法

●医療問題に強い法曹をめざす
「法医学」，「医療と法」，「医療紛争論」に加えて，
「保険法」など医事法の理解に不可欠な展開・先
端科目も用意し，医療紛争を適切に処理できる
法曹を養成します。

　アカデミック・アドバイザーである私たち助教は，皆さんの
法科大学院での学生生活がより一層充実したものとなるよう
様々な面からお手伝いをいたします。学修についての個別の疑
問点はもとより，学生生活・受験生生活一般の悩みについても
アドバイスを惜しみません。
　受験勉強は孤独なものであると考えがちですが，自身を振り
返ってみると，受験生時代に先生方やクラスメイトと様々なコ

横山 裕一 助教　（写真右，弁護士）

ミュニケーション・議論を交わしたことが思い起こされ，学修
面でも精神面でもこれらの経験が司法試験合格の大きな後押し
となったことは間違いありません。皆さんともたくさんのコ
ミュニケーションが交わせることを楽しみにしています。
　私たち助教は，自身の経験を生かして皆さんに少しでも役立
つアドバイスができるよう万全の準備をしておりますので，お
気軽にご相談にお越しください。

　私は，平成26年に本法科大学院を修了し，同年の司法試験
に合格後，平成27年に弁護士登録，令和2年度から助教に就任
し，アカデミック・アドバイザーを担当しております。また，
弁護士登録後，本法科大学院において課外講座を開催していま
したので，学生・修了生の皆さんが抱えがちな悩みについては
相応に把握しています。
　司法試験に合格するためには，法令や判例に関する基本的知

林 誠吾 助教 （写真左，弁護士）

識はもちろんのこと，司法試験では何が問われているのか（ど
のような能力を図ろうとしているのか）をご自身のものとして

「理解」することが必要不可欠です。学生・修了生の皆さんに
対しては，そのような観点から，具体的かつ実践的なアドバイ
スを行うよう心がけております。どのような内容でも構いませ
んので，お気軽にご相談ください。

　私たち助教は，アカデミック・アドバイザーの担当者として，
相談を受けた学生・修了生から司法試験合格の一報を聞いたと
き，何よりも嬉しく感じます。できる限り多くの合格の一報を
聞くために，全力でサポートしていきます。
　学生の皆さんが抱える悩みは，日ごろの学習や司法試験に関
する悩み，生活面に関する悩み等様々です。私たち助教は，教
員の中で学生の皆さんに一番近い存在として，また，学生の皆

帷子 翔太 助教　（写真中央，弁護士）

さんと同じように悩みを抱え，本法科大学院で学び，クラスメ
イトと切磋琢磨し，司法試験に合格した経験を生かして，親身
で分かりやすく現実の実務にも生かせる実践的なアドバイスを
心がけております。ご相談・ご質問の内容は，どのようなもの
でも構いません。安心して，気軽にご質問やご相談に来てくだ
さい。
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教員紹介

担当科目●刑法総合，刑事法系演習Ⅰ，刑事法
系演習Ⅲ
東京都立大学法学部法律学科卒業。東京都立大学大学院社会学研究科（基
礎法学専攻）修士課程修了。博士（法学）。東京都立大学法学部助手，東京都
立大学法学部助教授，※東京都立大学大学院法学政治学研究科教授等を経て，
日本大学法科大学院教授。簡易裁判所判事選考委員会委員。一般財団法人
法曹会評議員。法科大学院認証評価委員会委員（独立行政法人大学改革支
援・学位授与機構）。東京都情報公開審査会，個人情報保護審査会委員。内閣
府・青少年インターネット環境の整備等に関する検討会委員。法務省・法制審刑事
法（性犯罪関係）部会委員。警察政策評価研究会委員。平成14 ～ 18年司法
試験（旧司法試験）考査委員（刑法）。平成15 ～ 27年司法修習委員会幹事長。
平成21 ～ 23司法試験委員会委員。平成27 ～ 29年司法修習委員会委員。
※平成30年に社会科学研究科から法学政治学研究科に再編。

木村 光江教 授

担当科目●行政法，行政法総合，地方自治法
東京大学法学部卒業。東京大学法学部文部教官助手，上
智大学法学部助教授・同教授，上智大学法科大学院教授
を経て，日本大学法科大学院教授。日本公法学会会員・
理事。公文書管理委員会委員，日弁連法務研究財団評議
員，日本スポーツ仲裁機構理事，人事院参与，東京都情
報公開・個人情報保護審議会委員，地方公共団体金融機
構代表者会議委員，法制審議会戸籍法部会臨時委員。平
成16 ～ 21年司法試験委員会委員，平成28 ～ 29年天皇
の公務の負担軽減等に関する有識者会議委員，平成30
年～令和3年国地方係争処理委員会委員（委員長代理）。

小幡 純子教 授

担当科目●刑法Ⅱ，刑事訴訟法，刑事訴訟法総
合，刑事法系演習Ⅱ，刑事事実認定論，法情報
調査
一橋大学法学部卒業。司法修習終了後，東京地方裁判所判
事補，検察官兼郵事務官（郵政省電気通信局情報政策課課長
補佐），名古屋地方裁判所判事補，名古屋地方裁判所判事，東
京地方裁判所判事，司法研修所刑事裁判教官，東京高等裁判
所判事，最高裁判所刑事調査官，最高裁判所事務総局情報政
策課長，東京高等裁判所判事，東京地方裁判所部総括判事，
司法研修所第一部上席教官，長野地方裁判所長，東京高等裁
判所部総括判事，川崎簡易裁判所判事を経て，日本大学法科
大学院教授。平成10 ～ 12年司法試験委員（憲法）。

藤井 敏明教 授

担当科目●憲法基礎演習，公法系演習Ⅰ，公法
系演習Ⅲ
東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手，東北
大学法学部・大学院法学研究科助教授，東北大学
大学院法学研究科教授，東京大学大学院法学政治
学研究科教授を経て，日本大学法科大学院教授。
日本公法学会，全国憲法研究会会員。

