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●カリキュラムに関するお問い合わせ先
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金沢大学法科大学院
紹介映像

スマートフォンで
かざしてお試しください

①最初にcocoAR2 アプリを端末にインストール

「cocoAR2」を使って動画を見る方法

iPhone/iPad▶AppStore からダウンロード　Android▶Google Play からダウンロード

②アプリを起動し，画面左下の　　　 マークをタップします。

③上の画面の画像をスキャンします。

囲まれたエリアにカメラを向けて
ピントが合うのを待ちます。

＊画像に光が反射しない環境でスキャンして下さい。
　［閲覧環境］iPhone/iPad・Android　［アプリ動作環境］iOS6以上・Android4.0以上

スキャン

JR 金沢駅兼六園口（東口）7番乗場から北陸鉄道バス 91（平日のみ）・93・94・97
金沢大学（角間）行き「金沢大学」バス停（終点）下車。所要時間 37分



金沢大学大学院法学研究科
法務専攻長

尾島　茂樹 OJIMA Shigeki

　いま、この文章を読んでいるみなさんは、法科大学院への入学をご希望でしょうか。また、金沢大学法科大学院への入学もお考えでしょうか。

　司法制度改革の一環として法曹養成制度が大きく変わり、法科大学院制度が発足してから18年が経過しました。法科大学院制度では、

原則として法科大学院で習得した知識・経験を前提とする司法試験の合格者が法曹となることができます。金沢大学法科大学院は、2004年

に「金沢大学大学院法務研究科」という名称で発足しましたが、2020年4月、「金沢大学大学院法学研究科法務専攻」と名称を変更しました。

　金沢大学法科大学院は、「地域に根ざした法曹教育」を基本理念とし、「適切かつ迅速な紛争解決を目指し、事件を分野横断的に捉える

ことができる法律家の養成」と「紛争予防のための調整能力を備えた、社会貢献をなしうる法律家の養成」を教育目的の２本の柱として教育を

行っています。この教育目的を達成するため、カリキュラム構成においては、司法試験で中心となる法律基本科目、法律実務基礎科目の充実

はもとより、多彩・多様な基礎法学・隣接科目、展開・先端科目を開講し、幅広い教養と正義感・倫理感の涵養を目指しています。

　法科大学院の教育目的は法曹養成です。法曹になるためには司法試験に合格する必要があり、このためには一定の知識と能力が要求され

ます。それでは、法曹となるために法科大学院で身につけるべき知識・能力はどのようなものでしょうか。

　知識は、いうまでもなく法的知識です。法的知識とは、ある法的紛争が生じたときに、それにかかわる法にはどのようなものがあり、それが適用さ

れると、具体的にどのような処理がなされるのか（なされるべきなのか）ということに関する知識です。そして、ここでいう「法」には、法律だけでなく、

判例・慣習・条理等も含まれ、また、その解釈も問題となります。ここでいう知識とは、これらを広く、深く「知る」ということです。ただ、この知識は

決して暗記するべきものではなく、紛争となる具体的事実との関係で、繰り返し法の適用関係を考えることによって理解されるべきものなのです。

　また、能力は、法的紛争処理能力です。現実に生じる法的紛争を処理するためには、法的知識に限られない様 な々分野の幅広い知識と深

い教養を身につけ、それを活用できる応用力を備えるとともに、正義・公平の観念が養われている必要があります。これらによって社会として妥当

な結論が導かれることになります。また、紛争が人と人の間の紛争である以上、他人とのコミュニケーション能力、すなわち、他人の主張を正確に

理解し、自分の考えを的確に表現して相手に伝え、相手を説得する能力が求められます。

　金沢大学法科大学院では、1学年15名という学生定員を生かし、徹底した少人数教育を行っています。少人数では、学生と教員の距離は

必然的に近くなり、教員は学生の理解度を把握しやすくなり、学生は気軽に教員に質問するこ

とができます。少人数教育には大教室での授業では得られない良さがあるのです。教員とも、

学生どうしでも、常に親近感が得られるでしょう。経験豊富で優秀な教員による授業と多様な

経歴をもつ学生どうしの議論を通じ、充実した学生生活をおくることができます。

　しかし、法科大学院には、バラ色の将来のみがある訳ではありません。司法制度改革で当

初考えられていた法曹養成制度は、実現が難しくなりつつあります。法曹への道は、平坦では

ありません。法科大学院に学ぶ学生は、その困難に打ち勝っていく必要があります。金沢大学

では、「本気でやる気」のある学生の法曹への道の道標となるべく、お手伝いをする準備がで

きています。たしかにゴールへの道は厳しいものです。しかし、真の努力はいつか報われる時が

くるでしょう。金沢大学法科大学院では、学生一人ひとりが主役になり、目標を叶えられるため

の場を提供しています。さあ、みなさんも、金沢大学法科大学院で学んでみませんか。

法科大学院長　あいさつ

金沢大学法科大学院の基本理念
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　金沢大学法科大学院は、九州大学、千葉大学、筑波大学の各法科大学院と4大学間の単位互換協定を締結
し、2022年度から、相互に授業科目を提供し合い、教育の充実をはかっています。千葉大学、筑波大学との
連携は、下記のそれぞれの連携を発展させたものといえます。連携による授業は、オンラインまたはオンデマンド
で提供され、提供大学の基準による試験等に合格することにより単位が認定されます。

４大学連携

　2015年に千葉大学と連携協定を締結しました。この連携により、第1に、双方の教員がオムニバス方式で授業を行う「現代法の諸問題」
が開設され、現代社会における法のあり方について両大学の教員がそれぞれの得意分野の最新知見を両大学の学生に提供しています。
第2に、金沢大学の提供する無料法律相談に千葉大学の学生が参加したり、千葉大学が提供する裁判傍聴に金沢大学の学生が参加
するなどし、また教員は合同FDを開催するなど、相互に実務教育の充実を図っています。

千葉大学との連携

　2017年に筑波大学との連携協定を締結しました。筑波大学は、社会人に特化した夜間の法科大学院であり、社会人教育のノウハウを
蓄積しています。合同FDを通じて筑波大学のもつノウハウの情報提供を受け、多様な学生に応じた教育手段の拡充に努めています。

筑波大学との連携
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金沢大学法科大学院の基本理念

　金沢大学は、1949年に法文学部法学科を創設しました。1971年には大学院法学研究科が発足し、1980年には法学科が法学部となりました。
　この法学部・法学研究科は、教育研究機関として、人間及び社会に対する健全な関心を醸成し、そして、適切な判断能力を涵養することを目標
としてきました。金沢大学は、今日に至るまで多数の法曹を輩出するなど、このような関心・能力を備えた人材を育成してきたと自負しています。また、
今後もその役割を担っていく責任を負うべきと考えています。そこで、司法制度改革の趣旨に則り、地域に根ざした法曹教育を基本理念として、
2004 年、大学院法務研究科（法科大学院）を設置しました。
　金沢大学法科大学院の教育は、法そのものの知識を習得することと同時に、人や社会に対する深い洞察力を養うことにも向けられています。法
律を解釈し、適用し、運用する者が、実際に「人」が生活する社会に対して常に関心を払い、深い理解を示すことで、公平かつ妥当な解決が生まれて
くると考えているからです。
　そして2020 年、大学院法務研究科は法学・政治学専攻を設置し、従来の法務専攻とあわせた2専攻体制とし、大学院法学研究科へと名称
変更をしました。この改組により、かつての法学研究科の流れをくむ人間社会環境研究科法学・政治学専攻と法務専攻がひとつとなりました。法
務専攻（法科大学院）は、2専攻体制の強みを生かしつつ、これまで以上に、将来の社会に貢献し得る、法的素養を備えた有為な人材の養成に努
めます。

地域に根ざした
法曹教育

ex. 紛争とその法的解決Ⅰ・Ⅱ

　地方都市の法律事務所の多くは、個人経営または小規模の共同
経営で、多種多様な事件をひとりで解決していくことが求められます。
ここで必要とされるのは、ある分野に特化した能力ではなく、日常
的に生じうるあらゆる法的問題を、一定水準を保ちつつバランスよく
包括的に解決する能力です。
　金沢大学法科大学院では、事件を分野横断的に捉え、様々な法
的紛争を適切かつ迅速に解決することができる法律家を養成するこ
とを、第一の目的としています。そして、その具体的な教育目標として、
法律基本科目のバランスのとれた習熟、紛争解決に関する手続・
実務への精通、紛争類型に則した分野横断的な洞察力の養成を設
定しています。

　生の事実から法的に重要な事実を読み取り、そこから一定の結論を論理的に導き出す能力は、法律家にとって何よりも必要なものです。こうした能力は、本法科
大学院の教育課程においても養われるべきものですが、一朝一夕に修得できるものではないため、限られた時間内で法曹を養成しなければならない現実を考慮すれ
ば、入学以前より一定程度の水準に達していることが法科大学院の入学者にとって必要です。

　21 世紀の社会を担う法律家は、紛争の法的解決にとどまらず、
紛争予防にも、重要な役割を果たしていかなければなりません。地
方自治体の各種審議会等では、紛争予防の枠組み作りで指導的役
割を果たすことが求められています。私人間では、将来生じうる法
的問題－契約書や遺言書の作成、会社設立等－を未然に調整する
役割を担うことが期待されています。
　金沢大学法科大学院では、公・私いずれの場面においても、紛
争予防のための調整能力を備え、社会貢献をすることのできる法律
家を養成することを第二の目的としています。そして、その具体的な
教育目標として、社会状況を的確に把握する能力、それに基づく制
度設計能力の育成、私的紛争を予測・回避する能力の養成を設定
しています。

適切かつ迅速な紛争解決を目指し、事件を
分野横断的に捉えることができる法律家の養成

紛争予防のための調整能力を備えた、
社会貢献をなしうる法律家の養成

金沢大学法科大学院は、2017年度に独立行
政法人大学改革支援・学位授与機構が実施
する法科大学院認証評価を受け、大学改革
支援・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評価を受けました。

　「紛争とその法的解決Ⅰ・Ⅱ」は、金沢大学の地元である北陸三県の弁護士
がその実体験から題材をとり、オムニバス方式で実施している授業です。
　学生は法的知識、司法の役割、法曹の使命などを学びます。この授業に
より、勉学へのモチベーションが大きくアップするという感想が多数寄せられ
ています。

教育目標

　金沢大学法科大学院は、「地域に根ざした法曹教育」を理念に掲げ、アドミッションポリシーに従った学生を受け入れた上、カリキュ
ラム・ポリシーに基づき実施されたカリキュラムにより、専門職として法曹にふさわしい高度な法知識及び社会の問題に精通し、また
人間に深い理解を示す公平な感覚をもって実践的法運用を実現できる能力を備えた者に対し「法務博士（専門職）」の学位を授与し
ます。

