
令 和 ５ 年 司 法 試 験 予 備 試 験 考 査 委 員 名 簿  
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憲　法 浅　沼　雄　介 法務省刑事局参事官

市　川　正　人 立命館大学大学院法務研究科特別任用教授

大河内　美　紀 名古屋大学大学院法学研究科教授

唐　澤　英　城 法務省人権擁護局参事官

北　嶋　良　蔵 法務省刑事局付

兒　玉　　　徹 法務省保護局総務課恩赦管理官

佐　藤　　　傑 司法研修所教官[判事]

末　冨　純　子 弁護士（東京弁護士会）

只　野　雅　人 一橋大学大学院法学研究科教授

中　重　克　巳 弁護士（第二東京弁護士会）

橋　口　英　明 法務総合研究所教官

日　暮　直　子 東京高等裁判所判事

洞　澤　美　佳 弁護士（第二東京弁護士会）

堀　田　佐　紀 司法研修所教官[判事]

谷　中　文　彦 法務省大臣官房参事官

山　元　　　一 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

結　城　真一郎 司法研修所教官[判事]

吉　田　　　誠 法務省刑事局付

行政法 池　田　好　英 東京地方裁判所判事

石　垣　智　子 法務省大臣官房参事官

石　川　美津子 弁護士（東京弁護士会）

井　上　裕　明 弁護士（第一東京弁護士会）

大　島　広　規 法務省訟務局付

鎌　野　真　敬 東京地方裁判所判事

小　西　圭　一 東京地方裁判所判事

下　山　憲　治 早稲田大学法学学術院教授

新　谷　貴　昭 法務省訟務局行政訟務課長

徳　本　広　孝 中央大学法学部教授

野　田　　　崇 関西学院大学法学部教授

羽　根　一　成 弁護士（第一東京弁護士会）

不　破　大　輔 最高裁判所事務総局行政局第二課長

諸　岡　慎　介 法務省訟務局付



民　法 上　石　奈　緒 弁護士（東京弁護士会）

岩　田　　　修 弁護士（東京弁護士会）

大　谷　　　太 法務省大臣官房参事官

梶　原　明日香 法務総合研究所教官

北　村　治　樹 法務省民事局参事官

久保野　恵美子 東北大学大学院法学研究科教授

栗　田　昌　裕 名古屋大学大学院法学研究科教授

笹　井　朋　昭 法務省民事局参事官

佐　藤　しほり 司法研修所教官[判事]

実　本　　　滋 司法研修所教官[判事]

新　宅　正　人 弁護士（大阪弁護士会）

水　津　太　郎 東京大学大学院法学政治学研究科教授

田　髙　寛　貴 慶應義塾大学法学部教授

赫　　　高　規 弁護士（大阪弁護士会）

橋　本　佳　幸 京都大学大学院法学研究科教授

元東京高等裁判所判事

松　田　浩　明 弁護士（東京弁護士会）

山　下　純　司 学習院大学法学部教授

行　廣　浩太郎 司法研修所教官[判事]

商　法 飯　島　　　努 法務総合研究所教官

遠　藤　啓　佑 法務省民事局付

笠　原　武　朗 九州大学大学院法学研究院教授

齊　藤　真　紀 京都大学大学院法学研究科教授

笹　本　哲　朗 東京地方裁判所判事

柴　田　堅太郎 弁護士（第一東京弁護士会）

鈴　木　蔵　人 弁護士（大阪弁護士会）

髙　橋　直　子 弁護士（大阪弁護士会）

高　橋　浩　美 東京地方裁判所判事

髙　橋　美　加 立教大学法学部教授

竹　林　俊　憲 法務省民事局民事法制管理官

丹　下　将　克 東京地方裁判所判事

仁　科　秀　隆 弁護士（第二東京弁護士会）

藤　田　友　敬 東京大学大学院法学政治学研究科教授

藤　田　増　夫 弁護士（大阪弁護士会）

藤　本　欣　伸 弁護士（第二東京弁護士会）

松　中　　　学 名古屋大学大学院法学研究科教授

行　岡　睦　彦 神戸大学大学院法学研究科准教授

渡　辺　　　諭 法務省民事局付兼法務省民事局参事官



民　事 岩　本　雅　也 法務省訟務局付

訴訟法 遠　藤　謙太郎 司法研修所教官[判事]

大久保　由　美 弁護士（第一東京弁護士会）

大　坪　和　敏 弁護士（東京弁護士会）

川　嶋　隆　憲 名古屋大学大学院法学研究科教授

国　分　貴　之 法務省民事局参事官

佐　瀨　裕　史 学習院大学法学部教授

名津井　吉　裕 大阪大学大学院高等司法研究科教授

長谷川　秀　治 法務省訟務局付

菱　田　雄　郷 東京大学大学院法学政治学研究科教授

平　野　佑　子 司法研修所教官[判事]

