
 
九州大学広報室 

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 
TEL:092-802-2130 FAX:092-802-2139 

MAIL:koho@jimu.kyushu-u.ac.jp 
PRESS RELEASE（2014/12/10）                         URL:http://www.kyushu-u.ac.jp/ 

 
 

九州大学法科大学院「今、なぜロースクールで学ぶのか 

☆列島縦断リレー☆法科大学院がわかる会（九州会場）」を開催 

 

概 要 

法科大学院協会は、日本弁護士連合会の共催、最高裁判所、法務省、文部科学省および適性試験管理

委員会の後援により、法科大学院や法曹の魅力を伝えることを通じて、法科大学院への進学希望者およ

び法曹志願者の増加を図ることを目的として、全国各地で法科大学院説明会を開催しています。 

九州地区では、平成 26 年 12 月 20 日（土）に九州大学・熊本大学・鹿児島大学・琉球大学を会場校

として、九州・沖縄の 7 法科大学院が合同説明会を開催します。 

 

■内 容 

【日 時】 

平成 26 年 12 月 20 日（土）14:00～17:00 
 

【プログラム】 

＜第 1 部＞ 14:00～15:50 
法科大学院の魅力とは？ 

（1）「出身法曹から見た法科大学院教育の意義」 

（2）「社会が求める新しい法律家像」 

（3）「母校リレー・トーク」 

 

＜第 2 部＞ 16:00～17:00 
 法科大学院 個別懇談会 

 

【会 場】 

九州大学会場：箱崎キャンパス 法科大学院棟 演習室 

熊本大学会場：黒髪北地区 共用棟黒髪 6  2 階遠隔講義室 

鹿児島大学会場：郡元キャンパス 総合教育研究棟 3 階マルチメディア教室 

琉球大学会場：文系総合研究棟 401 教室 

＊第 1 部は 4 会場を遠隔講義システムでつないで同時開催 

 

【対 象】 

 大学 3 年次生以下の学部生を主たる対象とします。（一般参加も可能） 

 

■詳細・申込 

 九州大学法科大学院 Web サイト：http://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool 
 事前申込は不要（先着 60 名まで） 

 

 
【お問い合わせ】 
九州大学貝塚地区事務部教務課専門職員 
電話：092-642-4166 
FAX：092-642-7098 
Mail：ls-koho@law.kyushu-u.ac.jp 
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全国各地で開催します！

主催／法科大学院協会　共催／日本弁護士連合会
後援／最高裁判所／法務省／文部科学省／適性試験管理委員会

　● どんな授業をしているの？どのくらい勉強するの？
　● 本当に司法試験に合格できるの？
　● 法科大学院に行くには、どのくらいお金がかかるの？
　　 奨学金はあるの？
　● 法科大学院出身の法律家って、どんな仕事をしているの？
　　 あなたの疑問に、教員と出身の若手法律家がお答えします！！！

　● 法科大学院教員と出身の若手法律家が、
　　 各法科大学院のホントのところ、
　　 直接皆さんの疑問にお答えします！！！

来たれ★
法律家をめざす大学生！
第１部　法科大学院の魅力とは？

第２部　法科大学院  個別懇談会
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法科大学院協会

http://lskyokai.jp/index.html

法科大学院協会 
Facebook

開催会場・日時

名古屋会場 大阪会場
　　

岡山会場

共催／日本弁護士連合会 後援／最高裁判所／法務省／文部科学省／適性試験管理委員会

主催／法科大学院協会
法科大学院協会は､法科大学院相互の協力を促進して法科大学院における教育水準の向上をはかり､
もって優れた法曹を養成し､社会に貢献することを目的として､すべての法科大学院により構成されている団体です。

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
■地下鉄名城線名古屋大学駅下車すぐ

〒530-0047　大阪市北区西天満1-12-5
■京阪中之島線「なにわ橋駅」下車
　出口１から徒歩約５分
■地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車　
　１号出口から徒歩約１０分
■地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 ２６号階段から徒歩約７分
■ＪＲ東西線「北新地駅」下車　徒歩約１５分  

