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憲　　　法 大河内　美　紀 名古屋大学大学院法学研究科教授

大日方　信　春 熊本大学大学院人文社会科学研究部教授

小　島　慎　司 東京大学大学院法学政治学研究科教授

髙　佐　智　美 青山学院大学法学部教授

田　近　　　肇 近畿大学法学部教授

中　山　茂　樹 京都産業大学法学部教授

二本柳　高　信 専修大学法学部教授

山　元　　　一 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

行　政　法 磯　部　　　哲 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

大　脇　成　昭 九州大学大学院法学研究院教授

香　西　克　俊 出入国在留管理庁政策課付

田　原　浩　子 法務省大臣官房参事官

徳　本　広　孝 中央大学法学部教授

長　屋　文　裕 元最高裁判所調査官

野　田　　　崇 関西学院大学法学部教授

長谷川　佳　彦 大阪大学大学院法学研究科准教授

原　　　啓一郎 元富山地方・家庭裁判所長

日　野　辰　哉 筑波大学ビジネスサイエンス系准教授

福　永　　　実 広島大学大学院人間社会科学研究科教授

南　川　和　宣 岡山大学大学院法務研究科教授

馬　渡　直　史 内閣府法制局参事官

山　下　竜　一 北海道大学大学院法学研究科教授

民 　　 法 秋　山　靖　浩 早稲田大学大学院法務研究科教授

浅　海　俊　介 法務省訟務局付 予備併任

岩　藤　美智子 岡山大学大学院法務研究科教授

占　部　洋　之 関西大学大学院法務研究科教授

笠　井　　　修 中央大学大学院法務研究科教授

金　子　敬　明 名古屋大学大学院法学研究科教授

久保野　恵美子 東北大学大学院法学研究科教授

小　池　　　泰 九州大学大学院法学研究院教授

長谷川　卓　也 弁護士（第二東京弁護士会）

幡　野　弘　樹 立教大学法学部教授

商　　　法 大　谷　　　太 法務省民事局参事官 予備併任

河　村　賢　治 立教大学法学部教授

北　川　　　徹 成蹊大学法学部教授

清　水　円　香 立命館大学法学部准教授

関　口　智　弘 弁護士（東京弁護士会）

田　澤　元　章 専修大学法学部教授

玉　井　利　幸 一橋大学大学院法学研究科教授

土　田　　　亮 上智大学大学院法学研究科教授

德　本　　　穰 九州大学大学院法学研究院教授

野　田　耕　志 北海道大学大学院法学研究科教授

畠　田　公　明 福岡大学大学院法学研究科教授

三　浦　　　治 中央大学法学部教授

森　田　　　豪 弁護士（大阪弁護士会）
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民事訴訟法 大　渕　真喜子 筑波大学ビジネス科学研究群教授