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

教育目標及び教育課程編成・実施方針（ カリキュラム・ポリシー）

法そのものの知識を習得することと同時に、人や社会に対する深い洞察力を養うことで、
地域社会の人の立場にたった法律家を養成する。

学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

推論能力や論理展開能力等、法学教育に必要となる基礎能力を備えている方

　本法科大学院は、教育目標（1）において、「法そのものの知識を習得することと同時に、人や社会に対する深い洞察力を養うことで、地域社会の人の立場にたった
法律家を養成する。」を掲げていますが、そのためには大学教育あるいは社会の実生活において、常日頃から人や社会に対して健全な関心を有していることが必要です。

「人間と社会に対する健全な関心と判断能力」を有する方

　現在、法曹界においては、単なる法律の専門家ではなく、多様な知識を有する人材が求められており、そのことが法科大学院構想の重要な要素として認識されて
います。こうした現状に鑑み、本法科大学院においても、法学部出身者以外の様々な専門的知識や多様な社会経験を有する人材を広く社会に求めることが必要です。

様々なバックグラウンドを有する方

　短縮コース及び法曹養成プログラム修了者の入学者に関しては、その制度の趣旨からして、法律基本科目（いわゆる「実定法科目」）について、一定水準の
専門知識を有していることが必要となります。

法律基本科目に対する基礎的な専門知識を有する方（短縮コース及び法曹養成プログラム修了者のみ）

1

2

3

4

理論と実務を架橋する高度な教育を実施するために、法律学の基礎から発展・応用へ、
理論的教育を踏まえて実務的教育へと段階的に学修することができる教育課程を編成する。

2
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カリキュラムの構成

●１年次では、各法分野の概要や基礎的な概念等、理論中
心の学習を行います。

●２年次の各演習では、紛争事例を用いて、法の規定や理
論を適用するトレーニングを行います。

●３年次の各総合演習では、複数の法分野が交錯する事例
を用いて、紛争全体を解決する総合的な能力を養成します。

●２年次・３年次の演習では、少人数の利点を活かし、個々
の学生の理解度を把握しながら、教員と学生、学生同士
の徹底した質疑応答や討論による授業を行います。

●法曹としての使命感・責任感・倫理観を養うため、「法曹
倫理」を学びます。これは、実務の現場を体験する「エ
クスターンシップ」や「クリニック」と一体となって、より
深い理解を得ることができます。

●「エクスターンシップ」では、北陸３県（石川・富山・福井）
の弁護士会からの協力を得ています。

●「民事訴訟実務の基礎」「刑事訴訟実務の基礎」では、
要件事実・事実認定の基礎や法文書作成の基礎といった
実務能力を身につけます。

１年

2 年

3 年

基礎演習Ⅰ①※　基礎演習Ⅱ①※
［基礎科目］
憲法④
民法Ⅰ④
民法Ⅱ④
商法⑥

【司法試験選択科目】
環境法②
租税法Ⅰ②　 租税法Ⅱ②
国際法②
倒産法Ⅰ②　 倒産法Ⅱ②
労働法Ⅰ②　 労働法Ⅱ②
経済法②
国際私法②　国際取引法②
知的財産法②
連携科目（司法試験選択科目）※
消費者法②
医事法②
紛争とその法的解決Ⅰ②
紛争とその法的解決Ⅱ②
民事保全・執行法②
社会保障法②
法医学②
現代法の諸問題①
インターンシップ①
交渉学②
ビジネス法務②
法律外国語研修②
法教育実習①
連携科目（展開・先端科目群）※

法理学②
日本法制史②
東洋法制史②
英米法②
刑事政策②
政治学②
政策法務①
選挙管理法制①
危機管理・復興法制②
連携科目
（基礎法学・隣接科目群）※

［基礎科目］
行政法④
民事訴訟法④
刑事訴訟法④
［応用科目］
行政法演習②
民法演習Ⅰ②
民法演習Ⅱ②
民事訴訟法演習②
刑法演習②
刑事訴訟法演習②

法曹倫理②
民事訴訟実務の基礎②

模擬裁判（刑事）①
模擬裁判（民事）①
クリニック①

刑事訴訟実務の基礎②［応用科目］
商法演習②
憲法演習②
公法総合演習②
民事法総合演習Ⅰ②
民事法総合演習Ⅱ②
刑事法総合演習②

刑法Ⅰ④
刑法Ⅱ④
民法Ⅲ④

法律基本科目
（必修 66 単位）

実務基礎科目

（選択必修 4 単位）

基礎法学・隣接科目
（選択必修 4 単位）

展開・先端科目
（選択必修 12 単位）

（司法試験選択科目から４単位以上を含む）

※基礎法学・隣接科目、展開・先端科目は、原則として法学・政治学専攻との共同開講となります。　※連携科目は、他大学法科大学院からの提供を受ける単位互換科目です。
※基礎演習Ⅰ、Ⅱは選択科目です。　※①②④⑥は単位数を表します。　※科目名、単位数等は変更になる可能性があります。

※修了要件の単位数等は変更になる可能性があります。

成績評価基準を設定しており、これに基づき公正かつ厳格な成績評価を行っています。

各学年において当該学年配当のすべての必修科目の単位を修得することが原則です（１年次には、共通到達度確認
試験において、全国の上位85％以内となる点数を取得することも必要です）。

必修科目72単位（短縮コースは、1年次配当の必修科目30単位を修得したものとみなす）、選択必修科目20単位（司
法試験選択科目から４単位以上を含む）及び選択科目6単位、合計98単位以上を修得することです。

成績評価
修了・
進級要件

法律基本科目

　地方においては多様な法的紛争を一人の法曹がすべて対処しなければならないため、幅広い法分野に関する学識を身につけること
ができるよう、一定の科目を選択必修としています。同時に、多様な選択科目を開講し、学生の問題関心や将来の希望に応じた科目
選択を可能にしています。

刑事訴訟実務の基礎

刑事訴訟実務の基礎では、現職の弁護士・検察官・裁判官

が分担して講義を担当しています。各教員は実際の事件を基

にした教材を使用したり、随時自分の経験談を織り込んだりし

て、理論と実務との架橋の実現を心がけています。

民事の模擬裁判と刑事の模擬裁判を行います。民事、刑事共

に実際にあった事件を基にした事件記録教材を教材として使い

ます。

具体的ケースについて、学生が裁判官役、原・被告代理人役、

検察官役、弁護人役などになり、実際の事件と同じように訴訟

手続を進め、その中で訴訟手続、事実認定及び法の適用・解

釈などを学びます。訴訟法における理論が、具体的にどのよう

な形で現れるかを学ぶよい機会であると思います。

クリニック

市民・学生に好評！

「法科大学院生による無料法律相談」を広く一般市民に広報し、

訪れた相談者の法律相談に対して、履修者は、金沢弁護士会所

属弁護士の立会いのもとで事実関係聴取から法的助言指導に至

るまでの法律相談業務を実際に行います。

・「法を使う」ということを実体験できて非常に有益だった。

・相談者の希望に即して事案を法的に構成するトレーニングがで

きたことは司法試験にも役立つと感じた。

・今後の勉強の方向性がわかり勉学へのモチベーションが高まった。

履修者は、金沢・富山県・福井弁護士会所属弁護士の事務所

に配属され、指導弁護士の指導を受けながら、２週間にわたり弁

護士実務の実際（弁護士会活動や公益活動などの弁護士の社

会貢献活動を含む）を実体験します。希望者はほぼ全員履修で

きます。

・実務研修中は全ての場面が勉強になり感動の連続だった。

・法律家の仕事の本質が「他者の説得」であることを実感した。

・指導弁護士だけでなく多くの弁護士と触れあえたことは有益で

あり、これは地方弁護士会ならではの利点だと感じた。

具体的事案で実践

法曹三者による講義

■授業担当教員から
エクスターンシップ

北陸三県の弁護士会の協力

■履修した学生の声

■授業担当教員から（犬塚）

■履修した学生の声 模擬裁判

法律相談においては、相談者から、ポイントを押さえて必要な事

実を聞き取った上で、事案に即した法的知識を伝え、解決策ある

いは見通しを示すことが求めら

れます。実際の法律相談を経験

できるクリニックは、実務法曹に

求められる基礎的な法的助言能

力の習得に有益であり、学習意

欲の向上にもつながります。

●成績評価：
●修了要件：

●進級要件：

基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目

実務基礎科目 主な実務基礎科目

（必修 6 単位）

エクスターンシップ②
（3年次での履修も可）
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在学生からのメッセージ 経済的支援

6:00

7:00

7:30～ 8:50

起床　朝食、出勤の準備。弁当も作ります

犬の散歩

通勤時間

法律事務所は9時に始業

書面起案、電話対応、掃除、ゴミ出し等

　金沢大学法科大学院は学生の人数が少ないので、 先生方と学生との
距離が近く、 質問がしやすい環境にあります。先生方は学生が理解でき
るまで親身になって説明してくださるので、 予習や授業で生じた疑問を一
つ一つ解消しながら学習を進めることができます。授業では発言を求めら
れることがあり、 少し緊張する部分もありますが、 主体的に授業に参加す
ることによって内容が頭に残りやすくなったと感じますし、 説得的に自分の
考えを伝えるためのトレーニングにもなっていると思います。また、 科目に
よっては小テストや自主ゼミという形で復習の機会も設けられていて、 知
識の定着に繋がっています。
　授業以外の学習支援体制が充実している点も、 本法科大学院の魅力
の一つだと思います。現役弁護士の先生方による1年生向けの未修者
チューターでは、 短答式問題の解説をしていただけるとともに、 答案の書
き方を基礎から教えていただけます。答案を書く上で押さえておくべきポ
イントについて、 形式面・内容面の両方から丁寧に教えていただけるの
で、 とても参考になります。おすすめの勉強方法や参考書、 実務のお話
なども聞くことができ、 大変ありがたい機会だと感じています。
　また、 自習室や図書室は24時間利用でき、 好きな時間に、 自分のペー
スで勉強に取り組むことができます。これらの様々なサポートのおかげで、 
司法試験に向けた勉強に集中して取り組めるようになり、 本法科大学院
に進学して本当によかったと思っています。

　私は福井県坂井市に在住し、石川県内の法律事務所で事務員としてア
ルバイト勤務をしながら、本学に通っています。いったん社会人生活を経
験した後で、再び大学院に通うということで、ある程度経済的に自立しな
がら勉強をする必要があります。本学ロースクールには独自の奨学金が
あるほか、模擬試験受験料や判例データベース利用料金の助成など、経
済的な支援が充実しており、とても助かっています。
　私の火曜日のスケジュールを紹介します。純粋に予習復習のために机
に向かう時間は、取りようがありません。主に土日に、一週間分の予習を
して、復習として授業課題を論文形式で起案しています。2年次の科目の
多くは、事例を使った演習ですから、各回に扱った論点が身に付いていれ
ば、自分なりに論文として解答することができるはずです。このときに、自
分の理解が不十分な点を洗い出して、通勤・通学や仕事の合間に頭の
中で考え、それでも分からなければ先生に質問をして、問題を解決します。
　このように、主に頭の中で自問自答するという勉強をしようとすると、入
学の時点で、ある程度の実力があることが、どうしても必要になります。
私は予備試験を受験して、短答は十分な成績で通過できても、論文で点
数が取れないのを解消しようと、ロースクールであらためて勉強すること
にしました。短縮コースを目指すのであれば、できれば予備試験に挑戦す
るか、少なくとも、行政書士試験を受験して、自分の実力を把握しておく
ことを勧めます。その上で、司法試験合格のために身に着けるべき力を意
識しつつ、ロースクールでの学習に臨むと、とても値打ちのある勉強がで
きるはずです。

