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第２章 科目紹介（必修）  

法科大学院の授業を一挙紹介！法科大学院の授業はどのように行われているの

でしょうか？２００８年度受講生が、２年生の科目について、感想を交えて紹

介します。もしかしたら、学習効果を高めるコツなどが見つかるかもしれませ

ん！  

 

＜＜＜＜夏夏夏夏        学学学学        期期期期    ＞＞＞＞    

１、上 級 憲 法  

この先生の授業！ 石川健治教授  

薬事法判決・森林判決の精読を通じ、ドイツ流の三段階審査の方法と比例原則によって天下

り式の二重の基準論・芦部マニュアルに疑問を呈するところから始まり、表現の自由、政教分

離の順に検討し、「平等論の最前線」やdignitary harmの憲法論でクライマックスとなる。期末

試験は、表現の自由の範囲から出題された。石川教授は、徹底した理論教育によって立法者と

しての素養を身につけてもらうことも講義の目標の一つとされており、憲法学における伝統的

通説の再検討（破壊と再構築）を迫る。従来の学説がみるみるうちに粉々になっていくスリリン

グな授業を、ぜひ思う存分堪能していただきたい。 

講義は概ねケースブックの設問に即したソクラテス・メソッドにより進められる。そこで予

習ではケースブックの判例に目を通し、そこに引用された参考文献に目を通すことが必須とな

る。講義で扱われる内容のレベルは高く、基本書レベルで対応できない部分も多く、特に原理

論の部分では法哲学の分野や外国文献が参考文献として掲げられることもあった。指定教科書

はなかったが、芦部憲法・長谷部憲法の人権論部分は予め開講前に読んでおくことが望ましい

だろう。この授業を受講した後に芦部憲法を読めば、薄い教科書の厚い行間が見えるようにな

ってくる。  

 薬事法判決の読み方や三段階審査論については、小山剛『「憲法上の権利」の作法』（尚学社，

2009）が良い参考になる。2007-2009年の法学教室に連載された「憲法の解釈」（特に石川教授執

筆分）は必読。教授の問題意識や講義の狙いがよく分かる。余裕のある方は、「憲法解釈学にお

ける『論議の蓄積志向』―『憲法上の権利』への招待」（法律時報74-7,60頁）等も参照して、

試験では違憲審査基準論でなく、権利侵害—保護範囲—違法性阻却の論証方法に挑戦してほし

い。 
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この先生の授業！ 長谷部恭男教授  

【教科書・参考書】  

 『ケースブック憲法［第２版］』を使用。適宜『憲法 判例百選Ⅰ・Ⅱ［第５版］』を授業内で参

照する。また、教科書指定はされていないが、長谷部教授の『憲法』 が手元にあると参考にな

ることが多い。 ただし、長谷部教授ご自身が「オルタナティヴな教科書」と位置づけられてい

るように、芦部等の標準的テキストを理解していることが前提となる。 

【授業内容】  

週１回の授業で精神的自由（第１～６回）、経済的自由（第７、８回）、人身の自由（第９回）、

社会権（第１０回）、その他の憲法上の権利（第１１、１２回）、 政治過程（第１３回）をカ

バーする。各回の授業範囲はかなり広大で、内容的にも著名判例の解説に始まりメディアをめ

ぐる問題など現代的な問題もカバーされている。また、ケースブックの設問も（見ての通り）漠

たる問いかけや一見しただけは題意が把握しにくい設問など難問が多い。加えて、昨年度は設

問の指定がなく、進度も不明確であった。従って、決して予習がしやすい科目とは言えない。 

もっとも、長谷部教授はさほど厳しい追及をされるわけではないので、その場で考えて発言

し、あとは復習に力を入れたほうが効率的である。 

なお、一見雑談と思われる話の中に相当重要な憲法論点を織り込んだりされるので、注意が

必要である。 

 

この先生の授業！ 宍戸常寿准教授  

 ２００９年夏学期から上級憲法を担当。今年度、一橋から本学にいらっしゃった。色々なロー

スクールなどで教鞭をとった経験から、授業の進め方はとても巧みである。 

【教科書・参考書】  

 ２００９年では『ケースブック憲法［第２版］』、『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ［第５版］』を使用。

先生がレジュメで指定する判決については、原文を持参して細かな検討を行う。法学セミナーの

宍戸先生の連載「憲法 解釈論の応用と展開」（２００８年４月～）は必読！小山剛『「憲法上

の権利」の作法』（尚学社，2009）も授業の理解の助けになる。  

【授業の進め方】 

授業はレジュメに沿って行う。あらかじめ指定した設問について、先生がランダムであて、ソク

ラテスメソッド方式で行われる。予習の量は、他の先生の上級憲法に比べ断トツに多いので注意。

新司法試験を解く上での注意点など「受験」についても色々教えてくださる。試験の採点は辛い。 
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２、上級刑事訴訟法  

この先生の授業！ 大澤裕教授 

上級刑事訴訟法は、二年時以降に配置されている必修科目の中で唯一の四単位科目であり、

学生は予習に 多くの時間を割くことになる。もっとも、他科目と比べて具体的な設問が多いの

で、予習がしにくいということはないはずである。  

大澤教授はスタンダードな授業をされるので、安心して授業を受けられた。また授業後にＴ

ＫＣに重要度を付した上で参考文献を示して下さるので、それらを活用することでより深く、

またより効率的に授業の内容の定着を図ることができる。 試験問題はオーソドックスな問題で

あった。基本を問う姿勢は過去の試験問題とも共通するものであり（ただし本年も同じ傾向を示

すとは限らないが）、基本的事項についての正確な理解を怠らないことが重要である。なお有斐

閣アルマ・シリーズの『刑事訴訟法』（第３版近刊）は入門書という位置付けではあるが充実し

た内容を誇っており、使用している人も多い、お勧めできる一冊である。  

教授ご自身が一方的に話す講義形式ではなく、基本的にソクラテスメソッド中心で進行して

いく。具体的には学生を逐一指名して設問に対する解答案を述べさせる形式で行われる。学籍

番号順に満遍なく指名されるため、１学期の授業内で４～５回（？）は発言の機会が与えられる

ことになる。答えによっては厳しく叱られることもしばしば。でも、間違えるのは学生の特権

なので、怒られてもそれほど気にしないでくださいね。 

 

この先生の授業！ 川出敏裕教授  

あらかじめ指定された設問を原則順番に進めていきます。授業1回分に指定された設問をほぼ

すべて、予定通りに進めていくので、予習は正直大変です。ひとつの設問につき基本的にひと

り、もしくはふたりが当てられ、正答が導きだされるまで、さまざまな方向から攻められます。

回答者が厳しい立場におかれる場合もありますが、基本的な質問が積み重ねあげられていくこ

とで（川出先生は質問が非常にお上手です！）、ひとつの結論までの思考過程を丁寧にたどるこ

とができます。 

復習としては、まず先生が授業でおっしゃったことを完璧に理解するように心がけましょう。

自分にあった教科書がなにかあるといいかもしれません。また、授業で扱わなくても、先生が

「読んでおいてください」とおっしゃった判例は重要、かつテストに出る確率も低くはないので

読むようにしましょう。 

川出先生はお疲れのときでも嫌な顔ひとつせず、どんな質問にも答えてくださいます。復習

していろいろ考えたことをぶつけてみるといいのではないでしょうか。 

授業とは関係ありませんが、川出先生は（授業でのやや厳しい雰囲気と、質問や飲み会に来て

いただいた時の気さくで優しい雰囲気のギャップからでしょうか）ロースクールでファンの多い

先生の一人（人気No.１な気もします）です。 
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この先生の授業！ 井上正仁教授  

２００９年、２００８年と上級刑訴は担当していませんでした。 

井上先生はとても温厚な方で、授業もわかりやすいです。あやふやな答えをすると穏やかにする

どい追及がなされるので、きちんとした予習を。基本科目刑訴では、学生を当てる順番はランダ

ムでした。パワーポイントで要点をまとめたものが授業後にＨＰにアップされ配布されることに

なると思います。また井上先生自身の著作で、授業に関係あるものもＰＤＦで配布してくださる

と思います。 

 

３、上級民事訴訟法  

この先生の授業！ 高田裕成教授 

まず，お名前は「たかだ」先生ではなく「たかた」先生とお読みします。 

先生はソクラテスメソッドを忠実に実践されます。学生の発言が多少的を外したものであっ

てもお構いなし。その発言を尊重され、それに基づいて議論を進めてみることもしばしば。従

って、まさに先生の授業は学生と共に作り上げられるもので、私達が受けた授業と同じ授業が

今年度も展開されることはあり得ません。授業ではぜひ積極的に発言を行いましょう。 

ただ、このような特質から、授業中にノートを取りにくい面があります。そこで、復習時に

その日どんな論点を扱って、どんな結論にたどり着いたのか、自分の理解がついていく範囲で

簡単にまとめておくとよいでしょう。未修出身で基本科目も高田先生クラスだった人は復習し

ておくのもよいと思います。 

試験では、先生が常々おっしゃる、「論理のスキップをしないこと」に留意すると、よい評価

を得られます。なお、一期生で先生からＡ評価を受けた人の新司法試験合格率は約９５％と非

常に高く、この傾向は二期生も同様だそうです。  

  

この先生の授業！ 松下淳一教授 

松下先生の授業はとてもテンポ良く進められます。基礎的な理解を前提とし、一歩進んだ発

展的な論点を扱います。授業のスタイルとしては、ケースブックに基本的に準拠し、判例の事

案・判旨のまとめ→設問の質疑応答・解説というのが基本スタイルです。当て方はランダムな

ので気が抜けません。 

松下先生は発展学習の理解はもちろんのこと、基本事項の正確な理解に注意されていたので、

「○○の定義は？」という質問も多かったです。定義などはなんとなくわかっているようで、い

ざ授業中聞かれると全く言葉が出てこないものなので、授業前に復習していくことをお勧めし

ます。 授業中、先生からの質問に詰まってしまっても、助け舟を出してくれるので、黙ってい

るより、「ヒントをください」と言ったほうが、好印象な様子でした。質問にもとても親切に対

応してくださり、どんな小さな質問でも嫌な顔一つせずに答えてくださいます。  
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 松下先生は、一歩進んだ理解のために、毎回の参考論文を事前に教材係に渡してくださり、

それを教材係がアップする形になります。参考論文は非常に参考になるので、少なくともテス

ト前までには読んでおくことをオススメします。また、復習にあたっては高橋宏志先生の『重点

講義民事訴訟法』の関連する箇所を読むといいと思います。勉強にあたって意識すべきこととし

ては、例えば争点効であればそれを肯定するメリット・デメリット、同様に否定するメリッ

ト・デメリットを論じられるようにするといったような、ひとつの論点についてどちらの立場

からでも論じられるレベルの理解を目指すことが挙げられるでしょう。 

 

この先生の授業！ 畑瑞穂教授 

授業は、事前にＴＫＣにアップされるレジュメに沿って進められます。基本的にはケースブ

ックに載っている判例及び設問を扱いますが、テーマによっては最新判例や設問が追加される

こともあります。畑先生は基本事項の正確な理解を重視される方なので、授業においても基本

事項の確認に相当程度の時間が割かれます。そのため、予定範囲が終わらないことが多かった

です。残念なことに、授業で積み残された部分のフォローはなされないので、復習の際に自分

で補う必要があります。当て方は座席順で、追及はさほど厳しくありませんが、一人あたりの

時間は長めでした。 

授業の予習としては、判例の事案と判旨のまとめ（授業で訊かれます）や設問の検討に加え、

基礎知識の確認が必須となります。その際、単に定義等を丸暗記するのではなく、具体例をイ

メージしていくとよいでしょう。復習としては、先生が授業中に深く掘り下げた論点について、

双方の立場のメリット及びデメリットを整理しておくとよいと思います。 

成績評価は辛めですが、期末試験では授業で扱った判例とよく似た事例問題が出題されるの

で、授業の復習を丁寧に行うことがそのまま試験対策になります。また、これは授業中の受け

答えにも共通することですが、抽象論に終始せず、問題文の事実に即して具体的に論じること

が求められているようです。 

 

４、法のパースペクティヴ  

この先生の授業！  木庭顕教授  

民集掲載判例を中心とした判例を毎回１～３件、下級審から予習（事案の事実関係を丁寧に読

みましょう！）として読みます。授業では、そこで予習した判例をもとに、事実関係の丁寧な分

析から、そこでの本質的な問題が何であるかに対して迫っていきます。  

「本物のソクラティック・メソッド」が体験できるのは木庭先生だけ、といっても過言ではあ

りません。発せられる質問は予測不可能ですが、心配は無用です。先生とのやり取りを通して、

問題が掘り下げられていくうちに、「法」の基層部分に到達します。現在の法学（特に民事法）

において中核をなす諸概念（なかでも「占有」・「善意 [bona fides]」が鍵）を初源的な意味か

ら問い直し、法律家としての「感覚」を身に付けることになります。  
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最初は戸惑うかもしれませんが、回を重ねるごとに輪郭がはっきりし始め、やがて授業に通底

する統一的な問題意識に到達します。基層に立ち戻りつつも、扱っているのは、現代的かつ日本

における問題であるのも特徴的です。ある先生のお言葉を借りれば、「東大ローに入って木庭先

生の授業を受けないのはもったいない」とのこと。学者・実務家を問わずあらゆる先生から敬意

を表される木庭先生。その授業を直接受けられるのはまたとない機会です。  

０８年・０９年度の試験形式は口述試験。７月末に行われました。試験対策としては、授業で

得た「感覚」を自分の中でしっかり反芻してみることです。具体的には、受講生同士で議論して

みるのがよいと思います。まず、楽しむこと。そして、忘れ去られた「問題」を「問題」として

嗅ぎつけられるようになること。そのような問題を引き起こした「社会構造」に思いを致すこと。

それらをふまえて、「法」はそうした問題に対してどのように立ち向かってきた（あるいは立ち

向かいきれていないのか）のかに迫ること。口述試験だからといって油断していては駄目で（不

可がつくこともあります）、しっかり授業で「木庭先生的」な物の見方を身につける必要がある

と思います（授業に出ていれば心配ありません）。 

全体を通じたアドバイスとしては、サッパリ分からないことがあっても、慌てないことです。

楽しむ余裕が大切です。落ち着いて、木庭先生のことばにじっくり耳を傾けましょう。なお、参

考文献的なものとして、木庭先生が法学教室に連載された「現代日本法へのカタバシス」（法教

259号～）があります。適宜参照するとよいかもしれません。これも、分からないことだらけかも

しれませんが、気楽に構えて読みましょう。 

 

この先生の授業！ 西川洋一教授 

 そのマニアックさは、まさに実学偏重のロースクール教育に対する挑戦であり、東大アカデ

ミズム法学の最後の砦といえよう。そもそも「教会法」という概念自体、リアルにイメージでき

る者が何人いるであろうか。しかし心配はいらない。ここではその教会法と近代法の切っても

切れぬ関係が、西川先生の格調高い講義（決して「授業」などと呼んではならない）、学生によ

る渾身のグループ発表により教会法のあらゆる側面を通して明らかにされる（かもしれない）の

だ。少しでも興味を感じたら、とにかく発表に参加することをお勧めする。講義の一部を担う

貴重な経験ができると同時に、講義全体が断然面白くなるはずだ。先生は学生の自主性を最大

限尊重される一方、こちらが求めれば常に親身に指導して下さり、筆者も発表の際どれだけお

世話になったかわからない。ただし期限・規則に関しては１９世紀ドイツ教授のごときお方な

ので、発表参加の申込みは遅れぬよう、くれぐれもご注意を。評価は期末のテストだが、問題

も講義と同じく奥深い。強いて言えば一学期で「近代法＝非・宗教」の固定観念をどれだけ覆せ

たかが、成績の分かれ目といったところか。   

 

