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神戸大学法科大学院の目指すもの
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、本学法科大学院に
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。本学法科大学院は、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、本学法科大学院は、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。

「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

2014 年3月に、神戸大学法科大学院は、

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、

「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。
」

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

との認証評価結果をいただきました。

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。

専攻長からのメッセージ
法律家の第一歩を踏み出そうとされるみなさん。高度な
知識と豊かな見識を有する法律専門家としての法曹は、い

■実務法律専攻長
（法科大学院長）

まこそ、社会における、幅広い領域での創造的な活躍が期

上嶌 一高

待されています。
法曹養成を目的として設立された法科大学院が、2006
年３月に最初の修了生を送り出してから、ちょうど 11 年
が経ちました。この間の司法試験において、610 人もの神
戸大学法科大学院修了生が、見事合格を果たしました。各
人の並々ならぬ努力の賜物です。
神戸大学法科大学院は、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、実務法曹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。このことは、合格への支えになっ
たものと誇りに思います。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。
ただ、本法科大学院の真の特徴は、これを形成する人に
あるといえます。熱意をもって授業を行うのは、各分野に
おけるトップレベルの教授陣です。また、神戸大学の先輩
が、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、みなさんに強力な
援助の手を差し伸べてくれます。そして、何より、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
勢をもっています。
みなさんが、ここ神戸で夢の実現に向けて確かな歩みを
進められることを願っています。
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「次世代型ロースクール」の創成への取組み
概要
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。
世界経済がアジア中心へと変化し、各国が新たなルール作りでしのぎを削っているなか、日本で
育った法曹が、世界を舞台に存分に能力を発揮することができるよう、法科大学院教育のグローバ
ル化を進める必要があります。
「次世代型」の特徴は、国内外の多数の実務家と共同でグローバル
化を進めていることにあります。神戸大学伝統のビジネスロー教育に、このグローバル教育を重ね
ることで、修了生が国内外の法律事務所や企業法務部等で絶大なリーダーシップを発揮することを
期待しています。
このほか、
「飛び入学を活用した学部教育との連携の強化・拡大」
「教育の浸透力強化のための「未
修者スタートアップ・プログラム」の導入」
、の２つも、
「法科大学院公的支援見直し強化・加算プ
ログラム」に認定され、高い評価を受けており、さらに平成 28 年度審査では前者を拡充するプロ
グラムが「特に優れた取組み」であると評価されています。

法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム
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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」
（3 ～ 7 頁）

企業法務における法曹の職域拡大を図るため、
「ワークショッ

飛び入学を活用した
学部教育との連携の強化・拡大
（28 頁）

法学既修者コース志願者にも、飛び入学による出願を認め、

教育の浸透力強化のための
「未修者スタートアップ・プログラム」の
導入
（17 頁）

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

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。

また、編入学を経験した者への配慮や休学期間のある者の出
願をも可能とするべく、法学未修者コースと合わせて、出願
資格を一部改める等の見直しを行います。

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。

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」
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。※ 6・7 ページ

外国法

職域拡大

ワークショップ
企業内法務

海外
インターン
シップ

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

世界経済の成長センターである東アジア／東南

は存在しない法制度への対応があります。

アジアに拠点を構える国際的法律事務所の全面

そのため、内外の実務家教員を招聘して、

的な協力を得て、夏に「海外インターンシップ」

実務的対応を重視した外国法の授業と、研

を行います。インターンシップは単位認定さ

究者による理論的授業とを組み合わせるこ

れ、体系的授業科目としての質を確保しつつ、

とにより、日本法を相対化する能力を養成

まさにグローバル・ビジネスローの最前線を海

します。

外で実体験する機会を与えます。 ※ 4 ページ

※ 4 ページ
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国際化への対応
そして優れた法律家の思考方法は、国を問わず驚くほ
ど似通っています。具体的な法的対応には地域毎の偏
差があるけれども、法律家同士はその違いが意味する
ものを相互に理解し、それらの比較から極めて多くの
示唆を得ることができます。神戸大学法科大学院では、
こうした視点から日本人教員だけでなく、海外の研究
者や実務家が担当する講義など、多彩な外国法の教育
を展開しています。

齋藤 彰
神戸大学法学研究科教授（国際取引法担当）
。
神戸大学法学部卒。商船三井に勤務の後、神
戸大学大学院・アバディーン大学大学院修
了。関西大学法学部教授を経て 2001 年から
現職。パリ 13 大学 ･ ダンディー大学客員教授。

外国法教育
●外国法教育
外国法の知識は実務的にも重要になってきています。
それは私達の生活や経済活動のグローバル化がもたら

●マレーシアでの海外インターンシップ
アジアを代表する都市の１つとなったクアラルン
プールでビジネス法務を体験するインターンシップ
が開始されたのは 2009 年の夏のことでした。クロス
ボーダーの業務を得意とする法律事務所である JLPW
（http:// www.jlpw.com.my）で１〜３ヶ月のインター
ンシップを行うプログラムであり、神戸大学からすで
に約 100 名の学生が同事務所に滞在し法律実務を体験
しました。 現在では法科大学院の正規科目として単
位認定がなされ、奨学金制度も整ってきました。
マレーシアはイングランド法を継受した法域であり、

した当然の結果といえます。法科大学院で外国法の基

ビジネス法務はすべて英語で行われています。またイ

礎知識を学んでおけばその法律調査が容易になります。

スラム教を国教としており、優れたイスラム法研究者

講義を担当する海外の研究者や実務家と知り合いにな

が多いため、イスラム金融やハラル適格の認定などの

れば、そのネットワークは将来の皆さんの仕事に直接

重要なビジネスの拠点として注目を集めています。最

に役立ちます。

近では日本企業が ASEAN との連携を強化してきてお

しかし何よりも、日本と海外との法制度を比較する

り、そうした海外進出に関する法律業務のハブとして

のは楽しいものです。社会生活において人々が遭遇す

も、マレーシアの存在感が強まってきました。またイ

る問題には、世界中で共通のものが少なくありません。

ンターン生は、英語での法律業務だけでなく、海外で
生活する経験や ASEAN 諸国を訪問する機会を得るこ
とができます。このインターンでの経験を活かし、国
際的なビジネス法務や国際仲裁などの分野で活躍する
若手法律家が次々と生まれてきています。
また 2015 年度からは台湾有数のローファームであ
る萬國法律事務（http://www.taiwanlaw.com）にも
インターン派遣を開始しました。さらにベトナム、イ
ンドネシアなど日本企業との結びつきの強い地域を中
心として、国際ビスネスに関する法律業務を専門とす
る優れた法律事務所をパートナーとして、皆さんの将
来に役立つインターンシップのプログラムを積極的に
展開してゆきます。
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●参加者の声
私は、2011 年６月から９月までの約３か月間、
マレーシアインターンプログラムに参加しました。
私は、このインターンが非常に素晴らしい制度で
あると確信しており、ここでは、参加者として、
皆様にこの制度の魅力についてお話させていただ
きます。
現地では、各弁護士から様々な課題が提供され
るのですが、そのいずれもが刺激に溢れるものば
かりでした。ある弁護士は、「分かるまで議論し
よう、法律も英語も分からないことは一緒に調べ

中山 貴博

よう」と言い、彼とは長時間にわたり議論をしま
した。また、事務所のボスから出された課題が難
しくて困っていたところ、他の弁護士がヒントを
くれるという一幕もありました。他にも、M&A

弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士
神戸大学法学部卒、2011 年神戸大学法科大
学院修了。司法修習生（65 期）を経て、現職。

案件のキックオフミーティング等の会議又は裁判
所における期日に同席するなど、これらはほんの
一例にすぎず、彼らは常に親切で、忙しい中我々
に時間を割いてくれました。

もかけがえのない財産です。
実務家になってから、海外にてインターンを経

また、弁護士のみならず、多くの職員が惜しみ

験するということは非常に困難ですが、神戸大学

なく時間を共にしてくれたお陰で、食事や旅行に

LS では、インターンへのアクセスが確保されて

何度も行くことができました。

おり、これほど恵まれた環境は類を見ません。

これらの経験は、法律知識や英語能力の涵養の

皆様が、神戸大学 LS で充実した生活を過ごさ

みならず、外から日本を見ることや、難しいこと

れるとともに、マレーシアインターンプログラム

を簡単に伝えることの重要性を再認識する契機と

を通じて飛躍の機会を得られることを心より祈念

なる等、様々な形で今の私の糧となっています。

しています。

また、今でも交流が続く多くの友人ができたこと

●国際商事仲裁
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きました。
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企業活動への対応― ワークショップ企業内法務
WS 企業内法務について

平成 29 年度のシラバス（一部）
第2回

この授業は「企業法務部門の真の姿」をお伝えしよ

高度専門法務（1）

第 3・4 回

うとするものです。企業の法務部門の現役担当者によ

第5回

る基本的事項の解説、事件・案件の体験談、そしてワー

第6～8回

クショップなど、バラエティに富んだ連続講義を展開
します。また、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、さらには「外部の視点」として外
部弁護士からみた企業法務のあり方についても、取り
上げます。
現代企業は、国内外の激しい競争の中で、様々な利