１日のスケジュール

8:00～ 10:30

10:30～ 12:00

12:00～ 13:15

13:15～ 14:45

14:45～ 18:00

18:00～ 21:00

21:00～ 00:00

1:00

起床、身支度、登学

授業（民法Ⅰ）

昼食、休憩

授業（憲法）

授業の復習・予習

帰宅、 夕食等

翌日の授業の予習

就寝

１日のスケジュール

牧野　翔太（2021 年入学・短縮コース） 日向　夏葵（2021 年入学・標準コース）

　入学料免除の対象となる事由に該当する者で、免除を願い出た者に対し、選考の上、入学料（２８２、０００円※）の全額又は半額を
免除することがあります。

入学料免除

　授業料免除の対象となる事由に該当する者で、免除を願い出た者に対し、選考の上、学期ごとに授業料（４０２、０００円※）の全額又
は半額を免除することがあります。

授業料免除

　本法科大学院に入学した学生のうち、入学試験の成績が優秀と認められる者に対し、年額６０万円（毎月５万円）が標準修業年
限の間、支給される予定です。

　金沢大学では、本法科大学院独自の奨学金制度のほかに、各種団体（地方公共団体や民間財団など）の奨学金制度も取り扱って
います。

奨学金等

●金沢大学学生特別支援制度法学研究科法務専攻学生奨励支援

　中部地方の７つの法科大学院の入学者のうち、弁護士過疎地域や弁護士不足が問題となっている地域での活動を志す方に対して、
入学料・授業料（標準修業年限分）・施設費の全額が原則として贈与されます。

●ＮＰＯ法人ロースクール奨学金ちゅうぶ 奨学金

　在学生および修了生に対して、司法試験模擬試験の受験費用の補助を行っています（場合により変更されることがあります）。

●その他の支援

●日本学生支援機構 奨学金

標準コース　１８０万円

短縮コース　１２０万円
支給総額

５万円、８.８万円

５万円、８万円、１０万円、１３万円、１５万円、１９万円、２２万円

第一種（無利子）

第二種（利子付）

※入学料、授業料については、2021年度実績です。

退勤、登学

授業（倒産法Ⅱ）

帰宅、食事等

就寝

16:00

16:45～ 18:15

20:00

22:00
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学習支援 就職支援

　法曹実務の修得と法律学習の支援のため、現役の弁護士に
よる学習指導・相談を行っています。個別・グループの別を問
わず、学習内容の質疑応答も行います。その他、修学上の悩
みなどにもアドバイスしてもらえます。

弁護士チューター制度

　全ての学生が、個々人にあらかじめ指定された2～3名の教
員（アドバイス教員）により、履修状況、生活状況等に関し助
言指導を受けることができる制度です。学生は、必要に応じて
随時、各自のアドバイス教員による面接指導を受けることがで
きます。

　実務基礎科目群や展開先端科目群の中に、法律事務所、企業法務、市役所、病院での法律業務の実際を学
ぶ科目を置き、修了後のキャリアを見据えた教育をおこなっています。司法試験に合格した修了生の多くが、法
律事務所で弁護士として活躍しているほか、過去には、北陸銀行、加賀市議会などで組織内弁護士として活躍
した方もいます。

アドバイス教員制度

　毎年９月下旬、その年の司法試験に合格した修了生、在学
生及び教員による懇談会を行っています。合格者からは、司法
試験の勉強方法・受験時の注意、在学時の勉強方法などに
ついて、在学生へのアドバイスがあります。また、合格者と在
学生の活発な質疑応答が行われます。

司法試験合格者懇談会

　標準コースの入学生が、法律基本科目をスムーズに修得で
きるよう手助けするとともに、一定の知識を得た後、その知識
を用いて事例問題における問題点把握、事例当てはめ等を試
みる際、適当な問題の提供、解答の際のアドバイスなどを行う
ことを目的とするものです。

未修者チューター制度

　年に２～３回、弁護士・検察官等による講演会を行っています。

・これまでの実施内容としては、「司法試験受験直前アドバイスセミ
ナー」（弁護士）などがあります。

弁護士・検察官の講演会

　学生アドバイザー制度により、修了者は学生アドバイザー
（ＳＡ）の身分を取得し、在学生からの各種相談に対応しつつ、
図書室や法情報実習室、自習室などの研究科施設を利用する
ことができます。

修了後の学習サポート

　北陸三県の弁護士会の協力の下、2週間にわたり法律事務所で法律実務
を体験しながら、その実際を学ぶことができます。

エクスターンシップ

　授業の一環として、組織内弁護士の活動や企業法務部や自治体の業務を体験しながら学ぶ研修科目です。現在、
インターンシップ先として、加賀市議会、北陸銀行、（株）PFU法務部と提携しています。

　「医事法」（展開先端科目群）では、医療に関わる様々な法律を学んだ
後、金沢大学病院の実地見学を行います。この実地見学では、病院内に
おける法務、電子カルテシステムの運用などを学ぶほか、病院内での事
故とその対処を検証する「医療安全委員会」などの会議を傍聴する機会
も得られます（令和元年度実績）。

インターンシップ

弁護士による講義

「医事法」金沢大学病院実地見学

加賀市議会インターンシップ 加賀市議会インターンシップ
研修成果報告会の様子
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研究者専任教員

教員一覧

■刑事訴訟法、刑事訴訟法演習 ■民法Ⅱ、民法演習Ⅰ、基礎演習Ⅰ

佐藤　美樹  教授 尾島　茂樹  教授

■憲法、基礎演習Ⅰ

稲葉　実香  准教授

■憲法演習、公法総合演習、
　基礎演習Ⅱ

岡室　悠介  准教授

■民法 I、民法演習 II、基礎演習Ⅰ

舟橋　秀明  准教授

■民法 III、基礎演習Ⅱ

宮本　誠子  教授

■刑法Ⅱ、刑法演習
　基礎演習Ⅰ・Ⅱ

小島　陽介  准教授

■民事訴訟法、民事訴訟法演習、
　民事保全・執行法

本間　学  准教授

　「民法Ⅰ」と「民法演習Ⅱ」を担当していま
す。基本知識と基礎理論の習得に始まり、
多様な紛争事実の中から的確に法律問題
を抽出し、論理的に矛盾のない法律構成
に裏付けされた説得力ある妥当な解決方
法を導き出す能力の涵養を目指して講義し
ています。

舟橋　秀明 准教授

　憲法とは過去の世界中のさまざまな経
験から練り上げられた文書であり、考え方
です。いま、現実の社会に起こっているさま
ざまな問題を、そういった過去の経験から
学んでよい解決策を考えるのが憲法という
科目です。ともに考え、悩み、優れた人権
感覚を身につけましょう。

稲葉　実香 准教授

実務家専任教員

■民事訴訟実務の基礎、エクスターンシップ、
　クリニック , 模擬裁判

■倒産法 I・II、労働法 II、法曹倫理、
　エクスターンシップ、クリニック

犬塚　雅文  教授（弁護士） 三浦　久德  教授（弁護士） 上田　正和  教授（弁護士）

■刑法 I、刑事法総合演習、
　刑事訴訟実務の基礎

長瀬　貴志  教授（弁護士、元裁判官）

■民事法総合演習 I・II、
　模擬裁判、法曹倫理

　民事法の総仕上げとなる『民事法総合
演習』を担当しております。実務上よくある
民事上の問題に対し、これまで勉強して
きた知識をフル活用し、どのように妥当な
結論を導くか、また、実務はどのように解決
しているか、といった、まさに「生きた法律」
を体感し、「法律を使う力」の涵養を目指し
ます。

長瀬　貴志 教授

　自分が目標とする法曹となるために、こ
こ数年間必死になって勉学に励む皆さん
を、力の限り応援します。何事も繰り返し
が大切なので、皆さんが理解できるまで何
度でも教えるというスタンスで教壇に立っ
ています。

三浦　久德 教授

学生によるグループでの討論や自主ゼミ、学生
相談に利用。

■討論室・相談室

飲食・休憩用。

■リフレッシュルーム

学習環境・施設

学生用パソコン18台。法情報検索、演習用
レジュメ作成用。

■法情報実習室

一人につき固定の1机・ロッカー、24時間
利用可能。

■自習室
模擬裁判の授業に利用。

■模擬法廷室

法科大学院専用。24時間利用可能。

■法科大学院図書室
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教員名担当科目 現　　職

※教員の構成は、年度により変更になる可能性があります。
　最新の情報は、本法科大学院のホームページでご確認ください。

鵜澤　剛

鵜澤　剛

鵜澤　剛

未定

早川　咲耶

中澤   聡

中澤   聡

河村   和徳

河村   和徳

河村   和徳

中尾   真和

髙橋　里枝

星川　望

永島　公孝

青島   明生

谷口   央

越後   純子

北島   正悟

松本　哲哉

谷本　舞

谷口　央 他 13名

田中　和樹／島田　広 他 13名

羽賀　由利子

陳　一  

松田   光代

横井   敏弘

塚　正彦

下井　康史

後藤   弘子

堀田　佳文

北島　志保

岡本   守弘

新井   朗司

村田   仁人

池島   裕之

久保利   英明

山岸   麻衣子

MURRAY LEWIS RICHARD

野坂   佳生

九州大学・千葉大学・筑波大学の各授業担当教員

行政法

行政法演習

公法総合演習

商法

商法演習

法曹倫理

刑事訴訟実務の基礎

選挙管理法制

危機管理・復興法制

政策法務

租税法Ⅰ

租税法Ⅱ

消費者法

医事法

紛争とその法的解決Ⅰ

紛争とその法的解決Ⅱ

国際私法

国際取引法

知的財産法

法医学

現代法の諸問題

ビジネス法務

法律外国語研修

法教育実習

他法科大学院との連携科目

日本大学准教授

日本大学准教授

日本大学准教授

上智大学准教授

弁護士

弁護士

東北大学大学院情報科学研究科准教授

東北大学大学院情報科学研究科准教授

東北大学大学院情報科学研究科准教授

金沢星稜大学経済学部准教授

武蔵野大学経営学部会計ガバナンス学科准教授

税理士・行政書士

税理士

弁護士

弁護士

医師・弁護士

弁護士

弁護士

金沢大学附属病院経営企画部特任助教

弁護士

弁護士

成蹊大学法学部教授

金沢大学客員教授

弁護士・弁理士

弁理士

金沢大学医薬保健学総合研究科教授

千葉大学教授

千葉大学教授

千葉大学教授

千葉大学准教授

（株）PFU法務・知的財産権部長

弁護士

（株）北陸銀行コンプライアンス統括部企画・法務グループ主査

（公財）石川県産業創出支援機構産業振興部知財アドバイザー

弁護士

前田工繊（株）

金沢大学国際基幹教育院外国語教育系講師

弁護士

法律基本科目群

基礎法学・
隣接科目群

実務基礎科目群

非常勤教員

非常勤教員一覧 修了生からのメッセージ

　私は２００５年に金沢大学法学部法学科を卒業
し、その後、法科大学院に入学するまでの間、旧
司法試験の合格を目指して勉強を続けた。この
時期はいろいろな意味で苦しかったが、このとき
の経験が弁護士になった現在、顧問先との会話
の中で生きてくることは、意外と多い。