蟻川 恒正教 授

担当科目●民法総合Ⅱ，民事法系演習Ⅰ，民事
法系演習Ⅱ
早稲田大学法学部卒業。司法修習終了後，広島地
方裁判所判事補，大阪地方裁判所判事，山口家庭
裁判所判事，司法研修所教官（民事裁判），東京高
等裁判所判事，東京地方裁判所部総括判事，広島
地方裁判所長，東京高等裁判所部総括判事，さい
たま地方裁判所長等を経て，日本大学法科大学院
教授。平成10 ～ 12年司法試験（旧司法試験）考査
委員（商法，民事訴訟法）。

大段 亨教 授

担当科目●憲法基礎演習，憲法Ⅰ，憲法総合，
独法
慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位
取得退学。信州大学法科大学院教授等を経て，日
本大学法科大学院教授。日本公法学会会員。平成
20 ～ 23年司法試験（新司法試験）考査委員（憲法）。

岡田 俊幸教 授

担当科目●商法総合，民事法系演習Ⅰ，民事法
系演習Ⅲ，民事法系演習Ⅴ，民事法系演習Ⅵ
中央大学法学部卒業。東京地方裁判所判事補，法
務省訟務局付，司法研修所教官（民事裁判・第一
部），東京地方裁判所部総括判事，法務省訟務総括
審議官，甲府地方・家庭裁判所長，東京高等裁判所
部総括判事を経て，日本大学法科大学院教授。弁
護士。平成28年4月～令和4年3月原子力損害賠
償紛争審査会委員など。平成7～10年司法試験（旧
司法試験）考査委員（民事訴訟法）。日米法学会，
日本民事訴訟法学会各会員。

教 授 須藤 典明（専攻主任）

日本大学法学部法律学科卒業。日本大学大学院法学研究科博士前期課程
修了。ドイツ・ヨハネス・グーテンベルク（マインツ）大学にて法学博士
号（Dr. jur.）取得。日本大学国際関係学部助教授，日本大学法学部助教
授，ドイツ・ヨハネス・グーテンベルク（マインツ）大学法経学部客員教
授，日本大学法学部教授等を経て，日本大学法学部長。比較法学会理事，
国際商取引学会理事，日本民事訴訟法学会会員，仲裁 ADR 法学会会員，
国際私法学会会員，Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales 
Verfahrensrecht e. V. 会員。国立遺伝学研究所ヒトゲノム・遺伝子解析
研究倫理審査委員会委員，国立遺伝学研究所遺伝子組換え実験安全委員
会委員，国立遺伝学研究所人を対象とする研究倫理審査委員会委員。

小田 司（研究科長）

教 授

担当科目●刑事訴訟法，刑事訴訟法総合，刑事
法系演習Ⅱ，法曹倫理，刑事事実認定論，刑事
訴訟実務の基礎
東京大学法学部卒業。司法修習終了後，弁護士。
その後，弁護士から裁判官に任官。岡山地方裁判
所判事補，福岡地方裁判所・家庭裁判所判事，司法
研修所教官（刑事裁判），大阪地方裁判所部総括判
事，横浜地方裁判所部総括判事，金沢地方裁判所
長，東京高等裁判所部総括判事等を経て，日本大
学法科大学院教授。平成6 ～ 10年司法試験（旧司
法試験）考査委員（憲法）。

大島 隆明（専攻副主任）

教 授

担当科目●刑事訴訟法総合，刑事法系演習Ⅱ，
法曹倫理，刑事事実認定論，刑事訴訟実務の基
礎
早稲田大学法学部卒業。千葉大学法科大学院修了。
司法修習終了後，東京地方検察庁検事，水戸地方
検察庁検事，大阪地方検察庁検事，水戸地方検察
庁土浦支部検事，東京地方検察庁立川支部検事，
千葉地方検察庁検事を経て，日本大学法科大学院
教授（派遣検察官）。

春日 恒史

教 授

担当科目●民法Ⅱ，民法総合Ⅰ，民事訴訟実務
の基礎，法情報調査，民事執行法・民事保全法
東京大学法学部卒業。司法修習修了後，東京地方
裁判所判事補，東京地方裁判所判事，最高裁判所
調査官，東京地方裁判所部総括判事，東京高等裁
判所部総括判事，横浜地方裁判所長，東京家庭裁
判所長等を経て，日本大学法科大学院教授。平成
19年，23年司法試験考査委員（租税法）。

杉原 則彦

教 授

担当科目●クリニック・ローヤリング，エクス
ターンシップ，倒産法Ⅰ，倒産法Ⅱ，倒産法演習，
事業再生法演習
東京大学法学部卒業。虎の門法律事務所を経て，
現在東京富士法律事務所所属。日本大学法科大学
院非常勤講師，日本大学法科大学院准教授を経て，
日本大学法科大学院教授。弁護士。日本交通法学
会，日本スポーツ法学会会員。

古里 健治

教 授

担当科目●民事法系演習Ⅵ，労働法Ⅰ，労働法
Ⅱ，民事執行法・民事保全法
東京大学法学部卒業。司法修習終了後，札幌地方
裁判所判事補，東京地方裁判所判事，法務省民事
局第五課長，札幌高等裁判所判事，札幌地方裁判
所部総括判事，東京地方裁判所部総括判事，盛岡
地方・家庭裁判所長，東京高等裁判所部総括判事
等を経て，日本大学法科大学院教授。平成6・8・9・
16年司法試験（旧司法試験）考査委員（商法），平
成19 ～ 21年司法試験（新司法試験）考査委員（労
働法）。

中西 茂

准教授

担当科目●外書講読
上智大学法学部法律学科卒業，中央大学大学院法
学研究科博士後期課程単位取得満期退学「修士（法
学）」。東京国際大学経済学部専任講師，鹿児島大
学大学院司法政策研究科，山梨学院大学大学院法
務研究科准教授を経て，日本大学法科大学院准教
授。日本民事訴訟法学会会員。仲裁 ADR 法学会
会員。

