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平 成 １９ 年 新 司 法 試 験 考 査 委 員 推 薦 候 補 者 名 簿

氏　　　名 所　　　　　　　　　　属

公法系 憲　法 初　宿　正　典 京都大学大学院法学研究科教授

青　柳　幸　一 筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授

辻　村　みよ子 東北大学大学院法学研究科教授

野　坂　泰　司 学習院大学大学院法務研究科教授

笹　田　栄　司 北海道大学大学院法学研究科教授

市　川　正　人 立命館大学大学院法務研究科教授

赤　坂　正　浩 神戸大学大学院法学研究科教授

川　岸　令　和 早稲田大学大学院法務研究科教授

小　杉　公　一 弁護士（東京弁護士会）

東　澤　　　靖 弁護士(第二東京弁護士会)

中　里　智　美 司法研修所教官［判事］

岩　木　　　宰 司法研修所教官［判事］

齋　藤　正　人 司法研修所教官［判事］

早　田　尚　貴 最高裁判所事務総局行政局参事官

小　川　新　二 法務省刑事局公安課長

山　口　英　幸 法務省人権擁護局参事官

行政法 小早川　光　郎 東京大学大学院法学政治学研究科教授

植　村　栄　治 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

稲　葉　　　馨 東北大学大学院法学研究科教授

高　橋　　　滋 一橋大学大学院法学研究科教授

大　橋　洋　一 九州大学大学院法学研究院教授

村　上　裕　章 北海道大学大学院法学研究科教授

大久保　規　子 大阪大学大学院法学研究科教授

中　川　丈　久 神戸大学大学院法学研究科教授

大　藤　　　敏 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

河　野　　　敬 弁護士（第二東京弁護士会）

越　智　敏　裕 弁護士(東京弁護士会)

中　込　秀　樹 弁護士（第一東京弁護士会）

林　　　俊　之 最高裁判所事務総局行政局第二課長

都　築　政　則 法務省大臣官房行政訟務課長

齋　藤　繁　道 法務省大臣官房参事官

舘　内　比佐志 内閣法制局参事官

民事系 民　法 中　田　裕　康 一橋大学大学院法学研究科教授

水　野　紀　子 東北大学大学院法学研究科教授

渡　辺　達　徳 中央大学大学院法務研究科教授

松　岡　久　和 京都大学大学院法学研究科教授

山　田　誠　一 神戸大学大学院法学研究科教授

大　村　敦　志 東京大学大学院法学政治学研究科教授

山野目　章　夫 早稲田大学大学院法務研究科教授

平　野　裕　之 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

石　井　彦　壽 東北大学大学院法学研究科教授

岡　本　正　治 弁護士（大阪弁護士会）・立命館大学大学院法務研究科教授

木　澤　克　之 弁護士（東京弁護士会）

森　脇　純　夫 弁護士(第二東京弁護士会)

田　中　　　豊 弁護士（東京弁護士会）

松　田　　　亨 司法研修所教官［判事］

小　野　正　弘 法務総合研究所教官

筒　井　健　夫 法務省民事局参事官

科　　目
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民事系 商　法 山　下　友　信 東京大学大学院法学政治学研究科教授

尾　崎　安　央 早稲田大学大学院法務研究科教授

前　田　雅　弘 京都大学大学院法学研究科教授

野　村　修　也 中央大学大学院法務研究科教授

片　岡　義　広 弁護士(東京弁護士会)

北　沢　義　博 弁護士(第二東京弁護士会)

木　村　　　裕 弁護士（東京弁護士会）

土　岐　敦　司 弁護士（第一東京弁護士会）

野　山　　　宏 東京地方裁判所判事

鹿子木　　　康 東京地方裁判所判事

相　澤　　　哲 法務省大臣官房参事官

甲　斐　淑　浩 法務総合研究所教官

上　野　泰　男 早稲田大学大学院法務研究科教授

髙　見　　　進 北海道大学大学院法学研究科教授

本　間　靖　規 名古屋大学大学院法学研究科教授

大　村　雅　彦 中央大学大学院法務研究科教授

田　邊　　　誠 広島大学大学院法務研究科教授

高　田　裕　成 東京大学大学院法学政治学研究科教授

三　木　浩　一 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

山　本　克　己 京都大学大学院法学研究科教授

草　野　芳　郎 学習院大学法学部教授

植　草　宏　一 弁護士（東京弁護士会）

島　田　真　琴 弁護士(第一東京弁護士会)

川　端　基　彦 弁護士(第二東京弁護士会)