この先生の授業！ダニエル･フット教授 

 授業はすべて英語。受講人数は２０名弱（海外在住経験がある学生が半数程度）。 

 ０９年度は１５名が受講。  
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 内容は、海外の研究者から見た日本法。刑訴法、労働法、会社法、法学教育、医療過誤、裁判

員制度等、様々な分野の 研究論文（英文）を読み、それについてディベートないしディスカッシ

ョンを行う。  

＜授業の流れ＞  

 事前に配布されるreading assignmentsを読み、それを元に、授業毎に割り振られている担当班

が主導となってディスカッションを行う。また、テーマによっては、ディベートやプレゼンのよ

うなものを数回行なう。いずれにしても授業外にて班で集まり準備するという作業が必須である。

よって、授業の準備のためにそれなりの時間を割かれることを覚悟しておくこと。英文を読むの

が苦手な人は若干キツい。  

＜先生＞  

 とにかく優しい。何か発言すればしっかりと拾ってくれ、議論を進めてくれる。ただ、何も発

言していないと容赦なく意見を求められるので、発言できる時にすかさずしてしまうことがコツ。

ちなみに、先生は日本語ペラペラだが、授業中に学生が日本語で何か言っても笑顔で無視され

る。 

＜成績評価＞  

 平常点（２０％）、小レポート（２０％）、最終レポート（６０％）で評価。 小レポートは、

７月の最終授業が締め切りで５ページ程度。最終レポートは、９月の夏学期定期試験初日が締め

切りで１５～２０ページ程度。いずれも英文。小レポートは追加リサーチ不要。最終レポートに

ついては各自でリサーチが必要。小レポートの内容は、授業で取り上げられたテーマのうちから

ひとつを選ぶ。最終レポートも、授業で取り上げられたテーマを糸口に、さらにリサーチをする。

毎回の授業のたびに、ディスカッションの内容や先生の講義の内容をメモしておくと少しは楽。

最終レポートに関しては、先生に相談すると参考文献を貰えたりもするので、早めにテーマ設定

をしておくと夏休みのテスト直前期にパニックにならずに済む。 

＜その他＞  

 人数が少ない分、和気藹々とした雰囲気でとても楽しい。フット先生やゲストスピーカーの先

生を交えて懇親会が開催される等、授業外でも会う機会（０９年度はサッカー観戦）が多かった

せいか、はたまた予習が辛かったせいか、学生の間に妙な連帯感が生まれる。 また、英語の訓

練にもなることは間違いなし。 

 

この先生の授業！ 太田勝造教授 

この授業では、心理学や生物学、経済学など、さまざまな学問の視点から法を見つめなおしま

す。一見、法律と関係ないのかなと思われるかもしれませんが、法が人間と人間の関係を規律す

るものである以上、人間の様々な営みと関連づけて考えることは非常に重要なのです。  

毎回多様な学問分野が紹介されるので、非常に幅広く、時には数式が出てくることも。一般教

養時代（人によっては専門課程・社会人時代）に身につけた知識のフル稼動が求められます。取

扱う分野が多いので、全回併せると相当な量になります。 基本的に授業は、①資料購読（参考文

献が配布され、各自予習で読んできます）→②授業で関連するゲーム試行→③先生からゲームの

意図およびその回の説明で構成されます。ゲーム試行は２～４人のグループで行うことが多いの

で、知り合いも増えますよ。どのゲームも試行自体は簡単なものなので、楽しみながら行うこと
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ができます。ゲームの結果は、次の回の授業で公表されます。そして、生徒数名が当てられて、

どのように考えたのかを発表していきます。前週にやったゲームの内容がうろ覚えの時は、あて

られるととても焦りますが、みなさん無難にこなされていました。おそらく成績とは関係がない

と思われます。 

最後に期末試験ですが、ここ５年間、ほぼ同一の形式が踏襲されており、分量は多いものの対

策は立てやすいと思います。心理学や生物学、経済学などの法律と違う分野をいかに法律と関連

づけて論じられるかが評価の分かれ目のようです。  

 

この先生の授業！ 海老原明夫教授 

民事訴訟における請求権や訴権の概念について、ドイツにおける訴権論の発展を中心に、文献

を読みながら考える授業です。授業の形態としては、毎回配布される資料（ビューローやヴィン

トシャイト等の論文を抜粋し、日本語訳したもの）を学生が音読し、質疑を通してその内容を分

析していくというものです。資料はその授業の冒頭で配布されるものをその場で読んでいくので、

特に予習の必要はありません。質疑も、民訴のごく基本的な知識が必要になることがありますが、

多くはその文献の表現をどのように解釈するかということが中心でした。ある意味で、法学とい

うよりは国語の授業に近いものかもしれません。テストは、授業で扱っていない文献を読んで、

問いに対して自由に論じるというものでした。授業で配布された資料とノートを一通り見直して、

授業の内容を踏まえた議論ができるようになれば、対策は十分だと思います。また、シラバスに

は参考文献として兼子一「実体法と訴訟法」が挙げられていますが、昨年は読まなくても特に支

障はありませんでした。  

請求権や訴権という、民事訴訟において重要な概念がどのように形成されてきたかについて学

び、日本における民事訴訟目的論との関係にも触れるので、民訴を学ぶ上で役立つ授業だと思

います。先生の質問もあまり厳しくなく、比較的自由な雰囲気の中で文献の解釈や訴権に関す

る学説の意味を考えていくという、法律科目とは違った頭の使い方を養える点で有意義な授業

だと思います。  

 

この先生の授業！ 北村・海老原・浅香・伊藤教授（翻訳） 

        本年度は、北村・海老原・伊藤・寺尾教授 

法パの中で唯一、４人の先生によるオムニバス方式で展開される、基本法律科目から離れ、普

段何気なく使われる言葉の意味を深く考察する等、特徴ある授業であった。予習等が求められる

ことはほとんど無く、詰め込みすぎていないカリキュラムのため、比較的ゆとりのある時間の中

で、おだやかに授業が展開される。日頃使いすぎた頭と疲れた心に、癒しを与えてくれる授業で

あること間違いなしである。各先生は扱う分野が全く異なる。北村先生は、翻訳学のさわりの部

分を、日本とフランス法の比較を講義形式で進められる。明治期日本における西洋法輸入時の翻

訳の問題等、比較的古いものから、現代の日仏の結婚観の相違などまで、時代と国を超えた世界

を堪能できる。海老原先生は、ドイツ法を中心に、講義形式で、資料を読み込んでいく。浅香先

生は、英米法と日本法における法律用語の意味の違い、国際会議における通訳、などをテーマに、
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講義ベースで授業が進む。伊藤教授はヨーロッパ法の条約の翻訳が辞書によっていかに違うか、

といったような内容を講義形式にて行う。ちなみに、伊藤先生のみ出席を取る。 

最終回の授業は、先生全員によるオールスター対談のような形になった。各分野のスペシャ

リストである先生方と意見交換できる機会など、めったにあるものではない。この機会をどう

ぞお見逃しなく。成績評価は、夏休み明けに提出するレポートによってなされた。「法と翻訳、

法制度の比較なら何でも可」との課題であり、前例としては、著作権の問題として洋楽の歌の歌

詞を訳した人もいたようである。自分の興味のある分野を翻訳と絡めて書くことで、準備も苦

になることはなく、勉強にもなったと思う。  

 

この先生の授業！佐藤岩夫教授 

「法律」というよりも、制度面から、非営利活動・NPOの意義・歴史・可能性について考えます。

法人法制や税制にも触れますが、あまり深く立ち入ることはありません。国際比較や具体的な

活動内容（各論）にも触れます。 

 予習課題として論文が出ますが、読んでいかなくても授業には対応できます。出席だけでは

加点されず、発言しないといけません。比較的少人数（２００９年度は２０人程度）で、先生は、

パワーポイントで講義を進めながらが、ときに立ち止まって、意見を求められたり、議論をす

ることがあります。発言する人はほぼ固定化されてきます。先生は、穏やかなジェントルマン

で、議論ではやさしく司会をし、議論の方向性を示してくださいます。 

 ６月頃、自分の興味のある or 関わってきたNPO等について、任意で発表する機会があります。

そこでは、履修者の実体験や興味関心を踏まえて、普段は聞けないようなNPOの内側・裏側に踏

み込むことができます。発表時間は短く、高度な内容が求められるわけではないので、少し調

べて発表してみるとよいと思います。ここでの発表が、レポート課題のたたき台になるので、

後々も楽になります。 

 受講年のレポートの分量は４０００〜８０００字でした。レポートや議論では、関わってき

たNPO等がある人でも、少し冷静になって、議論の流れ、レポートに求められていることをよく

考え、冷静に分析・発言してみてください。 

 この講義は、他の法パ科目と異なり、個別具体的なNPO(法人・活動)を素材にレポートを作成

することができるので、とっつきやすさという点で、レポートは書きやすく、自由度も高いと

思います。NPOについて研究する足がかりがほしい人、NPOについて客観的・論理的に分析した

い人はもちろん、そのような経験がない方でも、落ち着いた、ソフトな授業が好きという人に

おすすめです。授業・レポートの負担はほとんどありません。 

 

この先生の授業！井上達夫教授 

 この授業は、「公共性の視覚から法を見る」とのサブタイトルがついている通り、公共性に関

する議論（内容はシラバス参照）を柱として授業が進められていきます。科目やテーマの性質上、

抽象的な議論が多くなりがちですが、具体的な事例を交えて説明がなされるので、話のイメー

ジをつかむことができない、という事態に陥ることはないと思います。また、非常に楽しそう

に学生に話をする先生なので、授業は比較的穏やかな雰囲気で進みます。 
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「ソクラティック・メソッドは、生徒に予習をさせ、教師が楽をするシステムでよくない。本

来は教師がいじめられるべきである。」との先生の信念のもと、授業は基本的に講義の最初に配

布するレジュメに沿って先生が講義をする形式で行われます。ＴＫＣにアップされた文献を予

習として事前に読んでくることを求められていますが、内容が高度なものが多く、分量は比較

的多めです。ただ、その内容について基本的に当てられることはないため、予習段階としては、

その授業でどのようなことがテーマになっているのか輪郭を掴む程度に目を通す形で十分なの

ではないか、と思います。（正直なところ、全てを読まなくても、授業に対応することは可能で

した。）先生に上記のような信念があるため、講義中の質問には快く答えてもらえます。また、

09年度はオフィスアワーも設定されたので、疑問点をそこで先生にぶつけることも可能です。 

09年度は、成績評価に関しては、任意提出のレポート（Ａ４ ２～３枚程度）と試験の合算とい

う方式でした。ただ、学生の意見を聞きながら、とのスタンスですので本年度も同様の形式が

採用されるかは、定かではありません。試験は、授業で紹介された議論を参考にし、利用して、

現実の問題につき検討する、というスタンダードなスタイルであり、授業を聞いていれば、そ

れほど面食らうことはないか、と思います。 

現実の諸問題を考えるにあたり一つの視点を提示される、という点、また、夏学期の上級憲法

の内容ともリンクし、憲法の議論の理解にも役に立つ面がある、という点など有意義な授業だ

ったのではないか、と思います。 

 

 

５、民事系判例研究 

０９年の担当：森田宏樹教授、土屋文昭教授、高橋玲路准教授、 

小林俊夫客員教授、森脇純夫客員教授 

 

民事系の著名な判例を、一審から最高裁まで丁寧に 読み込み、そこで何が語られているのか、

判断の分水嶺となった事実が何であるかを検討し、その判例の射程を紐解いていく講義であ

る。  

講義を理解するためには、判旨そのものの読み込みはもちろん、百選等の解説・評釈を読んだ

上で講義に臨むことが求められるが、特に最高裁判所判例解説（調査官解説）をうまく活用され

ることをお勧めしたい。調査官解説には、実際の判決に直接関与した調査官の考えがわかりや

すく示されており、先生が学生に向けられる質問の多くについてヒントが示されている。調査

官解説もTKCにアップされるので必読である。  

試験は全クラス共通問題（先生によって＋αあり）で、複数の判例をその場で読み、その内容

理解を問う設問が主であった。試験においても講義中と同様、判断を分けた鍵となる事実が何

であるかを把握し、それをわかりやすく的確に表現できているかに重点が置かれていたようで

ある。限られた時間内で、無駄なく漏れなく鍵となる事実を拾うスキルの習得を意識して対策

するのがよいだろう。試験時間は３時間と、あまり馴染みの無い長時間の試験であるが、配布

される判例の量を考えれば、決してゆとりのある時間ではなく、時間配分には注意が必要であ

る。  
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ただ、前述のとおり、講義中では民法等の基礎的な知識について質問されることもあるし、試

験においても民法上の論点について考えを求められる出題があった。２年の夏学期には民法の

講義がなく、冬学期にもわずかに週１回の講義が設けられているにとどまる。 この機会に、基

本書などにも触れ、民法の基礎的な知識を押さえておくと、この講義の理解も深まり、先々の

自身のためにもなるだろう。 

６、ＲＷＤリサーチ ・ ライティング＆ ドラフティング 

０９年の担当：森脇純夫教授、高橋玲路准教授、寺本振透教授  

金子圭子客員准教授、行方國雄客員教授 

 

実務系科目初級として、様々な書面を作る知識と実践を学ぶ科目。「実務」の一端を見ること

ができる。不動産売買契約書・個人情報保護法に関する意見書・借地関係の事案の事案検討メ

モなど、学期中に数回レポートが課される。その締め切りの直前は他の科目の予習との両立が

大変である。しかし、判例・裁判例の適切な取り扱い方、契約書における条項の書き方、実務

における「学説」との距離のとり方など、弁護士・裁判官がどんな形で法律（主として民法）を

使っているのかがわかるようになる。レポート以外にも、教員への提出が求められていない設

問が授業中に取り扱われるが、これらについてもしっかりとメモを作っておくと、良い勉強に

なるはずである。  

試験はレポートの応用という感じであった。レポートの時にはじっくり考えることができるが、

試験では３時間という限られた時間の中で落ち着いて解答することが必要である。レポートを

作成する際に自分の頭で考えてしっかりと取り組むこと、講評を聞いた上で返却されたレポー

トをよく復習することが何よりの試験対策になると思われる。 

 

キャンパス内で迷わないために・・・   

本郷キャンパスマップ  

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_01_j.html  

 

～豆知識 ～ 

この法科大学院の建物を設計したのは 元東大工学部建築学科教授の槇文彦。  

槇の作品としては幕張メッセやテレビ朝日本社が有名。 いずれもガラスが印象的？  

 

 

＜＜＜＜冬冬冬冬        学学学学        期期期期    ＞＞＞＞        

７、上級行 政 法 

交告尚史教授  太田匡彦准教授  斉藤誠教授 
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この先生の授業！ 山本隆司教授 

