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法律サービス展開本部関連のイベント等の開催状況について（2016/4/1～）

■国際業務推進センター関連

開催日 イベント名 会場 備考

2016年6月8日
「中小企業海外展開支援弁護士紹介制度に関するシンポジウ
ム」
（中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWG担当）

東京

6月27日
国際機関キャリア情報セミナー「法曹も国際機関でキャリアアップ
しよう！」
（国際室担当）

東京
日弁連主催・外務
省国際機関人事セ
ンター共催

7月27日
セミナー「人事訴訟および家事事件の国際裁判管轄の法制化」
（外国人ローヤリングネットワーク（ＬＮＦ）主催）

東京
LNF主催・日弁連共
催

8月29日
セミナー「フィリピン家族法の基礎知識」（外国人ローヤリングネッ
トワーク（ＬＮＦ）主催）

東京
LNF主催・日弁連共
催

9月2日・3日
「国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー　～国際業
務・活動への道しるべ～」
（国際室担当）

東京

日弁連主催・外務
省/法務省共催
法科大学院協会/
国際法学会後援

9月3日～
12月14日

独立行政法人中小企業基盤整備機構
「認定支援機関向け海外展開支援研修（基礎編・実践編）（全9回

（予定））」*
全国 中小機構主催

10月17日
シンガポール弁護士会との共同セミナー「Singapore Experience
in International Mediation and Family Law」

東京
日弁連主催・シンガ
ポール弁護士会共
催

11月7日
国際公法の実務研修連続講座　第１回「国際公法の実務総論
①」

東京

11月24日
国際公法の実務研修連続講座　第２回「国際公法の実務総論
②」

東京

12月8日
国際公法の実務研修連続講座　第３回「国際司法裁判所（ICJ）
の実務①」

東京

12月22日
国際公法の実務研修連続講座　第４回「国際司法裁判所（ICJ）
の実務②」

東京

2017年1月10日
国際公法の実務研修連続講座　第５回「国際刑事法廷（ICC・
ICTYを含む）の実務②」

東京

*中小企業の海外展開業務の法的支援に関するWGから講師派遣

日弁連主催・外務
省/国際法学会後
援（予定）
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中小企業海外展開 
支援弁護士紹介制度
に関するシンポジウムの 
御案内 
日本弁護士連合会では，日本貿易振興機構，東京商
工会議所，日本政策金融公庫，信金中央金庫及び国
際協力銀行と連携して，中小企業海外展開支援弁護士
紹介制度を実施しております。 
この度，同制度が 2016年 4月から正規事業となったこ
とを契機とし，これまでの実績分析を御報告するととも
に，中小企業の海外展開支援における弁護士の関与に
つき検討し，これまで以上に皆様と当連合会のスムーズな
連携を構築するため，シンポジウムを企画いたしました。 

ふるっての御参加をお待ちしております。 

日時 
2016年 6月 8日(水) 
16:00-18:00 
※シンポジウム終了後に懇親会を予定しております。 

場所 

弁護士会館 
17階 1701会議室 
〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 
※東京メトロ「霞ヶ関」駅 B1-b出口直結  
 
 

 

  対象者 
本御案内送付先機関
に御所属の中小企業
海外展開支援の御担
当者 
及び 
日本弁護士連合会 
中小企業海外展開 
支援弁護士 

参加費 
無料 

登録 
裏面の参加申込用紙
を利用してお申し込み
ください。 
御所属の団体で参加
のとりまとめが行われる
場合には個別のお申
込みは不要です。  
 

主催 
日本弁護士連合会 
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国際機関キャリア情報セミナー 

日時：２０１６年６月２７日（月）午後６時３０分～午後８時 
場所：弁護士会館１７階１７０１会議室 

講師：阿部 智氏（外務省総合外交政策局国際機関人事センター長） 
     谷 直樹氏（ＪＰＯ派遣者，国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）駐日事務所） ほか 
  
■主催  日本弁護士連合会 
■共催  外務省国際機関人事センター 
■参加費 無料 
■主な参加対象 弁護士，司法修習生，法科大学院修了生，法科大学院生，大学生等 
■申込み FAXにて事前申込みを受け付けております。当日参加も可能ですが，定員になり次第締め切らせていただきます。 