長谷川　恭　弘 司法研修所教官［判事］

大須賀　　　滋 法務省大臣官房民事訟務課長

小野瀬　　　厚 法務省民事局参事官

寺　本　昌　広 法務省民事局参事官

刑事系 刑　法 曽　根　威　彦 早稲田大学法学学術院教授

川　端　　　博 明治大学大学院法務研究科教授

山　中　敬　一 関西大学大学院法務研究科教授

山　口　　　厚 東京大学大学院法学政治学研究科教授

佐久間　　　修 大阪大学大学院高等司法研究科教授

井　田　　　良 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

只　木　　　誠 中央大学大学院法務研究科教授

塩　見　　　淳 京都大学大学院法学研究科教授

松　本　時　夫 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

寺　島　秀　昭 弁護士(東京弁護士会)

有　吉　　　眞 弁護士（第一東京弁護士会）

伊名波　宏　仁 司法研修所教官［判事］

戸　谷　博　子 司法研修所教官［検事］

上　冨　　伸 法務省刑事局参事官

林　　　秀　行 司法研修所教官［検事］

　谷　　　茂 司法研修所教官［検事］

科　　目

民  事
訴訟法
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刑事系 椎　橋　隆　幸 中央大学大学院法務研究科教授

寺　崎　嘉　博 早稲田大学大学院法務研究科教授

安　村　　　勉 立教大学大学院法務研究科教授

田　中　　　開 法政大学大学院法務研究科教授

長　沼　範　良 上智大学大学院法学研究科教授

酒　巻　　　匡 京都大学大学院法学研究科教授

大　澤　　　裕 名古屋大学大学院法学研究科教授

宇　藤　　　崇 神戸大学大学院法学研究科助教授

岩　瀬　　　徹 上智大学大学院法学研究科教授

後　藤　仁　哉 弁護士（第一東京弁護士会）

遠　藤　邦　彦 司法研修所教官［判事］

佐　賀　元　明 司法研修所教官［検事］

山　西　宏　紀 司法研修所教官［検事］

白　木　　　功 法務省刑事局刑事法制企画官

小　橋　常　和 司法研修所教官［検事］

倒　産　法 松　下　淳　一 東京大学大学院法学政治学研究科教授

山　本　和　彦 一橋大学大学院法学研究科教授

笠　井　正　俊 京都大学大学院法学研究科教授

那　須　克　巳 弁護士(第二東京弁護士会)

中　山　孝　雄 東京地方裁判所判事

小　川　秀　樹 法務省民事局商事課長

租　税　法 水　野　忠　恒 一橋大学大学院法学研究科教授

増　井　良　啓 東京大学大学院法学政治学研究科教授

牛　嶋　　　勉 弁護士(第一東京弁護士会)

杉　原　則　彦 東京地方裁判所判事

中　井　隆　司 法務省大臣官房租税訟務課長

経　済　法 稗　貫　俊　文 北海道大学大学院法学研究科教授

泉　水　文　雄 神戸大学大学院法学研究科教授

金　子　順　一 東京地方裁判所判事

野　下　智　之 公正取引委員会事務総局審査局特別審査調整官

知的財産法 大　渕　哲　也 東京大学大学院法学政治学研究科教授

茶　園　成　樹 大阪大学大学院高等司法研究科教授

髙　橋　隆　二 弁護士(東京弁護士会)

大　鷹　一　郎 知的財産高等裁判所判事

山　﨑　耕　史 法務省大臣官房司法法制部付

労　働　法 中　嶋　士元也 放送大学教養学部教授

村　中　孝　史 京都大学大学院法学研究科教授

中　窪　裕　也 九州大学大学院法学研究院教授

山　川　隆　一 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

遠　藤　賢　治 早稲田大学大学院法務研究科教授

八　代　徹　也 弁護士(第一東京弁護士会)

中　西　　　茂 東京地方裁判所判事

久木元　　　伸 法務省刑事局参事官

環　境　法 大　塚　　　直 早稲田大学大学院法務研究科教授

北　村　喜　宣 上智大学法学部教授

藤　原　猛　爾 弁護士(大阪弁護士会)

松　井　英　隆 東京地方裁判所判事

永　谷　典　雄 法務省大臣官房参事官

刑　事
訴訟法
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国際関係法 小　寺　　　彰 東京大学大学院総合文化研究科教授

(公 法 系) 兼　原　敦　子 立教大学法学部教授

大　谷　美紀子 弁護士(東京弁護士会)

田　村　政　喜 司法研修所教官［判事］

髙　岡　　　望 法務省入国管理局登録管理官

国際関係法 高　桑　　　昭 成蹊大学大学院法務研究科教授

(私 法 系) 横　山　　　潤 一橋大学大学院法学研究科教授

増　田　　　晋 弁護士(第二東京弁護士会)

藤　下　　　健 東京地方裁判所判事

小　出　邦　夫 法務省民事局参事官

（注） 科目内は順不同。

科　　目


