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神 戸 大 学 法 科 大 学 院の目指 すもの 専 攻 長からのメッセージ

「LL7（先導的法科大学院懇談会）」は、法科大学院の質の向上を先導するため、

東京大学、一橋大学、京都大学、神戸大学の4国立大学と、

慶應義塾大学、中央大学、早稲田大学の3私立大学の計7大学の法科大学院を

当初のメンバーとして発足したコンソーシアムです。

社会の多様化、高度技術化、国際化、および、市場化が進
む中で、わが国の社会は、質的に高い能力を有する多くの
職業法曹を必要としています。

神 戸 大 学 法 科 大 学 院は、このような社 会の要 請に応える
ため、次の３つの目的を掲げています。 
第 一は、“ す べ ての法 曹に必 要な基 本 的な知 識と豊かな
応用能力を有する職業法曹を養成すること”です。法曹が
専門職業人である以上、そこに共通に必要とされる膨大な
知識があることは当然ですが、本法科大学院においては、
そのような知識を十分に有していることを前提として、さら
にその知識を多様な現実社会において妥当させる豊かな
応用力のある職業法曹の養成を目的としています。

第二は、上記のような基本的な法領域に関する知識・能力
に加え、“ビジネス・ローと呼ばれる広義の企業取引に関わ
る先端的分野について、特に深い知識と応用能力を有 す
る職業法曹を養成すること”です。社会の高度技術化、市
場 化 、グローバル化が 進む中で、各 種の経 済 取引は複 雑

化し、それをめぐる法的紛争も非常に複雑かつ高度なもの
となっています 。本 法 科 大 学 院は、企 業 取引、知 的 財 産 、
国 際 取引などに関わる先 端 的な法 分 野について、充 実し
た教育を提供し、国際的なビジネスシーンで活躍できる法
曹の養成を行うことを目的としています。

第 三は、将 来の実 定 法の研 究 者を養 成 することで す 。将
来に向けて法 曹 教 育を継 続 的に行っていくためには、実
定法の研究・教育の役割を担う人材が必要になります。本
法 科 大 学 院は、そのような将 来の法 曹 教 育を担う人 材を
育成することも目的としています。

以 上の目的を達 成 するため、本 法 科 大 学 院は、優 れた資
質と強い勉学意欲を有する学生を受け入れ 、所属教員の
高い教育・研究能力を活用し、現在必要とされている高度
な能力を身につけた職 業 法 曹を社 会に送り出すことを目
標としています。

実務法律専攻長
（法科大学院長）

宇藤　崇
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Law SchoolKobe University
わが国に法科大学院が設立されたのは、2004年（平成16年）4月