　金沢大学法科大学院入学後の日々は、まず何
より本当に楽しかったし、そんな回顧にとどまら
ず、あの頃に読み込んだ裁判例や基本書、ある
いは各先生方との議論の記憶が、現在取り組ん
でいる事件等の処理方針を決める上での取っ掛
かりになることもよくある。私のようなあれこれと
興味が湧いてしまう人間からしてみれば、法科
大学院という環境でゆっくりと時間をかけて学べ
たことは有り難かった。
　私は、修了の年に無事、新司法試験に合格し、
新６４期司法修習生として岩手県盛岡市で修習
生活をスタートさせることができたが、翌年の３
月１１日、盛岡地方裁判所の刑事裁判官室で、
あの大震災に遭遇した。
　あの日以降に私が経験したことや見聞きしたこ
とは、そのどれもがこの紙面で過不足なくお伝え
できるようなことではもちろんない。ただ、それで
もあえて、これを読んでいる皆さんにお伝えした
いのは、あの当時、（少なくとも私の周囲にいた）
法律家は皆、自分たちの無力さに打ちひしがれ
ていたという事実であり、同時にまた、あまりに多
くのものが失われてしまった状況を前にして、自
分たちの役割を見つめ直し、今もなお、献身的
な活動を続けている法律家がいるという事実で
ある。
　「法」では、人の命を（直接的には）救うことは
できない。誰かの体を温めることもお腹を満たす
ことも、（それ自体をもってしては）もちろんでき
ない。だったら「法」は全くの無用の長物なのか
というと、それは違う。人間の平穏な生活という
ものは、人の手によって、あるいは自然の猛威に
よって、いとも簡単に損なわれてしまう。それを見
越して、人は「法」を作り、利害の調整や損害の
回復を図ってきた。つまり、「法」は、必要になる
場面や時期が異なるだけで、衣食住と同様に、
人が生きていくためには必要なものだ。そして、
法律家はいわば、その「法」を使って社会全体を
整備し続ける職人のような役割を担っている。皆
さんが今現在、法律家というものに対して持って
いるイメージは、おそらく一面的で、とても狭く
堅苦しいものだろう。けれどそのイメージは、実
態とは大きく異なる。法律家の活動領域は、人
の営みが存在する場所とイコールであり、社会

の広がりとイコールである。

　話が抽象的になってしまったので、法律家の
活動の一例として私の活動を一部、紹介してお
く。
　私は、２０１６年に、約４年半お世話になった弁
護士法人筑波アカデミア法律事務所から独立
し、従前から東日本大震災の復興支援に共に取
り組んできた同期の髙砂弁護士とともに、「小野
田髙砂 法律事務所」を開設した。
　業務として取り扱っている分野に特段限定は
ないが、当事務所の特徴を一つ挙げるなら、私
がライフワークとして取り組んでいる社会起業家
（ソーシャル・スタートアップ）支援を業務の一
つの柱に据え、法律事務所と併設する形で、ソー
シャル・スタートアップ向けシェアオフィス
「social hive HONGO」を開設・運営しているこ
とかと思う（2018年7月には増床。2022年3
月時点で入居団体は21社）。
　入居している各団体が向き合っている社会課
題は、救急救命やシビックテック、日本酒文化、
介護、食と演劇、子どもの孤立、女性の両立不
安、イノベーション教育など様々で、彼らに伴走
し、ビジネスを横断的に支援し続けることは容易
ではないが、果敢に挑み続ける彼らと時間やそ
の想いを共有し、多様性ある社会の実現に向け
た活動の一端を担えることには、大きなやりがい
を感じている。それと同時に、過去と向き合うこと
を職務の旨とする法律家だからこそ、やがて訪
れる未来を具体的に想像し、翻って今この瞬間
を捉え直し、社会において共有し得る規範を見
出しあるいは構築し得ないか、という問い立てを
実践することについては、弁護士という業務の新
たな可能性を感じているところである。
　そして、2019年12月以降。世界は、COVID 
-19という名のウイルスの猛威によって、大きく損
なわれてしまった。
　こんな時代だからこそ、私は3つのキーワード
をここに残しておきたい。
① 複雑な世界、正解がない世界で指針にすべき
ものは何か
② 「正しい」だけでは届かない
③ 「社会」とは「どこ」にあるのか？
　法律家は、一所に留まるものではない。社会
の変化とともに、自らをも変化させていくべき存
在である。そんな仕事に就きたいと思うかどうか
は人それぞれだが、多少なりとも法律家という仕
事に興味を持っていただけたなら、（社会にとって
も、私にとっても）幸いである（上記①～③につ
いての私の考えは、いずれどこかで）。

展開・
先端科目群

入学前のあれこれ
そして、2022 年 5月現在

修了後のあれこれ

［ 現在の職種 ］
弁護士（東京弁護士会）、
Pubphere(株)代表取締役

●入学年：2007年
●修了年：2010年3月

小野田　峻
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　私は高校時代、数学が大好きで数学ばかり
勉強していました。数学オリンピックを目指し、
１日中数学を勉強していて、理系クラスに所属
していました。
　大学に進学するに当たり、将来は、数学の
研究者になれたらいいなと考えており、弁護
士や裁判官といった法曹になるとは全く思って
いませんでした。
　大学は、理学部数理自然情報科学科（いわ
ゆる数学科）へ進学し、日々学んでいましたが、
大学で学ぶ数学の難解さと自分の能力のなさ
から、数学の道へ進むことは、早々に諦めてし
まいました。
　大学卒業を控えて、数学が好きで数学科に
進学したのだから、カレーが好きな私は、カ
レー屋さんに就職するべきだと考え、愛知県
一宮市を本社に置く、某カレーチェーンに就
職することになりました。
　就職してからは、カレーチェーンの直営店
舗で店員として働く日々でした。一日の労働時
間が長いため辛い時もありましたが、私にとっ
ては、毎日毎日カレーを食べることが出来る
最高の職場でした。
　しかし、６年半勤めたある日、腰痛のため立
てなくなってしまいました。当然仕事をすること
はできず、リハビリのため退社することになっ
てしまいました。

　リハビリをしていたとき、私は１冊の本に出
会いました。その本は、「ひまわり弁護士」（村
田信之、講談社）というタイトルで、紋別ひま
わり基金法律事務所に赴任した松本三加先
生の活躍を紹介したノンフィクションです。
　この本に出会うまでの私は、弁護士という
のはお金を儲けるために働いていると思ってい
ましたが、この本を読んでからは、弁護士は社
会をよくするために働いているのだということ
がわかりました。
　また、この本に出会ったころ、新聞でロース
クール制度が出来たということを知りました。
さまざまなバックボーンを持った多様な人材を
受け入れるためにロースクール制度が始まっ
たことを知り、法律の勉強などしたことの無い
私でもチャレンジできる制度であることを知り
ました。
　転職するなら、お金のためじゃない仕事をし
たいと考えていた私は、ロースクールを目指す
ことになりました。
　法律については、何一つ知識がなかった私
は、ロースクールに入学して、大学時代に法
律を勉強していた同級生との差から絶望しそ

うになりました。
　しかし、大学時代、数学では知識より考え
方を学ぶことが大切だと教えられてきたことも
あり、法律でも知識より考え方を学ぶことが大
切であると信じて勉強を続けていると、だんだ
ん法律の考え方を理解できるようになりまし
た。
　そして、卒業時には、なんとか司法試験で
戦えるレベルまで法律を理解することが出来
ました。
　また、ロースクールの授業の予習復習と並
行して、択一の問題を解き、論文を書くなど試
験勉強も行いました。

　司法試験に合格してから、名古屋で司法修
習をし、名古屋の法律事務所に就職しました。
　今は弁護士として、日々、実務をこなしてい
ます。刑事や家事など様々な事件があります
が、その中で特に関心があるのは、外国人の
事件です。
　日本にいる外国人の中には、トラブルに巻き
込まれたとき、日本の法律が分からないどころ
か、日本語すらわからなくて対処できない状態
になっている方がいます。このような外国人の
方と一緒に問題解決ができたときが、弁護士
になってよかったと思う瞬間です。
　私は、名古屋で修行した後、弁護士過疎地
域である長崎県壱岐市にある法テラス壱岐法
律事務所に赴任し、司法へのアクセス障害解
消のため、働いていました。
　２０２０年３月からは、法テラス三河法律事
務所へ異動となり、現在は、従前から関心の
あった外国人の事件にも取り組んでいます。

　私は、福井県で生まれ育ち、高校卒業後は、
慶應義塾大学の総合政策学部に進学しまし
た。一応単位は取れる程度に大学には通い、
商法を学ぶゼミにも所属していて、そこには会
計士や弁護士を目指す人が多かったので、私
もなんとなくそういった勉強をしたりしていまし
た。しかし、卒業後の職業について具体的に決
めていたわけではなく、就職活動が始まると、
とりあえず名前を知っている大企業にエントリー
しました。しかし、エントリーシートで志望動機と
言われても、「有名な会社だから」「なんとなく
興味があったから」という程度で、それ以上何
も出てこなかったし、自己PRもうまく書けなかっ
たので、それならまずは自分が本当に何をした
いのか、改めて突き詰めて考えてみることにし
たのです。そして、どうせ働くなら「人が究極に
困った時に力になれる仕事がしたい」という考
えに行き着き、ちょうど新司法試験制度として、
卒業の翌年から法科大学院ができるタイミン
グだったこともあり、弁護士を志すことに決めま
した。実家からの経済的援助が見込めなかっ
たため、卒業後１年間は家庭教師などのアル
バイトをしながら法科大学院の試験勉強をして
過ごし、 地元北陸に唯一創設された国立大学
である金沢大学の法科大学院に、奨学金を借
りて進むことにしました。

　法科大学院進学後は、授業には毎日出席し、
必要最低限の予習だけはこなしつつ、クラスメ
イトとカラオケをしたり、ドライブをしたり、金沢
での学生生活を満喫しました。大学院での授
業は、基本書を使用した基礎的なものでしたの
で、一から丁寧に法律を学ぶことができました。
都会の法科大学院と違って、一学年の人数も
少なかったため、生徒同士の仲も良く、先生方
との距離も近かったため、質問なども授業時間
外でも気軽にできる雰囲気でした。実務家教
員の先生方も、熱心に指導をしてくださって、
週末にゼミなどを開催してくださったり、飲みに
連れていってくださったりしていました。法科大
学院在学中には、学校の授業だけでなく、夏
休みを利用して都内の大手渉外事務所のサ
マークラークなどにも参加しました。交通費や
宿泊費を負担してもらえる制度があったため、
地方からの参加でも大きなハードルはなく、参
加することができました。私は入学当初から、
試験に合格した後は、東京で働きたいという気
持ちがあったので、金沢大学の法科大学院に
入学した当初は、地方の法科大学院に進学す
ることについて、「やはり情報が多い都会の法
科大学院に進学したほうがよかったのでは、、、」