河村 基予

准教授

担当科目●刑事訴訟実務の基礎，法文書作成，
クリニック・ローヤリング
早稲田大学法学部卒業。日本大学大学院法務研究
科修了。現在，永世綜合法律事務所弁護士（パー
トナー）。日本大学法科大学院助教（刑法・刑事訴
訟法）を経て，日本大学法科大学院准教授。日本
大学松戸歯学部非常勤講師（法学）。日本法政学
会会員。日本大学松戸歯学部研究倫理審査委員会
委員。第二東京弁護士会弁護士業務センター委
員。第二東京弁護士会刑事弁護委員会副委員長。
弁護士。

早乙女 宜宏

教 授

担当科目●刑法Ⅰ
明治学院大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学
大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学「修
士（法学）」。桃山学院大学法学部准教授，鹿児島
大学大学院司法政策研究科准教授，鹿児島大学法
文学部准教授等を経て，日本大学法科大学院教授

（日本大学法学部兼担）。鹿児島県弁護士会綱紀委
員会学識経験者委員，鹿児島市政治倫理審査会委
員等を歴任。

南 由介

専任教員

担当科目●民法基礎演習，民法Ⅲ，民法Ⅳ，法
曹倫理，クリニック・ローヤリング
日本大学大学院法学研究科博士前期課程修了。司
法修習終了後，ジュリスト・土釜総合法律事務所

（現 弁護士法人ジュリスト・土釜総合法律事務所）
に所属。日本大学法科大学院助教を経て，日本大
学法科大学院教授。弁護士。日本民事訴訟法学会
会員。東京都北区法律相談員。

佐々木 良行教 授

※令和4年5月1日現在

担当科目●法情報調査，国際私法Ⅰ，国際私法
Ⅱ，国際私法演習
学習院大学大学院博士前期課程修了。東京大学法
学部附属外国法文献センター助手，北海学園大学
教授等を経て，日本大学法科大学院教授。国際私
法学会理事，国際法学会評議員，国際法協会会員。

織田 有基子教 授
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教員紹介

担当科目●医療紛争論
仁邦法律事務所，弁護士，国立精神・神経医療研究センター，医
師

大平 雅之

担当科目●民事法系演習Ⅳ
早稲田大学商学学術院教授

中村 信男

担当科目●環境法，環境法演習
中央大学法学部教授

小賀野 晶一

担当科目●英米法
元バークレイズ信託銀行株式会社社長，元豪州三菱銀行頭取

西山 敏夫

担当科目●事業再生法
税理士法人レクス会計事務所，公認会計士・税理士

大橋 修

担当科目●法情報調査，法文書作成
元日本大学法科大学院教授，弁護士

滝澤 孝臣
担当科目●政治学
日本大学法学部教授

渡邉 容一郎

担当科目●医療と法
神奈川大学法学部教授

岩田 太

担当科目●知的財産法Ⅰ，知的財産法Ⅱ，知的財産法演習
日本大学法学部准教授，藤田総合法律事務所，弁護士

藤田 晶子

担当科目●法医学
日本医科大学名誉教授，元日本医科大学大学院医学研究科法医
学分野教授

大野 曜吉

担当科目●公法系演習Ⅲ，クリニック・ローヤリング
永世綜合法律事務所，弁護士，元日本大学法科大学院助教，元日
本大学法学部助教

平 裕介

担当科目●公法系演習Ⅱ，民事訴訟法総合
元日本大学法科大学院教授

髙世 三郎
担当科目●要件事実と事実認定の基礎
東京地方裁判所判事（派遣裁判官）

吉村 弘樹

担当科目●法曹倫理
小川・大川法律事務所，弁護士

大川 康徳

担当科目●企業法務
元（株）東芝法務部長・取締役監査委員

島岡 聖也

担当科目●政治学
日本大学法学部教授

吉野 篤

担当科目●会社法
日本大学法学部教授

南 健悟

担当科目●国際公法
成城大学法学部准教授

佐藤 量介
担当科目●医療紛争論
蒔田法律事務所，弁護士

蒔田 覚

担当科目●保険法
静岡大学人文社会科学部法学科教授

小林 道生

担当科目●労働法演習
元北海学園大学大学院法学研究科長，元専修大学法科大学院教
授

小宮 文人

担当科目●法哲学
明治大学法学部教授

亀本 洋

担当科目●民事法系演習Ⅰ
慶應義塾大学法科大学院教授，元司法試験考査委員（民法）

平野 裕之

担当科目●経済法，経済法演習
元日本大学法科大学院教授

伊東 章二
担当科目●会計学
青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授

橋本 尚

担当科目●憲法Ⅱ
法政大学大学院法務研究科教授，元司法試験考査委員（憲法）

赤坂 正浩

担当科目●金融商品取引法
明治大学名誉教授，日本商品先物取引協会理事

河内 隆史

担当科目●法曹倫理
元裁判官，元司法研修所教官，元中央大学法科大学院教授

加藤 新太郎

担当科目●労働法Ⅰ，労働法Ⅱ，労働法演習
日本大学法科大学院非常勤講師

新谷 眞人

担当科目●国際私法演習，国際取引法
元日本大学法科大学院教授，名古屋大学客員研究
員，国際商事法研究所理事，法務省法令外国語訳
推進会議メンバー，イングランド・ウェールズ弁
護士

杉浦 保友

担当科目●法情報調査，立法学，情報法
元総務省大臣官房審議官，元内閣府情報公開審査
会事務局長，元日本大学法科大学院教授。日本オ
ンブズマン学会顧問，日本公法学会会員，日本行
政学会会員，横浜市情報公開個人情報保護審査会
第一部会長，墨田区情報公開制度及び個人情報保
護制度運営審議会会長