山本教授の講義はケースブック『上級行政法』を用いて、設問に即したソクラテス・メソッド

で行われる。講義の前半は実体法と訴訟法のつなぎ目になる違法性の主張方法を学び、後半で

は国家賠償訴訟について学ぶ。上級科目全般に言えることだが、基本が分かっていることは前

提となり、用意された設問のレベルはかなり高い。  

講義中の指名については、一人当たりの回答時間が短いため、プレッシャーはさほど大きく

ないが、その分当たる頻度が高いので、毎回きちんと予習をしておかないと大変なことになる。

予習ではケースブックの長文の判例を４～６件ほど熟読し、設問への解答を用意するという作

業に尽きる。基本書（塩野・宇賀など）と引用された参考文献に当たれば一通りの解答は用意で

きるが、分量が多いので行政法の予習だけでまる１日かかることもあった。既修として入学し

てきた人にも行政法未修者は少なくないだろう、夏休みの間に基本書と百選を一読しておくこ

とを強くお勧めする。また、山本教授はややレベルの高い復習用プリントを用意してくださる

ので、応用的な問題についてまで勉強を進めたい人は、このプリントを活用すると良い。山本

教授は平常点による加点を行ってくださるので、普段の授業で積極的に発言すると良いだろ

う。  

  

この先生の授業！ 太田匡彦准教授 

一昨年度のランダムに当てる形式を改め、昨年度は、論点ごとに自主的に手を挙げた人が、

考えてきたことを発表するという形式が取られました。従って、当てられる恐怖からは常に解

放されていますが、一方でなんとなく授業を受けていると一度も手を挙げることなく全授業が

終わっているということにもなりかねません。また、例えば論点ひとつについて二人が手を挙

げた場合、一人は次の論点にまわされることがあります。手を挙げようと思う回は、他の論点

についてもじっくり考えてくることが必要です。 

先生の解説は当該事案の背景知識、諸学説、関連判例との整合性等、広範囲にわたる重厚な

ものですが、これらをマスターできれば、相当な力がつくでしょう。自主的に手を挙げる方式

であれば、急に当てられる心配はありませんが、行政法は特に判例をもとに授業がすすんでい

くので、予習を疎かにすると先生が何を言っているか全くわからないという事態が待っている

ことになります。最低限判例と教科書の関係する記述を抑えておくことが必要でしょう。成績

評価は、昨年度は辛かったようです。予習以上にしっかり復習をして、わからないところにつ

いて積極的に先生に質問に行く姿勢が大事になるのではないでしょうか。太田先生は質問には

本当に丁寧に答えてくださいます（執筆者は30分にわたり質問に付き合っていただいたことが

ありました ）。 

復習の仕方としては自分にしっくりくる教科書や調査官解説を使いつつ、授業で扱った判例

と先生のおっしゃったことを理解するようつとめ、試験前にはその判例を全て頭に叩き込むこ

とが好成績につながります。判例の事案を呼んで、自分ならどういう解決をするかを考えた後

に、判旨と照らし合わせてみるのもいいでしょう。しつこいようですが、判例が超重要です！ 
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この先生の授業！交告尚史教授 

上級行政法では，基礎的な行政法の知識の習得を前提として，行政法Ⅰ及びⅡのうち国賠法

に相当する分野の重要判例を読み込み，理解を深めることを求められる。 

教科書の設問には高度なものも含まれており，入念に予習をしていないと現場ではとても太

刀打ちできない。限られた勉強時間の中で、完璧に予習をするのは難しいが、ポイントはきち

んとおさえて予習をしていくことが必要条件であろう。 

交告クラスの特徴は、なんと言ってもソクラティックメソッドの忠実な実践である。授業で

は，当該ユニットで学習すべき事を先生がサマリーした後，「誰ぞ？」の質問から質疑応答が始

まる。先生がご自身で生徒を指名することもあるが，基本的には生徒の積極的な発言が求めら

れるので，発言をせずメモをとるのに終始しているとあまりいい顔をされない。設問に答える

ときも、判例の何行目かなどを指摘して、ちゃんと予習してきたことをアピールしつつ、自分

の言葉で判例の考え方をまとめて発言するべきであろう。その場で、判例の言い回しをそのま

ま読んでいるように受け取られてしまうと、あまり印象はよくないようである。なお，先生は

毎回発言者をメモっていたので，発言をすればするほど平常点に加算される仕組みかと思われ

る（少なくとも先生の覚えは良くなるであろう。）。 

ソクラティックメソッドというとロー生の中には消極的になる向きもあるが，先生はどのよ

うな発言でも丁寧に拾ってくださるので，臆せず積極的に発言すべきであろう。むしろ試験対

策としても，念入りに予習をして授業に望み，各人が発言を積極的にして，授業を充実させて

いくことが重要であるように思われる。発言を恥ずかしがる必要はないし，面倒くさがるなど

もってのほかであろう。 

発言の多さや質問の難易（更には先生のご関心の程度―先生は環境法に非常に詳しい方である

―）によって，設問にかける時間が異なるため，各回の設問について十分な議論が展開されない

ものが残るケースもままあったと記憶している。また，毎回授業のポイントは何だったのかを

自分でつかむようにしないと、何も得ないまま授業を終えてしまうことになり得る。そのため

人によっては，試験対策として，授業後に教室で、授業中とったメモに赤線をひいたり、メモ

の最後に箇条書きでその日の授業で重要だと思った点をまとめていたりしていた。 

 

この先生の授業！ 宇賀克也教授 

 昨年度は上級行政法を担当されていなかったので、法学部での宇賀教授の授業の特色を記述

する。 

 宇賀教授は著書『行政法概説Ⅰ・Ⅱ』の中で非常に詳細かつわかりやすい説明をされているた

め、授業はその補足と最新判例の紹介が中心であった。教授ご自身の特色としては、非常に物

腰柔らかであり、授業後の質問にも丁寧に応えてくださる。 

 なお、法学部での試験では宇賀教授の専門分野である行政手続法や情報公開法からの出題が

目立ったが、ロースクールでは共通問題であるためその点の心配はさほどないと思われる。 

 



 20 

８、上 級 民 法 

中田裕康教授 道垣内弘人教授 河上正二教授 大村敦志教授  森田宏樹教授 

この先生の授業！中田裕康教授 

昨年度の上級民法は、3回のレポートが課題として出された。内容としては、対抗要件、消滅

時効制度、非典型担保など幅広いものがあり、マニアックなイメージの強い東大上級民法の中

にあっては民法の基本を固めるにも役立つと思う。 

実務家経験もある中田教授はかなり形式面も重視され、句読点や引用の仕方が誤っていると1

点マイナスされたりするので注意されたい（実質面がしっかりしていることは前提である）。 

レポート作成のポイントは他の上級民法やＲＷＤと同様であろうが、1人でダラダラと書くの

ではなく、できるだけ多くの人と勉強会を組みアイデアを交換し、プロットを立て、一気に書

いてから校正を重ねる方が高い点数につながる。ただし、他の学生との同一化を防ぐために表

現方法は自分だけで考えたほうがよい。 

この先生の授業！  道垣内弘人 教授 

 道垣内先生は，よく「天才」と言われています。 

授業は奥が深いものでありつつも漫談のように面白いとか。授業中にお話された説を翌週に改

説されたとか，ある学会で先生が批判した人が発表していた内容は実は先生がその前年に学会で

発表されていた内容だったらしいとかいう逸話もあります。 

... なぜ伝聞ばっかりなのかというと，道垣内先生は 2009 年度上級民法を担当されておられ

なかったため，これを書いている旧２年生幹事一同は誰も先生の授業を受けた事が無いのです。 

どのような上級民法の講義をされるのかは全く未知数ですが，きっと楽しいに違いありません！ 

（ 参考までに道垣内先生が担当された2007 年度「基本科目」民法３の授業紹介を 

去年の未修クラスに配布された Law School Guide より抜粋しておきます。） 

> 昨年度は、道垣内弘人教授が担当されました。授業は講義が中心でしたが、なぜそのような 

> 制度があるのかについて社会の実態・実情に合わせて説明されました。また、範囲が債権総 

> 論、担保物権ということもあり、民事執行法や倒産法についても、必要に応じて触れられま 

> した。指名された際も、民法の基本的な考え方の確認や社会感覚にマッチするかを重視され 

> ていた印象です。授業では、判例をきちんと理解することが求められ、独善的な解釈は戒め 

> られていました。 

この先生の授業！河上正二教授 

 09 年度上級民法の初日は、まさかの先生の勘違いで休講になり、クラスに衝撃が走りました。

第2回（実質初回）には、大変恐縮して現れました。そんな、愛する他にやるかたない河上先生

です。出席とか細かいことにこだわらず、「皆さんも他の授業で大変でしょうから…」のスタン

スで、癒しの時間になること間違いなしです。 

 評価は発表1回と期末のレポートでした。発表のスタイルは6人くらいのグループで事前に提



 21 

示されるいくつかの問い（テーマはＴＫＣの過年度分で参照できます）を分担し、報告します。

ひとり 10～15 分くらいの割り当てで、後の発表になるにつれだんだん巻き進行になるので、コ

ンパクトにまとめることを念頭に置くと良いかも。そして発表の最後に先生によるコメント＆

質疑応答があったりなかったり。どのくらい追及されるかは残り時間と先生のテンションによ

ったような気がします。 

 出席は3回ほど取ったはず。タイミングはランダムでたまたまその辺にあった名簿や座席表が

回ってきたような…しかし、成績にどの程度影響があったかは不明です。 

 期末のレポートは、A4用紙（40×40字）5枚を目安に、でした。2年連続で優を4割出してお

られ、評価は甘めとの噂。個人的な感想ですが、やたら枚数を多く書かなくても大丈夫＾  ^

 自分の発表の回以外は挙手しない限り当てられることもなく、じっと聞いてる形になるので

多くの時間は自分との戦いになりますが、先生はローマ法にも造詣が深く、話し上手でコメン

トはとても面白いのでがんばって起きて拝聴しましょう。 

 最後に参考文献として、現在『法学セミナー』で連載中の「担保物権法講義」をチェックして

みると良いかも。期末レポートのテーマはこの辺から出ました。 

 

この先生の授業！ 大村敦志教授 

民法の基本が身についていないと、レポートで論点を満遍なく拾うことが出来なかったり、

記述に自信が持てなかったりするという事態に遭遇することになると思います。そのため、あ

る程度基本を自由自在に使いこなすことに自信の無い人は、余裕のある夏学期か、期末試験終

了後、冬学期開始までに、大村先生の著書（ちなみに課題のヒントが載っていることもありま

す）などを読んで基本を確認するとか、何でもいいので、自分なりに適当に対策を講じておくと、

スムーズにレポートに取り組めると思います。シラバスをみても分かるとおり、レポートのテ

ーマは民法の応用問題となっていますが、根拠、理由付け、なぜそう言えるのか、なぜそうな

るのかといった民法の基本を意識しながら取り組めばいいだけなので、テーマが一見すると変

わって見えるとしても、特に難しく考える必要はありません。問題文に書かれていない事実関

係についても、ありうる可能性を想定して解答することが必要です。どのようなレポートを書

くと良い評価がもらえるかは、授業の導入や各課題の解説の中にヒントがあるので、意識しな

がら聞くと良いと思います。  

上記に加えて、論点は満遍なく拾う、全体として記述間のバランスがとれているか見直す、

どうしたら当事者の問題が解決するかを考える、といった点を抑えれば十分よい評価になると

思います。それが確実に出来た上で少しオリジナリティが付加できればさらに評価は上がると

思います。なお、ここでいう論点はいわゆる論点ではなく、その課題の下で、重要となってく

る点・意味をもつ点といった広い意味での論点です。  

また、資料集めは神経質にならなくても大丈夫です。普通に集めたら後は自分の頭で考える

作業にウェイトを置いたら良いと思います。  

 

この先生の授業！ 森田宏樹教授 
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授業は初回を除いて、第２回目と第３回目、第４回目と第５回目・・・というように授業２回ず

つがセットになっている。各セットのうちの第１回では、シラバスにあるテーマについての基本

事項や有名論点についての確認を行い（席順に生徒が指名されるが、進み方は斜めと縦横が組み

合わさり、複雑である）、第２回では同テーマに関するＡ４用紙１～２枚の事例問題について検

討する。第２回の事例問題については、担当班がくじ引きにより指定され、担当班のメンバーは

指定される枚数（Ａ４用紙６～８枚程度）で事例問題についてレポートを提出する。各セットの

第２回の授業では、担当班のうち優秀者が指名され、教壇で自分が提出したレポートをもとに２

０分ほどの発表を行う。またレポート提出後に提出したレポートをもとに先生と１対１で３０分

ほどのフィードバックを行う。他の上級民法の先生よりも枚数が多いために大変。刑法や民事実

務基礎の中間試験とかぶることもあるので、注意（しかもその都度くじ引きで担当班が決まるの

で、試験とかぶるかどうかは直前にならないとわからない。） 

 

 

９、上級商法１  

岩原紳作教授 神作裕之教授 藤田友敬教授 草野耕一客員教授  

この先生の授業！ 岩原紳作教授（会社法総合） 

岩原先生の授業は、予め配布された設問について学生を指名し、その後、先生が解説すると

いう形で行われました。予習では、神田「会社法」と江頭「株式会社法」を読んでくることを求

められました。設問は、会社法施行規則や会社法計算規則の知識まで問うものが多かったと思

います。先生の解説は、会社法の立法背景に及ぶこともあり、1問の解説に40分程度かけること

もありました。そのため、授業の進度はそれほど速くはなく、先生が次回の予習範囲をおっし

ゃっても、大抵その半分くらいまでしか授業は進みませんでした。予定どおりに進行しなかっ

たため、休講していないのに1回補講がありましたが、結局、最後の設問までは扱えませんでし

た。 

指名の仕方は、基本的には、毎回ランダムに最前列か最後列の人を当てて、あとは席順に従

って指名していましたが、時には変則的に指名することもありました。試験については、先生

ご自身が「私のポリシーは、問題は難しく、採点は甘くです」とおっしゃっていましたが、難し

いというか、意外な範囲からの出題で、さらに、事例問題がほとんどの法科大学院の試験の中

で、一行問題を出していました。ご自分でおっしゃるだけあって、成績はそんなに厳しくはな

いようです。 

ときに、設問をとばして指名することがありましたが、単に先生が勘違いしているだけのよ

うだったので、「何か理由があるのではないか」などと悩まず、すぐに指摘した方がいいと思い

ます。それから、当初、試験講評会をする予定がありませんでしたが、学生からの要望で開催

されることになったという経緯があるので、何か要望がある場合は、遠慮せずにお願いしてみ

るといいと思います。先生のお人柄は、穏やかで優しく、学生からの要望には、大抵、快諾し

てくださると思います。 



 23 

 