小　野　洋　一 元東京高等裁判所判事

加　藤　幸　雄 元名古屋地方裁所長

北　村　賢　哲 千葉大学大学院社会科学研究院教授

小　林　　　学 中央大学大学院法務研究科教授

杉　山　悦　子 一橋大学大学院法学研究科教授

園　田　賢　治 同志社大学大学院司法研究科教授

芳　賀　雅　顯 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

堀　野　　　出 九州大学大学院法学研究院教授

山　田　　　文 京都大学大学院法学研究科教授

渡　部　美由紀 名古屋大学大学院法学研究科教授

刑　　　法 石　井　徹　哉 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授

亀　井　源太郎 慶應義塾大学法学部教授

北  川  佳世子 早稲田大学大学院法務研究科教授

葛　原　力　三 関西大学法学部教授

齊　藤　彰　子 名古屋大学大学院法学研究科教授

杉　山　徳　明 司法研修所教官[検事] 予備併任

髙　橋　直　哉 中央大学大学院法務研究科教授

深　町　晋　也 立教大学法学部教授

星　　　周一郎 東京都立大学法学部教授

松　本　　　麗 法務省刑事局公安課長 予備併任

安　田　拓　人 京都大学大学院法学研究科教授

刑事訴訟法 小　林　正　憲 弁護士（第二東京弁護士会）

笹　倉　宏　紀 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

関　根　　　亮 司法研修所教官[検事] 予備併任

寺　尾　智　子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授・
創価大学大学院法務研究科教授

濵　田　　　毅 同志社大学大学院司法研究科教授

牧　野　展　久 京都大学大学院法学研究科教授・
関西大学大学院法務研究科教授

松　田　岳　士 大阪大学大学院法学研究科教授

水　野　智　幸 法政大学大学院法務研究科教授

宮　木　康　博 名古屋大学大学院法学研究科教授

村　瀬　　　均 元中央大学大学院法務研究科教授

安　村　　　勉 学習院大学法科大学院教授

吉　田　雅　之 法務省刑事局刑事法制管理官 予備併任

倒　産　法 高　田　賢　治 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

野　村　祥　子 弁護士（大阪弁護士会）

松　下　祐　記 千葉大学大学院社会科学研究院教授

村　松　秀　樹 法務省民事局民事第二課長

経　済　法 土　佐　和　生 甲南大学法学部教授

知的財産法 蘆　立　順　美 東北大学大学院法学研究科教授

労　働　法 有　田　謙　司 西南学院大学法学部教授

桑　村　裕美子 東北大学大学院法学研究科准教授

橋　本　陽　子 学習院大学法学部教授

浜　本　光　浩 弁護士（大阪弁護士会）

原　　　昌　登 成蹊大学法学部教授

福　岡　右　武 元前橋家庭裁判所長

山　本　尚　子 中央労働委員会事務局主任特別専門官兼中央労働委員会事務局第一部会担当審査総括室付審査官

国際関係法（私法） 中　西　　　康 京都大学大学院法学研究科教授
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憲　　　法 黒　見　知　子 法務総合研究所教官

齊　藤　正　彰 北海道大学大学院法学研究科教授

齊　藤　　　愛 千葉大学大学院社会科学研究院教授

玉　蟲　由　樹 日本大学法学部教授

山　崎　友　也 金沢大学人間社会研究域法学系教授

行　政　法 大　江　裕　幸 東北大学大学院法学研究科教授

海　道　俊　明 関西大学大学院法務研究科准教授

田　中　孝　男 九州大学大学院法学研究院教授

湊　　　二　郎 立命館大学大学院法務研究科教授

矢　﨑　敦　夫 法務省訟務局民事訟務対策官

民　　　法 宇　仁　美　咲 弁護士（大阪弁護士会）

田　中　　　洋 神戸大学大学院法学研究科准教授

山　城　一　真 早稲田大学法学学術院教授

吉　永　一　行 東北大学大学院法学研究科教授

脇　村　真　治 法務省民事局付

商　　　法 石　井　文　晃 弁護士（第一東京弁護士会）

松　中　　　学 名古屋大学大学院法学研究科教授

民事訴訟法 安　部　祐　志 弁護士（第一東京弁護士会）

今　津　綾　子 東北大学大学院法学研究科准教授

園　　　俊次郎 法務省大臣官房司法法制部付

法律実務基礎 井　上　哲　男 元さいたま家庭裁判所長
（民　事） 岡　村　佳　明 法務省訟務局参事官

神　原　千　郷 弁護士（第一東京弁護士会）

澤　野　芳　夫 元東京地方裁判所判事

藤　田　尚　子 弁護士（第二東京弁護士会）

刑　　　法 大　原　義　宏 法務省刑事局刑事課長

神　渡　史　仁 法務省刑事局参事官

昆　野　明　子 東北大学大学院法学研究科教授

嶋　矢　貴　之 神戸大学大学院法学研究科教授

城　下　裕　二 北海道大学大学院法学研究科教授

照　沼　亮　介 上智大学法学部教授

豊　田　兼　彦 大阪大学大学院法学研究科教授

刑事訴訟法 井　上　和　治 東北大学大学院法学研究科准教授

金　杉　敏　宏 日本大学大学院法務研究科教授

小　島　　　淳 名古屋大学大学院法学研究科教授

洲　見　光　男 同志社大学大学院司法研究科教授

髙　橋　　　健 学習院大学法科大学院教授・
筑波大学法科大学院非常勤講師

法律実務基礎 小野寺　　　明 司法研修所教官[検事]
（刑　事） 満　生　恒史郎 立命館大学大学院法務研究科客員教授・
同志社大学大学院司法研究科客員教授