でした。それから1 0 余 年 。多くの修了生が 、高 度な知 識と豊かな

見 識を備えた法 律 専 門 家として、いまや 、社 会における、幅 広い

領域で創造的な活躍を見せています。

神戸大学法科大学院の修了生も、この間、665名が司法試験合格

を果たしました。すでに、国内外、官民問わず、重要な役割を担っ

ている方も少なくありません。いずれも各人の弛まぬ 努力の賜物

であり、ますますその力を開花させることでしょう。

法 科 大 学 院 の 真 価とは何 か 。この 問 は、この 制 度 が 始まって以

来 、繰り返し投げ 掛けられてきたものです。そして、答えも様々な

のでしょう。そのなかにあって、神戸大学法科大学院の答えは、一

貫してシンプルで す 。よき法 律 専 門 家となる学 修 の 機 会を提 供

すること、そしてその日々の努力が着実な一歩へとつながる環境を

整えることです。

まず、基 本 的な法 律 科目について、学びを深めるための「 重ね塗

り」方式を採用し、応用・先端的な分野の科目の充実、法律専門家

への導きを効果的に行う実務基礎科目の展開など、特色あるカリ

キュラムのもと教育を実践してきました。さらに、法学未修者が学

修をより着実なものとするための「スタートアッププログラム」を開

始し、グローバル・ビジネスロー教育を本格化させるなど、新たな

社会・教 育 環 境 へ の 対 応 にも積 極 的 に取り組 んでいます 。もち

ろん、これらの授業を担うのは、各分野におけるトップレベルの教

授陣です。

神 戸 大 学の先 輩も、凌 霜 会 、凌 霜 法 曹 会 、神 戸 大 学 法 科 大 学 院

同窓会、六甲法友会といったチャンネルを通して、皆さん方に強力

な援助の手を差し伸べてくれます。そして、何よりも、ともに学ぶ神

戸大学法科大学院生が、学修への高い意欲と真摯な姿勢の大き

な支えとなるはずです。

われわれは、ともに切磋琢磨する皆さん方を心より待っています。

2014年3月に、神戸大学法科大学院は、

「大学評価・学位授与機構が定める法科大学院評価基準に適合している。」

との認証評価結果をいただきました。
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就職実績

神戸大学法科大学院の修了生は、

社会の様々な分野で活躍していま

す。これまでに裁判官、検察官として

52名輩出しており、司法試験に合格

した修了生の多くは法律事務所に

所属する弁護士として活躍している

ほか、企業内弁護士や任期付公務

員、国家公務員など、多様な進路で

社会に貢献しています。

在学生や修了生、司法試験合格

者、司法修習生向けのサポートはも

ちろん、大学で事務所説明会や企

業説明会を開くこともあります。さら

にOB・OGが中心となって就職情報

提供会が開かれ、様々な進路へ進

み就職した修了生を招いて、最近の

就職状況や就職活動の仕方につい

て話を聞くことができます。

L

神戸大学法科大学院では1学年80名の学生定員に対して、約

50名の教員が教育にあたります。そのため教員1名あたりの学生

数は非常に少なく、学生一人ひとりに対してしっかり時間をかけた

教育が行うことができます。また『法学教室』や『ジュリスト』など法

律専門雑誌に論文が掲載される一流の教員や、豊富な実務経験

を持つ実務家教員など優秀な教員が数多く在籍しています。

POINTL

専門性・経験豊富な教師陣

本法科大学院の修了生である若手弁護士によるチューター制度

（自主ゼミ支援制度）があり、ゼミに参加する学生はここで気軽に

学習方法の相談から将来の進路まで相談することができます。ま

た司法試験に再挑戦する方にも、凌霜法曹会による少人数制の

論文ゼミの実施や、法科大学院同窓会で修了生間のネットワー

クによる就職支援や相互交流、親睦会等を図る機会を提供してい

ます。

OB・OGのバックアップ

①神戸大学法科大学院の学びの特色として、グローバル・

ビジネスロー教育が挙げられます。伝統のビジネスロー教育

に加え、国内外の多数の実務家と協働でグローバル教育を

重ね、より実践的な学びを得られます。②未修者コースでは

1年間で法律学習の骨格となる部分を固め、教員が司法試

験合格を見据えて精選した教育を行っています。③他大学

の学部生も出願できる3年次生出願資格による入試を受

験することにより、法科大学院での学びを早期に始めること

ができます。

法科大学院の教育の特徴L

神戸大学法科大学院の特徴

合格実績

神戸大学法科大学院は、充実した

教員の熱心な指導により、司法試

験の合格実績において毎年全国屈

指の成果をあげ、平成29年度まで

の修了者の累計合格者は70％を

超えています。もっとも、法科大学院

では、司法試験に合格するための能

力を身につけるだけではなく、その

後、法律実務についてそれぞれの

現場で活躍できるための力を身につ

けることが必要です。本法科大学院

の修了生には、裁判官・検察官・弁

護士として司法実務を支えている

方々はもちろん、公務員や企業内弁

護士となって多彩な分野で活躍して

いる方々がいます。こうした様々な分

野で活躍している先輩方によって本

法科大学院の教育の意義が認めら

れていることこそが、我々の誇るべき

成果です。（右記を参照）

L
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修了生の就職状況（平成29年４月15日現在）
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1 62 50 34 4 2 1 5 2 2 2006
2 80 64 44 10 2 1 2 3 1 1 2007
3 91 68 45 6 6 2 2 1 1 4 2008
4 105 75 43 8 8 2 3 3 1 1 5 2009
5 92 56 38 4 6 2 4 2 2010
6 80 65 40 12 5 1 5 1 1 2011
7 86 55 1 36 4 5 3 1 2 1 1 3 2012
8 68 50 1 28 6 7 4 2 1 2 2013
9 65 45 2 24 9 4 3 2 1 2 2014
10 76 41 6 24 6 2 2 2 1 4 2015
計 805 569 10 356 69 47 6 27 25 7 3 2 26

122 52
ビジネス系 任官任検

修了者（人） 受験者実数（人） 合格者（人） 合格率
1 一橋大学 1,048 1,029 827 80.37%
2 東京大 2,761 2,654 2,094 78.90%
3 京都大 1,992 1,946 1,529 78.57%
4 慶應義塾大 2,588 2,516 1,926 76.55%
5 神戸大 954 938 665 70.09%
6 中央大 2,960 2,894 1,975 68.24%
7 愛知大 201 199 127 63.82%
8 大阪大 982 939 598 63.68%
9 北海道大 891 835 526 62.99%
10 早稲田大 2,604 2,501 1,559 62.34%

受験者数 短答合格者数 短答合格率 最終合格者数 最終合格率
1 京都大学 222 181 81.5% 111 50.00%
2 一橋大学 121 95 78.5% 60 49.59%
3 東京大学 271 212 78.2% 134 49.45%
4 慶應大学 317 251 79.2% 144 45.43%
5 大阪大学 162 124 76.5% 66 40.74%
6 神戸大学 142 102 71.8% 55 38.73%
7 愛知大学 13 9 69.2% 4 30.77%
8 早稲田大学 347 266 76.7% 102 29.39%
9 首都大学 115 76 66.1% 31 26.96%
10 中央大学 455 303 66.6% 119 26.15%