松村 雅生

担当科目●刑法基礎演習，経済刑法
元裁判官，元日本大学法科大学院教授，元司法研
修所教官，元司法試験考査委員（憲法）

角田 正紀

兼担・兼任教員

担当科目●民事訴訟法，民事訴訟法総合，民事
法系演習Ⅶ
筑波大学・関西大学名誉教授，元司法試験考査委
員（民事訴訟法）

春日 偉知郎

担当科目●民法Ⅰ，民法Ⅴ，法曹倫理，法文書
作成，消費者法
元裁判官，元日本大学法科大学院教授，元司法研
修所教官，元司法試験考査委員（民法，民事訴訟
法），平成30年～令和3年司法試験予備試験考査
委員（法律実務基礎科目（民事）），日本民事訴訟法
学会会員，日本法律家協会会員

井上 哲男

客員教授

アカデミック・アドバイザー

日本大学法学部法律学科卒業，日本大学大学院法
務研究科修了。司法修習後，ルーチェ法律事務所
に所属。日本大学法科大学院助教を経て，日本大
学法学部助教。弁護士。

帷子 翔太助 教

担当科目●租税法，租税法演習
東京大学法学部卒業。司法修習終了後，東京地方
検察庁検事，東京法務局訟務部副部長，法務省訟
務局租税訟務課長，東京高等検察庁検事，駿河台
大学法科大学院教授等を経て，日本大学法科大学
院教授・税務大学校客員教授。弁護士。日本公法
学会，租税法学会，国際租税法学会会員。平成10・
11年司法試験（旧司法試験）考査委員（憲法）。

今村 隆

横山 裕一

専修大学法学部法律学科卒業。日本大学大学院法
務研究科修了。司法修習終了後，横山・齋藤法律
事務所に所属。弁護士。2021年４月より日本大
学法学部助教。東京弁護士会広報委員会副委員長。

助 教助 教

林 誠吾

中央大学法学部法律学科卒業。日本大学大学院法
務研究科修了。司法修習修了後，弁護士法人みず
ほ中央法律事務所を経て，シグマ麹町法律事務所
パートナー弁護士。2020年4月より日本大学法学
部助教。弁護士。

助 教

担当科目●法制史
専修大学法学部教授

小川 浩三
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修了生インタビュー

わかるそうです。図を描くことで視覚的に理解が進むことに
も気づかせていただいた素晴らしい授業でした。
　司法試験に合格するために私が重要だと思うのは，自分
に合った勉強法を見つける自己分析力，それを徹底的に繰
り返し学ぶ忍耐力，本番試験を見据えて逆算で身につける
ものと削ぎ落とすものを決める計画力・企画力，諦めない
執念，失敗してもそこに学びがあると思い直す胆力，そし
て情報収集力。ただし，全部は無理と思い直すことも大切
です。
　社会人が司法試験を目指すためには，時間の管理も重要で
す。私は朝の通勤時間にスマホアプリで勉強をするなど，隙
間時間を計画的に活用することを心がけました。また，修了
半年前からは，その日に勉強した科目と内容をエクセルの表
にまとめ，振り返りに役立てました。こうすることで手薄に
なっている科目がわかりますし，「これだけ勉強したのだか
ら」という自信にもつながります。
　特に社会人の未修の方が司法試験を目指すのは本当に大変
ですが，先送りせず，早く入学して，勉強のコツを身につけ
ることが最善の策だと思います。「絶対に法曹になる！」と
いう強い思いは，家族や周囲の理解を得ることにもつながり
ます。法曹として働く自分の姿を胸に描きながら，合格への
道を歩んでください。

　私は国会議員の政策担当秘書や市議会議員として，政界で
20年あまりを過ごしてきました。若い頃より政治に関心が
あり，人々が豊かに暮らしていける安定した社会，若い人が
未来に希望をもてる社会にするにはどうしたらいいかを考え
ていましたので，政治の道に進むのは自然の成り行きでした。
　政治に関わるうえで，法律の知識は大きな武器になります。
仕事上のタイミングが合い，法曹の資格をもつ当時の上司（衆
議院議員）の理解があり，また，年齢的に少しでも早いうち
に挑戦したほうがよいと思い，司法試験へのチャレンジを決
めました。日大法科大学院で学び，受験２回目で合格。今後
は政治の世界で培った経験と人脈，さらにフランス留学や証
券会社で働いた経験などもフル活用して，社会と人々のため
に力を尽くしていきたいと考えています。
　私が日大法科大学院を選んだのは，職場（永田町）から近く，
授業の開始時間に何とか間に合い，かつ，一部オンライン授
業も行うことに魅力を感じたからでした。また，授業料の半
額免除を勝ち取ることができたことも決め手となりました。
　入学して良かったと思う点は数多くあります。例えば，適
正人数で，先生との距離が近く，参加型授業なのでつねに緊
張感があったこと。特に強く印象に残っているのが，須藤典
明先生の民事法系演習です。毎回，判例を図で表す作業があ
るのですが，先生は図を一目見ただけでその学生の理解度が

　日大の学部時代，法曹の道はまだ選択肢の１つでしかありま
せんでした。しかし，ご指導いただいた法曹の先生方が人とし
て素晴らしく，いつしか自分もそのような人になりたいと思う
ようになっていました。法曹はつねに平等を意識して，両当事
者が納得いくような結論を出さなければなりませんが，そのた
めに重要なバランス感覚をはじめとして，依頼者のために全力
を尽くす姿勢など，先生方からは多くのことを学ばせていただ
きました。この学部時代の４年間で自分自身の成長を感じるこ
とができたことから，母校のロースクールに行けば，より成長
できるのではないかと思ったのが，日大法科大学院を選んだ理
由の１つです。
　大学院の特長の中で最も魅力に感じたのは，「司法試験合格
に必要なカリキュラムが組んであること」です。実際，どの授
業も司法試験合格を意識したもので，履修科目をきっちりやっ
ていけば必ず合格にたどり着けると確信しました。ご指導の熱
心さ，特に質問に対するレスポンスの速さは驚くばかりでした
し，説得力のある意見の述べ方や合格答案になるような文章表
現などをきめ細かく指導してくださるゼミでも力を養うことが
できました。
　また，日大出身者なので入学金が免除されたことは，経済的
にも大変ありがたかったです。
　私が司法試験初挑戦で合格したのは運もありますが，「１回