この先生の授業！ 草野耕一客員教授（Ｍ＆Ａ） 

上級商法Ｍ＆Ａは、企業の買収とそれに伴う法律上の問題点について扱うものです。Ｍ＆Ａ

というと、法学部や法科大学院の 1 年目で学んできた会社法の世界とは、全く違う世界のよう

なイメージをもたれるかもしれません。しかしながら、Ｍ＆Ａ法といった特別な法律があるわ

けでもなく、講義では、Ｍ＆Ａが会社法においていかに扱われるか、という問題が取り上げら

れ、むしろ、会社法（と、その関連法の）実践のような様相を呈しています。その前提としての

ファイナンスの基礎理論の解説も行われます。 

上級商法Ｍ＆Ａでは、会社法に加えて金融商品取引法及びその関連法規による規制について

も扱います。これは企業法務に携わる弁護士にとって必須の知識で、新人は、延々とこれと格

闘する日々が続くそうです。金商法は、条文が相当に複雑なのですが、それだけに、学生の時

からこの条文にあたっておく機会ができたのは非常に良かったと思います。現行法の問題に限

らず、日本の法学教育では伝統的に回避されてきた立法論の問題についてもしばしば踏み込ま

れます。さらに、米国デラウェア州会社法の判例についても、その日本法への影響（デラウェア

の影というそうです。）の大きさから、検討を加えていきます。講義は、Ｍ＆Ａ実務について解

説されたテキスト（一昨年、昨年はＰＤＦで配布されましたが、出版予定の本の原稿だそうなの

で、今年は出版された本を用いて進められることになるかも知れません。）を用いて、内容を解

説しつつ、設問を扱っていく(予習を前提に設問の解答を学生に求める)というスタイルで進め

られました。 

肝心の難易度については、難しいです。テキストはとても分かり易く出来ているとは思います

が、いかんせん、テキストが対象にしている学習事項自体が結構難解なので、消化不良の部分

は、先生に質問したり、友達と話し合うなどして解消しておきましょう。難解ではありますが、

一度理解してしまえば、どうと言うことはない部分も多いですし。 

また、授業における、先生によるテキストの解説は非常に分かり易く理解が進みますが、設

問(これが難しいものが多いです)の解説は、かなりアッサリだったり、学生の解答が概ね合っ

ていると「その通りですね」の一言で次の設問に行ってしまう場合があります。理解不十分と感

じた設問については、先生に質問するなり、友達と話し合うなりして一定の解答を得ておいた

方が良いでしょう。期末試験対策としては、授業中に扱った設問のマスターが優先順位第一位

と思われます。その意味でも、設問の復習は念入りに行って下さい。 

また、草野先生は西村あさひ法律事務所の大物パートナーですが、非常に聡明な一方で、大

変気さくで面白い方です。授業開始後５分くらいの間の導入トークは、毎回、とても勉強にな

ると共に笑いの絶えない楽しい時間だったと思います。授業を通じて草野先生と知り合えると

いうのも、本講義の魅力の一つと言って良いでしょう。 

企業法務を志している方、会社法の実践を学びたい方に、おすすめしたい講義です。実際に、

三年生の夏の大手事務所インターンに参加された先輩から、「この授業を頑張ったお陰でインタ

ーン時の負担が随分減った(インターンの良い予習になった)」という感想も聞きました。 

ただし、新司法試験科目としての会社法からはかなり離れてしまいますので、新司科目として

の会社法に自信のない方は、会社法総合の方が良いかも知れません。また、学習対象事項が相

対的に見て難しいので、やる気のある方向けの講義になると思います。 
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成績評価は、昨年に関して言えば、不可になることはまずなく、また、良は取りやすいと言

えるでしょうが、優以上については、ある程度の努力が要求されると思います。Ｍ＆Ａは現在

の企業法務の花形であることから、法科大学院の講義においても、やる気のある人(又は、成績

が一定程度優秀な人)が集まり易い環境にあります。従って、成績評価を巡っては、相対的に厳

しい戦いになるということだと思います。  

  

この先生の授業！ 行方國雄客員教授（閉鎖会社） 

この閉鎖会社はＭ＆Ａと同じように実務家である弁護士の方が担当です。閉鎖会社の担当は

一昨年から行方先生で、この方は非常に穏やかな話し方をする、物腰の柔らかい先生です。あ

まりに穏やかな話し方すぎて、１限だったことも手伝い、眠くなることもありましたが、興味

深い話が多かったと思います。  

授業の内容としては閉鎖会社、つまり非公開会社がメインとなります。閉鎖会社の企業形態

や、設立における問題、定款、株式、期間、計算、訴訟関係など会社法の内容など幅広く取り

扱うのは言うに及ばず、公開会社についても多少扱うので非常に勉強になります。 行方先生が

実務家であることから実務でどのような問題があるのかという視点が強調されるため、論点的

なものでは対応しきれず、寝たり、聞き逃したりするとかなりつらいことになりますが、実務

に必要な単語や知識をかなり網羅すると思いますので実務的なことを知りたい方にはお勧めで

す。 とりあえず、条文はしっかりと読むことにはなるでしょう。 

テストについてですが、授業がさらっとしていたため、授業を受けた後にテストはどうした

らいいのだろうとほとんどの人はあわてたと思います。しかし、テストは授業でやったことか

ら出ますので主に授業の復習（特に種類株式の活用について！！）をしっかりやって、あとは会

社法の一般的な基礎知識を復習すればよいと思います。そのためには授業をしっかりきいてわ

からないことは質問しておいたほうがよいでしょう。 過去問では、２年とも、第一問は会社経

営一般に関する問題（経営者からの相談について、問題点を分析し対応策を考えるという形式）

で、第二問は種類株式や株式の属人的な定めについての問題となっています。感覚的には夏学

期にあるＲＷＤに近いですが、時間は２時間しかないので、短いと感じると思います。 

おそらく行方先生は出席を取っていないため平常点というものがなく、レポートもないので

試験一発勝負となりますが、先生は非常に優しいので不可（Ｆ）は出ていません。ただ、成績分

布をきっちりやっているので、可（Ｃ）もそれなりの数出していたようです。   

 

 

この先生の授業！藤田友敬教授 

先生の個人ホームページにアップされた資料を、予習して授業に望むことになります。１回

目からこの資料を使って授業がされたので、ＴＫＣとは別に、会社法のために藤田先生のホー

ムページをチェックするのをお忘れなく。URL は、http://www.j.u-tokyo.ac.jp/~tfujita/ 。 

パスワード等は授業で告知されるでしょう。ただし、今年についてはどうなるか分かりません

ので、情報を随時チェックするようにしてください。 



 25 

授業の進め方としては、資料に記載された設問に、指名されて答えることになります。指名

方法は完全にランダムです。一人指名されると、２０分くらいその人とのやり取りが続くこと

になります。指名される回数は多くても１学期に２回程度ですが、追及が厳しいので、予習し

ていないと結構悲惨なことになります。 

設問に答える上では、資料に載っている「補遺」（判例百選にものっていない最新判例）が毎

回参考になります。設問の後に、参考判例として、補遺の判例や百選の判例や、その他判例タ

イムズなどに載っている判例が、あげられていることがあります。そんなときは面倒でも必ず、

参照されている判例にあたってみるべきです。なお、基本的にはその元ネタの判例をもとに設

問は作られているのですが、事実が意図的に少し変えられているときもあります。そういう時

は、事実関係の違いに気づいて、それがどう結論に影響するのか考えて答える必要があります。

それに気づかず、判例を機械的にあてはめると間違いの回答となってしまう可能性が高いで

す。 

今年の試験は、問題を一見するとそう難しくはないように思えたのですが、採点は相当辛い

ものとなってしまいました。来年藤田クラスを受講される皆さん、がんばってください。 

 

 

１０、上級刑法 

橋爪隆教授 山口厚教授  佐伯仁志教授 

この先生の授業！ 山口厚教授 

ご存知刑法界のカリスマ。たまに先生の授業を聞くためにモグりに来る人も．．． 

先生は授業も非常に切れ味鋭く展開されます。授業中は次から次へと学生を指名され、しか

も質問内容は、テキストに掲載されたものそのままであることは少なく、大体先生のアドリブの

質問への回答が要求されます。2009年度は概ね、席順に沿って規則的な指名でしたが過年度はラ

ンダムに指名されていたそうです。ただ、そんな緊迫感ある授業の中で、おもしろい具体例など

を使って、私達を笑わせて下さるおちゃめな一面も。総論分野が終わったところで行われる中

間試験は、答案を先生が添削して、返却してもらえます。成績にはほとんど影響ないので、思

い切った答案を書いて、どう評価されるのか試してみるのもアリでしょう。期末試験は多論点

型の事例問題でした。まず何よりも、時間内に答案を書き上げることが重要です。また、重要

判例、論点はたとえ授業で扱われたものでなくても、一通り復習しておく必要があります。  

 

この先生の授業！ 佐伯仁志教授 

毎回、事前にＴＫＣでアップされる教材（各クラス共通）から、７個程度の裁判例を読んで授

業に臨む。教材の設問は裁判例を読んで考えるための手掛りのような位置づけと思われる。設問

を１つずつ扱うということは少なかった。但し、各回の初めのほうにある設問は、その回の論点

を考えるための前提知識を問うものである。あやふやな場合は、基本書で必ず確認しなければな
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らない。佐伯教授曰く、「上級刑法の目的は、基本的な知識を前提とした上で、事実から裁判例

を読んでいくことにある」とのことである。 授業では、席順であてられ、設問の回答・裁判例の

事案と要旨を纏めることなどが求められた。事案の特色まで尋ねられた場合には、事実を変える

とどうなるか問われることも、しばしばであった。その場合には、当然のことではあるが、理由

のない結論に対しての追及は厳しい。 総論と各論の間の週に問題演習がある。民事実務基礎の

中間試験と時期が重なるので、それぞれの才覚と責任で、勉強時間を調整する必要がある。 

【参考文献】 

佐伯先生の法学教室の連載 

「刑法総論の考え方・楽しみ方」（2004年4月～2006年3月） 

「刑法各論の考え方・楽しみ方」（2010年4月～）。 

問題演習にオススメ 

井田良ほか『刑法事例演習教材』（有斐閣、2009） 

島田聡一郎＝小林憲太郎『事例から刑法を考える』（有斐閣、2009）  

  

この先生の授業！橋爪 隆 教授 

 毎週ＴＫＣにアップされる講義資料を予習して、授業にのぞむことになる。講義資料は、基

礎的な知識を確認するための設問と、数個の判例と、判例の理解を問うような設問からなって

いる。授業の前半では、その回の授業範囲の基礎的な知識を確認する。基礎的な事項であれば、

設問にない事項を問われることもある。次に、判例を理解するパートに入っていく。資料に掲

載されている、判例の理解を問う設問に、指名されて答えることになる。 

 指名は、原則として座席の順で行われるので、ランダムにあたることはなく、落ち着いて授

業を聞くことができた。また、橋爪教授の授業は、判例法理を論理的に説明されようとするも

のであり、判例の理解が深まるようなものである。規範部分を説得的に理由付けする力もつく

し、正確なあてはめをする力もつくと思う。他方、「これはあくまで私個人の意見です

が・・・」と前置きしつつ、かなりつっこんだ先端的な議論をされるときもある。 

試験は、書くことがたくさんあり、時間的にはややタイトなので、授業内容を踏まえてｺﾝﾊﾟｸ

ﾄな答案を心がけるとよいだろう。授業では、先生のかなりおちゃめ（？）な性格が現れるよう

な冗談を言われるときもあり、中身も充実した楽しい授業でした。 

  

１１、刑事実務基礎 山室惠教授  岡慎一客員教授  千

田恵介教授 佐藤博史非常勤講師 田村政喜客員教授 

裁判官・検察官・弁護士の三者の実務家教員が担当される。基本的に授業はそれぞれの先生

方が独立して進められていく。夏学期の上級刑事訴訟法が学部や基本科目で学んできたいわゆ

る刑事訴訟法の学習の延長であるのに対して、本授業は実際の事件をモデルにした事件記録教

材を元に、刑事手続の全体像をきちんと理解することが本授業の目的となる。従って、夏学期

の上級刑事訴訟法の授業が、実際の刑事手続きにおいては例外的なケースの学習であるとすれ
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ば、本授業では、上級刑事訴訟法の授業では触れられない、条文を中心とした通常の手続きを

たんたんと学習することになる。 

  ２００９年度の授業時には小レポートが５回程度課されたが、どれもあまり重いものではな

く、授業の予習の一環と言った程度のものであった。  

期末試験は実務系科目の例に倣い３時間だった。問題は授業の内容が中心となり、刑事訴訟

規則を含めた法令についての着実な理解を問う問題や、証言の信用性判断といった刑事事実認

定に関する問題が出題された。昨年度は基本的な知識ではあったが刑法の知識も多少は必要と

なる出題もみられた。試験中は規則を含めた条文の正確な検索が必要となる割と忙しい試験で

あるが、時間前に書き上げた人も他の試験と比べると多かったようだ。  

本授業は司法修習の期間の短縮に伴う前期修習の前倒し的要素もあるようだが、「公判前整理

手続きなどの知識の確認は択一でも出ているからやっている」というように何度もおっしゃる先

生もいた。 

 

１２、民事実務基礎 
授業では要件事実（民事訴訟における争点整理のための方法論）をメインに扱い、最後に申し

訳程度ではあるが、事実認定の基礎について学ぶ。原告側代理人役・被告側代理人役・裁判官

役に分かれての、ロールプレイも行った。２００９年度は、学期中に、ペーパー（要件事実の問

題）の提出が、冬休みの宿題も含めて３回（ブロックダイヤグラムの作成を要求されるものが一

つ、事実認定について結論と理由を要求されるものが一つ、事実認定を踏まえて事案に対する

結論を要求されるものが一つ）、中間テストが１回あり、民事訴訟手続に関する小テスト（抜き

打ちで実施される）が１回あった。午後のクラスであれば、小テストの有無は午前中のクラスに

聞けば分かるが、勿論問題は異なる。規則に書いてあるいわば当たり前の事の学習が中心とな

る。 

学生は事前にＴＫＣを通じて配布される教材を予習し、授業に臨むことになる。要件事実論に

ついては、まずは教科書に指定されている『問題研究要件事実』『紛争類型別の要件事実』をし

っかり読むことが必要である。余力のある人は、『要件事実論30講』などそれ以外の参考書・

問題集の類も用いていた。民事訴訟手続については、『民事訴訟第一審手続の解説』を読むこと

が必要で、それが抜き打ちで行われる小テストへの対策にもなる。  

中間テスト・期末テストともに、要件事実論が出題の中心（というより殆ど）になる。要件事

実論を学ぶ際には、口頭弁論における一方当事者による事実上の主張が、それぞれ攻撃防御方

法としていかなる意味を有するかを意識することが重要である。同時に、民法の知識も重要で

あるから、民法の基礎事項の理解を怠っていると苦労することになる。時間があれば、民法の

復習を進めると有効である。  
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番外編コラム 

～ソクラティック・メソッド克服法～ 

 ロースクールの授業で最初にびっくりするのが、先生と学生のやりとりによって授業がすす

んでいくというソクラティック・メソッド。誰もが最初はテンパります。そこで、このコラム

では、ロー生の前に立ちはだかるソクラティックの壁を克服する方法を書いてみたいと思いま

す。 

第一のポイントは焦らないことです。特に、難しい問題であれば、先生は答えがすぐに返っ

てくることなんて期待していないはずです。どうしよう、と思わないで、じっくり考えたいの

なら「ちょっと考える時間を下さい。」、自信がなくても考えたことがなにかあれば「～と思っ

たのですがどうでしょうか。」と言ってみましょう。前者なら先生は必ず時間を下さるし（みん

なにとっても手を休めることができてありがたかったりします）、後者なら先生はなにかしら反

応を下さいます。そしたら、先生のおっしゃったことを踏まえて、落ち着いてまた自分なりの

考えを言ってみましょう。 自分の言ったことに対して先生のツッコミが来ても、すぐに答えな

きゃと思ってはいけません。まずは先生のおっしゃることを最後まで聞いてその意図を理解し、

そのうえで前述の「ちょっと考えさせてください」、なにかちょっとでも考えられることがあれ

ば「先生のおっしゃったことを踏まえると～～というように考えるのはどうでしょうか」といっ

たような返しをしてみましょう。 

第二のポイントは少なくとも当てられると予想されるところについては予習をしっかりする

ことです。これをすることで「予習の段階では～と考えました」という発言をすることが可能に

なり、その後に先生が何かしらの反応を下さいます。 

第三のポイントは間違えても恥ずかしいと思わないことです。学生は誰が授業中にどんな発

言をしたかなんて少なくとも１週間後には忘れています。授業中は先生がおっしゃることをノ

ートするのに必死だし、授業後は膨大な量の復習に追われて、人の発言まで記憶しているだけ

の余裕が脳にないからです。先生も発言の内容でプラスをすることこそあれマイナスをつける

ことはほとんど無いようです。世界には自分しかいないくらいの気持ち、答えに詰まってもみ

んな筆を休められるんだから感謝しろくらいの気持ちで、質問に臨みましょう。そして、うま

く答えられなくてもそんな小さなことは忘れて、さっさと授業の復習をしましょう。 

第四に、クラスの雰囲気作りです。上のように書いてみたものの、やはり恥ずかしいと思っ

てしまうのが人間の性です。しかし、クラスが和気あいあいとしていれば、恥ずかしさも減少

します。積極的にクラスメイトと交流して、いい感じの雰囲気を作りましょう。 

第五に場数です。何回もやればいつかは慣れます。緊張もあまりしなくなります。時間が経

つのを待ちましょう。 

ではみなさん、楽しいソクラティック・ライフを送ってください！！ 
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第３章 科目紹介（選択）  