法科大学院別司法試験累計合格者数等（累計合格率順）（平成17～28年度修了者合計）

平成29年司法試験合格率ランキング



法科大学院創設から10年が経過したいま、神戸大学は、「次世代型ロースクール」の創成に着手しています。

「次世代型グローバル・ビジネスロー教育プログラム」は、先導的な取組に対する支援を行う「法科大学院公的支援

見直し強化・加算プログラム」において、「特に優れた取組み」であるとの高い評価を受けています。

「次世代型ロースクール」の創成への取組みL 「次世代型ロースクール」の創成への取組みL

企業の現役法務担当者による連続講義や、弁護士資格保有

者による企業内法務と外部事務所の比較、外部弁護士から

みた企業法務など、様々な視点から「企業法務部門の真の

姿」を提示します。この授業を通じて日本企業の法務がいかに

グローバルであるかを理解することができます。また、立法や行

政との関係、日本や各国のルールの作りに深く関わっている様

子、企業内だけでも多くのステークホルダーと調整する必要が

ある様子を知ることができるのが特長です。

私たちの生活や経済活動のグローバル化により、外国法の知

識は実務的にも重要になってきています。外国法の基礎知識

を学ぶことでその法律調査は容易になり、講義を担当する海

外の研究者や実務家とつながることで将来の仕事にも活かさ

れます。また日本と海外の法制度を比較することで、社会生活

において人々が遭遇する問題が世界中で共通し、優れた法律

家の思考方法が似通っていることが理解できるなど、海外の

研究者や実務家が担当する講義から多くの示唆を得ることが

できます。

法曹の職域拡大に向けた「次世代型グローバル・ビジネスロー教育プログラム」

法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム

法曹の職域拡大に向けた
「次世代型グローバル・
ビジネスロー教育プログラム」
法 曹の職 域 拡 大を図るため、「ワーク

ショップ企業内法務 」の授業の履修、

外国法の授業による日本法を相対化す

る視点の獲得、海外の法律事務所に

おけるインターンシップへの参加などを

促します。

法学未修者コース・既修者コースともに、

3年次生出願資格による出願を認めて

います。また、本学は、学部3年間＋法科

大学院2年間の学修により司法試験出

願資格を得ようとする学生のためのプロ

グラムを推進しています。

導入学習プログラムにより法律学習の

共通基礎を育成し、学習カウンセリング

により個性に応じた指導を行い、同時に

教育内容を改善します。平成26年度に

試行、平成27年度から実施し、進級・修

学状況の改善が認められています。

未修者スタートアップ
プログラム等の実施と
その入学前・進級後への拡大

飛び入学等を活用した
学部教育との連携の
実施・拡大ステージ

ワークショップ
企業内法務

外国法
海外

インターン
シップ

職域拡大

職域拡大

国際化

日本を代表する約10社の法務部

長等（企業内弁護士を含む）と外

部弁護士ら、総勢十数名による連

続講義です。六甲法友会（神戸大

学の東京における法務関係職の

同窓組織）の全面的協力を得て、

日本企業の法務の真の姿を「内

部の視点」から取り上げ、企業法

務部門の広大で多彩な職域を実

感させる授業が展開されます。

グローバルマインド
・

ビジネスマインド

グローバルな法務の課題として、日本法

には存在しない法制度への対応がありま

す。内外の実務家教員を招聘して、実務

的対応を重視した外国法の授業と、研

究者による理論的授業とを組み合わせ

ることにより、日本法を相対化する能力を

養成します。

世界経済の成長センターである東アジ

ア／東南アジアに拠点を構える国際的

法律事務所の全面的な協力を得て、夏

や冬に「海外インターンシップ」を行いま

す。インターンシップは単位認定され、体

系的授業科目としての質を確保しつつ、

グローバル・ビジネスローの最前線を海

外で実体験する機会を与えます。

ワークショップ企業内法務01 外国法教育02

2009年からアジアの法律事務所でビジネス法務を体験する

海外インターシップが開始されています。クロスボーダーの業務

を得意とするマレーシアの法律事務所で始まった一か月（在学

生）～三か月（修了生）のインターンシッププログラムは、現在

はタイ・ミャンマー・台湾でも展開されています。これまで法科大

学院生・修了者約50名が、グローバルな法律実務を体験し、

海外生活経験やASEAN諸国訪問の機会を得るとともに、こ

の経験を活かして国際的なビジネス法務などの分野で活躍す

る基礎を作りました。現在では正規科目として単位認定の対象

ともなり、奨学金制度も整っています。

国際商事仲裁は、国際ビジネスにおける標準的な紛争解決方

法として定着してきました。しかし、日本企業はそれを十分活用

することができておらず、それは日本企業の国際競争力にも影

響を与えかねない深刻な状況にあります。神戸大学は、国際商

事仲裁･投資協定仲裁の研究教育の日本における拠点となる

べく、仲裁の実務経験を有する外国人教員を確保するととも

に、海外の有力な仲裁法律家や世界中の仲裁機関とのネット

ワーク作りに取り組んでいます。

海外インターンシップ03 国際商事仲裁04

インターンが「もっと学びたい」と思うきっかけに
ミャンマーへの海外インターシップ参加は、法曹

の無限の可能性を考えるきっかけとなり、日本の

法をもっと学びたいと思いました。現在、ミャン

マーは法整備が盛んに行われています。ミャン

マーはまだまだ整備途上でしたが、その過程を現

地で直接目にしたことで、方策が異なるだけで目

的は日本法と同様の法律が多く見受けられると

いうことに気づきました。今後は、日本の法への

理解を深めつつ、日本の法体系と海外の法体系

の間の共通点と相違点を学び、法整備の場面

などで通ずる思考力を養いたいと考えています。
2017年度入学（既修者コース）

益子 真輝さん（3年）

Comment
学生コメント

下記URLのWebサイトから、
グローバル・ビジネスロー教育の

最新の情報を確認することができます。

グローバル・ビジネスロー教育

http://www.law.kobe-u.ac.jp/
LawSchool/about/feature/
global/index.html

グローバル・
ビジネスロー教育
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グローバル・
ビジネスロー教育