お名前 登録番号（会員のみ） 

御所属 メールアドレス 

電話番号  FAX番号 

【お問合わせ】日本弁護士連合会国際課 電話０３－３５８０－９７４１（直） 
御提供いただいた個人情報は，日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理致します。また，この個人情報に基づき，日本弁護士
連合会もしくは日本弁護士連合会が委託した第三者より，シンポジウム等のイベントの開催案内，書籍の御案内その他当連合会が益であると判断
する情報を御案内させていただくことがあります。なお，個人情報は，統計的に処理・分析し，その結果を個人が特定されないような状態で公表
することがあります。 

  法曹も国際機関で 
    キャリアアップしよう！ 

   当連合会では，より多くの法曹が国際機関で働く機会を得るために，今年も国際機関キャリ
ア情報セミナーを開催いたします。阿部智外務省国際機関人事センター長，ＪＰＯ派遣制度で
ＵＮＨＣＲ駐日事務所で働く谷直樹氏を講師としてお招きし，どのようなフィールドで活躍で
きるのか，具体的なキャリアパス，必要な準備，国際機関の職員になるために必要なスキル，
応募方法，就職状況等を含めた国際機関の採用・人事等に関する情報について，ご説明いただ
きます。将来国際分野で活躍するための第一歩として，是非奮ってご参加ください。 

【セミナー内容（予定）】 
１ 国際機関への就職等に関する説明 
２ JPO派遣者（UNHCR駐日事務所）からの報告 
３ ICCで働くことの意義 
４ 質疑応答 
 
※JPO派遣制度とは・・・ 
 外務省では，将来的に国際機関で正規職員として勤務すること
を志望する若手日本人を対象に，日本政府が派遣にかかる経費
を負担して一定期間（原則２年間）各国際機関で職員として勤務
していただくことにより，国際機関の正規職員となるために必要な
知識・経験を積む機会を提供し，ひいては派遣期間終了後も引き
続き正規職員として派遣先機関や他の国際機関に採用されるこ
とを目的として，ＪＰＯ派遣制度を実施しております。 

～【送付先】FAX ０３－３５８０－９８４０ 日弁連国際課行～ 

◇アクセス方法◇ 
●地下鉄 
・丸ノ内線，日比谷線， 
 千代田線 霞ヶ関駅B1-b  
 出口直結 
・有楽町線 桜田門駅5番   
 出口から徒歩８分 
●ＪＲ 
・山手線 有楽町駅から 
 徒歩１５分 
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 ◆～国際業務・活動への道しるべ～◆ 

日本弁護士連合会では，弁護士，法科大学院修了生，法科大学院生，大学生等を対象に，２０１０年

から毎年，法曹の国際業務に関するキャリアセミナーを開催しています。 

国際分野に興味があるけれど，どのような活躍の場があり，実際にどのような活動をしているのか，また，

どのような能力や経験が必要とされているのか分からない，そんな方は，この機会に多様な国際業務につ

いての理解を深め，中長期的視野で，今後目指していくキャリアプランを考えてみませんか？ 

キャリアセミナーは２日間の連続講義となります。将来、国際舞台で輝くために、是非奮ってご参加くださ

い！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

主催：日本弁護士連合会   

共催：法務省，外務省 

後援：法科大学院協会，国際法学会 

■主な参加対象：弁護士，司法修習生，法科大学院修了生，法科大学院生，大学生等 
 

■プログラムの内容（予定）：裏面をご覧ください。  

 

■参加費用（予定）：１，０００円 
※その他，１日目セミナー終了後に講師を交えた懇親会（１８時３０分～２０時）を開催いたします。参加希望者の

方は，懇親会費３，０００円を，参加費用とは別に当日お支払いただきます。 

 

■申込方法：日弁連ホームページから，お申込必要事項につき御確認ください。 
【ホームページ URL】 http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2016/160902-0903.html 

 

国国際際分分野野でで活活躍躍すするるたためめのの  

法法律律家家キキャャリリアアセセミミナナーー  
 

 

日 時：２０１６年９月２日（金）１２時～１８時３０分 

        ９月３日（土）１０時～１７時 

場 所：弁護士会館２階講堂「クレオ」 
 

◇アクセス方法◇ 

・地下鉄 

丸ノ内線，日比谷線，千代田線 霞ヶ関駅 B1-b 出口直結 

有楽町線 桜田門駅 5 番出口から徒歩８分 

・ＪＲ 

山手線 有楽町駅から徒歩１５分 

詳細は裏面を 

御確認ください。 
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９月２日（金） ９月３日（土） 

●午後 

【開会挨拶・オリエンテーション】 

中本 和洋 日本弁護士連合会会長 

小山 太士 法務省大臣官房司法法制部長 

齋木 尚子 外務省国際法局長 

 