で決めたい！」という強い意志があったからかもしれません。
ある漫画に登場する伝説の熊撃ちが「５発あれば５回勝負でき
ると勘違いする」と言っていたことに触発され，勝負は１回き
りという覚悟をもって臨みました。そして，いつも励ましてく
ださった先生，温かく支えてくれた家族，合格を信じて応援し
てくれた仲間への恩に報いるためにも，全力を尽くそうと思っ
たのです。
　勉強方法として大事にしたのは，楽しんで勉強することです。
例えば，風呂で古い版のポケット六法と電子書籍を用いて勉強
したり，ほぼ毎日往復７〜 10キロ歩いて公園に行き，そこで
勉強したり。また，直前期は朝４時半に起き，シャワーを浴びて，
コーヒーを淹れて軽く勉強し，朝食をとってから散歩と勉強，
夕方はゼミに出るなど，徹底してルーティンを意識しました。
　私は今後，バランス感覚の優れた企業内弁護士を目指したい
と考えています。全力を尽くしながらも，コーヒーとチーズケー
キを愛する笑顔と余裕を忘れない（最近，チーズケーキを焼く
のが趣味なので）。そんな弁護士であり続けたいと思います。
　法曹を目指す皆さんはこれから司法試験に全力で立ち向かっ
ていかれると思いますが，適度に休むことも忘れないてくださ
い。たとえ順調に進まなくても，頑張っている自分をちゃんと
評価してあげることが大切です。楽しみながらも淡々と勉強を
進めていく先に，合格の喜びが待っています。

社会人が法曹を目指すなら 学びやすい大学院と絶対に諦めない心が必須強い意志で叶えた一発合格　バランス感覚に長けた弁護士を目指して邁進中
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み
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 敦志さん
【令和３年司法試験合格】既修者コース修了
東京大学教養学部教養学科卒業

吉田 賢治さん
【令和３年司法試験合格】既修者コース修了
日本大学法学部法律学科卒業

直近の合格者に聞く
日大ローでの学び

直近の合格者に聞く
日大ローでの学び
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修了生インタビュー

裁判所の調査官を務められた先生をはじめとした実務経験豊
富な先生方と優秀な学者の先生方が，学生一人一人に対して，
懇切丁寧に教えてくださるのです。特に答案練習ではきめ細か
く添削してくださり，「絶対に合格させてやる」という強い意志
が感じられて大いに励みになりました。
　奨学金が充実していることも魅力です。２年目は授業料全額
給付に加え古田奨学金をいただき，とても助かりました。また，
修了後のサポートが手厚いことも特長です。私は修了から合格
まで４年間かかりましたが，ゼミの受講や自習室の使用などを
継続できたことが特にありがたかったです。
　同期の仲間と年齢差関係なく親友になれたことも，日大法科
大学院で学んで心からよかったと思うことの１つです。勉強が
つらくなったときに彼らと学生ラウンジなどで話をすると，気
持ちが晴れてモチベーションが上がったものです。同志である
彼らとは，いまも強い絆で結ばれています。
　私は今年65歳になりますが，弁護士としてはまだ駆け出し
です。この先２〜３年は勉強のつもりでどんな紛争，問題にも
携わり，そのうち自分のバックグラウンドであるジャーナリズ
ムや著作権などの強みを生かして活躍できればと思っていま
す。この体と頭が健康である限り，司法修習期間を含めて10
年かけてつかんだ弁護士の仕事を続けていくつもりです。

　私は50代半ばで法曹を目指そうと決心し，９年かけて司法
試験合格を果たしました。この春から都内の法律事務所に勤
務し，新米弁護士として忙しいながらも充実した毎日を過ごし
ています。
　法曹を目指すことにしたのは，「サラリーマン人生が終わっ
たあとも働き続けたい」という想いを強くもったからです。私は，
朝日新聞社の社会部で多くの事件取材に携わり，海外特派員な
どの経験も含めて編集部門に約25年間在籍しました。しかし，
その後，知財部門に異動になり，当初は落胆したのですが，著
作権の問題に関わるうちに面白くなって，「司法試験に挑戦し，
知的財産法やジャーナリズムに詳しい弁護士になろう」と決意
するに至りました。
　最初は予備試験に合格することで司法試験の受験資格を得
ようと思ったのですが，２年続けて論文試験に進めなかったた
め，法科大学院ルートに変更しました。そのとき，ちょうど日
本大学法科大学院が平成27年度から夜間にも開講することを
知ったのです。
　授業の開始が18時30分，しかもロケーションがこのうえな
く良い。この２点だけでも，社会人が働きながら司法試験合格
を目指すには最高の環境であるといえるでしょう。
　教授陣も大変素晴らしく，東京高等裁判所の裁判長や最高

60代半ばでつかみとった弁護士資格　社会人としての経験を生かして働き続けたい
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 信悟さん
【弁護士】既修者コース修了　
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
令和２年司法試験合格