ゼロからのスタートでもしっかりと学ぶことができます
学部生時代は法律科目ごとに学んでいたため、

キーワードとなる文言は知っていても、それぞれの

法律がどう関連しているのかということまでは理

解できていませんでした。進学時に未修者コース

へ進み、別々の科目を一度に受講することで、科

目ごとにどう違うのかを意識しつつ、整理しながら

学ぶことができました。ゼロからのスタートでも法

曹になるまでの基礎知識や体力がつきますし、目

標に向かって集中出来る環境も整っているの

で、しっかり学びたいと考えている人には未修者

コースへ行くことも選択肢としてお勧めできます。
2016年度入学（未修者コース）

宮本 優生さん（3年）

Comment

未修者教育の特徴と「未修者スタートアップ・プログラム」L 学習段階に応じた指導とサポートL
神戸大学法科大学院では、開設以来、法科大学院教育に

期待される社会的重要性を踏まえ、未修者教育に力を入れ

てきました。本法科大学院では、１年次から司法試験科目で

ある７法（憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、

刑事訴訟法）のすべての科目を開講し、必修としてきまし

た。これは、早い段階から、法律学習の骨格となる部分を固

め、２年次以降の教育に臨む態勢を身につけてもらうことを

ねらいとしたものです。

未修者スタートアップ・プログラムの流れ

質の高い教育を学生のみなさんに浸透させることが常に
課題であり、そのため本法科大学院では、「未修者スター
トアップ・プログラム」を策定し、2015年度から開始しまし
た。このプログラムは、2015年、2016年、2017年、
2018年の法科大学院公的支援見直し強化・加算プログ
ラム審査において、いずれも【優れた取組】との評価を受

け、加算対象となっています。下の図を見ていただければ
わかるとおり、本プログラムは、入学、中間試験、期末試
験、進級という皆さんの学習イベントを踏まえ、入学から、
進級時まで、段階をおった教育・学習サポートを、授業進
行と並行して行い、皆さんに着実に実力をつけてもらうこと
を意図したものです。

未修者教育の特徴
法科大学院が誇る一流の教育スタッフが未修者教育を担当します。７法の法律基本科目担当者は、

国や地方の様々な委員を経験しており、実務経験も教育経験も豊富な教員ばかりです。それら教員

が、３年後の司法試験合格を見据え、未修者の１年間で何を身につけるべきか、ということを熟慮の

上、精選して教育を行っているのが、本法科大学院の未修者教育の１つのセールスポイントです。

くわえて、次でご紹介する未修者スタートアップ・プログラムの運営には、法科大学院出身の若手

教員も関わっています。

●修了生による
●この時点での自分の

到達度を確認する

●修了生による
●期末試験に向けての

集中学習を自主ゼミで行い
サポーターを派遣

●未修出身在校生
（３L）による

●以後毎週TAとして相談可

●研究者教員による
●授業科目と並行して

各科目ごとの解釈・
法律文書作成の基本を
実践的に学ぶ

●研究者教員による
●自分なりの課題を

発見・指摘

期末試験

4月～

7月～8月

10月・3月

5月～7月
11月～1月

7月

勉強方法情報提供会

法律文書作成会

夏休み集中学習ゼミ

フォローアップ・
カウンセリング

法解釈基礎

中間試験

学生コメント

下記URLのWebサイトから、
未修者スタートアッププログラムの

最新の情報を確認することができます。

未修者スタートアッププログラム

http://www.law.kobe-u.ac.jp/
LawSchool/about/feature/
startup.html

未修者
スタートアップ
プログラム

未修者スタートアップ・プログラムの内容

４月最初にみなさんの在学生先輩による「勉強方法情報提

供会」を行い、予習・復習への取組み方やまとめノートの作

り方などを実物を示しながらアドバイスがなされます。次に、

授業と並行して、その内容を踏まえつつ、「法解釈基礎」が

行われ、解釈・文書作成の実践的なトレーニングが年間を

通して行われます。前期授業終了直後に、修了生による

「法律文書作成会」が行われ、その時点での皆さんの到達

度を測り、課題を明らかにするとともに、研究者教員とは異

なった角度からのアドバイスを受けられます。その上で、夏休

み中盤の期末試験までの間に、修了生がサポーターとな

り、皆さんの期末試験にむけた自主ゼミでの学習を支援しま

す。最後に、前期終了後及び進級前の２回、「フォローアッ

プ・カウンセリング」として、皆さんの成績状況を見ながら教

員複数名による学習アドバイスと相談の機会が設けられ

ます。このように教員とOB・OGが一体となり、皆さんの学

修の立ち上がりを支えます。
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3年次生出願資格（いわゆる3年次飛び入学）