第9回

実務体験（1・2）

法務各論（1）
実務体験（3 ～ 5）

法務各論（2）

第 10・11 回

高度専門法務（2・3）

第 12 回

実務体験（6）

第 13 回

高度専門法務（4）

第 14 回

ワークショップ

第 15 回

ゼネラルカウンセリング論

害を調整しながら健全かつ持続的に成長することが求

ランス感覚に富んだ解決策を提示し、社内・社外の関

められています。そのため、法務部門は、高い法律専

係者の信頼を得ながら、仕事を進めていく必要がある

門性をもとに、事業部門における事業内容と戦略を理

のです。

解しつつ、経営陣との意思疎通を図り、さらに社外の

その様子をつぶさにお伝えするこの授業を通じて、

関係各所との折衝を重ねます。コミュニケーション能

皆さんは、日本企業の法務がいかにグローバルである

力や、社内外のネットワークリソースを駆使して、バ

かに驚かれるかもしれません。また、立法や行政と接
触し、日本や各国のルールの作りに深く関わっている
様子、そして、海外子会社を含めて、企業内だけでも
多くのステークホールダーと調整する必要がある様子
は、初耳かもしれません。皆さんの予想を超えたお
話ができるのではないかと、ひそかに自負していま
す。この授業は、神戸大学の法務関連の同窓組織であ
る「六甲法友会」の全面的なバックアップで運営され
ています。講師は、企業法務部門の大ベテランから中
堅や若手、そして企業内弁護士や外部弁護士まで多士
済々です。

受講者の声
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・外部弁護士と企業内弁護士の住み分けについて
疑問に思っていましたが、企業内弁護士が外部
と内部をつなぐ重要な役割を担っていることが
わかり、興味が出てきました。

が、異なるところもある。前者のタイプの話を
聞く機会はあっても、後者のタイプの話を聞く
機会はほとんどないので、新しい発見や新たに
思うところがあり、大変興味深かった。

・法務部が会社の意思決定の根幹に関わることが
意外でした。トラブル・リスク対応以外にも役
割が幅広いことを知ることができました。

・リーガルマインドとビジネスマインドの両方が
必要であり、他社との争いがあれば交渉が重要
であることがわかりました。

・企業をひとくくりにした抽象的な話と、各業種
に焦点を当てた話とは、共通するところもある

・法務部にとってのクライアントは社内にいると
いうお話は、大きくイメージを変える言葉でした。

企業内法務ＷＳ講師より
● WS 企業内法務の学生にとっての意義
学生は、WS 企業内法務の受講時点では、自分の将
来を決めておらず、選択肢の幅を増やしたいという人
が多いです。そこで、企業の法務部門の現役担当者に
よる解説および体験談を中心に、法律事務所、任期付
き公務員（中央省庁や地方公務員等）など、多岐にわ
たる経歴の講師陣から、それぞれの仕事やキャリア形
成について説明を聞ける貴重な機会を用意しました。

榊原 美紀

1992 年 3 月 神戸松蔭女子学院

大学文学部卒業
1995 年
司法修習
1997 年 4 月 センチュリー法
律事務所
2000 年 3 月 神戸大学大学院
法学研究科修士
課程修了
2001 年 6 月 ボストン大学ロースクール修了（LL.M.）

2002 年 9 月 フレッシュフィールズブルックハウスデリン
ガー法律事務所
2003 年 10 月 パナソニック株式会社（〜現在）


法律事務所からすると、企業はお客様です。ですか
ら、法律事務所の弁護士は、企業の本音を聞けないこ

ろに一番やりがいも生きがいも感じます。

とが多いです。従来の「企業法務」の授業は、外部の

ただ、企業によって随分違いがありますので、多岐

弁護士によるものがほとんどで、企業の内部を知る人

にわたる業種の講師陣の話を聞くことで、その違いも

による講義ではありませんでした。

実感できるでしょう。

WS 企業内法務では、企業内の人も、企業外の人も
講師をしていますので、企業の真の姿を知ることがで
きるという特色があります。これは、学生だから得ら
れる貴重な特権です。

● OB・OG だからできること
この授業は、神戸大学の法務関連の同窓組織である
「六甲法友会」の全面的なバックアップで運営されて

授業後の懇親会では、必ず名刺交換をして、学生と連

います。講師は、業種も年齢も幅広く、大ベテランか

絡先を交換しています。お互いにメールアドレスがわかっ

ら中堅や若手、そして企業内弁護士も外部弁護士まで

ているので、学生のほうから、就職や司法試験に関する

多士済々です。ほぼ全員が神戸大の OBOG ですから、

相談を受けることもありますし、人脈の構築もできます。

皆さんとお会いすることを、とても楽しみにしていま
す。法科大学院の後輩に法曹の道で成功してもらうた

●弁護士の働き方と WS 企業内法務
以前は、最初に選んだ選択肢のまま、キャリアを形
成する傾向にありました。最近では、法律事務所と企

め、非常に熱心に取り組んでいます。長い年月をかけ
て築き上げてきた同窓会のネットワークを凝縮したの
が、この企業内法務 WS と言っていいと思います。

業を行き来する人が増えています。また、任期付き公
務員も選択肢に入ってきました。キャリアの流動化が
進んでいます。弁護士のキャリアで、組織の内外のい
ずれが自分に合うのかはやってみないとわかりません。
法廷向けの勉強しかしていないと、企業や官庁に入っ
てからとまどいます。早期の段階から、複数の選択肢
についてイメージを持つことができる点が、この授業
の利点です。
●企業内で働くことの意義
企業に入ると一体何が違うのかとよく聞かれます。
まず自ら当事者になれること。さらに、企業の意思決
定に直接関与できること。自分たちがやったことが会
社の競争力を強化したり、方針を変えたり、目に見え
て役に立つということを当事者として実感できるとこ
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確かな実績
神戸大学法科大学院は、充実した教員の熱心な指導

本法科大学院の修了生には、裁判官・検察官・弁護

により、司法試験の合格実績において全国屈指の成果

士として司法実務を支えている方々はもちろん、公務

をあげてきました。もっとも、法科大学院では、司法

員や企業内弁護士となって多彩な分野で活躍している

試験に合格するための能力を身につけるだけではなく、

方々がいます。こうした様々な分野で活躍している先

その後、法律実務についてそれぞれの現場で活躍でき

輩方によって本法科大学院の教育の意義が認められて

るための力を身につけることが必要です。

いることこそが、我々の誇るべき成果です。

司法試験の合格実績
神戸大学法科大学院は、最初の修了者が出た 2006

また、司法試験の受験者合格率においても、本法科

年から直近の 2016 年までに、合計 610 名の司法試験合

大学院は、全国的にみて高い成果をあげてきています
（下記を参照）。

格者を出してきました。

●司法試験の受験者総数・合格者総数および累計合格率（2006 年〜 2016 年）

神戸大学法科大学院
全法科大学院

受験者総数

合格者総数

累計合格率

859 名

610 名

71.01%
（全国第 5 位）

38,694 名

19,737 名

51.01%

教員による意欲的な指導
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。この
ため、学生数が比較的多い法科大学院であるにもかか
わらず、教員１名あたりの学生数は非常に少なくなっ
ており、各学生の能力・個性を十分に把握したうえで
の密度の高い教育が行われています。
そのうえ、担当教員は、各専門分野で一流の研究
者として高い評価を受けています。例えば、
『法学教
室』や『ジュリスト』などの法律専門雑誌を手に取れ
ば、ほとんど毎号のように神戸大学の教員が論文を執
筆していることがわかるでしょう。また、政府・地方
公共団体の政策決定に参画し、研究成果の社会への還
元に努めている教員も少なくありません。実務家教員
も、豊富な実務経験を有するだけでなく、研究・教育
能力においても優れた方々がそろっています。

8

修了生の就職実績
●修了生の進路の多様性

員、民間企業の法務部、研究者等の幅広い進路に進ん

神戸大学法科大学院の修了生は、社会の様々な分野

だ就職したばかりの修了生を招いて、在学生や修了生

で活躍しています。神戸大学法科大学院では、これま

が話を聞く機会を設けてきました。年によっては、採

でに裁判官、検察官として 46 名輩出しています。司法

用担当を経験した修了生を講師に招いたこともありま

試験に合格した修了生の多くは、法律事務所に所属す

した。平成 27 年度からは、OB・OG が中心となって

る弁護士として活躍しているほか、企業内弁護士とし

企画・運営した就職情報提供会が開かれています。

て 42 名程度、任期付公務員として８名程度、国家公務

このほか同窓会組織の協力を得て、後輩からの進路

員として３名程度、地方公務員として５名程度、研究

相談や就職相談に応じても良いと考える OB・OG の

者７名と、多様な進路で社会に貢献しています。法曹

就職相談者リストを作成し、先輩に相談したい修了

資格を有していない修了生も、少なくとも地方公務員

生・在学生が OB・OG に連絡を取ることができるよ

として５名、国家公務員として２名、民間企業に８名、

うな体制も整備されています。

非営利団体に２名が就職し、社会で活躍しています。
●修了後の活躍を在学中からイメージするカリキュラム
●就職支援の取組み

企 業 法 務 で 活 躍 す る 神 戸 大 学 OG・OG を 講 師 陣

法科大学院の在学生、修了生あるいは司法試験合格

に招いて企業内法務の現状を体系的に学ぶ「ワーク

者・司法修習生向けの求人情報や法律事務所説明会、

ショップ企業内法務」が平成 26 年度後期から開講さ

サマークラーク情報などについて、メーリングリスト

れています。
また、２L から３L に進級する春休みに実施するエ

を通じて情報提供しています。また、大学で事務所説

クスターンシップでは、法律事務所や民間企業の法務

明会や企業説明会が開かれることもあります。
司法試験終了直後には、最近の就職状況や就職活動

部などで短期研修を行うことができ、裁判官・検事の

の仕方について、裁判官、検察官、弁護士、国家公務

実務家教員が主催する裁判所・検察庁訪問、裁判傍聴
等のような各種の企画に参加するこ

修了生の就職状況（平成 29 年４月 15 日現在）

3

修了時期

2
1
1
1
7

1
1

ます。
OB・OG の 若 手 弁 護 士 に よ る
「チューター制度（自主ゼミ支援制
度）」を利用する学生は、チューター
から勉強だけでなく就職に関する助

1
1
1

その他

研究 ・ 進学

2
3
1
3
4
5
1
2
2
2
25

的に意識して勉強できるようになり

その他
報道 ・ 非営利法人

6

5
2
2
3
2
1
3
4
3
2
27

公務員

1
1
2
2

任官任検 公務員

検察官

2
2
6
8
6
5
5
7
4
2
47
122
ビジネス系

とで、卒業後の活躍イメージを具体

裁判官

4
10
6
8
4
12
4
6
9
6
69

国家公務員（出向）

34
44
45
43
38
40
36
28
24
24
356

企業（企業内弁護士含）

弁護士（ビジネス系）

1
1
2
6
10

弁護士（一般）

50
64
68
75
56
65
55
50
45
41
569

司法修習中

62
80
91
105
92
80
86
68
65
76
805

合格者総数

修了者

ＬＳ修了期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
計

事務所勤務 組織内
弁護士
弁護士等
ビジネス系

1

1

2

2
1
4
5
2
1
3
2
2
4
26

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

言を貰うことができるでしょう。
このほか、随時、講演会やセミ
ナーの開催を通じて、修了後のキャ
リアパスの参考となるような取組み
を行っています。
このように在学中から修了後の活
躍イメージを具体的に意識して勉強
できるようなカリキュラム作りや情
報提供、就職支援を行っています。