活躍する先輩に聞く
日大ローでの学び

　現在，私は機械メーカーの企業内弁護士として，主に契約や
交渉業務に携わっています。これまでも法務や知財の仕事にか
かわっていましたが，法曹を目指したのは，国家資格をもつこ
とで柔軟に働くことができるのではないかと考えたからです。
出産，子育て，介護など将来のことを考えたとき，自分の知識
や能力を最低限保証してくれる資格をもち，そのうえで実積が
あれば，仕事と家庭の両立がしやすくなるのではと思いました。
　日大法科大学院を選んだのは，昼夜開講で仕事をしながら
学べることと，先生方が熱心にご指導してくださるという評判
を聞いたからです。実際，先生方の熱心さは想像を超える素晴
らしさでした。先生方は正規の授業のほかに自主ゼミももたれ，
何としても合格させてあげようという熱意あふれるご指導を学
生１人１人にしてくださいました。悩みや不安があるときには
よくオフィスアワーに先生方をお訪ねし，相談にのっていただ
いたものです。「大丈夫。やるべきことを淡々とやっていけば
心配いらない」といった，人格者である先生方からいただいた
アドバイスの数々は，一生ものの財産です。
　また，１年次に出産した私が休学することなくストレートで
修了できたのは，個別の事情に対応してくださったおかげです。
日大法科大学院は事務の方々を含めた組織全体が本当に親切
で，個人専用の机が与えられる自習室や使いやすい図書館など，

学生が勉強しやすい環境にも助けられました。
　司法修習では特に裁判所の判断の仕方などを間近に見るこ
とができたことで，企業内弁護士として他社との紛争を未然に
防ぐための知見が深まり，とても有意義でした。これも，司法
試験に合格したからこそ得られた経験です。司法試験という壁
を乗り越えさせていただき，法曹としての私の土台をつくって
くださった日大法科大学院には大変感謝しています。
　弁護士としての人生がスタートし，先生方のご指導によりイ
ンプットしてきたことを，アウトプットしていく時期がきたと
実感しています。それとともに，大学・大学院で得た工学の知
識，ＭＢＡを取得して得た交渉術や経営戦略の知識，そして法
律の知識と，自分が積み上げてきたキャリアのすべてを活かせ
る仕事につけたことを，いま，とても幸せに感じています。県
の弁護士会では職業とは別の活動もできるので，社会に貢献で
きるよう努めていくつもりです。そして，これからは，娘を一
人前に育てていく母親としての役割も，仕事での役割もきちん
と両立していきたいと思っています。
　働きながら本気で司法試験の合格を目指したい方には，日大
法科大学院をおすすめします。先生方のご指導にしっかりつい
ていくことが合格に直結すると思います。この確かなルートを
選んで，ぜひ法曹を目指してください。

自分のすべてを活かせる道を拓いてくれた日大法科大学院での学びは財産です

岡田 滋美さん
【弁護士】未修者コース修了　
横浜国立大学大学院工学研究科
物質工学専攻修了
令和２年司法試験合格

活躍する先輩に聞く
日大ローでの学び
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日本大学法曹会

　日本大学法曹会は，日本大学関係者で法曹資格を有する者及び司法修習生を会員とする校友団体です。
　会員の親睦をはかり，法曹会の発展並びに母校の振興に寄与することを目的としています。
　現在約550名の会員が，裁判官・検察官・弁護士等として，法律実務の世界で活躍しています。

　日本大学法科大学院へ入学し法曹を目指そうとされて
いる皆さん，私たちは皆さんが日本大学法科大学院へ入
学され，司法試験に合格して法曹となられることを心か
ら応援しております。
　日本大学法曹会は，「会員の親睦・法曹会の発展並びに
母校の振興に寄与すること」を目的とする団体です。日本
大学法曹会は戦前から存在し（当時の会員500名），戦後
一時活動を停止していた時期もありましたが，昭和30年
ころから再び活動を始め，現在では約550名の会員が裁
判官・検察官・弁護士等として活躍しております。
　日本大学の学祖であり，司法大臣を勤めた山田顕義先
生は，「学校における教育は，単に法律の条文を丸暗記し
ただけの軽薄な法学生を輩出するものであってはならな
い。法規は何が故に生まれ，その歴史をどう社会のうち

に位置づけ，如何に運用されねばならないか。そうした
法の原理と精神が追求される場所でなくてはならない。」
との構想の下に，日本大学の前身である日本法律学校を
創立したと言われております。
　日本大学法曹会は，法科大学院生に実社会の中で生き
た法を学んでもらい，法律家の日常を経験し，法律家の
任務や責任の重大さ，法律家に対する社会の期待などを
感じてもらうため，会員の法律事務所において法律家の
仕事について実務研修をしてもらうエクスターンシップ
を受け入れております。そのほか，法科大学院入学前研修，
新入生歓迎会兼交流会，法廷見学，講演会・研修会，司
法試験合格者祝賀会など，法科大学院生の皆様が参加し
たいと思って頂ける企画を心がけて実施して参りました。
　令和3年度は，新型コロナウイルスの影響で一同に会す
る行事が中止となってしまいましたが，令和3年10月6日
には合格者祝賀会に代えて ZOOM によるオンラインでの
合格者交流会「若手弁護士が本音で語る司法修習」を座談
会形式で開催し，実務修習における注意点や二回試験のポ
イントなど，司法修習にあたり少しでも有益となる最新情
報を提供しました。
　多くの皆様方が日本大学法科大学院の扉を叩かれんこ
とを期待しております。

法 曹 を 志 す 皆 様 へ

1  目的
　司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国
家試験であり，法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行われます（司法試験法第1条第1項，第3項）。

実施年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
合格者数 14名 26名 20名 21名 12名 22名 ９名 22名 13名 10名 ８名 ９名 14名 21名 17名