２年生対象の選択科目についても紹介！  

 

 ＜夏学期＞ 

１、英米法総論     樋口範雄教授    

２００９年度は、樋口教授が担当した（今年度は異なるため、注意）。アメリカ、イギリスの

法、制度、歴史について講義する。英米がどうなっているかということを、ロースクールの講

義としては珍しいほど、平易な言葉で具体的に話してくださるので、予備知識もいらず、わか

りやすい講義であった。英米法の知識は，今後の学習生活にも必ず生きる知識であり，この機

会に履修することは有益であろう。講義において、英語はほとんど使用されない。名詞が単語

で出てくる程度であり、全てスライドで示され、日本語訳も言ってくださるので、英語ができ

る必要は全くない。今のところ、試験においても訳語さえ知っていれば解ける問題しか出題さ

れていない。学生の発言が求められることはあまりなく、出席も取らなかった。試験は、（昨年

度までは）数問の中から選択して回答する形式なので、全くわからない問題があっても焦る必要

はない。 

毎年度先生が交代する科目なので，この程度の情報に留める。 

 

２、少年非行と法   植村立郎先生    

刑法と刑事訴訟法の理解を前提に、少年非行に関する法制度について学ぶ。昨年度は、実際

に裁判官であった方や、保護観察官の方が、実際に非行を働いてしまった少年たちの印象やど

のように向き合っていく。また、実体験を通してオムニバスで参加されたこともあって、理論

だけでなく実務にも触れることができた。少年を対象とする法律であるという性質上、他の法

律のようにただサンクションを与えることによって必ずしも解決することはできない、だから

こそ実務的な教育にも配慮しなければならないのである。この点が、この教科の最大の面白さ

であると筆者は思っている。 

昨年度とは、担当教授が異なるが、今年度もシラバスのとおり、家庭裁判所調査官による講

義もあるとのことで、今年も充実した授業内容になることが期待される。 

 

３、国際人権法  寺谷広司准教授 

 

 国際人権法の講義は、おおまかに、総論部分（国際法理論）、各人権（主体ごと、権
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利ごと）、人権の実現過程を内容としています。公共政策大学院と合併の講義です。 

 2009年度は、レクチャーと（学生による）発表によって講義が進みました。レクチャ

ー部分は、配布されるレジュメに従って行われました。発表部分は、グループを組んだ

学生が＜討議項目＞と呼ばれるテーマを選択し、講義中に発表、質疑応答を行いました。

発表者には、内容の出来不出来を問わず成績評価において３点が加えられるとのことで

した。 

 教科書については、特に指定はなく、主な参考文献の入ったＣＤ-ＲＯＭが貸し出さ

れました。講義の予習のために読む必要のあるものは指定されます。また、発表のため

に最低限目を通すべき参考文献も第１回に配布されるレジュメに記載されています。 

 学部で国際法を履修していない方でも十分履修可能だと思われます。しかし、その場

合は、学期初めに中谷他『国際法』（有斐閣アルマ）等の関係部分、すなわち国際法の総

論部分や国際法と国内法の関係について説明している部分に目を通しておくとよいでし

ょう。また講義で分からないことがあれば上記の本や他の本でその都度調べておくとよ

いと思います。 

 この科目を履修すれば、国際法分野の履修要件と、展開先端科目の２単位を同時に得られる

のでおすすめです。 

 

４、国際経済法 岩澤雄司教授・中谷和弘教授  

 国際法系列の必修選択科目の一つである国際経済法は、ＧＡＴT 及びＷＴＯをメイン

に扱う科目です。 

 授業は原則講義形式でしたが、適宜教授が予習範囲として指定したケースブックの紛

争の内容等について生徒側からの発言を求められました。（去年の印象では一回の講義

で当たる人数は１０人以下だと思います）。発言は挙手制で挙手した生徒の中から先生

が指名します。その為、全く予習しない状態で授業に臨んでも後から自分が大変なだけ

で、特に受講する時点で困ることはありませんでした（毎回かなりの分量の資料が予習

材料としてＴＫＣにアップされました）。 

 出席は授業中に出席表（履修登録した人の名前が印刷されており、自分の名前の横に

記名欄があります）が座席を回るので、その用紙に自分の名前を記入する形式でした。

授業終わりに最前列に用紙が集められますが、遅刻した人はこの時にその場で名前を書

くことができました。３回欠席する（用紙に記名がない）と試験が受けられません。平

常点については、前述の挙手制で発言した人は授業終わりに用紙の自分の名前の後ろに

発言した旨を書く形でした。ただし昨年度は授業が金曜一限という厳しい場所に配当さ

れていた為の措置の可能性もありますので、きちんと初回の授業に出て確認して下さ

い。 

 講義については教授お二人の名前が書かれていますが、昨年は通常は岩澤教授が講義

され、岩澤教授が海外出張の回のみ中谷教授が講義を持たれました。又最終回は実際に
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パネルの上級委員会で活動された先生の講演でした。今年度もほぼ同様の形式だと思わ

れます。 

 内容は「国際経済法」の科目名の通り、ＷＴＯ法の理解が中心でした。ＷＴＯ法の理

解の過程でその前身であるＧＡＴT 時代の条約や紛争も取り上げました。基本的にはＷ

ＴＯが定める基本原則とＷＴＯにおける紛争処理の方法についての講義が中心です。そ

のため、予習の段階で指定されたケースブックの紛争を読むことになります。又、授業

後半は国際投資等についても講義がありました。国際法系列の科目ではありますが、特

に国際法の知識は必要ないと思います。ただ、教授がたまに「これは国際法の話なので

～」といって割愛する部分があったり、前提知識として国際法の知識が要求される部分

などもあります。ですが、授業全体を理解する上で国際法が分からないと試験問題が解

けない、といったものではないと思うので教授が講義で触れてわからなかった場合に適

宜調べれば十分対応できると思います。＊補足として、今年度は予習材料が資料配布の

形式ではなくケースブック中心になる可能性があることも付け加えておきます（昨年は

ケースブックの改訂の問題で入手が困難のため先生が資料をアップする形でした）。 

 

＜冬学期＞  

４、国際法 中谷和弘教授  

国際法は、レジュメ１００頁分という膨大な範囲を２単位（つまり、週１コマ）でカバーする、

なかなかハードな科目です。履修者が多いために授業は午前と午後の２回行われますが、どち

らも内容・進度は同じです。毎回出欠表が回されますが、いずれに登録したかにかかわらず、

午前か午後のどちらかに出席すればよいことになっています。授業は完全に講義形式で行われ

るので予習は不要ですが、授業一回当たりの情報量はかなりのものなので、ノートをとるのは

大変です。 

試験は、事例をもとにいくつかの小問が設けられている大問が１つと、語句説明に近い小問

が並ぶ大問が１つで、合計８～１０の小問（１００点満点）という形式が続いています。授業で

取り上げた範囲からまんべんなく出題されるので、油断は禁物です。説明問題対策としては授

業の復習で足りますが、事例問題対策としてはＰＤＦファイルで配布される『法学教室』の「ロ

ースクール国際法」や「演習（国際法）」（やや古いのが難点）で知識の補充を行うとよいでしょ

う。 

なお、冬学期は夏学期に比べて全体的に授業の負担が重いです。国際法も既述のとおりかなり

ボリュームのある科目なので、国際法未修者であっても、（学校の方針には反しますが）夏学期

中に国際人権法や国際経済法を履修することを検討してもよいかもしれません。 

 

5,国際私法  石黒一憲先生 

 「ゼミよりもゼミらしい授業」。この科目を履修してみて、この表現がぴったりだと思いま 
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した。 

 授業内容は完全予測不可能。日々の予習がまったく意味をなさないこともしばしば。その日

の先生の気分と学生の関心によって、右へ左へ自由自在。石黒先生お得意のべらんめぇ口調で

一気にまくしたてられると、生徒もタジタジ。そんな授業です。 

 シラバスにもある通り、授業は完全双方向で行われます。発言は完全自由。そして発言はポ 

イント制で、一回の発言ごとに１ポイント。いい発言をすると、２ポイントや３ポイント。ポ 

イントは最後に集計されて、成績判定に反映されます。 

 期末試験はなし。その代わり、一人３分～５分のプレゼンテーションコンテストがあります。

プレゼンの内容は、授業内容のうちある分野とある分野を見比べて、抵触法（国際私法）的 

観点から両者の共通点を探り出して、独自の視点から掘り下げたものを発表するというもので

す。 

 先生のご発言では、「規則上、平常点の占める割合は最大３５％ということになっています

（プレゼンが６５％）。ただ、このバランスでいくとは限りません。発言が大事です」とおっし

ゃっていました。 

 【注意点】 「４単位で試験が無いから」という軽い気持ちで履修すると、痛い目見るかもし

れません。成績判定はそんなに甘くなく、授業中にたくさん発言しないとA以上は難しいでしょ

う。ただ、まったく発言しないというのであればともかく、議論にそこそこ参加していればBは

カタイので、成績は B でかまわないとい う人であれば、履修をお勧めします（毎回の出席が前

提になりますが）。 

 また、学部で国際私法をとっていたから、新司で国際私法を選択する予定だから、という人 

も注意が必要です。石黒先生の国際私法は、いわゆる通説とはまったくかけはなれていて（先 

生いわく、通説が世界標準でないそうですが）、完全に独自説です。またその内容も、知財や独

禁法、租税など多岐にわたるので、授業の はじめのほうは面食らうかもしれません。 

 【こんな人にオススメ】「ゼミでたくさん発言する方だ」、「人と法律論を闘わせるのが好き

だ」、という方は履修に向いてるかもしれません。また、扱う内容も渉外的なため、将来４大事

務所に就職したいという方にもお勧めします。 

 最後に一言。授業の予習はかなりハードです。ただ、授業内容は大変興味深く、国際的な問

題に対処する法的センスを磨くことができるので、私は総合的にいい授業だと思いました。 

 

6、租税法     

一昨年度、昨年度に続き今年度も増井良啓教授が担当される。主に所得税と法人税を、ケー

スブックを使って学習する。所得税は譲渡所得に関する条文操作、法人税は益金と損金の計算

が大きなヤマ。範囲が膨大に感じられるが、ケースブックのうち必要な部分のみが予習範囲と

して指定されるため、実際の負担は４単位の科目としては特に重いわけではない。 

なおこの授業の目的は，租税法の考え方や大枠を、法律的な観点から学ぶものであり、細か

い税金の計算ができるようになることではない。会計の予備知識などはほぼ不要である。 

授業のスタイルは問答形式だが、名簿に基づいて分けられた１０人程度の班単位でランダム

に指名されるという独特の指名方式である。ランダムと言っても当てられた回数は記録されて
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おり、一度当てられた班は、一周するまで再び指名されることはない。多い班で学期中に３回

指名された。また小テストが４回ほど行われたが、成績には影響していない模様。 

学期末試験は紙媒体であれば一切持ち込み可能。ただ先生は持ち込み不可にしたいらしく、

試験形式についてアンケートを取っていた。今年度は試験形式が変わる可能性もある。試験問

題は、択一問題と、論述形式の事例問題。択一問題は小テストと全く同じ問題が過半数で、小

テストやケースブックをきちんと復習していれば答えられる。事例問題は若干応用的なもので、

知識というよりも租税法の構造をきちんと理解しているかが問われた。 

教科書として指定されるのはケースブックだけだが，所得税法の参考書としては，スタンダ

ード所得税法（２０１０年，弘文堂）が最適。多くの人がこれを使っていた。法人税法は確立し

た参考書がないと思われるが，ケースブックの判例と条文を理解することで授業には対応可

能。 

 

7、倒産法   

引きつづき松下先生がご担当される。講義が中心で、双方向とは言えない。扱う項目につい

てレジュメが事前にアップされ、整理されている。授業は分かりやすく、ペー スもそれほど早

くはない。山本他『倒産法概説』（弘文堂、２００６年）を使っている人が多かった。初学者な

らそれで十分すぎると思う（講義と対応するページ数を指定された）。一回の講義で２０頁くら

い、週２回で４０頁くらいの予習が必要だったような気がする。民事再生法部分については、

松下先生の法学教室の連載が参考になる。破産法は改正から間もないため、ジュリストの解説

記事や研究会記事もおそらく参考になるだろう。  

 問題集はあまりないが、『新・論点講義』（弘文堂） の小問が参考になった。『演習ノート 倒

産法』（法学書院）も、制度説明の問題ばかりだが頭の整理にはよい。  

 気になる試験だが、授業での力点とそれほど相関がない分野が出されたような印象もある。当

該制度の機能を破産手続の文脈において理解すること、条文の当てはめをしっかりすること、

重要な部分を手厚く論じること、そのようなことが求められていた気がする。 試験前の勉強法

としては、授業で最も力を入れていた「なぜ当該条文が定められていなければどのような不都合

が生じるか？」という根本理解を中心に、それを具体的事案に応用できるように学ぶという方法

が正攻法であり、結局それが一番の近道であるように思う。過去問もたまっているため、各自

の問題分析も試験対策という点では、有用だと思われる。 

 法科大学院の倒産法の試験に十分対応できるだけの準備をすれば、おそらく新司法試験の倒産

法も解けると思う（豆知識・松下先生は新司法試験委員でもある）。   
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第４章 科目紹介（特別）  