52
任官任検
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活躍する OB・OG
います。先生方も、細かな質問でも本当に丁寧に対応
してくださるので、いつも授業の後は先生の前に質問
するための列ができていました。
１L の時は授業数も多くて大変でしたが、そこで頑
張ったことが全ての基礎となって、今にも生きている
と思います。私たちの学年は未修者コースからの合格
者も多かったですし、１L から一緒の同級生は苦しい
時を一緒に戦い抜いた戦友という感じで、他の道に進
んだ友人も含め、今も仲良くしています。

後藤 朋子
西村あさひ法律事務所弁護士。同志社大学中
退、2011 年神戸大学法科大学院修了。司法
修習生（65 期）、北浜法律事務所・外国法共
同事業を経て現職。

Q

これからはどういうキャリアを？

私の目指すところは、クライアントのお困りごとを
全て引き受けられるジェネラリストタイプの弁護士で
す。ピンポイントで高度な専門性を発揮するタイプの
弁護士もとても素晴らしいですが、私はクライアント
に日ごろから寄り添って一緒に歩んでいける弁護士で
ありたいと思います。また、当事務所では留学や出向

Q

現在どのようなお仕事をされていますか？

に行く人も多いので、チャンスがあれば行きたいと思
います。

ジェネラル・コーポレート（企業の一般的な法律相

ただ、家庭やプライベートも大事にしたいので、当

談）
、M&A、労務のほか、訴訟等紛争案件を多く取

事務所の制度（産休・育休、時短など）もうまく活用

り扱っており、企業をクライアントとする仕事をして

して、自分なりに仕事との両立方法を模索していこう

います。規模の大きな事務所なので、新聞の一面に掲

と思っています。

載される大規模な M&A もありますが、意外と細かな
紛争案件を取り扱うこともあります。

Q

Q

こと、企業や行政に関わる道も含め、様々な世界が広

法科大学院時代を簡単に振り返ってください

法科大学院を卒業した後には、法曹界はもちろんの

３年間は本当にあっという間でした。振り返ればし

がっています。将来どのような道に進むとしても、法

んどいことの方が多かったような気がしますが、とて

科大学院で培った幅広い知識、考える力、人とのつな

も充実していました。自主ゼミについても、内容を変

がりは必ずみなさんの役に立つと思います。神戸大学

えたりメンバーを変えたり、色々と試行錯誤しながら

法科大学院は、先生方と学生の距離が近いですし、学

でしたが、友人たちと楽しく勉強し議論することがで

生同士の縦のつながりもとても強く（他の法科大学院

きました。

出身の友人たちにいつも驚かれます）、ベテランから

また、同級生の大半は自習棟を利用して勉強してい

若手まで面倒見の良い先輩がたくさんいます。
私も神戸大学法科大学院の先輩として、みなさんに

ましたが、私は自宅勉強派（かなり少数派）でした。
自宅だと周りを気にすることなくリラックスして勉強

お会いできることを楽しみにしています。

できるので、私には合っていたと思います。



Q

未修者教育は如何でしたか？

私は大学を３年で中退して進学したのですが、大学
４年生ではなく法科大学院の１L としての１年を過ご
すという選択をしたことを、心から良かったと思って
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これからの受験生に一言

（2016 年 5 月）

渥美 雅之
森・濱田松本法律事務所弁護
士。 上 智 大 学 法 学 部 卒、2006
年神戸大学法科大学院修了。公
正 取 引 委 員 会（2006 年 -2008
年）、司法修習生（新 62 期）を
経て、現職。

らず、米国、EU、豪州など多数の当局が同一の行為
に対して調査を行うことが多く、各局面において国際
的な影響を考慮した意思決定が求められます。もちろ
ん案件を遂行する上で英語でのコミュニケーションが
必須となっています。
案件の国際化に対応するため弁護士の海外留学は推
奨されており、私も現在シカゴ大学の LL.M. コースに
留学中です。シカゴ大学は経済分析を利用した法解釈

私は、森・濱田松本法律事務所にアソシエイト弁護

により米国独禁法の発展に大きな貢献をした名門大学

士として勤務し、主に独占禁止法案件を担当していま

であり、これまでの事務所における実務経験とは違っ

す。独占禁止法案件は、主に①独禁法違反行為に対す

た視点を得ることができています。また、ソクラテス

る当局調査や訴訟対応、②企業結合審査対応、③企業

メソッドを用いた教育に重点を置いており、教授と生

が独禁法を遵守しているか否かの相談対応に分かれま

徒との活発な対話が日々行われています。ただ、私が

す。独禁法の案件を担当する際、企業のビジネス活動

神戸 LS で経験したソクラテスメソッドもシカゴ大学

を正確に理解することが不可欠であり、仕事をする中

と比較しても勝るとも劣らないものであったと思って

で様々な業界の慣行を知ることができ、非常に刺激的

います。

です。また、企業のビジネス活動が国際化する中で、



（2016 年 5 月）

案件の国際化・複雑化が顕著になっています。例えば、
近時のカルテル調査においては、日本の公取委のみな

「なぜ法曹になりたいかを問い続ける」

水野 祐

弁護士。シティライツ法律事
務所代表。Arts and Law代
表理事。Creative Commons
Japan理事。慶應義塾大学法学
部卒。2007年神戸大学法科大学
院修了。司法修習
（新 62期）
、武
藤綜合法律事務所を経て、現職。

企業法務を扱う東京都内の中規模の法律事務所に数
年勤めた後、映像、映画、音楽、デザイン、アート、
建築などのクリエイティブと、IT に特化したシティ
ライツ法律事務所を 13 年１月に開設した。新しいテ
クノロジーやビジネスをサポートする、日本の文化を
海外に持っていく、という２点にフォーカスして事務
所を経営している。

もつながったのだ。
弁護士業界が苦しいという話を聞くが、個人的には

07 年頃から大好きだったサブカルチャーやアート
を支援する法律家による NPO「Arts and Law」や、

それはデマだと思う。弁護士になること自体を目的化

著作権の新しい考え方についての世界的なネットワー

してしまっていた人たちにとっては厳しくなったにす

クである「クリエイティブコモンズ」に関わり始め、

ぎない。司法試験に合格することよりも、法曹になっ

今では両団体で理事を務めている。また、11 年から

た後で何をやりたいのかがより重要な時代になってき

３D プリンターなどのデジタル工作機械の世界的な

ている。そのような問いを続けてきた法曹にはエキサ

ネットワークである「ファブラボ」に関わるようにな

イティングな時代がやってくるのではないか。神戸大

り、現在では総務省や経産省において３D プリンター

学法科大学院には様々な分野で活躍する出身者がいる

に関する政策形成にも参画している。いずれも法律が

が、そのような「なぜ」を問い続ける法曹を養成する

好きで関わったのではない。その文化やそれを支える

土壌がある。少なくとも私もその一つのサンプルとは

人たちに魅了され関わり始め、それがいつしか仕事に

言えるだろう。


（2016 年 5 月）
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杉田 峻介
弁護士法人あすなろ あすなろ
法律事務所 弁護士
京都大学総合人間学部国際文明
学 系 卒、2012 年 神 戸 大 学 法 科
大 学 院 修 了。 司 法 修 習 生（ 第
66 期）を経て、現職。

新しい分野へのチャレンジ
「弁護士として仕事で環境問題に関わる」―私は学
部生時代から環境問題に取り組んできましたが、専門
的資格を持ち仕事で環境問題などの社会的課題に携わ
りたいという思いが未修者コースに入学した動機です。
他学部出身者として一から法律を学び苦労したものの、
手厚い授業をフル活用しつつ徹底的に勉強し、共に切
磋琢磨できる多くの仲間にも恵まれ、幸運にも１回目
の受験で司法試験に合格できました。
そして私はいま、環境案件も多く扱う大阪の法律事

国際法務・社内弁護士の業務内容
「強い法務部がいなければ、世界で闘うことはできな
い」という、弁護士冥利に尽きる柳井正社長の信念の下、
ファーストリテイリングでは、法務部をグローバルで強
化しています。多くの現地人弁護士が世界各地の子会
社にてインハウスとして働いています。グローバル法務
部員数は約 50 人で、年２回、Global Legal Conference
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務所に所属しています。普段は中小企業法務や一般民
事事件を中心に多数の案件を抱えており、環境事件が
占める割合はまだ高くはありませんが、環境弁護士の
全国ネットワーク、市民の自然エネルギー発電事業を
支援する弁護士のチームなどにも所属して活動してい
るほか、ＮＰＯへの法的サポートなども行っています。
弁護士としての環境問題への関わり方は「環境紛争
の解決」に限られません。環境に寄与する事業を行う
主体へのリーガルサポート、企業の環境コンプライアン
スへの関与といった様々な形に広がっています。私は事
業支援型の仕事に強く関心を持っているので、他学部
出身者としての知識経験も活かしつつ、新エネルギー、
廃棄物・３Ｒなどの分野で環境ビジネスを担う主体の支
援などを積極的に仕事にしていきたいと考えています。
神戸大は環境法のカリキュラムも非常に充実してお
り、そこで得た環境法体系に関する深い知識は、司法
試験受験はもちろん実務にも役立っています。環境分
野に限らず、法律家になって新しい分野にチャレンジ
してみたいと考えている方、神戸大学法科大学院から
この世界に飛び込んでみませんか？