という不安もありましたが、振り返ってみると、
のびのびと勉強に取り組める環境に身を置いた
３年間はとても良かったと思います。

　法科大学院を修了後は、司法試験に合格し、
京都での司法修習を経て法科大学院時代にサ
マークラークをしていた東京の大手渉外事務
所に弁護士として就職しました。そこでは、ジェ
ネラルコーポレートと呼ばれる企業法務全般の
仕事をするチームに配属されました。医療系の
仕事を希望していたため、薬事法が絡む仕事
にもたずさわらせてもらいつつ、渉外案件やＭ
＆Ａ、一般企業法務をメインに扱いました。突
然英語の契約書のリーガルチェックを依頼され
たり、金曜日の夜に月曜日の朝までの仕事を依
頼されたり、初めのころは、分からないことだら
けで、深夜も土日も働くのが当然といった生活
でした。当時は、仕事に振り回されていて、が
むしゃらに働いていましたが、そのような環境の
中に身を置いて働けたことは、とてもいい経験
だったと思っています。その後、いくつかの事務
所を経て、2013年に銀座でアリシア銀座法律
事務所を開業しました。現在は、もともと取り
扱っていた企業法務に加えて、離婚と相続も主
要な取り扱い分野にしています。アリシア銀座
法律事務所には、辛い思いをされたり、悩みを
抱えてご相談に来られるお客様がたくさんい
らっしゃいます。そんなお客様の想いを汲み取っ
て、少しでも力になりたい。そんな気持ちで、仕
事に取り組んでいます。また、「弁護士」や「法
律事務所」は、まだまだ一般の方には敷居が
高いと感じられがちなので、弁護士をもっと身
近に感じていただけるよう、現在は、セミナーや
メディア露出、デパートでの法律相談など、一
般の方に弁護士を身近に感じていただけるよう
な仕事にも力を入れています。

　私もそうでしたが、法科大学院進学時点で、
将来のビジョンについて、明確に決まっていると
いう方は意外と少ないと思います。また、日々の
勉強や仕事の中で、徐々に将来のビジョンが
見えてくる場合もあります。私自身、先輩の先
生方には、温かく接してもらいましたし、今でも
いろんな話を聞いてもらったりアドバイスをも
らったりします。どこまで力になれるかわかりま
せんが、入学された後、ロースクール生活でも
受験勉強でも就職活動でも悩んだり相談した
いことがあれば、お気軽にご相談いただければ
と思います。

［ 現在の職種 ］
弁護士
（第二東京弁護士会）

●入学年：2004年
●修了年：2007年3月

竹森　現紗

［ 現在の職種 ］
弁護士
（法テラス三河法律事務所）

●入学年：2007年
●修了年：2010年3月

大嶋　功

法科大学院に入学するまで 入学に至るまでの経緯

修了後の進路について

メッセージ

私と金沢大学法科大学院

司法試験に合格してから現在まで

法科大学院に入学してから

Message Message
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同分野のみを取り扱うという法律事務所はほ
とんどなく、地域住民、地元企業等の相談を
広く取り扱っている事務所が多いです。最近
ではそのような事務所の中でも、特定の分野
に専門性があることを売りにしている事務所
が増えてきた印象がありますし、伝手がない
市民目線に立つと、このような事務所が利用
しやすいのではないかと考えています。
　現在、私は一般民事、家事事件、労働事
件、債務整理、刑事・少年事件を受任して
おり、企業や行政からの相談に対応すること
も多いですが、主として保険会社からの仕事
に携わることが多いです。
　誰でも不慮の事故により、今後の生活の
危機に立たされる被害者となり、他方で多額
の賠償責任を負う加害者となって、社会的弱
者に陥る可能性があります。保険は、このよう
な日常生活のリスクをカバーするインフラで
あるため、保険制度の維持向上に関与できる

　私は、金沢大学法科大学院を修了後、弁護
士となり、金沢市内の法律事務所で勤務して
います。
　私が弁護士を目指したのは、目の前で困って
いる人を法的に支援するという弁護士の仕事に
魅力を感じていたためであり、社会において自
分が重要な存在であると感じられる仕事をした
いというところに根源がありました。
　このように言うと抽象的に聞こえると思います
が、弁護士を目指した大学時代は、社会経験
もなければ、何らかのバックグラウンドがあって
強い情動に駆られたということもなく、この程度
の覚束ない動機であったように思います。
　しかし、ロースクールに入学後、実務家教員
やロースクールに関わる弁護士と触れ合う機
会が多くなり、法曹実務についてのイメージが
膨らみ具体化されていきました。

　私が法曹を目指したきっかけは、高校生の時
に放送していたドラマでした（司法修習生を題
材にしたもの）。
　きっかけはありきたりですが、しかし今では、
地元に貢献できるように日々頑張っています。

　私は、金沢での司法修習を終えた後、石川
県の能登地方に位置し、出身地でもある七尾
市で弁護士業務を始めました。ここでは、地方
での弁護士業務についてご紹介したいと思いま
す。
　相談に来られた方からは、ときどき、「先生は
何を専門に取り扱っているのですか？」という内
容の質問を受けることがありますが、これに対し
ては、「専門というものはなく、できることは何で
もやっています。」という返答をしています。
　七尾を含め、地方には十分な数の弁護士が
いるわけではなく、また、高齢化が進む中で、
特定の分野を専門的に扱っている遠くの法律事
務所まで足を運ぶことが難しいという方も多くい
ることから、多くの方に法的なサービスを提供
するためには、多様な業務をひとりで行う必要
があるというのが実情です。こういったところが、
大都市の法律事務所と大きく違うところではな
いかと思います。
　また、意外に思われるかもしれませんが、最
近ではＭ＆Ａ（合併と買収）を含む事業承継の
相談に関わる機会も多くなっています。Ｍ＆Ａと
いえば、大企業が行うものというイメージがあり

ますが、地方の場合には、後継者不足によって
廃業を選択せざるを得なくなった中小企業や個
人事業主が増えてきており、このような場合に
他の企業に事業承継ができないかということが、
ひとつの大きな課題となっているところです。そ
の課題の具体的な例としては、社長さんが会社
の債務を連帯保証していることや、事業を承継
しようとする後継者に資金力がないために会社
の株式を引き受けることができないことなどを原
因として、後継者となるべき人が見つからない、
あるいは、候補者がいたとしてもスムーズな事
業承継ができない、といったことがあります。
　しかしながら、中小企業や個人の事業には、
魅力的な事業がたくさんあり、後世に残してお
くべきと思われるものがたくさんあります。こう
いった事業承継に関わることも地方の弁護士の
特色ではないか、と思います。

　これから、ますます高齢化が進む中で、以上
のような問題は増えていくと思われます。これか
ら法曹として活躍することを予定し、金沢大学
法科大学院への入学を検討している皆さんと、
いつか一緒に仕事をすることができる日が来る
ことを願っています。また、地方の将来のために
頭を悩ませている弁護士がいるということを頭の
片隅にでも置いてもらえると嬉しく思います。

　私は、高校時代までを福井県で過ごし、高校生
模擬裁判選手権への参加を契機として法曹に興
味を持ちました。当時の私にとって、法曹関係者と
言えば主に書籍・テレビの中の存在であり、実際
にどのような活動を行っているかについて多くを知
りませんでした。選手権の中でアドバイスをいただ
いた弁護士の方々との交流を通じ、法曹関係者、
特に弁護士の活動が私の中でより具体的・現実
的なものとなり強く印象に残りました。その経験か
ら将来の選択肢の一つとして法曹を考えるように
なり、地元北陸の金沢大学法学類に入学しました。
大学では、法科大学院で教鞭を振るっていらっしゃ
る先生方の講義やゼミに参加するなど、法科大学
院の様子を聞く機会がありました。法科大学院進
学の際は、学生と先生方との距離が近い学習環
境が整備されていることが魅力的でしたので、金
沢大学法科大学院へ入学しました。

　法科大学院入学後は、講義の予習・復習を中
心に司法試験の合格を目指しました。講義後に同
級生とあれやこれやと議論したり、先輩・後輩を
交えてゼミを組んで答案を添削しあったりしまし
た。先生方にもゼミに参加していただき、勉強内
容に関する正確な知識を助言いただくとともに、
これまでの法科大学院生の勉強方法などを教え
ていただくこともできました。一学年の学生数は
多くない反面、学生間、学生と先生方との間の距
離は近く、法的な疑問点をすぐに教え合える・質
問できる環境は、勉強するうえでとても良いもの

でした。学生や先生方との距離が近いのは勉学
に限ったことだけではなく、休憩時間や休日に雑
談したり飲みに行ったりするなど、楽しい時間を過
ごすこともできました。司法試験を翌年に迎える3
学年になると、毎週、基本科目のほぼ全てのゼミ
を開き、答案を作成していました。答案の構成や
細かな表現方法を含め、自分の答案に対して他
者から指摘を受けることができたのは、司法試験
に備える点で非常に有意義なものでした。

　司法試験合格後は、約1年間の修習を経て、
石川県内で弁護士として働いています。日常生活
の身近に発生する法的な紛争の解決・予防を目
指して活動しています。弁護士として働き始めて
からの時間は長くありませんが、様々なことを経験
し、現在も勉強の日々を送っています。今後もより
知識や経験を積み重ねたうえで、相談者・依頼
者の声に真摯に耳を傾け、相談者・依頼者自身
が納得いただけるよう支援できる弁護士でありた
いと思っています。

　司法試験に臨むにあたり、法科大学院では法
的な知識を習得することができました。それのみ
ならず、法科大学院時代で知り合った方々や同
期の修習生との出会いは、代えがたいとても貴重
なものです。法曹になるまでの道は簡単なもので
はないとは思いますが、その過程で得られるもの
はたくさんあります。これから法曹を目指される方
は、そのようなことを頭の片隅に置いていただけ
れば幸いです。

［ 現在の職種 ］
弁護士
（金沢弁護士会）

●入学年：2010年
●修了年：2013年3月

宮崎　昇一郎

法曹を目指したきっかけ

地方での弁護活動

おわりに
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Message 1　法科大学院入学までの経緯

2　在学中の生活

3　弁護士として

4　法曹に興味をもっている方へ

［ 現在の職種 ］
弁護士（金沢弁護士会）

●入学年：2016年
●修了年：2018年3月

桑畑　俊宏
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Message

①理想の法曹像？

②弁護士になってから

③弁護士による支援体制

④おわりに

［ 現在の職種 ］
弁護士
（金沢弁護士会）

●入学年：2012年
●修了年：2014年3月

春田　仁志
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Message

　特に履修プログラムの中にある「紛争とその
法的解決Ⅰ及びⅡ」は、事件分野毎に、詳しい弁
護士が各々携わった事件に関してオムニバス
形式で講義を行うというものですが、当該事件
を扱うことの社会的重要性や、事件処理に際し
どのように苦心されたのかを知ることができまし
た。また、ⅠとⅡで合計３０回の講義があり、弁護
士業務の裾野の広さを感じることができたと思
います。
　受験期の悩みの一つとしてモチベーションの
維持がよくあげられますが、このように複数の
弁護士像（ゴール）を知ることで、モチベーショ
ンが自然と高められていたと思います。
　したがって、私のように目指す法曹像が当初
曖昧でも、ロースクール在学中に徐々に定まっ
ていくと思います。