こんな科目も単位になる！  

東大法科大学院の科目には、これまで挙げてきたような必修科目・選択科目のよう

な「普通の科目」とは少し毛色を異にする科目が存在します。その一つが夏休み期間を

利用して行われる「サマースクール」であり、履修者はホテルに投宿しつつ密度の濃い

授業を受けることになります。またもう一つが、各自の興味・関心に応じてテーマを選

択して１万２千字程度の論稿をまとめ上げる「リサーチペイパー」です。なお、法科大

学院経由で実定法研究者を志す人のためには、１０万字程度の論文（修士論文に相当）

をまとめ上げる「研究論文」も用意されています。ここでは、これらの科目について紹

介しま  

す。  

１、サマースクール 
一言で言うと、「夏休みの５泊６日泊り込み勉強合宿」。今年は８月５日～１０日に開催され

る。授業内容は毎年変わる。０７年度は知財法のみ、０８年度はアメリカ法全般（憲法、経済刑

法、知的財産法、契約法等）、去年は会社法のみ、今年は０７年度と同様アメリカ法全般を扱う

模様。試験は、０６年度は真ん中の日と最終日の2回に渡り実施されたが、０７年度以降は最終

日のみ実施された。希望者が多い場合は抽選になるが、０８・０９年度ともに、希望者は全員

参加できた（それ以前は不明）。授業での先生の説明・質疑応答・試験の設問及び解答全て英語

である。そのため、法律以前の問題として英語の力が要求される。先生の説明は多くの学生に

はチンプンカンプン。最初2日ほどは、授業後「何言ってたかわかった？」「全然･･･。」という

会話が飛び交う（その後は、わからないことが普通であることに気付き、あまり話題にすらなら

なくなる）。 

ではここでサマースクールのメリットについて考えてみよう。1 点目は「充実した学習」。例

年欧米から豪華講師陣が招かれており、昨年度の講師陣は会社法の世界オールスター（フランス

最高裁判事や仏弁護士、英・米の大学教授）との呼び声が高い。なお、優秀な参加者に頼み込ん

で、夜勉強会を開くのがお決まりのパターンなので、授業で何を言っているのかわからない者

も、間接的に世界最高峰の授業を理解することができる。このように、サマースクールは、欧

米での先端的研究・実務に触れることのできる貴重な機会といえる。 

メリットの２点目として昨年度まで
．．．．．

言われていたことは、「単位が確実に来ること」。･･･し

かしその神話は崩れた。昨年度までのサマースクールの位置づけは「オアシス」。法科大学院開

設以来４度のサマースクールで単位を落とした人はいなかったため、参加＝単位が保証されて

いるように思われた。しかし、去年は７名の不合格者が出たという。参加したロースクール生

が約７０人だから、約１０％の不可率。あまり通常の授業と変わらない。 
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３つ目のメリットは、「交流の機会」である。サマースクールに参加する海外の学生や、日本

のトップ企業・弁護士事務所から社会人参加された様々な方々と交流できる。また、普段話す

機会が少ない他クラス・他学年の法科大学院生と仲良くなれることも大きい。昨年度は２回（初

日と最終日）立食パーティーがあり、また参加者達も自発的に親睦会を開いて交友を深めてい

た。 

４つ目は、法科大学院の規則上、１，２年生は履修上限があるため、そのツケが３年前期に

回ってくるが、サマースクールはその履修制限の対象外とされること。つまり３年生のとき普

通の人より授業のコマ数を減らすことができるので、サマースクールをとると後々楽になるの

だ。 

一方で、参加した学生からの不満もないわけではない。ネックの１つ目は、期間の長さ。８

月５～１０日の６日間はサマースクール以外のことは何もできない。定期試験の勉強を進める

ことができないため、この6日間がテスト直前になって効いてくることに気付く。 

２つ目のネックは値段。約１０万円が飛ぶ。原因はホテルオークラ系列が宿泊先にされてい

るから。その分、食事や部屋はよいが、手痛い出費である。 

去年から新たに登場した３つ目のネックはリスク。定期試験勉強の時間も 10 万円も犠牲にし

たのに、成績発表で「不合格」の３文字を見ると、「あのときの犠牲は何だったのか」という虚

無感に襲われる。０８年度までは「１０万円で単位と友達（恋人）をゲットする」という格言が

あったが、そんな呑気なこと言っている場合ではなくなった。 

このように綴ってきたが、「大自然の中、最高のホテルでおいしいものを食べつつ、みんなと

勉強合宿」できる機械は滅多にない。ナメてかからない分、今後不合格者は出ないかもしれない

し、興味がある人は是非５月中旬頃に開催されるはずの説明会に行ってみるといい。 

-------------------------------------------------------------- 

～ある「不合格となった」学生のサマースクール体験記～ 

そこまで英語ができないわけではないと高を括っていた。最初のセレモニーで日本人教授が英語で挨拶した。「よしよ

しわかるぞ」。しかしいざ授業が始まり外国人の先生が話すと、もはや完全についていけない。焦りはするが、結局「ま

ぁ落ちないからいいや」という思考パターン。前回は5日間の授業で最低1人1回は発言させられたと聞いていたため恐

れていたが、今回の先生達は、学生の自発的な発言での討議形式だったので、ホッとした。とりあえず、と 

きおり先生の話に頷いて、世界最高峰の講師陣に「私はあなたの話を理解している『デキる学生』ですよ」アピールだ 

けはしておいた。授業は１日３コマ。１コマ１００分だから慣れているはずだが、何を言っているのかわからないため 

、長く感じる。朝9時か10時頃から授業は始まり、終わるのは4時くらいだったと思う。 

テスト対策は、毎晩行われる優秀な学生さんを呼んでの勉強会。また、テストはパソコンのデータをコピー＆ペース

トしてもよいので、教科書で重要そうな部分をWordで写しておいた。先輩から遊ぶ時間がとてもあると聞いていたが 

、何せわからないところが多すぎるため、案外遊ぶ時間がない。最初の3日間は遊ばず終わった。しかし「どうせ落ちな

いから」思考が発動し、4 日目から飲む。テスト前日も飲む。テスト当日、二日酔い。テストは４人くらいの教授がそれ

ぞれ出題する。なんと事例問題。めまい・吐き気と格闘しながらなんとか書いた。 

だけど（というか必然的に？）落ちた。「お前からもらったデータをコピペしたら合格した」と友人から言われた。私

だってコピペした。まさか全然関係ない設問にコピペしてしまったのか？てゆーかこれは夢なのでは、と今も思い続け 

ているが、いまだこの夢は醒めてくれない。 
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ホテルの部屋で一番印象的なのは無駄に奥行きの広いユニットバス。とても贅沢な空間の使い方。ユニットバスとは

別にシャワールームまであった。ルームメイトはランダム。違うクラス・学年の子（ときには他国学生）と混ざる。 

たった１０万円で友達を増やせたことが何よりの収穫。もちろん今年もリベンジに行く（嘘）。 

２、リサーチペイパー   

３年生向けの存在と思われがちなリサーチペイパーだが、２年生の履修者も少なくはない。

１万２千字程度の小論文を、教官の指導を仰ぎつつ作成していくことになる。１０月に履修登

録を行い、１１月頃には題目（タイトルと概要）を提出する。２０１０年度は、完成稿を１２月

２４日前後までに仕上げて提出することになる。その後、冬学期の定期試験後に口答試験（３０

分程度、面接官は指導教員＋もう１人の教員）が実施される。「口答試験」というと身構えてし

まうが、基本的には提出したリサーチペイパーの中身の基礎的事項の確認と若干の応用質問が

行わ  

れるのみであり、負担は軽い。 

リサーチペイパーの魅力は 4 つある。 第一に、興味を抱いた分野について、憧れの先生方が

継続的・個人的に指導してくださることである。特に、卒論やゼミ論を書く機会がないまま法

科大学院に入学してきた法学部生にとっては「調べる」「課題を設定する」「読む」「書く」など

といった、様々な能力を強化する機会となる。これらの「お作法」を学ぶ点に主眼を置いてリサ

ーチペイパーを書く、という姿勢も可能だ。 第２に、（テーマにもよるが）法律事務所訪問時

の話題のタネになり、ときにはその分野の先生と出会うきっかけにもなる。第３に、極めて重

要なことではあるが、２単位を得るための冬学期の授業コマ数と期末筆記試験数が１つ減る。

指導教員によっては，リサーチペーパーについてほとんどコミットされない方もいらっしゃる

ので，そのような方が指導教員になられた場合には，執筆の負担も相当少ないものになるだろ

う。 第四に，先生と個人的なつながりを持つことができることも魅力の一つに数えられるだろ

う。 

２年生向けでもあるといいつつ依然として３年生の履修者の方が多いリサーチペイパーではあ

るが、実のところは、「２年生の冬学期」こそがリサーチペイパーに悠々と挑戦できる最初で最

後の時期といえる。想像してみてほしい。３年次の１２月、新司法試験まで６ヶ月を切り周囲

の人間が択一ダッシュをかける時期にあって、１万２千字を書いては消し、書いては消す作業

を一人続けている様子を。執筆にあたっては、さまざまな文献を（場合によっては海外のもの

も）読み、じっくり考え、問題設定を何度も再考するなどの作業が必要となる。これらをこなす

には、ゆとりのある２年生の時期にこそが適しているといえる。特に秀逸なリサーチペイパー

を提出した者に送られる「優秀リサーチペイパー賞」を受賞した学生は、２年生も多かった。興

味のある人は、ぜひ、リサーチペイパーを書いたことがある３年生を探して、相談してみてほ

しい。  

 

なお、各先生には受け持つことができる学生数の上限が定められているため、指導を希望す

る先生とは夏休み前からコンタクトを取っておくことが重要となる。そのほうが、夏休みを利

用して、作業を効率的かつ計画的に進めることができる点でも良いだろうと思われる。  
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３、研究論文にチャレンジ 

研究者への登竜門！   

研究論文はシラバス上３年次科目とされていますが、準備自体は２年次の夏から始めないと

間に合いません。書く動機は自由ですが、実質上は本気で研究者になりたい人のための科目（東

大では実定法の研究者を目指すためには基本的に法科大学院［法曹養成専攻］に入学しなければ

ならないというシステムを採っています）といえ、博士課程進学のための修士論文に相当します。

だいたい１０万字くらいの分量が求められ、多くの場合はきちんとした比較法的分析が求めら

れるのも、そのためです。もちろん、比較法抜きで良い論文が書けるテーマ・分野はありえま

すが……あったら教えて･････････？ 

２年次の最初にすべきことは、まずは興味のある分野の先生かクラス顧問に相談すること。

何をどうしたらよいか、アドバイスをくれるはず。指導教員だって、自分で探す必要があるん

です。 また、比較法のためには法学独特のテクストの読み方を身につける必要があるため、ど

んなに外国語が得意でも一度は文献講読ゼミを取ってください。……これ以上は、研究論文を

実際に執筆している３年生を探して、聞いてみてください。  

  

レポートにおける法令・文献等の略称・引用の表記について  

冬学期の上級民法やリサーチペイパーなどでは、長めのレポートや小論文を書く機会がありま

すが、レポート中における法令・文献等の略称・引用は法律編集者懇話会「法律文献等の出典の

表示方法」に準拠すると無難です。神戸大学ＨＰ

（http://www.law.kobeu.ac.jp/citation/mokuji.htm）で公開されており、いしかわまりこ他

『リーガル・リサーチ』（日本評論社）や弥永真生『法律学習マニュアル』（有斐閣）の巻末にも

収録されています。ペーパーの中身については前掲『法律学習マニュアル』、大村敦志ほか『民

法研究ハンドブック』（有斐閣）、中野次雄編『判例とその読み方』（有斐閣）などの中から使え

そうな項目を読むと参考になることが多いのではないでしょうか。  
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第５章 法科大学院生活のポイント  

知って得する！法科大学院生活のポイント   

１、調べる！   

法科大学院での授業に際しては、様々な「調べもの」が不可欠です。図書館の利用方  

法については大学院当局からもマニュアルが配布されるはずですが、ここではなかなか  

気づかない点を紹介します。なお、オリエンテーション期間中は各種施設の見学会が行

われますが、これらには参加しておいた方がよいでしょう。  

 

Point.1 ４階自習室を使い倒せ！  

ここはどんな自習もできる法科大学院生専用スペース。近年の雑誌（『ジュリスト』・『法学

教室』『ＮＢＬ』など）・本なら大抵あり、各種記念論文集もかなりの品揃え。一度は棚を全部

見てみるといいですよ。また、奥にあるパソコンのうち、手前側の列は『ジュリスト』・『金融

法務事情』・『判例タイムズ』・『判例百選』等のデータベースや、『英米法辞典』、調査官解

説にもアクセスできるので、とても重宝します。そこで、それ以外の用途（といっても、そもそ

も長期利用を防ぐためにＷｏｒｄやＥｘｃｅｌなどはＶｉｅｗｅｒしかインストールされてい

ませんが）で使うときはなるべく奥側を使ってください。 なお、図書のリクエストもできるの

で、欲しい本があるならガンガン利用してください。リクエスト箱はコピー機横の文房具がい

ろいろと置いてある場所にあります。余談ですが、ここに置いてある文房具も、超強力ステー

プラーを初めとして、なかなか充実しています。  

  

 Point.2 プリンターを賢く使え！  

学内のパソコンからプリンターを利用するには、１０００円１００度のプリペイドカードを

購入しなければなりません。すると、一枚印刷するごとに１０円（高っ！）かかることになりま

す。家にプリンターのない人にとっては、これはバカにならない出費です。しかし、「１ページ

に複数ページ印刷」「用紙Ａ３」に設定して印刷し、あとで裁断すれば、半分の費用で済みます。

「民事系判例研究」など授業によっては印刷する量が膨大なものとなるため、これはなかなか大

きいです。印刷時のプロパティをいじくればよいので、試してみてください。あるいは、既に

この方法に習熟されている方はぜひ教えてあげてください。  

 さらに、最近は「タダコピ」という、裏に広告の入った用紙を使う無料コピー機が生協（第一

購買部、中央食堂）にあります。片面のみのコピーでよいのなら、これで十分です。  

 

Point.3  継続資料室・書庫を使え！ 
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法学部４号館（ロースクール棟の向かいの建物）の３階には、自習室にはないバックナンバー

や、より専門的な雑誌（洋雑誌も）を集めた継続資料室と、法学部図書室書庫があります（両者

は同一空間内に併設）。継続資料室・書庫の中に入るためにはあらかじめ写真入の「出入票」を

作る必要があります。書庫の本は館外貸出しが認められていませんが、これさえ作れば、本を

取り置いておくことができるのです。さらに、夕方５時以降も資料室に入ることができます（こ

れがな いばかりにレポート作成で泣いた人もいるので、４月のうちに作っておいて損はないで

しょう）。いずれにせよ、防犯上入館時にかばんをロッカーに入れないといけないので、身軽な

格好で行った方がよいです。 また、日本でここにしかない雑誌・本が多数あるため、日本中か

ら研究者が資料収集にやってきます。こうした法学部図書室（継続資料室）はある意味で「日本

の宝」ということができます。……ということで、館内は静粛かつ検索目的での利用が望ましい

ですね。 ここで新司法試験対策の勉強をすると、「法科大学院生は常識がない」と言われても

仕方なく、かなり恥ずかしいので、くれぐれもやめてください。  

   