（2016 年 5 月）

皆川 佳代
株式会社ファーストリテイリン
グ 社内弁護士
慶應義塾大学法学部政治学科
卒、2009 年 神 戸 大 学 法 科 大 学
院修了。司法修習生（新 64 期）、
興和株式会社を経て、現職。

を開催し、世界の法務メンバーで勉強会をします。日
常的にも連携しあい、グローバルな法務サポートを提
供しています。日本の法務部員数は、約 20 人（うち半
分以上弁護士）で、このうち私が所属する海外チーム

でいます。法務と他部門も壁がなく綿密な連携をとり、
私も他部署の役員達と交渉に参加したり、役員達から
フレームワーク作りの段階から相談を受けたり、法務

は、全員弁護士です（日本資格２人、アメリカ資格３人、
コロンビア資格１人、インドネシア資格１人、フィリピ

部員として decision making をする機会がたくさんあ
ります。また、ユニクロは、ディズニーや LEMAIRE

ン資格１人）
。チーム会や日常会話も英語が多く、国籍
や文化の異なるチームメンバーと、日々各国の法律知
識をシェアしあいながら、切磋琢磨しています。
ファーストリテイリングでは、柳井社長の指揮のも

（エルメスの元デザイナー）とのコラボレーション商
品も大々的に製作しており、さらに、世界トップテニ
スプレイヤーであるジョコビッチ選手や錦織選手のス
ポンサー契約にも初期から関わり最後は彼らのサイン

と、お客様に最高の経験をしていただけるような、近
未来の創造的な店舗・物流開発に向けて、グローバル

に立ち会うなど、法務部としてワクワクする契約交渉
が目白押しです。インハウスとしての目標は、ビジネ

で全部署・全社員が一丸となり、日々全力で突き進ん

スジャッジ力のある法律のプロになることです。

（2016 年 5 月）

活躍する OB・OG

村上 若奈
東京地裁立川支部判事補
神 戸 大 学 法 学 部 卒、2010 年 神
戸大学法科大学院修了。司法修
習生（新 64 期）、奈良地方裁判
所判事補を経て現職。

ですし、そのような主張整理の中で話合いによる解決
の可能性を探り、和解で終わる事件も多くあります。
私は、法科大学院在学時や司法修習時にお会いした
裁判官の方々を通じて、それまで抱いていた裁判官に
対するイメージが変わったこと、そしてなにより、当
事者双方の話を聞いた上で中立的な立場から自己の心
証に従い判断をすることができるという裁判官の仕事
に魅力を感じたことから、裁判官を志すようになりま

私は、平成 24 年１月に任官し、初任地の奈良地方

した。実際に事件を担当すると、判断に迷う場面も多

裁判所を経て、現在は東京地方裁判所立川支部の民事

くありますが、合議事件であれば３名の裁判官で意見

部において勤務しております。

を出し合って議論をしますし、単独で担当する事件で

私の現在の主な職務内容は、民事の合議事件（裁判
官３名で審理する事件）の主任裁判官として、各事件

も、適宜他の裁判官の意見を参考にする等し、最後は
自分の信じるところに従い判断をします。

の進行の把握、今後の審理方針の検討、法律上の争点

私が裁判官になることができたのは、法科大学院に

等に関する文献や判例等のリサーチ、判例の起案等を

おいて、法律の知識や法的思考力を３年間じっくりと

することです。裁判官の仕事というと、公開の法廷で

学べたことが大きいと思っています。今も研鑽の日々

の裁判手続と判決のイメージが強い方もいらっしゃる

ですが、その法的基礎は法科大学院在学時に培ったも

と思いますが、民事事件では、弁論準備手続という非

のです。皆様もぜひ、神戸大学法科大学院において、

公開の手続において当事者（原告と被告）双方の主張

法律家として必要な基礎を学び、将来に役立てて欲し

をやりとりさせ、争点と証拠の整理を行うことも多い

いと思います。
（2016 年 5 月）



私は、静岡地方検察庁浜松支部において、取り調べ

吉田 素子

等の捜査や裁判所で開かれる公判を担当しています。
私は、派遣検察教官の授業等を通じて、人と向き合い

東京地方検察庁検事
立命館大学法学部卒、2012 年神戸大学法科大学院修
了。司法修習生（第 66 期）、静岡地方検察庁浜松支
部を経て、現職。

話を聞きだしながら真相を解明するという検察官の仕
事に魅力を感じ、検察官を志しました。実際に検察官
になり、人と向き合うことの難しさとともにやりがい
を日々感じています。私は、被疑者の人となりや犯行

検察官は、公益の代表として適正な刑罰権の発動を

動機等を考える際、想像力も駆使しながら、その人生
に思いを馳せるよう心がけています。これを踏まえて、

求めなければならず、必ずしも被害者の希望に添える

自分がしてしまったことを悔い改め、更生の第一歩と

とは限りません。しかし、被害者の気持ちを代弁でき

して犯した罪と向き合って欲しいと被疑者に働きかけ

るのは検察官だけだという強い思いで、被害者に寄り

ています。中には、涙を流しながら犯行に至る経緯や

添い、その言葉に真摯に耳を傾けるよう努めています。
このようにやりがいのある仕事にめぐり合えたのは、

心境を吐露し、罪と向き合う覚悟ができたと言う者も
おり、微力ながら更生に踏み出す手助けをできたと感

法科大学院での数々の貴重な出会いのお陰です。皆様

じることがあります。他方で、被害者と向き合い、被

が、勉強のみならず人との出会いを大切にしながら、

害状況等をきちんと聞き出すことも不可欠です。その

将来の目標へ邁進されることを応援しています。

際、
「検察官は、被害者の代理人ではないが、代弁者



（2016 年 5 月）

でなくてはならない。
」という先輩検察官の言葉を胸
に留めています。
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教育カリキュラム
カリキュラムの概要

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）
・

神戸大学法科大学院のカリキュラムは、主として、
下記の４つの分野から構成されています。これらの科
法律基本科目

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）。
実務基礎科目

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

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

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

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

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。

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。

展開・先端科目

基礎法学・隣接科目

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。

●科目展開表（2017 年度現在）
１Ｌ
公法

刑事法

国際法

経済関係法

基礎法

法曹実務

法学研究

刑事実体法Ⅰ
刑事実体法Ⅱ
刑事手続法

法解釈基礎Ⅰ・Ⅱ

民事法

未修者１年次

憲法基礎
行政法基礎
民法基礎Ⅰ
民法基礎Ⅱ
民法基礎Ⅲ
会社法
民事訴訟法

２Ｌ

未修者２年次／既修者１年次

３Ｌ

対演・憲法訴訟Ⅰ
対演・行政法Ⅰ
対演・行政法Ⅱ
対演・契約法Ⅰ・不法行為法
対演・契約法Ⅱ
対演・物権・責任財産法
対演・商法Ⅰ
対演・商法Ⅱ
応用民事訴訟法Ａ／Ｂ

未修者３年次／既修者２年次

対演・憲法訴訟Ⅱ
公法系訴訟実務基礎
対演・家族法
対演・民事法総合

比較憲法

商取引法
金融商品取引法
対演・民事訴訟法
民事執行・保全法
倒産法
Ｒ＆Ｗ倒産法
対演・刑事実体法Ⅰ
対演・刑事実体法Ⅱ
２年次もしくは３年次
応用刑事手続法
対演・刑事手続法
経済刑法
刑事学
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
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
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
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。
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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、実務基礎科目を示します。

は、展開・先端科目を示します。

は、法律理論研究科目を示します。
＊赤字は必修科目を示します。

カリキュラムの特徴
●法律基本科目の「重ね塗り」

２Ｌでは、法律基本科目で各法分野の理論や知識を
学んだうえで、それと並行して開講される実務基礎科
目で、それぞれの分野に属する実務上の問題を取り上

講義で一度聴いたことを 100 パーセント理解するこ

げ、その法的解決を導き出すとともに、それを文章で

とは、現実にはほとんど不可能です。さまざまな観点

的確に表現する訓練を行います。これにより、理論を

から、角度を変えて繰り返し問題に取り組むことに

実践と関連づけて理解することができ、必要な知識の

よって、はじめて十分な理解が得られるのです。

定着とともに、実践的な問題解決能力・文書作成能力

そこで、神戸大学法科大学院では、憲法、行政法、

の向上が図られることになります。

民法、刑法などの基本科目について、「重ね塗り」方
式を採用し、短期間でも確実な知識・理解を無理なく
修得できるように工夫をしています。この方式は、習

●展開・先端科目による応用と深化
２Ｌからは、法律基本科目と並行して、展開・先端

熟度に応じて、もう一度同じ分野を見なおすことで、

科目の履修が可能になります。これらの科目は、法律

いわば「らせん階段」を昇るように理解を深めていく

基本科目で修得した知識を特定の問題領域で応用する

というものです。例えば、民法については、１Ｌの「民

という側面があり、これらを履修することによって、

法基礎Ⅰ～Ⅲ」で全範囲を集中的に学び、２Ｌと ３

法律基本科目の理解の深化も図ることができます。例

Ｌ前期までに、
「契約法」、「不法行為法」、「物権・ 責

えば、民法と民事訴訟法を勉強したうえで民事執行法

任財産法」
、
「家族法」、３Ｌ後期に「民事法総合」と、

や倒産法を勉強すれば、民法や民事訴訟法の理解をさ

さまざまな角度から、少しずつレベルを上げて学習し

らに深めることができるでしょう。
本法科大学院のカリキュラムは、こうした教育効果

ていくようになっています。

に配慮して段階的な学習が可能となるように編成され
●法律基本科目と実務基礎科目の連携
本法科大学院では、法律基本科目で学んだ理論や知
識を、実践的作業を通じて定着させるために、法律基