神戸大学法科大学院では、成績の優れた学部3年次の学生に、法科大学院の入

学試験の受験資格を認めています。その要件は以下のとおりであり、入学試験に合

格した場合、学部を卒業しなくても、法科大学院に入学することができます。

神戸大学法学部の学生だけでなく、神戸大学の他の学部あるいは他大学の学部

生のみなさんも、出願することができます。未修者コース、既修者コースいずれにつ

いても、3年次生出願資格による出願が可能です（併願も可能です）。なお、平成

31年度入試から、筆記試験科目を４科目に限定する、3年次生のみを対象とした特

別の既修者コース入試（3年次生特別入試）を新たに実施します。詳しくは、最新の

法科大学院学生募集要項をご覧ください。

制度の概要

学部の3年次卒業（早期卒業）を予定している方は、

大学卒業見込みの出願資格により、神戸大学法科大

学院入学試験に出願することができます。もっとも、結

果的に3年次で卒業できなかった場合には、法科大学

院への入学は認められないことになります。そのため、

3年次卒業（早期卒業）をめざしている出願者の方が、

3年次生出願資格の要件も充足する場合には、両方

の出願資格により出願することを勧めています。

早期卒業との関係について

「3年次生出願資格」により出願するためには、

❶日本の大学に、法科大学院入学の前年度の３月末時点で３年在籍すること（在籍期間要件）

❷出願時に、卒業に必要な単位のうち90単位以上を修得しており、かつ、その修得単位のうち60単位以上が

「優（80点）」以上の評価であること（修得単位要件）、が必要です。

正確には、最新の学生募集要項の記述を確認してください。

また、最新の法科大学院・入学試験FAQ（神戸大学法科大学院ウェブサイト）も適宜参照してください。

出願要件

法科大学院教育は、法科大学院生が、基本的な法律科目について、

法曹となるのにふさわしい基礎的知識を研究者教員から学ぶだけで

はなく、法曹実務家教員の指導の下で、実務的な応用力を身に着け

ることを目的としています。そして、実務教育という点については、特に

弁護士事務所や企業などにおいて、実際に実務の現場を体験しても

らう「エクスターンシップ」という特徴的な科目が配置されています。

「エクスターンシップ」科目の目的は、起案、裁判手続きや法律相談

への立ち合い、その他出張への同行など、実際の事件の処理を通じ

て、事案分析能力、事案に即した法令の解釈・適用能力、事案解決

を意識した事務遂行能力といった実務法曹として要求される能力を

体得する場を提供することにあります。

エクスターンシップ
エクスターンシップとは エクスターンシップ科目の実施

エクスターンシップの派遣先について

「エクスターンシップ」は２Ｌ後期の２月～３月に実施されます。実施期

間は原則として2週間です。法科大学院生は、事前にエクスターン

シップを受ける弁護士事務所等について、場所（大阪・兵庫・東京な

どの都市や近畿圏・関東などの地域）や特徴（知的財産権実務に強

い・刑事事件を扱っている・民事全般の事件処理が経験できる等）に

ついての希望を予め申請することができ、本法科大学院は、それらの

希望に十分配慮して派遣先を決定します。本科目の成績評価は、レ

ポート等の成果物に対する派遣先による評価に基づいて行われま

す。なお、エクスターンシップ科目を履修するためには、「法曹倫理」科

目を修得していることが求められます。

神戸大学法学部そして神戸大学法科大学院を巣立っていった先輩

法曹の方々の努力のおかげで、本法科大学院の教育に対しては、法

曹界から高い評価をいただいているところでありますが、その信頼と

実績により、毎年、「エクスターンシップ」履修希望者は全員がほぼ希

望通りの研修を受けることができています。派遣先はほとんどが弁護

士事務所ですが、法務部門を中心に業界を代表する著名な企業に

も派遣されており、そこでは企業内法務の実務が体験できます。さら

に神戸大学法科大学院の強みは、海外（アジア）の法律事務所にお

いてもエクスターンシップが実施されていることであり、従来は、マレー

シアの法律事務所が中心でしたが、平成30年度からは新たにタイ、

台湾及びミャンマーの法律事務所も選択肢として加わりました。過去

3年間の実績は右記のとおりです。

平成27年度

派遣先内訳

「エクスターンシップ」 履修者56名

兵庫県内16名（内、企業1名）、大阪28名（内、企業2名）、京都1名、
東京4名（内、企業1名）、広島1名、福井2名、福岡1名、海外3名

平成28年度

派遣先内訳

「エクスターンシップ」履修者70名

兵庫県内33名（内、企業1名）、大阪25名、京都1名、
東京4名（内、企業2名）、広島1名、福井1名、海外5名　

平成29年度

派遣先内訳

「エクスターンシップ」履修者57名

兵庫県内23名（内、企業1名）、大阪23名、京都1名、
東京7名（内、企業1名）、広島1名、福井2名

先輩の
活躍

先輩の
活躍

右記URLのWebサイトから、「先輩の活躍」として、

修了者のインタビューを確認することができます。

http://www.law.kobe-u.ac.jp/LawSchool/history/voice/

他大学の先輩から、神戸大学の教授の

方々が素晴らしいと聞いていました。実際

に授業を受けてみて、将来に必要な科目

ばかりだと感じています。司法試験の視

点・実務家の視点・学問的な視点など複

合的な視点で授業をして下さいます。

合格率の高さも良い点だと思いますが、