　石川県内では、特定の分野に専門特化して、

仕事にはやりがいを感じています。

　金沢弁護士会には、金沢大学法科大学院
支援委員会という委員会が設置されており、
修了生が少しでも早く合格できるように、在
学中のみならず修了後も含めてどのような支
援ができるかを日々活発に議論し、学生との
意見交換会、答案練習会の実施及び勉強合
宿の企画等様々な試みを行っています。
　また、金沢大学・金沢大学法科大学院出
身の法曹により構成された金沢大学法曹会
という組織があり、同会に所属する弁護士が
月に２回、事前に学生に解いてもらった本試
験の過去問の添削及び解説を行なう自習支
援を行っています。
　合格に必要な基本的知識は、一朝一夕に
は身に付きませんが、論文式試験の答案の書
き方も同様です。また、知識も事案の中で使

いこなせなければ会得したことにはなりません
ので、事例問題の検討を行い、知識の定着
及び精度の向上を図る上で学習会は有用だ
と思います。何より、本試験の問題は目指す
べきゴールであり、自身の学習進度と合格ま
での距離を確かめる意味でも重要ですので、
定期的なアウトプットの機会として自習支援を
利用していただきたいと思います。

　上記のとおり、幅広く事件を取り扱うことに
加え、人の人生に関わる以上は、多くの知識
情報を得て、絶えずアップデートしていかなけ
ればならないと思っています。弁護士として５
年目に入った今でもロースクールや司法修習
の同期と定期的に勉強会を行っていますが、
在学中にこのような同志を得られたことは代
え難い財産です。
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　高校卒業後、地元福井から東京の大学に進
学した僕は、順風満帆なキャンパス・ライフを
開始しました。ところが、弁護士になることを夢
見て学業に励んだのはわずか数か月、いつしか
学業そっちのけで大好きだった音楽活動に没頭
し、気づけば司法試験合格の夢は遠のいてい
ました。
　その後、何とか大学は卒業したものの、就職
もできず、一流企業で働く友人たちの姿をよそ
めに、背中を丸めて福井に帰りました。
　一度レールを外れた人間が軌道修正を行う
のは容易ではありません。アルバイトをしながら
自堕落な日々を悶々と送っていた僕は、一発逆
転してどん底の生活から這い上がるため、自分
の夢に再挑戦しようと決意しました。
　こうして僕は、金沢大学法科大学院の入学
試験を受け、社会人等の優先合格枠のおかげ
もあってか何とか合格し、３０歳目前にしてよう
やくレールに戻ることができました。

　金沢大学法科大学院のクラスメイトは、大学
卒業後にストレートで入学した人、会社を辞め
一念発起して入学した人、お子さんを育てる傍
ら弁護士を目指して入学した人、僕のように弁
護士になる夢を諦めきれずに入学した人など、
バックグラウンドも年齢層も様々でした。
　ストレートで入学した人とそうでない人（何か
しらブランクがあったり、社会人経験があったり
する人）の割合は半 く々らいであったように思い
ます。そのため、ブランクがあって３０歳目前で
入学した僕でも、気後れせずに勉強に励むこと
ができました。
　また、一学年の人数が少数であったため、先
生方との距離が近く、夜遅くに質問に伺っても
快く対応してくださったり、ときには食事に連れ
て行ってくださったりと、公私にわたり大変お世
話になりました。
　さらに、図書館や自習室を土日も含めて２４
時間利用することができ、夜型人間だった僕に
とってはとてもありがたく、２３～２４時ころまで
自習室で勉強していることが多かったように思
います。
　このような恵まれた環境の中で勉強に励み、
楽しいことも辛いことも含めて多くの経験をしな
がら、３回目の受験で何とか司法試験に合格す
ることができました。

　合格後は地元の福井で司法修習を行い、そ
のまま福井市内の法律事務所に就職して、弁
護士としての第一歩を踏み出しました。
　ただでさえ合格者が増加して就職難と言わ
れていた中で、３０代半ばでようやく司法試験
に合格した僕がスムーズに就職できたのは、金
沢大学法科大学院の実務家教員の先生に後

押ししていただけたこと、福井には相性さえ合
えば新人弁護士を雇いたいと考えている法律
事務所が少なからずあると思われることといっ
た理由が大きかったと思います。
　また、福井では、事務所の垣根を越えて、先
輩弁護士が後輩の面倒を見る土壌が残ってお
り、新人に対する研修も充実しています。僕も
諸先輩方から受けた恩を後輩たちに返していけ
たらと考えています。

　依頼者は、ときには生死にかかわるようなト
ラブルに悩み、その解決を求めて涙ながらに相
談にいらっしゃいます。事件の相手方の怒りの
矛先が弁護士に向くこともあります。そのような
依頼者や相手方と正面から向き合うのが僕た
ちの仕事であり、その精神的な負荷は決して小
さくはありません。
　また、事務所の営業時間中は、電話対応、
期日への出頭、打ち合わせ、弁護士会の会務
等のスケジュールが目白押しで、わずかな隙間
時間を使ったり、時には休日を返上したりして
書面を起案する必要があるため、常に時間に
追われているというのが実情です。
　そんな大変な仕事ではありますが、弁護士
は、法律の知識だけでなく、人間力を武器に、
悩みを抱えている方々を手助けすることができ
る素晴らしい仕事だと思います。
　そして、僕自身も、大学卒業後のブランク期
間や受験期間中に、辛く、苦しい経験をたくさ
んしましたが、そのような経験のある人間の方
が、弁護士に向いているのかもしれないと、今
では思っています。

　大学卒業後にブランクがあった僕にとって、
金沢大学法科大学院はレールに戻るきっかけと
なった大切な場所でした。
　一緒に勉強に励み切磋琢磨できるクラスメ
イトや、親身になって応援してくださる先生方が
いなければ、もともと怠惰な性格の僕が司法試
験に合格することはできなかったと思います。
　また、僕は、在学中、日本学生支援機構の
奨学金制度を利用して授業料や生活費を捻出
していましたが、現在は、「法学研究科法務専
攻奨学金」も創設され、経済的支援も更に充
実しているようです。
　僕のように夢を一度諦めかけた方やブランク
がある方も、是非、金沢大学法科大学院で勉
強に励んで、夢をつかみ取っていただけたらと
思います。

［ 現在の職種 ］
弁護士
（福井弁護士会）

●入学年：2009年
●修了年：2012年3月

館　悠平

入学するまで

弁護士として働くこと

僕にとっての金沢大学法科大学院

在学中の生活

福井での就職

Message　私は、金沢大学の法科大学院を修了し、現在、弁
護士として仕事をしている。
　私は、高校の頃から、漠然と法曹を目指してはいた
が、法曹がどのような仕事をしているのか、どのように
勉強をすれば法曹になれるのかといった具体的なこと
に触れずに、大学生活の大半を費消した。もっと早い
時期に、法曹に対する具体的なイメージをもっていれ
ば、より有意義な時間の使い方も可能であったのでは
ないかと今では考えている。
　本誌を手に取っている皆様の中にも、法曹という仕
事に興味がある方や、漠然となりたいと考えている方
もいらっしゃると思う。せっかく寄稿の機会をいただい
たので、私が法曹になるまでの過程や、私の仕事内容
を、少しだけご紹介し、司法試験までの過程や弁護士
についてのイメージを掴んでいただき、皆様の進路の
参考にしていただければと思う。

　私が、法曹を目指したのは、高校生の時だ。私は子
供のころから、あるドラマが好きだった。そのドラマは、
現実の警察組織と近い業務形態や実情を採用した作
風となっており、警察機構を会社組織に置き換え、署
内の権力争いや警視庁（本店）と所轄署（支店）の綱
引きなどをテーマにしたものであった。私は主人公の
現場の警察官ではなく、主人公を指揮する官僚組の
警察官に憧れていた。当時の私は、捜査機関の権力
に憧れていた。
　しかし、高校１年生のときに、事件は起こった。警察
官僚になるには、国家公務員I種試験（当時の名称、
現在は国家公務員総合職試験）を受ける必要がある。
その試験をパスするには数学が必要と聞いたが、私は
数学が致命的にできなかったのだ。このため、私は警
察官僚になるという夢をあっさり諦めた。結局、捜査（機
関への権力）への憧れを捨てきれず、捜査を指揮する
ことができる検察官を目指すこととし、大学進学の際に
は、法学部を選択した。

　上記の経緯で、大学の法学部に入るが、私は、サー
クルにも入らず、部屋で友人と交流を深め続けた（有
り体にいえば遊び惚けていた）。
　しかし、大学３回生の際、最も仲の良かった友人（今
でも人生の目標であり、私にとっての師である）が、自
分と遊んだ後に図書館でしっかり勉強していることに衝
撃を受け、私も３回生後半ぐらいから、法科大学院に
入るための勉強を始めた。その友人が、法科大学院を
目指すと言わなければ、今の私はなかっただろう。その
友人に追いつこうと勉強したところ、金沢大学法科大
学院に合格することができた。

　入学後は、すでに司法試験の答案作成の練習を始
めている同期たちの積極的な姿勢に驚いた。金沢大学
法科大学院では、自習室と、自分の席を与えられる。
同期たちは、授業が終わった後も、帰宅せず、予習や
司法試験にむけて勉強に励んでいた。
　私はというと、授業が終わった後、自習室に荷物を
置き、すぐに帰宅していたが、私が帰った後も、自習室
に残って勉強に励む同期の姿はまぶしかった。そんな
同期たちの姿をみるうちに、私も自習室で勉強をする
ようになった（帰宅時間は相変わらず早かったが）。や
る気にあふれた同期に囲まれて勉強できたため、自分
のやる気も持続した。また、自習室や図書館が２４時
間利用可能なため、好きな時間に勉強できる点が非常
に有難かった。
　また、私は人より、答案練習を始めるのが遅かった
ため、卒業まであと１年となった段階でも、全く答案練
習をしていない苦手科目があった（司法試験において

は選択法も含めて７法の試験科目があるがこのうち３
科目が答案練習は手つかずだった）。私は、自分の苦
手科目を克服するべく、教員の部屋を訪ねて、答案を
見てもらいたいと頼んだ。私を１年程度で、司法試験
で戦えるレベルに鍛えてくれとお願いしたところ、嫌な
顔もせずに、週に２回も３回も添削に付き合ってくれた。
　これは教員と学生の距離が近い金沢大学法科大学
院だから可能なことであって、学生の数が多いところで
は、教員の時間を一人の学生が長期間独占することは
困難であったことだろう。
　そんなこんなで、多くの人々の力を借り、法科大学
院修了後の司法試験において、無事、合格することが
できた。