ています。また、これらの科目の多くは、２Ｌと３Ｌ
の選択制で、受講生が自分の到達度に応じて履修でき
るようになっています。

本科目と実務基礎科目との間で連携をとって授業をす
すめていくこととしています。

法律学研究者を目指す方々へ
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

おいて研究者としての素養を高めることができま
す。

験合格後に法学分野（実定法および基礎法学）の

博士課程後期課程への入学・進学のための試験

研究活動に従事することを強く希望し、かつその

は毎年９月及び３月ごろに行われ、その際には、

能力を備えていると認められる学生に、研究論文

外国語（１科目）及び専攻科目に関する筆記試験、

を執筆する機会を与えています。

16,000 字以上の研究レポート等の提出が求めら

そして、法科大学院を修了した後に、法律学の

れます。なお、神戸大学の法科大学院修了者のう

研究者を目指す方々については、博士課程後期課

ち成績優秀者については、これとは別の内部選抜

程（いわゆるドクターコース）の研究者コースに

の試験を受けることができます。
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１L 生の日常
解にたどり着けたときの喜びは大きく、法曹という目標に

小根山 ゆい

向かって、日々の勉強を通じ充実感を得ることができて
います。

新潟大学法学部卒業
2016 年入学（未修者コース）
現在 2L 在学中

ところで、
「法曹になるため」といいますと、少し目標
が漠然としているように思われるでしょう。ですが本学
では、学期ごとの面談や修了生によるゼミ等の手厚いサ

「充実した学習環境」

ポートが用意されているため、私たち学生は、今の段階
で何をすべきかといった明確な目標をもって勉強に取り
組むことができます。またそれだけでなく、実践面のサ

私は法学部出身ですが、基礎知識を改めてしっかり
習得したいと思い、本学の未修者コースに進学しました。

ポートも充実しており、
「法解釈基礎演習」では各科目に

１Lの授業は主として講義形式で行われますが、先生の

応じた答案の書き方を一から教わることができるという

質問に対して回答を求められる場面が多々ありますの

点も、本学の強みであると思います。

で、それに対処するためには日々の予復習が欠かせませ
ん。基本書を読み込んで授業を受け、得た内容をノート
に集約する、このような地道な作業の繰り返しですが理

【１L 生１日の生活】１年次後期
7:30

9:00

勉強

起床

10:40

12:20

授業

13:20

昼休み

授業

15:00

18:00

図書館にて
予習

夕食

18:30

21:30

23:30

26：00

図書館にて 帰宅・家事、 1日のやり残
予習・復習 お風呂等
し分の勉強
自由時間

登校									

就寝

【１L 後期時間割】（2016）

1限

（8：50 － 10：30）

2限

（10：40 － 12：20）

3限

（13：20 － 15：00）

4限

（15：10 － 16：50）

5限

（17：00 － 18：40）
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月

火

水

木

金

会社法

民法基礎Ⅲ

民事訴訟法

刑事手続法

民法基礎Ⅲ

刑事手続法

民事訴訟法

行政法基礎

刑事実体法Ⅱ

民法基礎Ⅲ

会社法

法解釈基礎Ⅱ

未修者教育の充実
未修者教育の特徴と
「未修者スタートアップ・プログラム」
●未修者教育の概要

●「未修者スタートアップ・プログラム」の開始
この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、

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

2016 年、2017 年の法科大学院公的支援見直し加算プ

力を入れてきました。本法科大学院の特徴は、１年次

ログラム審査において、いずれも【優れた取組】との

から司法試験科目である７法（憲法、行政法、民法、

評価を受け、加算対象となっています。

商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法）のすべての科

下の図を見ていただければわかるとおり、本プログ

目を開講し、必修としていることです。これは、早い

ラムは、入学、中間試験、期末試験、進級という皆さ

段階から、法律学習の骨格となる部分を固め、２年次

んの学習イベントを踏まえ、入学から、進級時まで、

以降の教育に臨む態勢を身につけてもらうためです。

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

●質の高い法律基本科目教育

意図したものです。

その基本を身につけるための教育は、本法科大学院
●プログラムの内容

が誇る一流の教育スタッフによりなされます。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

具体的には、４月最初にみなさんの在学生先輩によ

しており、実務経験も教育経験も豊富な教員ばかりで

る「勉強方法情報提供会」を行い、予習・復習への取

す。それら教員が、３年後の司法試験合格を見据え、

組み方やまとめノートの作り方などが実物を示しな

未修者の１年間で何を身につけるべきか、ということ

がらアドバイスがなされます。次に、授業と並行し

を熟慮の上、精選して教育を行っているのが、本法科

て、その内容を踏まえつつ、「法解釈基礎演習」が行

大学院の未修者教育の１つのセールスポイントです。

われ、解釈・文書作成の実践的なトレーニングが年間

くわえて、次でご紹介するプログラムの運営には、法

を通して行われます。学期終了間際には、OB・OG の

科大学院出身の若手教員も関わっています。

実務家による「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
期末試験

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

中間試験

試験までの間に、修了生の方がサ
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

7月
法律文書作成演習
5月～7月
11月～1月
法解釈基礎演習
4月～
勉強方法情報提
供会
☆未修出身在校
生（３L）による
☆ 以後毎週TAとし
て相談可

☆OB・OG実務家による
☆この時点での自分の到
達度を確認する

7月～8月
夏休み集中学習ゼミ
☆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

10月・3月
フォローアップ・カウンセ
リング
☆研究者教員による
☆自分なりの課題を発
見・指摘

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、

☆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

び進級前の２回、
「フォローアッ

学習段階に応じた
指導とサポート

皆さんの学修の立ち上がりを支え
ます。
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２L 生の日常
てを理解しようとせず、授業で理解に努めて、分から

中村 美菜

ないところは先生に質問し、復習で理解を深めるよう
にしていました。

神戸大学法学部卒業
2015 年度入学（未修者コース）
現在 3L 在学中

このように法律知識を自分のものにしてインプット
しつつ、通年、弁護士の先生方による法律文書作成の
授業やチューターゼミがあるので、本試験に通用する
アウトプット能力の向上も図ることができます。
また、学年を問わず、学生同士とはもちろん、本学

日々、成長。日々、努力！

の教員の先生を含めた懇親会も開催されます。本学の
先生方は本当に優秀者揃いですが、親しみやすい先生

私は、未修コースにて入学し、現在は、既修入学者

ばかりで学生思いです。卒業生を含め、後輩思いの先
輩方も多く、情報交換をしつつ相談相手にもなってく

の方々と合流し授業に臨んでいます。
必修の対話型の授業がほとんどで、応用問題に対応

れます。
やりたいことに全力で取り組める環境がここにあり

するためにも基本知識の確認、定着、深化を図りつつ、
最新の法律問題の議論の流れや法曹実務の動きを学ぶ

ます！皆さんも一緒に成長しましょう！

ことができます。予習は不可欠ですが、予習段階で全

【２L 生１日の生活】
6:30

7:30

起床、
朝食

7:30 ～

登校

10:40 ～

自習室
で自習

12:30

授業

13:30

昼食

15:10 ～

自習棟
で自習

授業

17:00

18:30 ～

今日の
復習

22:00

夕食
予習、復習
など

22:00 ～

24:00

買い物など お風呂など
済ませ帰宅 自由時間

就寝

【２L 前期時間割】（2016）
月
1限

2限

水

木

アメリカ法

（8：50 － 10：30）

（10：40 － 12：20）

火

対話型演習商法Ⅰ

アメリカ法

対話型演習行政法
Ⅰ

対話型演習民事
裁判実務

対話型演習不法
行為・契約法Ⅰ

法律文書作成演習
Ⅰ

対話型演習刑事
手続実務

3限

（13：20 － 15：00）

4限

（15：10 － 16：50）

5限

（17：00 － 18：40）
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金

対話型演習契約法
Ⅱ
応用民事訴訟法Ａ

３L 生の日常
他にも、模擬裁判を行う講義や、大手法律事務所の

岡𥔎 頌央

弁護士による企業法務ゼミが開講されます。これらの
講義は、一人前の法曹になるために必要な実務的スキ

神戸大学法学部卒業
2015 年入学（既修者コース）
2017 年 3 月修了

ルを身に着けることにつながります。
また、３L では、実務家に出会う機会が益々増えま
す。検察官体験プログラム、地裁訪問が随時企画され
ますし、エクスターンシップでは打ち合わせへの同席
等を通じて法律事務所を中から見ることができます。

「３Ｌ生の日常」

神戸 LS には将来をイメージするための材料が十分に
あるといえます。

３L では、司法試験科目に加え、外国法など実務で

講義やプログラムを通じて、司法試験対策のみなら

役立つ最先端の講義が多く開講されます。また、事例

ず、人生設計を考えるにあたっても、充実した日々を

演習を通じて行われる講義が増え、２L と比べ、より

送ることができるでしょう。

実践的な講義を受講できます。こうした科目では日々
の勉強が実務につながっていることを実感でき、モチ

最後に、私は LS で大切な友人ができました。彼ら
との絆は生涯大切にしようと思っています。

ベーションが高まります。

【３L 生１日の生活】
8:00

起床

8:30

登校

8:50

10:40

授業

自習室
で自習

12:30

13:00

昼食

自習室
で自習

15:10

17:00

授業

18:00

夕食

25:00

自習棟
で自習

27:00

帰宅、
お風呂など

就寝

【３L 前期時間割】（2016）
月
1限

火

水

アメリカ法

（8：50 － 10：30）

公法系訴訟実務
基礎Ⅰ

3限

Ｒ＆Ｗゼミ企業
法務

（13：20 － 15：00）

4限

応用刑事手続法

対話型演習刑事
実体法Ⅱ

金
アメリカ法

2限

（10：40 － 12：20）

（15：10 － 16：50）

木

対話型演習家族法

経済法
対話型演習民事
訴訟法
対話型演習憲法
訴訟Ⅱ

5限

（17：00 － 18：40）
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法科大学院の学習環境
法科大学院の学習では、授業を受けることはもちろ