〒700-8530　岡山市北区津島中3丁目1番1号
■JR岡山駅西口広場から
　 岡電バス「岡山大学・岡山理科大学」行 「岡大西門」で下車
   タクシー約7分
■JR岡山駅前東口から
　 岡電バス「岡山大学・妙善寺」行「岡大西門」で下車
    岡電バス「津高営業所」行「岡山大学筋」で下車、徒歩7分
   ※上記2路線は市内を廻るため時間がかかります
■JR津山線 法界院駅から 徒歩約10分

１２月１３日（土）
＠名古屋大学・東山キャンパス・
　法学部棟第三講義室

１２月１３日（土）
＠大阪弁護士会館２階会議室

１２月２０日（土）
＠岡山大学文学部・法学部・
　経済学部講義棟20番講義室

他の開催会場は以下のとおりです。
○東京会場①　１０月２５日（土）＠明治大学 駿河台キャンパスリバティタワー２階1022教室
○東京会場②　11月19日（水）＠慶應義塾大学 三田キャンパス南館（ロースクール校舎）地下４階
○北海道会場　11月29日（土）＠北海道大学 人文・社会科学総合教育研究棟　Ｗ203教室
○京都会場　   １１月３０日（日）＠京都大学 吉田本部キャンパス法経本館第４教室
○東北会場　　１２月14日（日）＠東北大学 片平キャンパスエクステンション教育研究棟

１３：３０～

東京会場③

〒169-8050 新宿区西早稲田1-6-1
■ＪＲ 山手線 高田馬場駅から徒歩20分 
■西武 新宿線 高田馬場駅から徒歩20分 
■地下鉄東京メトロ 東西線 早稲田駅から徒歩5分
■副都心線 西早稲田駅から徒歩17分 
■学バス 高田馬場駅 - 早大正門 
■バス 新宿駅西口 - 早稲田
■渋谷駅 - 早大正門　■上野広小路 - 早稲田 
■都電 荒川線 早稲田駅から徒歩5分 

１２月８日（月）１０：４０～１２：１０
＠早稲田大学・早稲田キャンパス・
　８号館１０６教室

１３：００～ 14：00～

13：30～

兵庫会場

〒650-0016　兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3
■神戸高速線 西元町駅 徒歩5分
■神戸市営 西神・山手線 大倉山駅 徒歩５分

１２月２０日（土）
＠兵庫県弁護士会館本館
　４階講堂

2015年

東京会場④

〒101-8324　東京都千代田区神田駿河台3-11-5
■ＪＲ中央・総武線「御茶ノ水駅」から徒歩3分
■東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」から徒歩5分
■東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」からの徒歩6分
■都営地下鉄新宿線「小川町」から徒歩5分

２月7日（土）
＠中央大学駿河台記念館

九州会場
１２月２０日（土）１４：００～ １４：００～

広島会場

〒730-0053　広島市中区東千田町1-1-89
■JR広島駅より 広島バス（21-1号（宇品）線）
　約20分 日赤前下車 徒歩約5分
■JR広島駅より 広電1号線 約30分
　日赤病院前下車 徒歩約3分
■JR横川駅より 広電7号線 約40分
　日赤病院前下車 徒歩約3分
■JR西広島駅 広電3号線 約30分
　日赤病院前下車 徒歩約3分    

予約は不要です。
当日は直接会場までお越しください！！

入場無料！

https://www.facebook.com/pages/
法科大学院協会 /573042622829340

法科大学院協会 
twitter
https://twitter.com/Jals_Caravan

＠九州大学・熊本大学・
　鹿児島大学・琉球大学
　　 遠隔講義システムで
　　つないで実施
●九州大学
　法科大学院棟 演習室

●熊本大学
　黒髪北地区 共用棟黒髪6
　2階　遠隔講義室

●鹿児島大学
　郡元キャンパス 総合教育研究棟 
　３階マルチメディア教室

●琉球大学
　文系総合研究棟 401教室

！

時間/午後
（追って決定）　2015年1月10日（土）

＠広島大学東千田キャンパス
　302号教室
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 主 催 法科大学院協会 