 

【法律家の活躍が求められる国際分野】 

道 あゆみ 日弁連事務次長 

 

 

【国内でできる国際的な人権擁護実務】 

伊藤 和子 国際人権団体ヒューマンライツ・ナウ事務局

長・弁護士 

芝池 俊輝 日弁連国際人権問題委員会副委員長・日弁連

ハーグ条約に関するワーキンググループ委

員・弁護士 

須田 洋平 日弁連国際人権問題委員会副委員長・国境な

き医師団(MSF)日本理事・弁護士 

 

 

【外交分野における法律家の貢献可能性】 

御巫 智洋 外務省国際法局国際法課長 

小鷲 秋乃 外務省国際法局国際法課外務事務官（国際裁

判対策室併任） 

原田 政佳 外務省経済局国際経済紛争処理室課長補佐・

弁護士 

伊藤友香子 外務省経済局サービス貿易室課長補佐 

 

 

【法律実務における国際関係法】 

道垣内正人 早稲田大学教授・弁護士 

 

【国際舞台での活躍を目指す①：目指すべき道と心構え】 

大谷美紀子 日弁連国際人権問題委員会委員長・日弁連法

律サービス展開本部国際業務推進センター副

センター長・LAWASIA 家族法及び家族の権利に

関する委員会日本代表・弁護士 

 

●夜 

【懇親会】 

別途料金がかかります。詳細については，以下「懇親会に

ついて」をご参照ください。 

 

●午前 

選択セッション１（①・②のいずれかを選択） 

①【国際公務員への道】 

＜第一部＞ 【国連職員の実務】 

小尾 尚子 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務

所副代表（法務担当） 

谷  直樹 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務

所法務部・准法務官・JPO 派遣者 

＜第二部＞ 【国際舞台での資質と自己 PR】 

村上  清 岩手大学学長特別補佐・陸前高田市市政アドバ

イザー・元 UNHCR 人事研修部長 

 

②【インハウス弁護士の国際業務】 

芦原 一郎 チューリッヒ保険／チューリッヒ生命 ジェ

ネラルカウンセル・ 弁護士 

片岡 詳子 株式会社ユー・エス・ジェイ法務部長，弁護士 

竹本 綾世 弁護士（国内精密機器メーカー法務部から出向

中） 

 

●午後 

【国際開発金融機関における弁護士の役割】 

廣瀬 敦子 アジア開発銀行法務局アドバイザー 

 

選択セッション２（③・④のいずれかを選択） 

③【キャリアとしての国際司法支援】 

岡  英男 独立行政法人国際協力機構（JICA）元モンゴル

長期派遣専門家・弁護士 

磯井 美葉 独立行政法人国際協力機構（JICA）国際協力専

門員・弁護士 

保田 志穂 日弁連国際交流委員会幹事・弁護士 

 

④【国際法曹団体を活用する】 

廣岡 健司 若手法曹国際協会（AIJA）2017 年東京大会開

催委員会委員長・弁護士 

平澤  真 国際法曹協会（IBA）Young Lawyers 委員会共

同議長・弁護士 

＜コーディネーター＞ 

矢吹 公敏 国際法曹協会（IBA）弁護士会問題評議会理事・

日弁連法律サービス展開本部国際業務推進セ

ンター長・弁護士 

 

 

【国際舞台での活躍を目指す②：踏み出すためのステップ】 

山本 晋平 日弁連法律サービス展開本部国際業務推進セ

ンター事務局長・元日弁連国際室室長・弁護士 
 

※プログラム・講義の内容については変更の可能性があります。 

 

●懇親会について（懇親会費：３，０００円）  

２日（金）１８時半から２０時まで講師を交えた懇親会を開催いたします。参加希望者の方は，懇親会費３，０００円を，参加費

（１，０００円）とは別に当日お支払いただきます。 

※懇親会は，弁護士会館内での開催を予定しています。 
 

【注意】本セミナーは，受講生に具体的な就職先を斡旋するものではございませんので，ご理解願います。 

    一部，英語を使用しての講義が行われる可能性もあります。 

 

「国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー」プログラム 

御提供いただいた個人情報は，日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理いたします。この個人情報に基づき，日本弁護士連合会

もしくは日本弁護士連合会が委託した第三者より，シンポジウム等のイベントの開催案内，書籍の御案内その他当連合会が益であると判断する情報を

御案内させていただくことがあります。また，共催団体に対して個人情報を提供することがあります。個人情報は，統計的に処理・分析し，その結果

を個人が特定されないような状態で公表することがあります。 
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国際公法の実務研修連続講座 
 国際公法に関わる業務や国際機関等の就職に関心を持つ会員の皆様を対象に、 