神戸大学法科大学院では、法科大学院での授業や学

んですが、学生が自発的に予習・復習を行うことが不

生の自主的な学習をサポートするために、次のような

可欠です。

施設が用意されています。

自習室
神戸大学法科大学院では、法科大学院の学生全員が
利用できる専用の自習室を設置しています。自習室は、
24 時間いつでも利用できるようになっており、基本
的文献や判例集のほか、コピー機を常備し、インター
ネット環境も整備されています。また、法令や判例等
の情報の検索には、各種のデータベースを利用するこ
とができます。

図書館・資料室
法科大学院の学生は、130 万冊を超える社会科学系
の図書を所蔵する社会科学系図書館や、法律関係の雑
誌・紀要等を所蔵する法学研究科資料室を利用するこ
ともできます。法律関係の情報について詳細なリサー
チをする場合には、自習室に加えて、これらの施設が
所蔵する文献を利用することができます。

模擬法廷
法科大学院の授業には、模擬法廷を使用する授業も
あります。模擬法廷には、充実したＡＶ機器の設備が
あり、裁判員裁判にも対応しています。模擬法廷のあ
る建物（模擬法廷棟）は、
「ラ・クール」と呼ばれる
ガラス張りの建物です。
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OB・OG のバックアップ
チューターによる学修支援
神戸大学法科大学院では、学生の自主学習や進路決
定を支援するために、チューター制度（自主ゼミ支援
制度）を設けています。これは、本法科大学院の修了
生である若手弁護士が、学生の組織する自主ゼミに
チューターとして参加し、ゼミでの学習指導や実務へ

の導入等を行うというものです。 チューターの弁護
士は、主に先輩である修了生ですので、ゼミに参加す
る学生は、気軽に学習方法の相談や将来の進路につい
ての相談をすることもできます。

凌霜法曹会によるバックアップ
凌霜法曹会とは、神戸大学・神戸大学法科大学院の
卒業生、修了生で法曹資格を有する者を中心として構
成される同窓団体です。この凌霜法曹会は、主として、
残念ながら一回の司法試験では合格することができ
なかった再挑戦者の皆さんに対して、
「凌霜法曹会サ

ポートゼミ」という少人数制の論文ゼミを実施してい
ます。このゼミでは、実務家である先輩たちが自身の
司法試験受験の経験を踏まえて、司法試験という実務
家登用試験に合格するためにはどのような書面を作成
することが必要かを指導しています。

法科大学院同窓会
神戸大学法科大学院同窓会は、神戸大学法科大学院
の修了生を中心として構成される団体です。
神戸大学法科大学院の修了生は、現在、全国各地、
多種多様な方面で活躍しております。同窓会は、この
ような修了生間のネットワークを生かし、チューター
制度へ修了生の派遣を支援しています。また、就職を
控えた修了生及び在校生を対象とする就職情報提供会
を開催し、裁判官、検察官及び弁護士の法曹三者のみ
ならず、企業や国家公務員といった多種多様な分野の

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
入学金 授業料免除 授業料免除 授業料免除 授業料免除
免除 （前期半額）（前期全額）（後期半額）（後期全額）
2016 年入学者 ６名

14 名

７名

13 名

７名

経済的理由により入学金・授業料の納付が困難な

就職に関する情報を提供するなど、就職のサポートを
実施しています。
さらに、同窓会は、全国各地の修了生及び神戸大学
法科大学院関係者が
一同に会する同窓会
を開催するなど、会
員相互の交流、親睦
等を図る機会を提供
しています。
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
第一種奨学金

第二種奨学金

2016 年入学者

30 名

５名

2017 年入学者

19 名

４名

●専門実践教育訓練給付金制度
本法科大学院は、既修者コース、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。
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教員紹介
公法
中川 丈久教授
専門は行政法。神戸大学法学研
究科教授。消費者庁消費者安全
調査委員会、内閣府情報公開個
人情報保護審査会の委員。著書
に『行政手続と行政指導』
『公
法系訴訟実務の基礎』。

氏

専

名

中川

丈久

淺野

博宣

井上

典之

興津

行雄

角松

生史

木下

昌彦

法科大学院の教育は、みなさんを、たった２年や３
年で、
「法律のプロ」の末席に連なることができる水
準に持っていくことを目的とする非常に効率的なシス
テムです。神戸大法科大学院の修了生は、実務界でと
ても高く評価されているようですが、公法系の実務的
センスを身に付けた修了生が多いことも寄与している
ようです。公法系にありがちな空理空論におぼれず、
簡にして要を得た公法ロジックを、ビジネスローを含
めた様々な法実務の場面で用いることができる法律家

攻

出身大学・大学院・略歴等
研究テーマ
東大・1988 東大院・1990 ハーバード
行政法
大・東大博士（法学）
行政法全般（日本法およびアメリカ法）、統治機
構論（法の支配、民主制、権力分立）、消費者行政、
立法過程論
憲法
1994 東大、 1993 司法試験合格
アメリカ憲法、プラグマティズム
憲法
神大・1988 阪大院・阪大博士（法学）
憲法上の権利である人権の規範内容およびその
具体的実現方法についての研究、および文化・
スポーツの法的側面についての研究
行政法
東大・2005 東大院・パリ第二大院
行政訴訟、行政法の体系化、行政法と他法分野
との関係、フランス行政法、ヨーロッパ行政法、
グローバル行政法
行政法
東大・1992 東大院
都市法・土地法、財産権、地域空間管理の法的
諸問題
憲法
東大・2007 東大院、2007司法試験合格
プロパティーとガバメントの関係、表現の自由
の理論的基礎づけ

＊大学・大学院に在籍していた最後の年を示しています。従って、就職に伴う退学
なども含みます。
は教授

を育てるべく、わたしたちは日夜工夫を凝らしていま

は准教授

す。

刑事法
池田 公博教授
専門は刑事手続法。東京大学
助手、神戸大学准教授を経て
2014 年より神戸大学法学研究
科教授。文部科学省学術調査官
（ 併 任。2014 年 7 月 ま で ）
。著
書に『報道の自由と刑事手続』
。

本学での２Ｌ以降の刑事訴訟法のカリキュラムは、
実務系→理論系→実務系の順に展開します。２Ｌ進入
学直後の実務科目では、刑事実務に携わるすべての者
が前提とする「手続の通常の流れ（生理現象）」を学び、
続く理論科目で、「通常ではない（
「論点」が生じる）
事態（病理現象）」に理論的検討を加え、修了直前期
にはそれらを統合して、実務上生じる諸問題への実践
的なアプローチを学びます。以上により、実務と理論
の間でバランスの取れた知見の修得を図っています。
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氏

専

名

池田

公博

上嶌

一高

宇藤

崇

小田

直樹

嶋矢

貴之

攻

出身大学・大学院・略歴等
研究テーマ
刑事訴訟法
1998 東大
刑事手続法をめぐる諸問題
刑法
1986 東大
財産犯
刑事訴訟法
京大・1992 京大院
捜査過程の法的規律と法的救済、刑事事件処理
過程と刑事訴訟の位置づけ
刑法
京大・1986 京大院
刑法学方法論、刑事違法論
刑法・刑事学
東大・2002 東大院
国際的な汚職の規制、共同正犯論、暴行脅迫に
よる犯罪

＊大学・大学院に在籍していた最後の年を示しています。従って、就職に伴う退学
なども含みます。
は教授

は准教授

民事法
氏

窪田 充見教授
専 門 は 民 法。1996 年 よ り 神 戸
大学法学部・法学研究科教授。
著書として、
『不法行為法』、
『家
族法』等。

専

名

窪田

充見

山本

弘

青木

哲

浦野由紀子
榊

素寛

志谷

匡史

手嶋

豊

もに、複数の法分野にまたがる知識を有機的に結びつ

八田

卓也

ける能力が不可欠です。

山田

誠一

山本

顯治

行澤

一人

田中

洋

実際の民事紛争では、さまざまな問題が複合したり、
どこに法的な問題があるのかを見つけること自体が容
易ではないものも少なくありません。具体的な問題の
解決が求められる法律家には、基礎的な法的知識とと

神戸大学の法科大学院では、未修者コース１年目
の基礎的教育とともに、未修者コースの２年目以降と
既修者コースの民事法科目の対話型演習において、判
例等を素材に、教員との質疑応答や学生相互のディ
スカッションを通じて、そうした複眼的な視点を養い、
実務家になるための架橋となる教育を行います。

攻

出身大学・大学院・略歴等
研究テーマ
民法
京大・1985京大院・京大博士（法学）
民事責任と制裁、民事法上の人格的利益の保護、
親子法制、相続法制
民事訴訟法
1981 東大
民事手続法をめぐる問題全般
民事訴訟法
1998 東大、 1998 司法試験合格
民事訴訟の当事者、民事執行法
民法
京大・1995 京大院
親族法・相続法に関する諸問題
商法
1999 東大
商法全般、特に保険契約法・保険業法・運送法
商法
神大・1988 神大院・神大博士（法学）
株式会社法制全般、投資家保護立法
民法
早大・1985 京大院
専門家の法的責任、医事法の諸問題
民事訴訟法
1995 東大
当事者適格論、弁論過程論
民法
1980 東大
金融取引法、団体法・共同所有法
民法
京大・1989 京大院
契約法の基礎理論的研究
商法
1988 神大、 1987 司法試験合格
商法、会社法、金商法、信託法、保険法におけ
る信認義務理論
京 大・2007 京 大 院、2007 司 法 試
民法
験合格
契約法、とりわけ契約責任をめぐる諸問題