3  司法試験結果データ　日本大学法科大学院司法試験合格者数

2  日程・科目　令和４年司法試験の場合

5月11日（水） 5月12日（木） 5月14日（土） 5月15日（日）

【論文式試験】
選択科目（３時間）

公法系科目第1問（2時間）
公法系科目第2問（2時間）

【論文式試験】
民事系科目第1問（2時間）
民事系科目第2問（2時間）
民事系科目第3問（2時間）

【論文式試験】
刑事系科目第1問（2時間）
刑事系科目第2問（2時間）

【短答式試験】
憲法（50分）
民法（75分）
刑法（50分）

【短答式試験 成績発表】　6月2日（木）　　【合格発表】　9月6日（火）

司法試験概要

日本大学法曹会とは

　日本大学法曹会は，様々な方法で，日本大学法科大学院
の現役学生・修了生をサポートしています。
　日本大学法曹会に所属している会員が授業を受け持つこ
とや，会員と学生の皆さんとの法科大学院における各種交
流会・勉強会等を通して，日本大学法曹会は，司法試験や
法曹の実務に関する皆さんの日々の学習をサポートすると
ともに，司法試験に合格した後でどのような実務を行って
いくのかに関しても具体的な情報提供を行っています。
　現役の法曹から実務の現状を勉強することにより，皆さ
んがこれから受験する司法試験に関してより明確な目的意
識を持つことができます。また，勉強をするうちに抱く将
来に対する不安や戸惑いに対しては，具体的な勉強の仕方
や悩みの解消法について，法曹会会員のアドバイスが，きっ
と役立つことでしょう。
　法科大学院では，基本書や判例集の読み込みといった勉
強が強調されがちです。しかしながら，合格後に本格的に
学ぶことになる法曹の実務についての基礎的な知識・スキ
ル及びセンスを，法科大学院在学中に学習・習得しておく
こともまた，事例問題が中心で実務的センスも問われる最
近の司法試験に合格するために，実はとても重要なのです。

「教室内での授業に実社会の風を吹き込むこと」が日本大学

法曹会の大きな役目の1つだといえましょう。日本大学法
曹会は，あらゆる手段で皆さんをバックアップします。特
に，学生の皆さんが実務家から学問的な知識以外のことを
直接聞ける機会をできる限り多く用意しますので，ぜひ積
極的に利用してみてください。
　他の大学を卒業して日本大学法科大学院に入学された方
でも，修了して司法試験に合格すれば，自動的に日本大学
法曹会の会員となります。日本大学法曹会は，日大法曹の

「仲間」と親睦を深めるだけでなく，法曹の仕事に関する勉
強会や他の士業の日大出身の先生方との意見交換会を行う
など，強固で広範なネットワークを有しております。大学
への愛校心とそれに支えられた縦・横の繋がりは，他大学
の法曹会やその他の団体を圧倒していると言っても過言で
はありません。
　修了生の将来の就職に関しても，日本大学法曹会のメン
バーのネットワークを活用して情報を収集したり，具体的
な就職相談をしたりと，実際に即したアドバイス・サポー
トを受けることができます。これも，日本大学法曹会の歴
史の積み重ねに基づく強み・メリットです。日本大学法曹
会は，合格後も，皆さんをサポートし続けます。

新入生歓迎会における法曹会会長挨拶（平成 31年 4月実施） 歓迎会の実施風景 法曹会主催の合格祝賀会

日本大学法科大学院生への支援

入学前から在学中，修了後まで継続的に支援を実施

日本大学法曹会会長挨拶

昭和56年日本大学法学部法律学科卒業。同61年司法
試験合格（41期）。平成元年弁護士登録（東京弁護士
会）。日本弁護士連合会調査室室長 , 東京簡易裁判所
調停委員 , 新司法試験考査委員（民法）を歴任。

野村 吉太郎 先生
日本大学法曹会会長　弁護士

法科大学院入学前 入学前研修 法科大学院修了後 受験生慰労会　課外講座での学修支援

法科大学院在学中 新入生歓迎会　法律実務基礎科目等の講師の担当　課外講座での 
学修支援 司法試験合格後 合格祝賀会　就職支援や各種研修会
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令和５年度入学試験

インフォメーション

●併願者の留意点
　併願者が法学既修者試験に合格した場合には，法学未修者試験の成績にかかわらず，法学既修者試験のみを合格とします。
　法学既修者試験に合格しなかった場合には，法学未修者試験の合格基準に達していれば，法学未修者試験を合格とします。

●法学既修者の既修得単位認定について
①　法学既修者（一般選抜）

　法学既修者（本研究科の法学既修者（一般選抜）の入学試験に合格した者）は，法律基本科目の１年次配当科目の一部が
既修得単位として認定されます。その認定対象科目は，「憲法基礎演習」「憲法Ⅰ」「憲法Ⅱ」「民法基礎演習」「民法Ⅰ」「民
法Ⅱ」「民法Ⅲ」「民法Ⅳ」「民法Ⅴ」「刑法基礎演習」「刑法Ⅰ」「刑法Ⅱ」の12科目22単位です。
　本研究科において，法律基本科目の１年次配当科目のうち，入学試験を課さなかった科目（「会社法」「民事訴訟法」「刑
事訴訟法」）については，別途単位認定試験を実施し，合格した科目を既修得単位として認定します。
　なお，同認定試験において不合格又は未受験の場合は，法科大学院入学後に該当科目を履修するものとします。

②　法学既修者（特別選抜－５年一貫型）
　法学既修者（本研究科の法学既修者（特別選抜－５年一貫型）の入学試験に合格した者）は，法律基本科目の１年次配当
科目及び「行政法」が既修得単位として認定されます。その認定対象科目は，「憲法基礎演習」「憲法Ⅰ」「憲法Ⅱ」「行政法」

「民法基礎演習」「民法Ⅰ」「民法Ⅱ」「民法Ⅲ」「民法Ⅳ」「民法Ⅴ」「会社法」「民事訴訟法」「刑法基礎演習」「刑法Ⅰ」「刑
法Ⅱ」「刑事訴訟法」の16科目30単位です。

③　法学既修者（特別選抜－開放型）
　法学既修者（本研究科の法学既修者（特別選抜－開放型）の入学試験に合格した者）は，法律基本科目の１年次配当科目
の一部が既修得単位として認定されます。その認定対象科目は，「憲法基礎演習」「憲法Ⅰ」「憲法Ⅱ」「民法基礎演習」「民
法Ⅰ」「民法Ⅱ」「民法Ⅲ」「民法Ⅳ」「民法Ⅴ」「刑法基礎演習」「刑法Ⅰ」「刑法Ⅱ」の12科目22単位です。
　「行政法」「会社法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」については，本研究科法律基本科目と対応関係のある学部科目の成績で
判断するものとし，本研究科の科目に対応する学部科目の成績が全てＢ評価（100点満点中70点以上）以上の科目は認定しま
す。なお，「会社法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」について同じくＣ評価（100点満点中70点未満）以下のものがある場合は，
入学前に実施予定の既修者認定試験において当該科目を受験し合格すれば，当該科目の単位を認定しますが，不合格又は未
受験の場合は，法科大学院入学後に該当科目を履修するものとします。また，行政法については，同認定試験が実施されな
いので，対応する学部科目の成績にＣ評価以下のものがある場合は，法科大学院入学後に該当科目を履修するものとします。