人を育てようという意識が高い大学だと

感じています。司法試験はあくまで通過

点で、その後の法曹実務に役立つ授業

や環境が整っています。学ぼうと思えば

いくらでも学ぶことができる環境です。

授業や問題演習で分からないことが

あったときは、アポイントなしで先生のも

とへ気軽に質問に行けるオフィスアワー

の時間を活用しています。先生は送った

メールにもすぐに返信してくださるため、

勉強に集中できる環境が整っていると

感じます。

神大法学部出身のため、もともとお世話になっ

ている先生や、一緒に励まし合う友人は多くい

ました。進学時は他大学も考えたことはありまし

たが、法務省のウェブサイトや司法試験の合格

率を見たり、実際に授業をされる先生の親身な

サポートを体験したりしていたので、神戸大学法

科大学院への進学に不安はありませんでした。

エクスターンシップでは、神大卒の若手弁

護士が多くいるように感じました。ＯＢが近

くにいることでその時の悩みや、分からな

いことを気軽に質問できるのは、心強かっ

たです。関西はもちろんですが、最近では

東京方面も増えているそうですよ。

学説を踏まえながら判例の考え方など

の具体的な解説や、法曹三者それぞ

れによって考え方や視点が異なること

をそれぞれの立場に沿って説明してく

ださるため、分かりやすく、理解を深め

ることができます。

学生たちの
口コミ

高い合格率や、就職率という結果が

出ている理由は、卒業後を意識した教

育が強いことだと思います。基礎知識や

学説を掘り下げるばかりではなく、実務

力をつけるための授業が多く準備されて

いることが魅力的だと思います。

私は『ゾーン長』という役職を務め、自習棟の管

理や先生と学生との橋渡し等を行っています。

他大学からの入学でしたが、活動を通して先生

方との関わりも増え、名前を覚えていただくきっ

かけになりました。今では交友関係も広がり、友

人と問題演習を行っています。一緒に先生によ

く質問に行くこともありますよ。
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教育
カリキュラム
神戸大学法科大学院のカリキュラムは、主として、

右記の４つの分野から構成されています。これらの

科目は、基礎からの着実な学習ができるように、１Ｌ

（未修者１年次）・２Ｌ（未修者２年次／既修者１年

次）・３Ｌ（未修者３年次／既修者２年次）の各学

年に段階的に配置されています（下記の科目展開

表を参照）。

神戸大学法科大学院では、３Ｌにおいて「 法学

研究論文演習」という授業科目を開講し、司法

試験合格後に法律学分野（実定法および基礎

法学）の研究活動に従事することを強く希望し、

かつその能力を備えていると認められる学生に、

研究論文を執筆する機会を与えています。

そして、法科大学院を修了した後に、法律学の研

究者を目指す方々については、博士課程後期課

程（いわゆるドクターコース）の研究者コースにお

いて研究者としての素養を高めることができます。

博士課程後期課程への入学・進学のための試

験は毎年９月及び３月ごろに行われ、その際に

は、外国語（１科目）及び専攻科目に関する筆記

試験、16,000 字以上の研究レポート等の提出

が求められます。なお、神戸大学の法科大学院

修了者のうち成績優秀者については、これとは

別の内部選抜の試験を受けることができます。

法律学研究者を目指す方々へ
法律基本科目で学んだ内容を

応用・深化させる科目です。司

法 試 験の選 択 科目はもちろ

ん、とくにビジネス・ローに関わ

る領域について、先端的な内

容の科目を設けています。３Ｌ

では、リサーチ能力・文書作成

能力を育成するリサーチ・アン

ド・ライティング（Ｒ＆Ｗ）ゼミが

実施されます。

日本法の文化的背景、法と法

学の歴史、法の社会学的分析

など、法に関する基底的な知

識や視角の獲得を目的とする

科目です。また、法的問題のグ

ローバル化への対応を視野に

入れて、比較法・外国法を学ぶ

科目も複数設けています。

基本的な法領域に関する基

礎的知識と法的思考力を身に

つけるための科目です。ほとん

どが必修科目であり、２Ｌから

は、教員と学生または学生間で

の質疑応答・議論を中心として

展開される対話型演習（対演）

という授業が実施されます。

法律学の理論と実務を架橋す

るための科目で、豊富な法律

実務の経験を有する実務家教

員が担当します。法律基本科

目で学んだことを、実務的観点

から整理・展開し、具体的な問

題解決のための実践的能力を

身につけることを目的とします。

法律基本科目 実務基礎科目 展開・先端科目 基礎法学・隣接科目

1 2 3 4
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科目展開表（2018年度現在）�
１Ｌ　未修者１年次 ２Ｌ　未修者２年次／既修者１年次 ３Ｌ　未修者３年次／既修者２年次

公法
憲法基礎

法
解
釈
基
礎
Ⅰ
・
Ⅱ

対演・憲法訴訟Ⅰ 対演・憲法訴訟Ⅱ 比較憲法
行政法基礎 対演・行政法Ⅰ 対演・行政法Ⅱ 公法系訴訟実務基礎

民事法

民法基礎Ⅰ 対演・契約法Ⅰ・不法行為法 対演・家族法
民法基礎Ⅱ 対演・契約法Ⅱ 対演・民事法総合
民法基礎Ⅲ 対演・物権・責任財産法
会社法 対演・商法Ⅰ 対演・商法Ⅱ 商取引法 金融商品取引法
民事訴訟法 応用民事訴訟法Ａ／Ｂ 対演・民事訴訟法 民事執行・保全法