　私が司法試験に合格した経緯は上記の通りであり、
私は、私一人の力で合格したわけではない。大学時に
は、公私ともに私にいろいろなことを教えてくれた友人
が、大学自体においては、同期の友人や教員が、私を
司法試験に合格できるレベルまで、引っ張ってくれた。
　少しでも司法試験を目指したいと考えている人がい
れば、同じ思いをもつ友人や教員に相談してみるとい
いだろう。時には、知らない人間の輪に入って、仲間を
探す努力も必要かもしれない。
　私は、昔から、「仲間？そんなものは幻想だ。」という
思春期を拗らせた考え方をしていた。そんな私が言う
のであるから、信頼できる友人、仲間、及び師を見つ
けることの重要性や、そのような人 と々会える環境を見
つけ出すことの重要性は理解してもらえると思う。是
非、自分をレベルアップさせてくれる友人や、環境を見
つけてほしい。

　残りの頁で、私が司法試験合格後、弁護士になった
経緯等を簡単に紹介する。司法試験に合格した後は、
裁判所、検察庁、弁護士事務所を順番に巡り、実務
研修を受けることができる。その際、私は、今、自分が
勤めている事務所の所長弁護士の指導を受け、弁護
士という仕事の魅力に触れることができた。
　私の所属する事務所は、金銭の貸付けや賃貸借契
約終了に伴う部屋の明渡し等の一般民事、離婚や遺
産の家事事件、破産事件、労働事件（雇用者側も労
働者側もある）及び刑事事件等々とにかく雑多に依頼
が舞い込む。
　事件の数だけ人がいて、その人たちは大なり小なり
困っている（たいていはとても困っている）。そのような
人々に寄り添い、依頼者に感謝されている指導担当弁
護士の姿をみて、憧れた。やりがいがあって楽しそうだ
と強く思った。

　テレビやドラマのように、法廷で華々しく熱弁をふる
うことは滅多にない。主な業務は、依頼者に代わり、法
的な主張を行う書面を作成し、裁判所に提出すること
である。
　膨大な資料をまとめて、裁判所にわかるように証拠
化し、事実を立証する仕事は、根気がいるし、投げ出
したくなることも多々ある。だが、そのような地道な作
業を経て、依頼者の利益を守れた時は、充実感と達成
感を得ることができる。
　私は、上述した通り、昔は権力に憧れて、人のため
に仕事をするといった発想をそもそも持たない人間で
あった。しかし、弁護士修習において、今のボスの指導
を受け、短いながらも一緒に仕事をさせてもらい、価値
観が一変した。
　私は今、仕事にやりがいを感じ、楽しく生きている。
　法的な知識を使って、人の役に立ちたいと考えてい
る人は、司法試験合格、そして法曹になることを是非
目指してみてほしい。責任は大きいが、その分、やりが
いのある仕事をすることができるだろう。

［ 現在の職種 ］
弁護士
（富山県弁護士会）

●入学年：2012年
●修了年：2014年3月

有澤　和毅

はじめに

法科大学院入学まで

大学での生活

法科大学院入学後

以上の経緯から伝えたいこと

司法試験合格後

弁護士になった後

Message

0807
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てしまっていたので、それを本番の試験に繋げるための予習の

仕方だったり、課題の利用の仕方だったりというのをもうちょっと

やっていたら良かったなと思っています。

山本　２年生の時は、自習支援の討論の場というのがあるので

すけれども、答案だけ出して添削だけもらってという形で活用し

ていました。３年生になって、実際に先生と討論してということを

割とやっていたので、自習支援はよく活用していました。

湊　私も、自習支援は積極的に利用していました。チューターに

ついては、過去問の分からないところを聞くことなどに利用したこ

とがあります。

山本　やはり１科目につき、2時間又は3時間しか解答時間が

ない試験なので、確実に合格するためには、相当な処理速度が

求められていると思います。

小平　本番の試験に対応するための勉強を心がけるという意識

が重要だと思っています。特に、私は試験を2回受けているので、

1回目と2回目で意識を変えたのが、自分の知識を答案に表現

するスピードを上げるために暗記というのも必要だと気づいたこ

とです。具体的には、解答に際しての処理のスピードを上げるた

めに、私の場合は、まとめノートみたいのを作成して、それを何

回も反復して回すというのをやっていました。

佐々木　私も、複数回試験を受けたのですけれども、途中で勉

強方法を変えた点としては、なるべく時間内に練習問題を出す

時でも書けるようにすることを意識して勉強していたかなと思い

ます。時間内に書けないと結局理解していても点数は出ないの

――合格おめでとうございます。この中には１度目の受験で見

事合格された方もいらっしゃいますが、皆さんにとって、法科大

学院での学習はいかがでしたか？

佐々木　基本的に全ての授業が私には役に立ちました。授業で

配布されるレジュメとかも直前まで使っていましたし、試験本番

に持って行った科目も実際にありました。

小平　私は未修者として入学したので、特に１年生の講義の授

業を通じて習得した基礎知識が、本番の試験でも役に立ちまし

た。入学時から自分なりに一生懸命に、授業の予習と復習をやっ

ていたので、それが最後まで活用できたかなと思っています。

湊　２年生からの演習科目で、先生に答案を添削してもらい、自

分の答案の良い点と悪い点をそれぞれ指摘してもらったことで、

学習におけるアウトプットの大事さに気付かせていただきました。

山本　私の場合は、大学院の授業が直接、司法試験の役に立っ

たかというよりかは、自主ゼミで過去問を頑張って解くための知

識や、前提の書き方を、授業を通じて教えていただいたと感じて

います。具体的な事案をどのように処理するのかについての前提

を学べたという意味で、すごく役立ったと思っています。

山本　私の場合は、演習の授業では絶対に毎回1度は発言す

ることを目標にしていました。出来るだけ全部の科目の全部の範

囲について自分なりに発言できるように、その部分の予習をしっ

かりしていました。

小平　自分の場合は対照的なのですけれども、とりあえず先生

に出された課題というのを、次の授業までにやってきてねという

のを、ある程度準備して授業で答えられるようにするくらいの予

習をしていったという感じです。ただ、授業のための予習で終わっ

で、そこは重要だったかと思っています。

小平　私は、地元で弁護士になって、専門分野に偏らないでい

ろいろな事件を処理したいと思っています。ただ、現時点では具

体的なプランは決まっていないのですが、ひとまず修習に行って

みて、裁判官や検察官の仕事も見た上で、自分の進むべき進路

が見つかったら、それに向けて頑張ろうと考えています。

湊　私も、全く一緒で、法曹三者のどれになるかは、まだ決め

かねているのですが、今は知り合いの弁護士の方にも、裁判官

や検察官もやり甲斐のある仕事だと言われているので、そうな

のかと思いながら迷っている状態です。

山本　私は、弁護士志望ということで決めていて、独立開業した

いというのが昔からの夢です。また、この職業で独立開業となる

と、やはり地元で開業したいなと強く思っています。

佐々木　私も具体的な分野は決まってはないのですけれども、

現時点では弁護士を志望しています。

小平　まず、司法試験は長丁場なのでまずは健康第一で、その

中で勉強を地道に続けていれば誰でも合格のチャンスはある試

験だと思います。あとは、自分なりにストレス解消法を見つけた方

が良いと思います。私の場合は、定期的な運動、サウナ、温泉な

どに行ったりして、ストレスを解消していました。

湊　私は、正直、司法試験を受ける直前まで、こんなに難しい試

験に受かるわけないと思っていたのですけれども、最終的に何と

かなったので、後輩の皆さんも、最後まで諦めないで勉強してい

ただきたいなと思います。 CONGRATULATIONS!

　金沢大学法科大学院で学んだことは弁護士業務においてとても役立っています。
　大規模な法科大学院と異なり、小人数であるため、必然的に教員からの質問に回答
する回数が増えます。教員からの質問に対して十分に回答するにあたっては、単に
基本書等を読んだり予習課題をこなしたりするだけでは足りず、素早く質問の意図を理解
し、自分の頭の中において予習した知識を素早く整理して自分の考えをまとめ、分かり
やすく説明する、ということが必要となります。弁護士として日々 依頼者や相手方と接する
にあたっては、感情面等々様 な々要素も考慮しなければならないため、より高度のレベル
が求められますが、金沢法科大学院でその素地を身に着けられたと感じております。
　これから入学される方には、自然豊かな環境で、有意義な時間を過ごしていただけ
ればと思います。

2012年　金沢大学法科大学院入学（短縮コース）
2014年　金沢大学法科大学院修了
2014年　新司法試験合格、第68期司法修習生
2015年　弁護士登録
　　　　山﨑法律事務所入所

弁護士

井奈　尚史 INA Naofumi

地元で活躍する修了生　Graduates Message

司法試験合格者座談会

湊 拓馬（2020 年度修了生） 山本 圭佑（2020 年度修了生） 佐々木 花乃子（2018 年度修了生） 小平 陽介（2019 年度修了生）

授業の予習や復習は
どのようにされていましたか？

山本　強いて言うならば、法科大学院の入学後から、司法試験

の受験まで、やる気の維持に努めてほしい、気を払ってほしいと

思います。例えば、法科大学院に入学してから、実際に司法試

験を受験するまで、標準コース入学者の方ですと最低３年かか

るわけですが、それでも、入学時のモチベーションを維持しつつ、

試験本番にちゃんと力を出さなければいけないのだということを、

今のうちから意識して欲しいです。

佐々木　金沢大学法科大学院は、少人数制で、学生と先生との

距離が近く、些細なことでもすぐに相談できる環境にあると感じて

います。困った時は、なるべく積極的に先生や周囲の方を頼るの

が、私はいいのではないかなと思います。

――どうもありがとうございました。皆さんの今後のご活躍を

心より祈念しております。

弁護士会による学習支援制度は
積極的に活用されていましたか？

ところで、皆さんは将来どのような
法曹になりたいと思っていますか。

それでは最後に、
後輩に一言メッセージをお願いします。

最終的に、司法試験に合格するとしない人
の違いは何だと思われますか？
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データは全て標準コース・短縮コースの総数