Point.4 図書館を活用せよ！ 

総合図書館は、東大全体の図書館です。よく使うところといえば、３階の法学関連の棚（階段

裏側奥）、１階左手奥の新刊雑誌の棚（『法学教室』『ジュリスト』 『法曹時報』などいろいろ

ありますよ。）、そして書庫です。法学部図書室になくてもこちらにあることもあります（たと

えば、環境系の雑誌とか）から、ＯＰＡＣを駆使してください。  

 法学部４号館２階には比較法研究センターがあり、外国の判例・法令があります。なお、外国

法については近いうちに便利なデータベースの講習会があるので、比較法を踏まえた論文執筆

予定の人は４号館内の掲示も見ておいてください（法科大学院棟には掲示されない可能性がある

ようです）。これら以外の、他部局の図書館・図書室にも意外な法律文献が存在したりします。

一例を挙げれば、『商法（総則・商行為）判例百選［第四版］』は継続資料室にも総合図書館に

もなく、なぜか経済学部図書館にしかありません。ここでもＯＰＡＣの活用と軽いフットワー

クが不可欠です。 

  

いろいろ述べましたが、あとは習うより慣れよ、です。早速判例を調べたり、参考文献

を探したりする機会があると思うので、いろいろチャレンジしてみてくださいね。  
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２、実務に 触れる！  

～２年次から参加できるサマーインターン～ 

法科大学院生向けに毎年夏行われているのが各法律事務所の「サマーインターン」。憧れの実

務を垣間見ることのできる貴重な機会であり、参加できるのなら参加して損はないでしょう。

進路について考え、冬学期以降の学習にも深みをもたらす機会となるはずです。  

新司法試験を前提とする新たな法曹養成制度の下では、法曹としての就職活動の様相も一変

しています。従来の旧司法試験合格者が１１月の最終合格発表から４月の司法修習開始までの

間に就職活動を行っていたのに対し、５月に新司法試験を受験した法科大学院修了生は、（合格

発表前の）６～８月に激しい就職戦線を迎えることになるのです。つまり、「内定」が先に出て、

次に「合格発表」が来るのです。そこで、新２年生の皆さんにぜひとも注目していただきたいの

が、法律事務所が夏休みに実施する「サマーインターン」制度の“２年次活用術”です。 「サ

マーインターン（事務所により、「サマークラーク」と称する場合もあります）」とは、各法律

事務所が主催する仕事体験プログラム（５日間であることがほとんど）です。通常、日当1 万円

＋交通費が支給され，期間中はパートナーの先生方とランチを共にできます。法律事務所の申

込に学生が自ら応募し、成績や志望理由により採否が決定される点で、法科大学院と法律事務

所間の協定に基づく「エクスターンシップ」とは異なります（そもそも東大法科大学院にはエク

スターン制度はありません）。  

多くの法律事務所がサマーインターンを実施していますが、２年次で応募・参加できるもの

は限られています。しかし、その限られた枠を利用した人の中には、インターン中に触れたＭ

＆Ａについて冬学期に履修することを決めたり、関連したテーマについてリサーチペイパーに

挑戦してみたり、３年夏学期の履修で、将来像から逆算した必要科目を合理的に選択したりす

る人もいます。サマーインターンにはこのように様々な良い効果があります。  

２年生の皆さんも、夏はぜひサマーインターンに挑戦してみてはいかがでしょうか。心から強

く推薦いたします。 なお、インターン申込告知は各事務所によりまちまちですが、4月の中ご

ろから下旬には募集が始まるところもあります。申込みの速さが合否を分けるところもあると

いうことなので、各法律事務所のウェブサイトのチェックは定期的にしましょう。また、成績

だけではなくて志望理由も重視されるようなので、申込書は真剣に書きましょう。 

 なお、これは執筆者個人の意見ですが、インターンは、いいものを食べられてお金までもら

えるおいしい場であることは否めませんが、それ以上に自分が将来どういう法律家になりたい

のかを考える場であることを意識するといいインターンが送れるのではないかという気がしま

す。楽しい話もいいですが、ここぞというときには「ガチな」話を、できるだけ多くの先生とす

ることを目指して、積極的な姿勢を持つことを心がけるのがいいのではないでしょうか。与え

られた課題が終わらないから夕食会（担当の先生以外の先生がいらっしゃったりします）には参

加しない、というのは避けたほうがいいでしょう。 

 

※２年次でも応募・参加可能だったサマーインターンの実施法律事務所 

・・・西村あさひ法律事務所、大江橋法律事務所、渥美総合法律事務所、ＴＭＩ法律事務所 
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３、未修の視点から  
 

みなさま進級おめでとうございます。ここでは、いわゆる純粋未修として入った私が、2 年生

の1年間を振り返ってみて、思ったことを紹介したいと思います。人それぞれ感じることは違う

と思うので、ご参考までに☆ 

①きもち 

私は、学部時代にはまったく法律とは無縁の生活をしていました。そのため、ローに入って

どうにかこうにか1 年間で法律を少し勉強してきたわけですが、2 年生になった最初は、既修の

みんなとの差に愕然として、よくへこんでいました。頑張って予習しても良く分からなかった

質問にすらすら答えるみんなの姿を見て、毎日のように落ち込んで、もうむりーというのが口

癖になるくらいでした。ただ、しばらくすると落ち込むのも飽きてきて、よく考えれば、知識

量や答案の書き方などに差があるのはまぁ当然だなと思うようになりました。そこで、とりあ

えずはこの差がこれ以上開かないようにしよう（…できれば少しでも縮めたいけど…！）、まず

はみんなになんとかついていこう！と思うようになりました。その結果、プレッシャーに弱い

私は気持ちが楽になって素直に頑張れるようになった気がします。同じ未修の友達の中には、

もっとアグレッシブに、追いつけ追い越せ！というノリでがんがん行く人もいて、それができ

るならその方がいいと思います。 

とにかく、最初に1度はとても落ち込むことがあると思うのですが、そこでネガティブになり

過ぎないことが大事だと思います。必要以上に落ち込んでも何もいいことはないので、現状を

認識したら、あとは前向きに自分のできることをしようって思うことが大事かなと思います。

また、時々先生方が設けてくださる各種の見学会に参加することもモチベーションアップにな

っていたように思います。 

②べんきょう 

勉強については、反省も込めてですが、あまり手を広げすぎない方がいいなぁと思います。2

年生は科目数が多いので、授業の予習復習・そこでの判例・該当部分の基本書読み、をこなす

だけでも1週間あっという間に終わってしまって、積み残しができることも…という感じでした。

周りを見ると、何冊も基本書をみたり評釈を読んだりしている人もいて、それだけで焦るわけ

ですが、まだまだ基礎が甘い未修者がいろいろと手を広げても、消化しきれずに結局ぜんぶ中

途半端…というのがありがちなパターンだったような気がします。なので、ある程度やること

を絞って、それをしっかりとこなしていく方がいいなぁと思います。 

2 年生になると、あちこちでさかんに勉強会が開かれるようになります。集まって勉強したり

議論したりすることの向き不向きはあると思うので、一概には言えませんが、私は積極的に参

加してよかったと思っています。自分の勉強のペースメーカーにもなって、ひとりではゼッタ

イにたどり着けなかった考え方に遭遇することもできて、良い刺激を受けられたからです。勉

強会を通じて仲良くなった人もたくさんいて、みんなと勉強するのが単純に楽しかったです。

「聞くのは一時の恥、聞かぬは一生の恥」という言葉がありますが、まさにその通りだと思いま

す。先生に対しても友達に対しても、どんどん聞いて早いうちに疑問をなくしておくことが大

事だと思います。そのためにも勉強会は役立ったように思います。 
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③そのほか 

最後に、一番大事なのは日々の生活を楽しむことだと思います！勉強が大変なのはローに入

った以上当たり前のことで、その中でも、積極的にスポーツ大会やら飲み会やらに参加してい

ろいろな人と交流を持ったり、ゲーム的なノリで勉強会をしたり、たまにおいしいランチを食

べに行ったり…というように楽しみを見つけながら頑張っていくと、意外と？つらいだけでは

ないメリハリのあるロー生活になると思います♪ 

 

４、自主室利用について 
自習室の利用マナーの現状は決して良いものではありません。3 年生自身の反省をこめ

て改善していきたいと思っていますのでご協力よろしくお願いします。 

 

自習室を利用するときの注意 

 ・自習室に入るときは、学生証を提示すること。（法科大学院の学生であることの提

示と不審者の入室を防ぐため。） 

 ・席は限られているので、必要以上に、本や物を置かないこと。 

 ・席取のために、持ち物や備付の書籍を置いていかないこと。 

 ・自習室内では、静かにすること。私語は禁止。 

 ・学習机は汚さないこと。（飲み物をこぼした跡がある。こぼしたときは拭くこと。） 

 ・消しゴムのかすはゴミ箱に捨てること。 

 ・自習室内では飲食禁止。弁当、おにぎり、パン、においの強い食べ物等を食べるこ

とを絶対にしないこと。飲食はラウンジ等ですること。 

 ・自習室内のごみ箱は、紙以外のゴミは捨てないこと。紙以外のゴミは廊下のゴミ箱

に分別して捨てること。（缶・ペットボトル・プラスチック容器等） 

 ・自習室及び４階廊下においてあるコピー機・穴あけ機・ホッチキス・裁断機等の事

務用機器を使うときは、丁寧に使うこと。（使えなくなると、みんなが困ることに

なる。） 

 ・自習室に置いてある書籍・事務用機器は持ち出し禁止。 

 ・備付書籍に書き込み等はしないこと。また、コピーするときに破ったりしないよう

注意すること。 

 ・自習室が閉室のときは、物は置いていかないこと。 

 

 他の学生が快適に利用できるよう、以上の点を守って自習室を利用してください。 
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５、ロッカ－の利用について    

ロースクール棟の３階にはロッカールームがあります。 

入学直後の皆様にこんな噺をするのも気が引けますが。 

 

３年前、そこにはロッカールームがありました。 

２年前、新入生はその部屋を使えませんでした。 

１年半前、その部屋は教室とされるはずでした。 

 

３年前、その部屋は腐海でした。現実に菌類が繁茂し蟲が棲息していたので、あながち比喩ともいえ

ません。山積する小六法（重）に法律書（固）に紙類（滑）の山。置き傘（鋭利）。―身体に対する侵

害の危険アリ。ライター。中身がたっぷり残っているエンジンオイルの缶。 ―紙類と合わせて焼損

の危険アリ。泥靴。饐えた匂いのするシャツ、ジャージ、トランクス。腐った500ml飲料。ラーメン。 

―存在自体が犯罪。それらの天然果実（？）として ―カビにダニにその卵！！が、「あった」のでは

ないのです。あの部屋を「占拠」していたのです。覆い尽くしていたのです。処分後の残滓（二畳分

の広さにてんこ盛り）にしてなお、正視するに堪えない外観と臭気を具えていたのです。 

 

と、いうわけでお願いがあります。 

ロッカールームの共用部分にはゴミを捨てないでください。私物を置かないでください。 

ロッカーはコンパクトにすぎて、少しだけ手狭なことは誰しも感じているところです。 

ロッカーの上には空間があって、使い勝手がいいことは誰しも知っているところです。 

だけどそこは、誰かが使えば他の人は使えなくなるという場所なのです。 

つまりそこは、誰かが黄色い本に書かれた公共空間という場所なのです。放置物があると 

―重さと固さ（だけ）ならばどの分野の専門書にもひけを取らない法律書は特に―危険なのです。 

ロッカーの最下段を使う場合、人の首は上方に対して無防備にならざるを得ないのですから。そして

腐海であれば―ムダに重い本の他に饐えたシャツや腐ったジュースとくれば―危険な上に惨めなので

す。ロッカーを無意識に使う場合、人はドリフコントで笑いを取りたいわけではないのですから。 

 

２年前、大学院の学生数は700人となりました。 

新入生のロッカールームは第二本部棟に置かれました。ロー生の数が多いからと。 

少なくともロー棟から往復20分はかかりました。 

私達は要求しました。ロー棟にロッカーが欲しいと。 

１年半前、大学院の予定が漏れ聞こえてきました。全員のロッカールームを第二本部棟に移すそうだ

と。教室の数が足りないからと。少なくとも不平等はなくなると。口にされた先生は偽悪を演じてい

ました。失礼ながら大根役者。 

私達は要求しました。ロー棟にロッカーが欲しいと。 

１年ほど前、予定が変わると漏れ聞こえてきました。全員のロッカールームがロー棟に移ることにな

りました。少なくとも確かなこととして。あるProfessorが決めたらしいと。P（以下略）のお蔭らし

いと。私達の要求が通った訳ではないのだろうけど。ロー棟にロッカーがもらえると。 

 

そして現在。 

２つだけ押さえておいてほしいのです。 

ロッカールームは大学院に使わせてもらっている借り物だと。ロッカールームは借り物だけど。 

使うのは自分達だから。 

きれいに使いたいものです。 

    

この文章は，だいぶ前に書かれたものなので 

○年前というのは＋２ほどして読み替えて下さい。 
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６、その他豆知識    

 その他の法科大学院豆知識＆注意事項など知ってて得するかもしれないコーナー。個人的な

アドバイスもあります。 

 

・・・・ローローローロー棟入口棟入口棟入口棟入口のののの掲示板掲示板掲示板掲示板＆＆＆＆HPHPHPHP はははは定期的定期的定期的定期的にににに見見見見るべしるべしるべしるべし    

ＨＰにはないが、掲示板には載っている情報、HP にはあるが、掲示板には乗っていない情報が

あります（法科大学院の生活で使う！ウェブサイト参照）。 
基本的に東大のロースクールは不親切です。 
知らない間に履修期間が終わっていたり、サマースクールの説明会や申し込みが終了していた

りします。 
どちらも定期的にチェックしましょう。 

 

・・・・赤門側赤門側赤門側赤門側ののののドアドアドアドアはははは5555 時以降開時以降開時以降開時以降開かないかないかないかない    

雨の日なんかは注意しましょう。 

 

・・・・肢別本肢別本肢別本肢別本（（（（司法試験司法試験司法試験司法試験のののの択一対策本択一対策本択一対策本択一対策本））））はははは2222 割引割引割引割引のののの時期時期時期時期があるがあるがあるがある    

一年に数回、2割引で変える時期が去年はありました。 
冬学期の真ん中と終わりだった気がします。 
この時期を狙って買いましょう。 

 

・・・・成績成績成績成績についてについてについてについて    

成績は各学期ごとに、成績発表日の午前０時きっちりからネット上（UT-mate :  

https://ut-gakumu.adm.u-tokyo.ac.jp/websys/campus ) で確認することができます。 

毎年冬学期には、各学年におけるブロック（成績順に上から１〜４ブロックに分類される）と、

１ブロックの人のみ順位の通知があります。これは UT-mate ではなく教務課で受け取ることが

できます。 
また、掲示板に成績発表後に成績分布が掲載されます。履修の参考にするとよいでしょう。 

 

・・・・冬学期冬学期冬学期冬学期はまじではまじではまじではまじで時間時間時間時間がないがないがないがない→→→→夏学期夏学期夏学期夏学期はははは多多多多めにめにめにめに履修履修履修履修すべしすべしすべしすべし    

未修者の方は体験済みでしょうが、冬学期の時間のなさはハンパないです。 
既修者の方、夏学期は初めてのロースクールの授業でまだよくわからないし、あんまりたくさ

ん履修しないでおこうかな…なんて思っていませんか？ 
しかし！！冬学期は本当に時間がないのです。 
まともな試験休みといえばクリスマス直後〜１月初旬までの短い短い冬休みだけ。しかもこの