２年次もしくは３年次
倒産法Ⅰ Ｒ＆Ｗ倒産法

刑事法
刑事実体法Ⅰ 対演・刑事実体法Ⅰ 対演・刑事実体法Ⅱ
刑事実体法Ⅱ ２年次もしくは３年次 応用刑事手続法
刑事手続法 対演・刑事手続法 経済刑法 刑事学

国際法
国際法 国際人権法

国際私法・国際民事訴訟法 Ｒ＆Ｗ国際関係法（私法系）
国際取引法 国際経済法

経済関係法

租税法Ⅰ 租税法Ⅱ Ｒ＆Ｗ租税法
特許法 著作権法 Ｒ＆Ｗ知的財産法
消費者法 社会保障法 応用知的財産法
労働法Ⅰ 労働法Ⅱ Ｒ＆Ｗ労働法
経済法Ⅰ 経済法Ⅱ Ｒ＆Ｗ経済法
環境行政法 環境訴訟 Ｒ＆Ｗ環境法

基礎法

ＡＤＲ論 現代司法論 Ｒ＆Ｗ法社会学
法思想 法文化
アメリカ法 ヨーロッパ法
アジア法 中国法

法曹実務

ワークショップ企業内法務 Ｒ＆Ｗ企業法務
対演・法曹倫理 エクスターンシップ ローヤリング

法律文書作成演習Ⅰ・Ⅱ 民事裁判演習
対演・民事裁判実務 刑事裁判実務
対演・刑事手続実務 実務刑事法総合

Ｒ＆Ｗ刑事実務
ワークショップ経済法実務
法律文書作成演習Ⅲ

法学研究 法学研究論文演習

「対演」は、「対話型演習」を示します。「Ｒ＆Ｗ」は、「リサーチ･アンド･ライティング･ゼミ」を示します。

�は、法律基本科目を示します。　 �は、基礎法学・隣接科目を示します。　 �は、法律理論研究科目を示します。

�は、実務基礎科目を示します。　 �は、展開・先端科目を示します。　　　＊赤字は必修科目を示します。



教員名簿 入学者募集について
　神戸大学法科大学院では、法学未修者コース（３年制）と法学既修者コース（２年制）に分けて
入学者の募集を行っています。入学者募集の詳しい内容については、以下の記述のほか、

神戸大学法科大学院平成31年度学生募集要項

http://www.law.kobe-u.ac.jp/LawSchool/admissions/またはホームページ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を参照してください。

募集人員

出願期間

出願資格

平成30年9月下旬～平成30年10月上旬（予定）

大学を卒業した者及び平成31年３月までに卒業見込みの者
その他法令及び本研究科規則に定める入学資格を有する者
及び平成31年３月までに有する見込みの者

●法学未修者コース・法学既修者コースのいずれにおいても、
一定の要件のもとで「３年次生出願資格」による出願が認められています。

●法学既修者コースへの出願者が第２希望として
法学未修者コースにも出願する「併願」も認められています。

●3年次生特別入試は、「３年次生出願資格」を有する者、
社会人・他学部生特別入試は、「社会人」「他学部卒業生」
（卒業見込含む）にあたる者のみ出願できます。

法学未修者コース 20名程度
（うち社会人・他学部生特別入試により5名程度）

法学既修者コース 60名程度
（うち3年次生特別入試により5～10名程度）

平成30年度入試結果
法学未修者コース

志願者数

第一次選抜合格者数

第二次選抜受験者数

合格者数

95名

95名

83名

34名

法学既修者コース

志願者数

第一次選抜合格者数

第二次選抜受験者数

合格者数

265名

265名

228名

117名

経済的支援
●奨学金制度
複数の団体による奨学金制度があります。日本学生支援機構による奨学金（第
一種奨学金〔無利息〕・第二種奨学金〔利息付〕）の申込みについては、大学を
通じて行うことができます。また、成績優秀など所定の要件を満たす修了者に
は、日本学生支援機構によって奨学金返還の免除が認められることがあります。

●入学金・授業料の免除制度
経済的理由により入学金・授業料の納付が困難な者に対して、一定の要件の
もとで、入学金・授業料の全額または半額を免除する制度が設けられています。

●日本学生支援機構の奨学金受給者

●専門実践教育訓練給付金制度
本法科大学院は、法学既修者コース、法学未修者コースともに、専門実践教育
訓練給付金の支給の対象となる厚生労働大臣指定講座に認定されています。
専門実践教育訓練給付金は、雇用保険の一般被保険者（であった方）のうち一
定の要件を満たした方が、ハローワークでの手続をしたうえで、厚生労働大臣の
指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されるものです。