国際公法（国際刑事法、海洋法、主要な国際裁判手続等を含む）の実務 

に関する連続講座を実施いたします！この機会に是非奮ってご参加ください。 

日時：  ２０１６年１１月７日（月） から、原則毎月２回（全１０回を予定） １８時００分～２０時００分 

場所：  ①弁護士会館内会議室（東京都千代田区霞が関1-1-3 ）  

          ②各弁護士会館（テレビ会議システムを利用した参加）  

     （※弁護士会の都合により接続いただけない場合もありますので、ご所属の弁護士会に御確認ください。） 

参加費： 無料 

申込方法：日弁連会員専用ＨＰ「おしらせ」から応募書式をダウンロードしていただき、御記入

の上、担当事務局まで郵送、持参により御提出ください。参加可否の結果については、１０月中下

旬までに御連絡します。（なお，事前に参加申込をいただいた方のみ参加いただけます。また，講座の一部の

回のみの参加はできませんので，予め御了承ください。） 

応募締切：１０月７日（金）１７時３０分必着  

提出先：〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 

      日本弁護士連合会 企画部国際課 近藤 宛て 

 

連続講座の詳細は裏面を
御確認ください。 

主催：日本弁護士連合会   
後援：外務省，国際法学会  

 

◇アクセス方法◇ 
・地下鉄 
丸ノ内線，日比谷線，千代田線 霞ヶ関駅B1-b出
口直結 
有楽町線 桜田門駅5番出口から徒歩８分 
・ＪＲ 
山手線 有楽町駅から徒歩１５分 
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◆第１回 

 日時：２０１６年１１月７日（月）１８：００～２０：００ 

 テーマ：国際公法の実務総論①（含むオリエ
ンテーション） 

 講師：御巫 智洋（外務省国際法局国際法課長） 

        矢吹 公敏（日弁連国際業務推進セン

ター長・弁護士） 

        大谷美紀子（同副センター長） 

 

◆第２回 

 日時：２０１６年１１月２４日（木）１８：００～２０：００ 

 テーマ：国際公法の実務総論② 

 講師：坂元 茂樹（同志社大学教授） 

 

◆第３回 

 日時：２０１６年１２月８日（木）１８：００～２０：００ 

 テーマ：国際司法裁判所（ＩＣＪ）の実務① 

 講師：玉田  大（神戸大学教授） 

 

◆第４回 

 日時：２０１６年１２月２２日（木）１８：００～２０：００ 

 テーマ：国際司法裁判所（ＩＣＪ）の実務② 

 講師：高柴優貴子（立命館アジア太平洋大学准

教授／元国際司法裁判所（ＩＣＪ）法務官・所長特
別補佐官） 

 

◆第５回 

 日時：未定 

 テーマ：国際刑事法廷（ＩＣＣ・ＩＣＴＹを含む）の
実務① 

 講師：古谷 修一（早稲田大学教授） 

 

◆第６回 

 日時：２０１7年１月10日（火）１８：００～２０：００ 

 テーマ：国際刑事法廷（ＩＣＣ・ＩＣＴＹを含む）の
実務② 

 講師：野口 元郎（国際刑事裁判所被害者信託

基金理事長／最高検察庁検事） 

   河島さえ子（国連旧ユーゴスラビア国際刑

事裁判所・裁判部 法務官） 

    

◆第７回 

 日時：未定 

 テーマ：国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）及び国
際海洋法裁判所（ＩＴＬＯＳ）の実務① 

 講師：河野真理子（早稲田大学教授） 
 

◆第８回 

 日時：未定 

 テーマ：国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）及び国
際海洋法裁判所（ＩＴＬＯＳ）の実務② 

 講師：北浦  康弘（外務省国際法局海洋法室長） 

      武井 良修（国連事務局法務部海洋問

題・海洋法課 法務官） 
 

◆第９回 

 日時：未定 

 テーマ：世界貿易機関（ＷＴＯ）紛争解決手続
の実務① 

 講師：阿部 克則（学習院大学教授／外務省経

済局国際経済紛争処理室顧問） 
 

◆第１０回 

 日時：未定 

 テーマ：世界貿易機関（ＷＴＯ）紛争解決手続
の実務② 

 講師：未定 

国際公法の実務研修連続講座スケジュール（予定） 
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