 共 催 日本弁護士連合会 

 後 援 最高裁判所，法務省，文部科学省，適性試験管理委員会 

開催校 九州大学法科大学院，久留米大学法科大学院，西南学院大学法科大学院， 

福岡大学法科大学院， 

熊本大学法科大学院，鹿児島大学法科大学院，琉球大学法科大学院 

 
●目的 

  法科大学院及び法曹の魅力を伝えることを通じて，法科大学院への進学希望者及び法

曹志願者の増加を図ることを目的とする。 
 
●対象 

  ３年次生以下の学部生を主たる対象とする。（一般参加も可能） 
 
●日時及び場所 

日 時 ２０１４年１２月２０日（土） 
＜第１部＞ １４時００分～１５時５０分 
＜第２部＞ １６時００分～１７時００分（予定） 

 場 所 九州大学会場：法科大学院棟 演習室 
熊本大学会場：黒髪北地区 共用棟黒髪６ ２階遠隔講義室 
鹿児島大学会場：郡元キャンパス 総合教育研究棟 ３階マルチメディア教室 
琉球大学会場：文系総合研究棟 ４０１教室 
＊第１部は４会場を遠隔講義システムでつないで同時開催 

 
●プログラム ＜裏面＞ 
 



＜第１部＞ 法科大学院の魅力とは １４時００分～１５時５０分 

司 会 堀野 出（九州大学法科大学院教授） 
※配布資料の説明 

※主催者・共催者あいさつ 
田淵 浩二（法科大学院協会理事・九州大学法科大学院長） 

古賀 和孝（日本弁護士連合会副会長・福岡県弁護士会元会長） 

（１）「出身法曹から見た法科大学院教育の意義」（４０分） 
法科大学院で学んだことをどのように活かしながら日々の法曹の仕事を行っているのか，法科

大学院出身法曹から，自身の経験を踏まえながら語っていただきます。 
＜九大会場＞ 林田 敏幸 氏（新６１期，福岡家地裁小倉支部判事補） 

         川端 裕子 氏（新６１期，福岡地方検察庁検事） 
  ＜鹿大会場＞ 本田 貴志 氏（新６１期，鹿児島県弁護士会） 
  ＜琉大会場＞ 當眞 正姫 氏（新６１期，沖縄県弁護士会） 

（２）「社会が求める新しい法律家像」（３０分） 
特色ある活動を行っている弁護士から，今，社会に求められている法律家像を語っていただき

ます。 
＜熊大会場＞ 市政オンブズマン活動について 

松永 榮治 氏（２４期，熊本市オンブズマン・弁護士） 
＜九大会場＞ 企業法務における活動について 

吉浦 初音 氏（新６１期，安川電機人事総務部法務グループ課長・弁護士） 

（３）「母校リレー・トーク」（３０分） 
法科大学院での授業について弁護士になった後に役に立ったことや，もっと勉強しておけばよ

かったと後悔していることなどについて，各会場の法科大学院修了生が進行役の質問に答える形

でリレー・トークを行います。 
◎進 行：宇加治 恭子（福岡県弁護士会・日本弁護士連合会法科大学院センター副委員長） 

 ◎参加者 
明石美紗子 氏（九大 LS 修了・新６５期） 長倉 忍 氏（西南大 LS 修了・新６１期） 

  稲場 悠介 氏（福大 LS 修了・新６２期） 井上 莉野 氏（熊大 LS 修了・６６期） 
  宮路 真行 氏（鹿大 LS 修了・６６期）  當眞 正姫 氏（琉大 LS 修了・新６１期） 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（休憩：１０分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

＜第２部＞ 懇談会 １６時００分～１７時００分（予定） 
会場毎に分かれ，法科大学院出身法曹と参加者とのフリー・ディスカッション形式の懇談を行

います。また，参加法科大学院の教育内容や学修環境をより詳しく知っていただくために，会場

に各法科大学院のブースを設け，参加者の質問にお答えします。 