入学手続時 後学期（9月） 合計
入学金※1 250,000 — 250,000
授業料※2 490,000 490,000 980,000

施設設備資金※3 50,000 50,000 100,000
合計※4 790,000  540,000 1,330,000 

単位：円
●令和 5 年度入学者初年度納入金

在学年数 項目
２年 ３年 ４年

合計
前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

３年

入学金※1 250,000 250,000
授業料 327,500 326,500 326,500 326,500 326,500 326,500 1,960,000

施設設備資金 35,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 200,000
合計※4 612,500 359,500 359,500 359,500 359,500 359,500 2,410,000

単位：円法学既修者

※１ 本学出身者は，入学金が原則として免除されます。
※２ 授業料は，入学した年度と同じ金額を毎年納入して頂きます。
※３ 施設設備資金は，入学した年度と同じ金額を標準修業年に達するまで，毎年納入して頂きます。
※４ 上記以外に日本大学校友会準会員費（毎年１万円納入）があります。また，修了年度に正会員会費（初年度分1万円納入）があります。

在学年数 項目
１年 ２年 ３年 ４年

合計
前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

４年

入学金※1 250,000 250,000
授業料 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 367,500 2,940,000

施設設備資金 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 300,000
合計※4 655,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 3,490,000

法学未修者 単位：円

長期履修学生として認められた場合の授業料等納入金は，次のとおりとなります。詳細については，入学手続時にお知らせします。
●長期履修学生授業料等納入金

 （入学試験の詳細については，「入学試験要項」でご確認ください）

学費

●入学試験日程
入試日程 第1期 第2期 第3期

入試区分 法学既修者
一般選抜 法学未修者

法学既修者
法学

未修者

法学既修者
法学

未修者一般
選抜

特別選抜 一般
選抜

特別選抜
５年

一貫型 開放型 ５年
一貫型 開放型

募集人員 15 名 5 名 10 名 10 名 5 名 5 名 5 名 若干名 若干名 5 名

出願期間
令和 4 年
８月 17 日（水）
　〜 8 月 25 日（木）〔必着〕

令和 4 年
10 月 12 日（水）
　　〜 10 月 20 日（木）〔必着〕

令和 4 年
11 月 16 日（水）
　　〜 11 月 24 日（木）〔必着〕

試験日 9 月 4 日（日） 10 月 30 日（日） 12 月 4 日（日）

合格発表 9 月 16 日（金）15：00 11 月 11 日（金）15：00 12 月 16 日（金）15：00

入学手続期間 9 月 17 日（土）
　　〜 9 月 30 日（金）

11 月 12 日（土）
　　　〜 11 月 25 日（金）

令和 4 年 12 月 17 日（土）
　　　〜令和 5 年 1 月 12 日（木）

●入学検定料

ただし，本研究科入学試験に出願する本学法学部在学生（通信教育
部法学部を含む）に限り入学検定料を免除とします。

単 願… 35,000円
併 願… 45,000円

●募集人員
　　60名
　　法学既修者（2年制） ……………… 45名
　　　①一般選抜…………………30名
　　　②特別選抜－５年一貫型…10名
　　　③特別選抜－開放型……… 5名
　　法学未修者（3年制） ……………… 15名

●試験時間・配点
①法学既修者
　（一般選抜）
憲法※ （100点）〔60分〕
民法※ （100点）〔60分〕
刑法※ （100点）〔60分〕
面接※ （150点）〔20分〕
書面審査 （ 50点）
　合計 （500点）
※ 　論文式試験の全科目及び面接につ

いて，それぞれ最低基準点（論文式
試験各科目50点，面接100点）を設
けます。

　 　１つでもその最低基準点を下回る場
合（未受験を含む）は，他の選抜方法
の成績にかかわらず不合格とします。

②法学既修者
　（特別選抜－５年一貫型）
学部成績※１ （300点）
面接※2 （150点）〔20分〕
書面審査 （ 50点）
　合計 （500点）
※1 　学部成績は，出願時の当該年次前

学期までの成績（GPA）で評価を行い
ます。

※2 　面接について，最低基準点（100点）
を設けます。  
　その最低基準点を下回る場合（未
受験を含む）は，他の選抜方法の成
績にかかわらず不合格とします。

③法学既修者
　（特別選抜－開放型）
憲法※１ （100点）〔60分〕
民法※１ （100点）〔60分〕
刑法※１ （100点）〔60分〕
学部成績※2 （100点）
面接※１ （ 70点）〔20分〕
書面審査 （ 30点）
　合計 （500点）
※1 　論文式試験の全科目及び面接につ

いて，それぞれ最低基準点（論文式試
験各科目50点，面接30点）を設けます。

　 　１つでもその最低基準点を下回る場
合（未受験を含む）は，他の選抜方法
の成績にかかわらず不合格とします。

※2 　学部成績は，出願時の当該年次前学
期までの成績（GPA）で評価を行います。

④法学未修者

小論文試験※ （300点）〔90分〕
面接※ （150点）〔20分〕
書面審査 （ 50点）
　合計 （500点）
※ 　小論文試験及び面接について，それぞ

れ最低基準点（小論文試験150点，面接
100点）を設けます。

　 　どちらか一方でもその最低基準点を
下回る場合（未受験を含む）は，他の選
抜方法の成績にかかわらず不合格とし
ます。
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