＊大学・大学院に在籍していた最後の年を示しています。従って、就職に伴う退学
なども含みます。
は教授

は准教授

山本 弘教授
専門は民事手続法。富山大学助教授、法政大学助教
授、同教授を経て、2000 年４月より神戸大学法学研
究科教授。著書として『有斐閣アルマ民事訴訟法（第
2 版）』（長谷部由起子教授、松下淳一教授との共著）
ほか。

平成 25 年度以来担当から外れていた対話型演習民事
訴訟法に、今年から復帰することになった。この科目は、
最高裁判例を素材として、学生との対話形式により民
事訴訟法の重要論点についての理解を深めていこうと
するものである。民事手続法は入口から出口までが「ら
せん」のように繋がっていて、出口である判決効にお
いてある決断をすると、それが手続の様々な節目に影
響を与えることとなる。そこが民事訴訟法の理解を難
しくするが、他面で面白いところでもある。学生諸君
に民事訴訟法の面白さを満喫してもらえるよう、努力
したい。
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経済関係法・国際関係法
島並 良教授

専門は知的財産法。東京大学
助 手 を 経 て、2000 年 よ り 神 戸
大 学 法 学 研 究 科 助 教 授、2007
年 よ り 同 教 授。 著 書 に『 著 作
権 法 入 門 』、『 特 許 法 入 門 』、
『The Future of the Patent
System』等。

［経済関係法］
氏

専

名

島並

良

櫻庭

涼子

池田

千鶴

大内

伸哉

めの法分野です。物的資源が乏しく知財立国が謳われ

島村

健

る日本では、情報＝知的財産の社会的な重要性は今後

関根

由紀

泉水

文雄

渕

圭吾

知的財産法は、発明、著作物、ブランドなどの、手
で触れることができない情報を財産として保護するた

ますます増大していくことでしょう。そして何より、
ダイナミックな変化のただ中にある法制度を学ぶこと
は、知的な刺激に満ちています。現在の制度内容とそ
の存在理由を学び、さらに将来のあるべき法的ルール
を探求する旅に、一緒に出かけてみませんか。

前田

健

攻

出身大学・大学院・略歴等
研究テーマ
東大・1996 東大院、元弁理士試
知的財産法
験委員
知的財産法の正当化根拠論、知的財産権の実質
化傾向とその限界
労働法
東大・2003東大院・東大博士（法学）
雇用における差別の法規制
1999 神大、2001 司法修習終了（第
経済法
54 期）
国際的な合併規制
労働法
東大・1995東大院・東大博士（法学）
労働契約論、労働者代表法制
環境法
東大・2001 東大院
環境法における責任
社会保障法
ブリュッセル自由大・1998 東大院
社会保障の国際化
経済法
京大・1984 京大院
企業結合規則に対する規制､ 流通システム､ 知
的財産法権と独禁法の関係
租税法
1998 東大
租税法・租税政策をめぐる諸問題
東大・2007 東大院、2008 司法修
知的財産法
習終了（新第 61 期）
特許法の体系化、著作権法、取引・二次創作と
知的財産の利用円滑化、知的財産法の機能

＊大学・大学院に在籍していた最後の年を示しています。従って、就職に伴う退学
なども含みます。
は教授

櫻庭 涼子教授
専門は労働法。神戸大学大学院
法学研究科准教授を経て、2014
年より同研究科教授。著書に、
『年齢差別禁止の法理』（単著）
、
『プラクティス労働法』（共著）
。

［国際関係法］
氏

専

名

川島富士雄

長時間労働、ストライキ等、労働関係について規整
し労働者を守るのが、労働法です。弁護士・裁判官等

齋藤

彰

玉田

大

の法曹は皆どこかで労働法に関わるでしょう。迅速で
非公開の判断を行う労働審判の件数も増えています。
「パワハラ」が、労働者の人権侵害であるだけでな
く職場全体の士気を下げてしまうように、労働法を遵
守していないと、企業経営上もマイナスの影響があり
ます。神戸大学では講義に加えて労働法のゼミもあり、
こうした多角的視点から、労働法の論理を一つずつ自
分のものにし、積み重ね、履修者全員が労働法を使え
るようになることを目指しています。共に学びましょ
う。
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は准教授

中野俊一郎

攻

出身大学・大学院・略歴等
研究テーマ
国際経済法 1990 東大
WTO 紛争解決手続、国際経済法における競争中
立性規律、中国等における競争法の発展
神大・1983 神大院・1989 アバディー
国際私法
ン大院、2012 パリ 13 大学客員教授
私法の国際的調和、国際商取引契約、比較法文化、
欧州統合の私法的基盤
国際法
京大・2003 京大院・京大博士（法学）
国際裁判手続（不服申立、判決効）、国際投資法、
損害賠償法
国際私法
神大・1985 神大院
渉外訴訟における権利保護の実効性 ･ 迅速性の確
保、国際裁判官轄、国際仲裁

＊大学・大学院に在籍していた最後の年を示しています。従って、就職に伴う退学
なども含みます。
は教授

は准教授

教員紹介

基礎法
氏

樫村

専

名

志郎

渋谷謙次郎
高橋

裕

瀧澤

栄治

馬場

健一

板持

研吾

攻

出身大学・大学院・略歴等
研究テーマ
法社会学
1977 東大
法のエスノメソドロジー・会話分析、法的推論、地域司法、法律相
談、修復的司法、労働紛争ほか
比較法文化
早大・早大院・1999 東大院
現代ロシア法の諸問題
法社会学
東大・1996 東大院
現代の日本社会における法制度（特に裁判外紛争処理制度）の役割
西洋法史
東北大・東北大院・1985 九大院
古典期ローマにおける契約法の諸問題、ビザンツ法学史
法社会学
京大・1991 京大院
学校教育と法のかかわり、司法制度、現代社会の法化
英米法
東大・2012 東大院・2014 ジョージア大
アメリカ法・イングランド法全般、特に財産法・法人法

＊大学・大学院に在籍していた最後の年を示しています。従って、就職に伴う退学なども含みます。
は教授

は准教授

法曹実務
氏

出身校

名

萩原

良典

中川

勘太

籔内

俊輔

本元

宏和

［非常勤講師］
氏
野村

名

所属事務所

担当科目

剛司

なのはな法律事務所

Ｒ＆Ｗゼミ倒産法

若杉

洋一

弁護士法人大江橋法律事務所

Ｒ＆Ｗゼミ企業法務

浦本

真希

神戸湊川法律事務所

ローヤリング

高本

直彰

フローラ法律事務所

ローヤリング

中村

真

方円法律事務所

ローヤリング

古市

敏彰

ひょうごパブリック法律事務所

ローヤリング

堀田

亜紀

大倉山法律事務所

ローヤリング

川村

哲二

春陽法律事務所

消費者法

飯島

歩

弁護士法人イノベンティア

R&Wゼミ知的財産法

仲井

晃

弁護士法人淀屋橋・山上合
同事務所

中国法

藤本

一郎

弁護士法人創知法律事務所

中国法

棚村

治邦

大阪地方裁判所

刑事裁判実務

行廣浩太郎

担当科目
略歴等
対演・刑事手続実務、実務刑事
1993 中央大
法総合、R&W 刑事実務
2000（第 52 期）、東京地検、京都地検、神戸地検
姫路支部、大阪地検、広島地検、東京地検、大
阪地検、名古屋地検、長野地検松本支部支部長、
大阪地検、同高検、2017 教授（検察官）
1997 京大
法律文書作成演習Ⅰ・Ⅱ
1999（第 51 期）、登録（兵庫弁護士会）、財務省
近畿財務局金融証券検査官、2016 法曹実務教授
（弁護士）
WS 経済法実務、法律文書作成演
2001 神大
習Ⅰ・Ⅱ
2003（第 56 期）、登録（大阪弁護士会・北浜法律
事務所）、公正取引委員会事務総局審査局管理企
画課審査専門官、登録替え（第一東京弁護士会・
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所）、2016 法
曹実務教授（弁護士）
1997 神大
対演・法曹倫理、法律文書作成演習Ⅲ
2001（第 54 期）大阪弁護士会登録、丸橋三木法
律税務事務所（現：天神法律税務事務所）、2012
さくら北浜法律事務所開設、2014 大阪簡裁民事
調停官、2015 東大阪市議会政務活動費調査等協
議会委員、2017 教授（弁護士）
2000 立教大
対演・民事裁判実務、民事裁判演習
2005（第 58 期）、福岡地裁、最高裁事務総局総務
局付、衆議院法制局参事、東京地裁、岡山地裁、
大阪地裁、2015 法曹実務准教授（裁判官）

＊実務家教員の上段は出身校・担当科目、下段は略歴等を示します。
＊大学・大学院に在籍していた最後の年を示しています。従って、就職に伴う退学
なども含みます。
は教授

は准教授
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中川 勘太教授
京都大学経済学部中退、兵庫県
弁護士会登録（51 期）、財務省
近畿財務局金融証券検査官を経
て、多聞法律事務所所属。

ていません。自分自身がこれまでに培った知識と経験
を総動員して解決していきます。どの案件も、携わっ
た弁護士の考え方や熱意によって解決の方向性は異な
ります。自分なりに調査研究を重ねた末に納得のいく
解決に至ったときの喜びは何者にも代えがたいもので
す。このような弁護士の活動領域の広さ、職務の独立
性・自由度の高さは、弁護士の仕事の大きな魅力です。