休みはどうしても帰省やら正月やらで勉強時間は削られます。ロースクールにおいては補講期

間≒授業期間（補講期間にも授業をする先生がほとんど）なので、１月に入ってからは、試験休

みはほぼ皆無であり、中には最終授業から一週間と経たずにテストを迎えることになる科目も。

このとき本当に夏学期の夏休みのありがたさを知りました。。。 
そこで、夏学期は少し頑張って多めに履修することをおすすめします。 
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７、東大周辺の飲食店事情 
皆さんのこれからのロースクール生活での切実な問題の一つに、食事をどうするかということがあ

ると思います。そこで、大学構内で手軽に食べることができるものを中心として、そのほかに東大周

辺のいくつかのお店を紹介したいと思います。また、根津周辺には雰囲気のよい、気になるお店もた

くさんあるので、木曜日の午後などに、気分転換に足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。 

 

【大学構内】 

 
①中央食堂（営業時間平日 11時～21時、土日祝 11時～14時） 

本郷キャンパス内の食堂で最大の席数（420席）を誇り、ボリューム感あるメニューをラインアップ

している「中央」食堂。赤門ラーメンはとても有名。自信がある人は謎の赤い粉をもりもりかけまし

ょう。ただし、地下かつ携帯が圏外。夕方はロー生が非常に多くなり、休日には、家族連れやお年寄

りの来店も多い。 

②第２食堂（営業時間平日８時～14時30分のみ） 

書籍部の上にある。カフェテリア方式になっており、好みの品を好みの量だけ組み合わせることがで

きる。８時から「朝食メニュー」に対応し、弁当の配達や、宴会も行っている。昼下がりは日が差し

込み、ほのぼの出来る。昨年は二食でロースクールのコンパも開かれた。 

③メトロ食堂（営業時間平日11時～20時のみ） 

定食コーナーは日替わりで10～15種類のメニューあり。丼コーナーではその場で作って提供してい

る。麺コーナー担当の手際がよくないため、いつも長蛇の列。席の一部が座敷。ロースクールから一

番近い食堂。半地下なので、中央食堂ほどの閉塞感はない。文具購買部の近くで便利。 

④農学部食堂（営業時間平日11時～20時のみ） 

弥生キャンパスにある唯一の食堂、カフェテリア方式。学食の中では一番味に定評があるようだ。農

学部の菜園で取れた野菜を使っているからと聞いたことがあるが、真偽の程は定かではない。ついで

に、農学部３号館の前ではたまに白衣を着た人々が、農場の取れたて果物を売っていることがある。

これは安くてけっこうおいしいので見かけたら、ためしてみてはいかが？。 

⑤サブウェイ（営業時間平日10時～20時30分、土・10時～17時 日祝・休） 

工学部棟２号館の中。サンドイッチチェーン。天井が吹き抜けになっているので、冬はかなり寒いで
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す……。 

 

⑥松本楼（営業時間11時～21時） 

工学部２号館にある洋食の店。言わずと知れた日比谷の松本楼の支店。カレー、日替わりハンバーグ

ランチなどがある。昼は千円位。絶品プリンは是非一度味わって欲しい。少し高いけれど、接客レベ

ルも高く、ゆったりできる。ご両親を連れて行っても丁度いい感じ。 

⑦スターバックス（営業時間月～金・8時～20時、土日祝・9時～20時 不定休） 

工学部11号館にある。工学部生よりロー生がたむろしているイメージがある。 

⑧ドトール（営業時間8時～20時、安田講堂裏） 

理学部１号館の１階。昼休みの時間に行くと混雑が激しいが、それ以外の時間に行くと席にゆったり

座れる。授業と授業の間の空き時間に一人でのんびりするのがおすすめ。 

⑨カポ・ペリカーノ（営業時間月～土・11時～15時〈ランチ〉、15時～18時〈ティータイム〉, 18時～22

時〈ディナー〉 日祝・休） 

医学部教育研究棟13階にあるイタリアン。ランチは混み合うので待つことも。パスタ大盛が無料。

教授もまれに出没したりする。青山にあるお店の支店らしい。 

⑩ＵＴＣａｆｅ 

つい最近出来た、安藤忠雄建築の中にあるお店。昼はワンプレートランチが１０００円と、構内にし

ては高額。シャンパン等のアルコールも提供している。 
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【正門～西片門】 

 
①山猫軒 

洋食屋。有名な小説「注文の多い料理店」から

名前をとった店。内装は雰囲気があるが、提供さ

れる品物のレベルはまぁまぁ。 

②とうがらし 

韓国料理のお店。ビビンバやクッパ、コムタン

などのランチがあります。600 円からなので大変

リーズナブル。ボリュームも言うことなし。ただ

し辛い。なお、よくわからないチョイスのマンガ

が並んでいます…。 

 

③まるみ 

定食屋・中華屋。揚げ物や炒め物メイン。すご

くリーズナブル。 

④宮本 

和定食。昼は焼魚、煮魚、刺身といった魚中心

の定食がしっかり食べられる。夜は居酒屋として

営業。 

⑤ルベソンヴェール  

フレンチ。京都本店のある、京野菜を使った本

格フレンチを提供する。以前は手頃なランチがあ

ったけれど今は 1800 円から。フォレスト本郷内に

ある。 

⑥明憩  

和風居酒屋。穴場的存在。ランチもやっており、

うまい。人数は 30 人くらいまで。夜は、日本酒と

焼酎 の飲み放題をやっている。（03-3811-2254） 

 

【 赤 門 ～ 正 門 】

 
①もりかわ 

定食屋。値段はそこそこだが、量、味ともにま

あ満足。本郷郵便局向かい。地下の宴会場を貸し

切れれば、結構騒げる。 

②大島や 

ボリューム満点の中華料理屋。落第横丁にある。 

③ピグ 

落第横町内。鉄板焼き。値段も安くボリューム

満点。あつあつの鉄板にお肉が乗って出てくる。

サラダとライスが付いて 600 円台から。 

① こだわりや 

地鶏をつかった料理がメイン。昼はランチ営業

と弁当販売、夜は居酒屋に。美味しいボトルワイ

ンも飲み放題に含まれる。40 人くらいまで。チム

ニーの系列店。（03-3817-7771） 

 

 

 

⑤ダージリン 

インドカレー。本格的な味。外で待っていると

ラッシーをサービスしてくれたりする。 

⑥バンビ  

洋風定食屋。手頃な値段で食べられるのが便利。

店員さんの対応については、ある程度目をつぶっ

てあげて下さい。 

⑦カフェテラス本郷 

定食屋。何を頼んでもボリュームが多い。その

上の大盛りはその道では有名。深夜 12 時まで通常

営業している稀有な定食屋として重宝する。 

⑧ムンバイ 

インドカレーの店。焼きたてのナンがボリュー

ムがあってよい。 

⑨瀬佐美亭 

坦々麺屋。行列もできる人気店。本郷通り沿い。

昨年は毎日のように通っている人がいた。 

⑩金魚坂  

本郷三丁目駅より徒歩５分の老舗金魚屋併設の

カフェ。上品な味の定食や丼、ビーフ黒カレー

(1700 円)がある。ちょっと高めだが、落ち着いて

食事ができる。葉巻も中国茶も売っているし、勿

論本物の金魚も売っている。何故こんなことにな

ったかといえば、３５０年続く金魚屋に多様な友

人たちが集まってレストランを経営しているから。

また、不思議な内装は、一見の価値あり。

【本郷三丁目駅周辺】 

 
 

 

 

①皐月 

高級和牛のお店。馳走の地下一階。夜は高額だ

が、同じ肉を昼は 800 円くらいで美味く食べられ

る。29 日はニクの日ということで 29％引きになる。 

②さくら水産 

ご存知チェーン店。安く飲めるので、２次会に

はお勧め。店員さんの雰囲気が独特です。本郷三

丁 目 駅 前 店 と 本 郷 通 り 店 の ２ 店 舗 あ る 。
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（03-5805-3533） 

③アルルカン 

創作ケーキとカレーとフォアグラ丼（！）など

の店。ランチはかなり安いと思うし、ケーキにお

茶も美味しい！一見、ごく普通の喫茶店だが、皇

太子妃雅子様の想い出の店らしい。出てくる茶器

も素敵。だけど何より、ケーキがケーキがケーキ

が大好きです 

④ベスナー 

ロシア料理。自家製パンが出てくる。ヘルシー

志向なのでおすすめ。 

⑤炭火焼だん 

スタバ地下の居酒屋。 

味、量、値段が三拍子そろってバランスがいい。

焼酎やワインが充実している。店長さんがすごく

感 じ の い い 人 で す 。 50 人 ぐ ら い ま で 。

（03-5684-6095） 

⑥ごちや 

もんじゃ屋。夜は食べ放題コースもある。ラン

チは 680 円から。 

 

⑦プティフ 

欧風カレー屋。雑誌にも載る有名店。つけあわ

せのじゃがいもがうれしい。 

⑧チムニー 

こだわり屋と同系列の居酒屋。昼もランチメニ

ューあり。可も不可もなくといったところ。100

人くらいまで。（03-5684-4970） 

⑨せんごく 

洋食屋。交差点の交番裏にある。特に、とろと

ろのオムライスが美味しい。 

⑩ミュン 

ベトナム料理屋。ランチは時間をずらせば 400

円程度で食べられるが、ベトナム料理ではないと

思う。 

⑪西安刀削麺酒楼 

刀削麺屋。交番のある交差点の、駅のある一角

にあるビルの２階。 

⑫加賀屋 

和風居酒屋。モツ煮込みや海鮮がうまい。ここ

も 70 人くらいまでいける。料金が非常に良心的な

ため、飲み放題はつけないほうが安くなることが

多い。昼も営業している。 

（03-3816-5295） 

⑬た喜ち 

みずほ銀行裏にある、ちょっと高めのイタリア

ンの店。串焼きもあり、美味しい。40 人くらいま

で。ランチ営業あり(980 円から) 

⑭ファイアーハウス 

本郷三丁目の交差点を東京ドーム方面に行くと

右手にある。炭火で肉を焼く本格的なハンバーガ

ー屋。大きくてジューシーなハンバーガーをがっ

つり食べたいときにおすすめ。ただし１つ 1000

円以上と高い。ポテトが添えられて、ケチャップ

とマスタードが瓶で出てくるアメリカンスタイル。

おすすめはアボカドバーガー。お店は小さく回転

も悪いので昼休みは避けたほうが無難。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出張教室   http://www.utsl.ne.jp/shuccho-class/  

私たち出張教室は、一言で言うと、法教育を実践する団体です。主に、中学校及び高校に出向き、出前授業を行

います。 

私たち出張教室が目的とするところは、大きく分けて二つあります。

一つは、私たちが中高生に法律を教えることにより、自分たちが法律を

学ぶということです。学んだことを身に付けるために、教えるという行

為はとても大切なことであると思います。東京大学法科大学院に身を置

く私たちは、素晴らしい教授陣と向上心溢れる友人に囲まれ、法曹にな

るための勉強を日々重ねています。その私たちが学習した法律知識を、

中高生に伝えることによって習得するということは、私たちにとって、

非常に有意義なことであると考えています。もう一つの目的は、中高生

に法教育の場を提供することです。前述の通り、私たちは非常に恵まれ

た環境で勉学に励んでいます。そこで得たものを感受性豊かな中高生に

伝えていくことは、私たちの使命であるように思います。今日本では、

裁判員制度が導入されたことにより、20 歳以上の人間であれば、原則として誰でも、裁判員として法廷に立つこ

とになる可能性があります。また、私たちの授業を受けんとする中高生の中には、将来法曹になることを目指す

人もいるかと思います。そうした中高生に対して、法教育の場を提供することは、非常に大切なことであると思

います。 

私たちの年間活動日程としては、以下のようになっています。 

4 月   ロースクール入学 

5 月   出張教室参加者募集、確定、引き継ぎ 

6 月   班分け 

7 月～翌年 1 月 班毎に受け入れ先と交渉、準備 

2 月～3 月     授業実施 

 

私たち法科大学院生の本分である勉学をおろそかにしないよう、1 年間掛けてゆっくり準

備し、授業自体は学年末試験終了後に行うことになっています。 

 また、私たちは出張教室 7 期生なのですが、5 期生が出張教室についての本を著し、商

事法務から出版されています。興味がある方は御覧になっていただければと思います。 

 

設問 出張教室に参加するメリットを挙げよ。  

・自分の勉強していることを人に教えることができる 

・中高生と触れ合える！楽しい！ 

・他クラス、他学年の知り合い、友人が増える 

・ＯＢの弁護士(大手事務所多数)との交流の機会がある 

・弁護士会法教育委員会のイベントに参加できる 

・法律雑誌、地元テレビ、新聞などのメディアに載る機会がある 

・(法教育関連)法律事務所訪問ができる 

・遠方の学校に行く場合、ついでに観光ができる 

・「ロースクール在学中に取り組んだこと」のアピールに仕える 

・今世間で話題の「法教育」に貢献できる 

・母校に恩返しができる 

 

ぜひ説明会にお越しください 

第第第第１１１１回説明会回説明会回説明会回説明会        ４４４４月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（木木木木））））    １２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１３１３１３１３時時時時    

第第第第２２２２回説明会回説明会回説明会回説明会        ４４４４月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（月月月月））））    １２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～１３１３１３１３時時時時    ((((第第第第１１１１回回回回とととと内容内容内容内容はははは同同同同じですじですじですじです))))    

第第第第１１１１回回回回ミーティングミーティングミーティングミーティング    ４４４４月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（木木木木））））    １２１２１２１２時半時半時半時半～～～～１３１３１３１３時半時半時半時半((((メンバーメンバーメンバーメンバー確定確定確定確定、、、、役職決役職決役職決役職決めなどめなどめなどめなど))))    

 

 

 jj108613田mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 

 onizawa.hidemasa田mbd.nifty.com 
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＜4月の練習日程＞ 
	  7日（木）	 14:00~16:00	 御殿下 
	 14日（木）	 14:00~16:00	 御殿下 
	 21日（木）	 15:00~17:00	 御殿下 
	 28日（木）	 15:00~17:00	 御殿下 
	 29日（祝）	 10:30~12:30	 御殿下（新歓試合、新歓コンパ） 
	 ※当日は 15分前にロー棟入口に集合してください。 
	 	 事前連絡は不要です。運動できる服装だけ持参して下さい☆ 

 
＜ロースクールカップ戦績＞ 
	 春（2月）夏（8月）ともにベスト 8 
	 ※年 2回のロースクールカップが主な参加大会です。 
	 	 東京近郊のロースクールが多く参加します。 
＜募集要綱＞ 
男女・経験問わず募集しています♪ 
 
＜サークル紹介＞ 
バリバリの経験者から全くの未経験者まで、みんなで楽しくサッカーをしているサークル

です☆ 
適度な運動は、勉強にもいい影響がある、と信じてやっています（笑）。 
クラスを横断して多くの友人ができますよ♪ 
なお、練習場所は御殿下グラウンド（三四郎池のほとり）と農学部グラウンド（東大前駅

徒歩 2分）で、ともに学内の人工芝グラウンドです!! 
多くの新入生の皆さんが参加してくれることを願っています☆彡 
質問等がありましたら、下記アドレスまで気軽にメールを送ってください。 

 

連絡先：utslsoccer07@gmail.com 
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