第一種奨学金 第二種奨学金

30名 5名

19名

2016年入学者

2017年入学者 4名

入学金
免除

6名

授業料免除
（前期半額）

14名

授業料免除
（前期全額）

7名

授業料免除
（後期半額）

13名

授業料免除
（後期全額）

7名2017年入学者

●書類審査

出願者の提出する書類に基づいて、
次に掲げる要素等を考慮した審査を行います。

○大学の成績（3年次生特別入試では法律科目の単位修得と
その成績状況を特に重視します）

○出願者の「法曹としての適性」に関する説明
○外国語の能力

●筆記試験

「憲法」・「行政法」・「民法」・「民事訴訟法」・「会社法」・
「刑法」・「刑事訴訟法」の７科目について、実定法学の基礎的知識と
能力の有無を審査する論述式の試験を行います。
3年次生特別入試では、「憲法」・「民法」・「会社法」・「刑法」の
4科目について、同様の試験を行います。

※3年次生特別入試による入学予定者には、平成31年2月頃、
「行政法」・「民事訴訟法」・「刑事訴訟法」の3科目の
履修免除試験を行います。

法学既修者コース

法学既修者コースでは、書類審査と筆記試験の結果を総合して、
入学者の選考を行います。出願者数が多数となる場合には、
書類審査で第一次選抜を行います。

選考方法
法学未修者コース

法学未修者コースでは、書類審査・筆記試験・面接試験の結果を総合
して、入学者の選考を行います。社会人・他学部生特別入試では、
書類審査と面接試験の結果を総合して入学者の選考を行います。
出願者数が多数となる場合には、書類審査で第一次選抜を行います。

●書類審査

出願者の提出する書類に基づいて、
次に掲げる要素等を考慮した審査を行います。

○大学の成績
○出願者の「法曹としての適性」に関する説明
○外国語の能力
○社会人・他学部卒業者としての経歴の概要

　　（社会人・他学部生特別入試のみ）

●筆記試験

読解力・理解力・分析力・論理的な表現力の
有無を審査する「小論文」の試験を行います。

●面接試験

面接試験では、願書とともに提出していただく「法曹としての適性」をもとに
簡単な質疑を行います。くわえて社会人・他学部生特別入試では、
文章の読解力に関する質疑を行います。

今年度から、既修者コースにおいて、新たに学部3年生を対象とした3年次生特別入試を実施します。
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分　類 専　攻 職　名 教�員�名 専攻分野・本務先

公　法
実務法律専攻

教　授 淺野　博宣 憲　法
教　授 角松　生史 行政法
教　授 中川　丈久 行政法
准教授 木下　昌彦 憲　法

理論法学専攻
教　授 井上　典之 憲　法
教　授 興津　征雄 行政法

民�事�法

実務法律専攻

教　授 青木　　哲 民事訴訟法
教　授 窪田　充見 民　法
教　授 手嶋　　豊 民　法
教　授 山田　誠一 民　法
教　授 榊　　素寛 商　法
教　授 志谷　匡史 商　法
教　授 八田　卓也 民事訴訟法
准教授 田中　　洋 民　法

理論法学専攻
教　授 浦野由紀子 民　法
教　授 山本　顯治 民　法
教　授 行澤　一人 商　法

刑�事�法
実務法律専攻

教　授 宇藤　　崇 刑事訴訟法
教　授 上嶌　一高 刑　法
教　授 小田　直樹 刑　法

理論法学専攻 教　授 嶋矢　貴之 刑事法

経済関係法

実務法律専攻

教　授 池田　千鶴 経済法
教　授 泉水��文雄 経済法
教　授 櫻庭��涼子 労働法
教　授 島村　　健 環境法
教　授 渕　　圭吾 租税法
准教授 前田　　健 知的財産法

理論法学専攻
教　授 大内　伸哉 労働法
教　授 島並　　良 知的財産法
教　授 関根　由紀 社会保障法

国際関係法
実務法律専攻

教　授 川島富士雄 国際経済法
教　授 齋藤　　彰 国際私法
教　授 中野俊一郎 国際私法

理論法学専攻
教　授 竹内　真理 国際法
教　授 玉田　　大 国際法

基�礎�法

実務法律専攻
教　授 髙橋　　裕 法社会学
准教授 板持　研吾 英米法

理論法学専攻

教　授 樫村　志郎 法社会学
教　授 馬場　健一 法社会学
教　授 渋谷謙次郎 比較法文化
教　授 瀧澤　栄治 西洋法史

実務家教員 実務法律専攻

教　授 萩原　良典 検察庁
法曹実務教授 中川　勘太 多聞法律事務所
法曹実務教授 本元　宏和 さくら北浜法律事務所
法曹実務教授 籔内　俊輔 北浜法律事務所
法曹実務准教授 重高　　啓 大阪地方裁判所



〒657-8501 神戸市灘区六甲台町 2-1
TEL（078）803-7234　FAX（078）803-7292

law-koho@edu.kobe-u.ac.jp

神戸大学大学院法学研究科広報委員会

http://www.law.kobe-u.ac.jp/LawSchool/

神戸大学法科大学院 検 索

神戸大学法科大学院 Web サイト

Webサイトでは、神戸大学法科大学院の最新ニュースやスケジュール、
先輩の活躍として修了者のインタビューなど多数掲載しております
ので、ぜひご覧ください。



法科大学院案内２０１９の誤植について 

「法科大学院案内２０１９」１４項の「教員名簿」について，下記のとおり訂正

いたします。 

記 

表中の「専攻」 

（誤）理論法学専攻 → （正）法学政治学専攻 

2018/07/03

神戸大学大学院法学研究科教務係 