主な出身大学（２名以上） 出身学部系統の割合 社会人・他学部の割合 男女比率

人数出身大学

金沢大学

中央大学

東京大学

立命館大学

日本大学

名城大学

２１

４

２

２

２

２
※受験時の居住地

法学
84%

理系 5%文系
（法学以外）

11% 社会人・
他学部

それ以外
70%

男性
62%

女性
38%

2023 年度入試の大まかな流れは、次のとおりです。詳細は、学生募集要項をご覧ください。

■入学に際して必要な経費 入学料：282,000円（予定）
授業料：（前期分）　402,000円（予定）
　　　 　（年　額）　804,000円（予定）

注1：左記は予定額であり、入学時又は在学中に入学料・授業料が改定された場合に
は、改定時から新入学料・新授業料が適用されます。

注2：左記以外にも必要な経費がかかる場合があります。詳細については、合格者に送
付される「入学手続要項」等の書類を参照してください。

標準コース（未修者対象）
短縮コース（既修者対象）
社会人特別選抜

出　願　期　間

9月22日（木）

8月27日（土）

2023年1月6日（金）～1月１6日（月）必着

入　学　手　続

合　格　発　表

入　学　試　験　期　日

A 日程
 （金沢会場･東京会場･新潟会場）

標準コース（未修者対象）

短縮コース（既修者対象）

出　願　期　間

11月17日（木）

10月22日（土）

合　格　発　表

入　学　試　験　期　日

B 日程
（金沢会場･東京会場･名古屋会場）

標準コース（未修者対象）

短縮コース（既修者対象）

出　願　期　間

2023年1月5日（木）

12月10日（土）

合　格　発　表

入　学　試　験　期　日

C 日程
（金沢会場･東京会場･大阪会場）

標準コース（未修者対象）

短縮コース（既修者対象）

2023年2月下旬～3月上旬頃
（合格通知の際にお知らせします）

出　願　期　間

2023年 2月16日（木）

2023年 2月4日（土）

合　格　発　表

入　学　試　験　期　日

D 日程
 （金沢会場･東京会場）

出身県

石川
43%

9%

富山･福井
新潟・長野

北海道・東北
 3%

九州 5%

7月27日（水）～8月3日（水）
必着

9月21日（水）～9月28日（水）
必着

11月17日（木）～11月24日（木）
必着

2023年
1月4日（水）～1月11日（水）必着

過去 3 年間の合格者の状況

飛び入学について入試の流れ
　いわゆる「飛び入学」の出願が可能です。学士課程３年次の方でも受験できます。
　本法科大学院入学時（2023年 3月31日まで）において大学の在学期間が３年以上となる方又は３年以上になる見込みの方で、
本法科大学院の定める単位を優秀な成績で修得したと認められる方に受験資格があります。

試験場について

　本法科大学院が所在する金沢の他に、東京等でも試験を実施します。また、社会人特別選抜についてはオンライン方式での試験
実施も予定しています。詳細は、本法科大学院 Web ページをご覧ください。

Web 出願について

　出願手続きはWeb ページより以下の流れで行います。

併願について「条件付合格」にかかる取り扱い

　同じ日程の標準コースと短縮コースを併願することができます。

社会人特別選抜について

　入学検定料が２倍になることはなく、いずれか一方のコースのみ出願した場合と同じです。ただし、日程の異なる入試に出願する場
合には、それぞれについて入学検定料が必要です。

　本学が定める「社会人」に該当する方を対象に、社会人特別選抜入試を行います（実施日程は A日程のみ）。 本学入学時において、
大学卒業または大学院修了後１年以上が経過しており、学業以外の活動に従事した経験を有する方に出願資格があります。

●本法科大学院の定める単位について
３年次前期までに卒業所要単位数の７０% 以上を修得していること。

●入学検定料について

　短縮コースの入学者選抜試験の合計点で合格最低点に僅かに達していない者は、すべての科目が合格基準点に達しており、かつ、
別に定める再試験基準点に達していない科目が１科目である場合には、短縮コースへ条件付合格とします。
　短縮コースに条件付合格した者は、法律専門科目試験において再試験基準点に達していない科目についてのみ単位認定試験を受験
し、これに合格すれば当該科目も含めて法学既修者認定をします。
　単位認定試験の結果が不合格である場合、短縮コース２年次に入学後、１年次向けの当該科目を履修しなければなりません。ただし、
履修しなければならない１年次向けの科目の単位数が６単位を超える場合、短縮コースの合格が取り消されます。

●条件付合格について

　合否判定は、まず、短縮コースについて行われます。短縮コースに合格した方については、標準コースの合否判定は行いません。
短縮コースで不合格になった方についてのみ、標準コースの合否判定が行われます。短縮コースが不合格でも、標準コースに合格す
ることがあります。

●合否判定について

●優秀な成績について
修得した単位の６０% 以上において、「優」、「Ａ」、または「８０点以上」の評価を得ていること。

https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/本法科大学院のＵＲＬ

30%

11%

7%

近畿4%

関東 
18%

入　学　手　続

Web サイトへ
アクセス

募集要項の確認 登録 入学検定料の
支払い

証明写真の
アップロード

出願書類等
の印刷

出願書類等の郵送
（書留速達）

東海
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法学・政治学専攻（修士課程）について

コース詳細 カリキュラムの概要及び特徴

科目詳細

法学・政治学専攻の教員が担当する科目は次の通りです。

法務専攻との関係

修了要件

法務専攻と法学・政治学専攻の学生は、

●法務専攻と法学・政治学専攻の共通科目群の科目を履修することができます。
●法曹から法学研究者へ、あるいは法曹や法学研究者から高度専門職へと進路変更を希望する場合には、柔軟に対応が可能な体制
　があります。
●修了後に博士後期課程への進学を予定している者は、法学・政治学専攻の「論文指導」が履修できます。

入試の種類

　法学・政治学専攻では「一般選抜」と「特別選抜」があります。「特別選抜」には社会人選抜・短期在学型選抜・留学生選抜・
学内推薦選抜・台湾協定校選抜・日本教育研究センター修了生特別選抜・英語選抜といった出願者の多様な背景に応じた選抜があ
ります。詳しくは入学試験に関する募集要項を参照してください。
　また選抜方法は研究コースと高度専門職コース（研究計画についてのプレゼンテーション）により異なります。これについても詳しく
は入学試験に関する募集要項を確認してください。

博士後期課程への接続

　研究者を志望する方等は、金沢大学大学院人間社会環境研究科人間社会環境学専攻法学・政治学コースに進学することもできます。

学習支援

法学・政治学専攻には 2 つのコースがあります。

■法理学
■日本法制史
■東洋法制史
■外国法
■憲法
■行政法

＊短期在学型入試に合格し入学した者の標準在籍期間は1年です。
＊いずれのコースにおいても、2年以上の在籍の要件は、優れた業績を挙げた等一定の基準を満たした場合に、1年以上となります。
＊金沢大学の法学類生は、科目等履修制度により、大学院の科目を一定数まで先取りして履修することができます。修得した単位は、
  法学・政治学専攻に進学後、修了に必要な単位の一部として認定されます。

研究コースの修了要件は、以下の通りです。
●2年以上在籍し、所定の科目を30単位以上取得すること
●修士論文の審査及び最終試験に合格すること

高度専門職コースの修了要件は、以下の通りです。
●2年以上在籍し、所定の科目を30単位以上取得すること
●修士論文または調査の結果をまとめたリサーチペーパーの審査及び最終試験に合格すること

研究コース 高度専門職コース

■高度専門職コース

■国際法
■刑法
■税財政法
■刑事訴訟法
■労働法
■社会保障法

■民法
■民事訴訟法
■商取引法
■会社法
■国際私法
■国際取引法

■経済法
■知的財産法
■公共政策論
■地方自治論
■行政学
■計量政治学

■政治思想史
■政治コミュニケーション論

●院生研究室を24 時間 365日利用することができます。

●法学類図書室を24 時間 365日利用することができます。

●働きながら学ぶ方等は、長期履修制度を利用することができます。
　長期履修制度においては、標準修業年限を2 年半以上 4 年までに延長することができます。

●教育上特別の必要がある場合には、夜間その他特定の時間・時期において
　授業・研究指導を受けることができます（大学院設置基準 14 条特例制度）。

法学研究科の「法学・政治学専攻」と「法務専攻」の科目体系の模式図

社会における具体的な法的・政策的課題を
もとにしたプロジェクト研究やリサーチペー
パーの執筆に取り組みます。

■研究コース

指導教員の下で専門的知識を習得し、研究
会での報告と議論を通じて自らの思考と論理
性を磨きます。そこから得た知見をもとに修士
論文を執筆します。

法学研究科

法学・政治学専攻 高度専門職コース

研究コース

法務専攻
（法科大学院）

高度専門職業人

●企業法務部門職員
　（パラリーガル）
●公務員
●税理士  　等

法学・政治学分野の
研究者を目指し博士後
期課程に進学

●研究指導科目
　（論文指導）

●理論研究科目（演習）
税財政法演習など

●研究会科目
研究会
（公法学・社会法学）など

●専門基礎科目（特論）
税財政法特論 など

●基盤科目群
研究者倫理 など

修
士
2
年

修
士
1
年

専
門
職
3
年

専
門
職
2
年

専
門
職
3
年

専
門
職
2
年

専
門
職
1
年

法学・政治学専攻（M） 法務専攻（P）※法科大学院

●法律基本科目
民・刑総合法学
演習 など

●実務基礎科目
クリニック・
模擬裁判 など

●法律基本科目
行政・
民刑訴演習 など

●実務基礎科目
法曹倫理
エクスターンシップ など

●法律基本科目
憲・民・刑・商法

研究科共通科目
法学・政治学専攻と法務専攻（法科大学院）との共通科目

※合同開講

展開・先端科目

●租税法Ⅰ、Ⅱ
●消費者法
●法医学
●医事法
●紛争とその法的解決Ⅰ、Ⅱ

●ビジネス法務
●交渉学
●法律外国語研修
●インターンシップ など

基礎法学・隣接科目

●選挙管理法制
●危機管理・復興法制
●政策法務 など

未
修
者

コ
ー
ス

既
修
者

コ
ー
ス

（博士後期課程は進学状況等を見て設置を検討）

各
大
学
の
法
曹

コ
ー
ス
卒
業
者
等
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https://knzwls.w3.kanazawa-u.ac.jp/houmu/

人間社会系事務部学生課入試・学生募集係
TEL.（076）264-5600～5602　FAX.（076）234-4167
E-mail：n-nyusi@adm.kanazawa-u.ac.jp

　 

●入試に関するお問い合わせ先

人間社会系事務部学生課大学院・留学支援係
TEL.（076）264-5457　FAX.（076）234-4167
E-mail：n-daigakuin@adm.kanazawa-u.ac.jp
 

●カリキュラムに関するお問い合わせ先

金沢大学法科大学院
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金沢大学法科大学院

紹介映像

スマートフォンで
かざしてお試しください

①最初にcocoAR2 アプリを端末にインストール

「cocoAR2」を使って動画を見る方法

iPhone/iPad▶AppStore からダウンロード　Android▶Google Play からダウンロード

②アプリを起動し，画面左下の　　　 マークをタップします。

③上の画面の画像をスキャンします。

囲まれたエリアにカメラを向けて
ピントが合うのを待ちます。

＊画像に光が反射しない環境でスキャンして下さい。
　［閲覧環境］iPhone/iPad・Android　［アプリ動作環境］iOS6以上・Android4.0以上

スキャン

JR 金沢駅兼六園口（東口）7番乗場から北陸鉄道バス 91（平日のみ）・93・94・97
金沢大学（角間）行き「金沢大学」バス停（終点）下車。所要時間 37分