弁護士の魅力

弁護士の職務を行ううえでは、法律を知識として知
るだけではなく、生の事案に適用して使いこなす能力
が必要です。本大学院において私が担当する授業では、

弁護士の職務は、刑事裁判や民事裁判等の訴訟事件

具体的な事例を用意し、これまでに身に付けた法律に

だけではありません。企業法務、倒産処理、交渉案件

基づいて検討し、口頭又は書面で説明してもらうト

や相談案件等の多岐にわたります。弁護士は、自分が

レーニングを行います。これによって、生の事実を経

興味を持って勉強していけば、様々な世界を知ること

験則を用いて評価し、法的規範をあてはめて結論を導

ができます。企業や地方公共団体等の組織の意思決定

くという法的三段論法を体得することを目的とします。

に参画していくこともあれば、刑事被告人や非行少年

また、結論を導くまでのプロセスを口頭又は文書で説

の更生に携わっていくこともあります。そして、弁護

明することにより、法的思考過程を表現する能力を涵

士は、それらの職務を、自らの判断に基づいて遂行し

養することも目指しています。

ていきます。他の人の指揮命令に従うことは予定され

弁護士の魅力
●弁護士のやりがいと、法科大学院で学んでいただく
こと
弁護士としてのやりがいを感じる場面は、数多くあ
ります。例えば、当初は不安そうだった方が安堵した
表情で帰られる際、また、見通しが困難な事案で煩悶

本元 宏和教授
神戸大学法学部卒、大阪弁護士
会登録（54 期） 丸橋・三木法
律税務事務所（現・天神法律税
務事務所）を経て、さくら北浜
法律事務所開設。

しながら解決の糸口を掴んだ際、あるいは、鋭く対立
していた当事者が和解により円満な解決を図ることが
できた際。日常的に紛争と接する中で悩むことも少な

ところで、こうした紛争解決も含め、弁護士の使命

くありませんが、弁護士になることができて本当に良

は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」こ

かったと思います。

とにあります。この使命を果たすためには、単に法を

ぜひ皆さんにもこのようなやりがいを感じていただ

知っていて使いこなせるというだけではなく、高度の

きたいと思いますが、そのためには、紛争解決のルー

倫理に基づき自らを律して、社会から信頼される存在

ルとしての法を知り、それを使いこなせなければなり

であることが必要ですが、ときには弁護士としてどの

ません。私が担当する科目の「法律文書作成演習Ⅲ」

ように行動すべきか悩む場面もあります。私が担当す

では、具体的な事案に基づき、一体何が問題となって

る科目の「対話型演習法曹倫理」では、弁護士を中心

いるか、当事者の立場からどのような解決を目指すべ

とする法曹として求められる倫理について、事例の検

きか、それを実現するためにはどのような法が適用さ

討を通じて学んでいただきたいと考えています。

れるか、また、どのような手続をとる必要があるかを
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検討し、それを文書で表現してもらいます。

教員紹介

行葊 浩太郎准教授
立教大学法学部国際・比較法学科卒、福岡地裁判事
補（58 期）
、最高裁判所事務総局総務局付、衆議院
法制局参事、東京地裁判事補、岡山地裁判事補、大
阪地裁判事補を経て、現在同判事。

裁判官の魅力

裁判官を含む実務家は、自らの法律知識を具体的な
紛争に当てはめ、種々の判断をし、訴訟活動、裁判手
続に反映させていく必要があります。そのためには、
実体法や手続法の知識や理論を得るだけではなく、こ
れらを「道具」として、実際に使いこなせるようにな
らなければなりません。
私が担当する科目「対話型演習民事裁判実務」と
「民事裁判演習」では、具体的な事例の検討などを行
い、民事裁判実務における共通言語ともいえる要件事

裁判官の仕事の内容は、具体的事件において、裁判

実の考え方や事実認定の基礎を学修するとともに、み

手続を運営するとともに、証拠から事実を認定し、法

なさんがこれまでに学修された民事実体法・手続法の

令を解釈適用して、事件を解決することです。事実認

知識や理論が現実の民事裁判ではどのように活用され

定、法令解釈、紛争解決のいずれの場面においても判

ているのかを見ていきます。なお、刑事裁判について

断を必要とし、困難な問題に直面して悩むことも多い

も、派遣裁判官による「刑事裁判実務」が開講されます。

です。その際、種々の文献、裁判例を調査したり、先

これらの授業を通じて、実務家としての基礎力、実

輩裁判官・同僚裁判官に相談したりもしますが、最終

践的な能力を身に付けていただきたいと思います。

的には、裁判官の独立の下に、自らの良心・信念に従っ
て、自分自身で決断をすることになります。この点は、
裁判官のやりがい、魅力の一つだと思います。

検察官の魅力

萩原 良典教授

中央大学法学部卒業、東京地検
検事（52 期）
、京都地検、神戸
地検姫路支部、大阪地検、広島
地検、名古屋地検、長野地検松
本支部支部長などを経て 2017
年より本学教授。

検察官は、刑事事件において、事案の真相を解明し、
適正な処分（起訴・不起訴）を決し、適切な事実認定
に基づく適正な量刑を求めていきます。社会で生起す
る様々な刑事事件の捜査・公判活動を通じて、被害者
に寄り添い、被疑者・被告人に真摯に向き合いながら、
正義の実現を図り、国民の安全・安心な社会生活の維
持を目指す。検察官は、こうした重責を担っています

判例で問題となった事項等を中心に意見交換するなど

が、それだけやりがいもあります。

し、刑事法を実務で使いこなすための能力の涵養を目

他の法曹実務家も同じですが、検察官は、虚心坦懐

指しています。神戸大学法科大学院では、研究者の先

に証拠を評価して偏りのない事実認定をした上で、必

生方と実務家教員との相互の連携により、理論と実務

要な法令を解釈・適用して、妥当な結論を導く能力が

の架橋が意識されたカリキュラムが設定されています。

求められ、また、論理的かつ説得的に口頭で論じる又

こうした授業を通じて、法曹実務家に必要な知識や能

は書面で表現する能力が求められます。そのために、

力の獲得・向上につなげていただきたいと思います。

まず法律の知識や解釈といった理論面の理解を深める

加えて、検察庁訪問や体験プログラム等の課外企画

とともに、法令を具体的な事案に的確に当てはめるこ

を通して、検察官の役割やその具体的な執務内容等の

とができる能力を養うことが必要となります。私の担

実情を伝えたいと考えていますので、検察官ひいては

当する刑事実務科目においては、模擬記録等を使いな

法曹実務家の魅力を体感する機会にしていただきたい

がら実際の捜査・公判の流れを体得しつつ、具体的に

と思います。
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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

・出願者の「法曹としての適性」に関する説明

年制）と法学既修者コース（２年制）に分けて入学

・外国語の能力

者の 募集を行っています。入学者募集の詳しい内

○筆記試験

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 30 年度学生募集要項またはホームページ
（http://www.law.kobe-u.ac.jp/LawSchool/contents/
admission/）を参照してください。

募集人員
法学未修者コース：20 名程度
法学既修者コース：60 名程度

出願期間
平成 29 年 10 月上旬～平成 29 年 10 月中旬（予定）

出願資格
大学を卒業した者及び平成 30 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 30 年３月までに有する見込みの者

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」の説明に関する文書等に関する簡単
な質疑を行います。
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。
○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。
・法科大学院全国統一適性試験の成績
・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
○筆記試験
「憲法」
・「行政法」
・「民法」
・「民事訴訟法」
・「会社

＊法学未修者コース・法学既修者コースのいずれにお

法」
・「刑法」
・「刑事訴訟法」の７科目について、実定

いても、一定の要件のもとで「３年次飛び入学」に

法学の基礎的知識と能力の有無を審査する論述式の試

よる出願が認められています。

験を行います。

＊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。

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

平成 29 年度入試結果
法学未修者コース
志願者数：83 名
第一次選抜合格者数：83 名
第二次選抜受験者数：71 名
合格者数：28 名

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

志願者数：262 名

○書類審査

第一次選抜合格者数：261 名

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。
・法科大学院全国統一適性試験の成績
・大学の成績
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法学既修者コース

行います。

第二次選抜受験者数：228 名
合格者数：115 名

神戸大学法科大学院へのアクセス
大阪
モノレール

大阪国際空港

神戸大学法科大学院は、神戸

蛍 池

大学の六甲台キャンパスにあり
ます。

河原町

六甲台キャンパスへは、阪神

阪急宝塚線
JR新幹線

新神戸

新大阪

阪急神戸線
JR神戸線
阪神電鉄

神戸三宮

六

十 三

甲
六甲道
御 影

ポートライナー

各駅から、神戸市バス36系統
［鶴甲団地行き］に乗り、神大

神戸大学

神戸市営
地下鉄

京 都

御影、ＪＲ六甲道、阪急六甲の

尼

尼
崎

阪神
なんば線

崎

大 阪

（梅田）

JR東西線

南海空港線

JR大阪環状線

近鉄
奈良線

天王寺

関西国際空港
JR関西空港線

法学研究科広報委員会からのお知らせ
このパンフレットの内容は、2017 年 6 月末日現
在の情報ですが、今後、カリキュラムや入学試験
等について内容が変更される可能性があります。
最新の情報は神戸大学大学院法学研究科のホーム
ページで紹介しているので、受験を希望される方
は、最新の情報に注意してください。法科大学院
についての質問があれば、電話またはファックス
で受け付けています。重要な点についての質問に
対しては、ホームページ上でお答えします。
●ホームページのアドレス
http://www.law.kobe-u.ac.jp/LawSchool/
●法学研究科 教務係：（078）803‒7234
●ファックス番号：（078）803‒7292
このパンフレットについてのご意見は、法学研
究科広報委員会までお寄せください。
●メールアドレス：law-koho@edu.kobe-u.ac.jp
●ファックス番号：（078）803‒7292

正門前バス停下車が便利です。

JR京都線

神戸市バス
36系統

大阪市営 京 橋
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神戸大学大学院法学研究科広報委員会
〒 657-8501 神戸市灘区六甲台町 2-1
TEL（078）803-7234

FAX（078）803-7292

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