廣　畑　牧　人 弁護士（東京弁護士会）

法務省民事局民事第二課長

町　田　健　一 弁護士（東京弁護士会）

松　村　和　德 早稲田大学大学院法務研究科教授

山　田　　　文 京都大学大学院法学研究科教授

横　張　清　威 弁護士（東京弁護士会）

世　森　亮　次 司法研修所教官[判事]

脇　村　真　治 法務省民事局参事官兼法務省訟務局参事官

渡　邊　英　夫 法務省大臣官房司法法制部参事官

実務基礎 石　田　佳世子 司法研修所教官[判事]

〈民事〉 福　本　洋　一 弁護士（大阪弁護士会）

古　里　健　治 弁護士（第二東京弁護士会）



刑　法 有　吉　成　美 司法研修所教官[検事]

伊　藤　大　介 司法研修所教官[判事]

加　藤　和　輝 法務省刑事局付

川　井　啓　史 司法研修所教官[検事]

十　河　太　朗 同志社大学大学院司法研究科教授

髙　橋　直　哉 中央大学大学院法務研究科教授

田　中　昭　行 司法研修所教官[判事]

近　嵐　晃　司 司法研修所教官[検事]

坪　井　慶　太 司法研修所教官[検事]

内　藤　勇　樹 弁護士（第二東京弁護士会）

中　畑　知　之 司法研修所教官[検事]

野　崎　高　志 司法研修所教官[検事]

藤　川　綱　之 弁護士（東京弁護士会）

増　尾　　　崇 司法研修所教官[判事]

村　中　貴　之 弁護士（東京弁護士会）

安　田　拓　人 京都大学大学院法学研究科教授

刑　事 池　田　公　博 京都大学大学院法学研究科教授

訴訟法 石　川　雄一郎 司法研修所教官[検事]

浦　岡　修　子 司法研修所教官[検事]

大　森　　　顕 弁護士（東京弁護士会）

小　川　正　持 元東京家庭裁判所長

小　川　佳　樹 早稲田大学大学院法務研究科教授

川　出　敏　裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授

坂　元　文　彦 法務省矯正局参事官

笹　川　義　弘 司法研修所教官[検事]

清　水　保　晴 弁護士（第一東京弁護士会）

武　井　聡　士 司法研修所教官[検事]

土　居　景　子 司法研修所教官[検事]

仲戸川　武　人 法務省刑事局付

中　野　大　仁 弁護士（第二東京弁護士会）

馬　場　　　崇 司法研修所教官[判事]

松　尾　　　円 司法研修所教官[検事]

実務基礎 秋　間　俊　一 司法研修所教官[検事]

〈刑事〉 小　畑　和　彦 司法研修所教官[判事]

久保内　浩　嗣 弁護士（第二東京弁護士会）

鈴　木　　　望 慶応義塾大学大学院法務研究科教授



倒産法 青　木　　　哲 神戸大学大学院法学研究科教授

縣　　　俊　介 弁護士（東京弁護士会）

岩　崎　　　慎 東京地方裁判所判事

杉　本　和　士 法政大学法学部教授

中　西　敏　彰 弁護士（大阪弁護士会）

波多野　紀　夫 法務省民事局付

福　田　　　敦 法務省民事局付兼法務省民事局参事官

租税法 市　原　義　孝 東京地方裁判所判事

澁　谷　雅　弘 中央大学法学部教授

武　田　涼　子 弁護士（第一東京弁護士会）

藤　谷　武　史 東京大学社会科学研究所教授

吉　田　俊　介 法務省訟務局租税訟務課長

経済法 栗　田　　　誠 白鷗大学法学部教授

棚　村　友　博 弁護士（第一東京弁護士会）

土　佐　和　生 甲南大学法学部教授

西　山　　　渉 東京地方裁判所判事

藤　原　　　武 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 柴　田　義　明 東京地方裁判所判事

本　田　恭　子 法務省大臣官房司法法制部付兼法務省大臣官房付

宮　脇　正　晴 立命館大学法学部教授

村　田　真　一 弁護士（第二東京弁護士会）

横　山　久　芳 学習院大学法学部教授

労働法 芦　原　一　郎 弁護士（東京弁護士会）

片　野　正　樹 東京地方裁判所判事

鷦　鷯　昌　二 法務省刑事局参事官

竹　内　　　寿 早稲田大学法学学術院教授

水　島　郁　子 大阪大学理事・副学長

環境法 岩　田　真由美 弁護士（東京弁護士会）

大　塚　　　直 早稲田大学法学学術院教授

髙　橋　　　滋 法政大学法学部教授

遠　山　敦　士 知的財産高等裁判所判事

森　田　強　司 法務省大臣官房参事官

国際関係法 出入国在留管理庁参事官

（公法系） 岡　田　幸　人 東京地方裁判所判事

神　田　　　遵 弁護士（第一東京弁護士会）

酒　井　啓　亘 京都大学大学院法学研究科教授

寺　谷　広　司 東京大学大学院法学政治学研究科教授

国際関係法 臼　井　隆　行 弁護士（第二東京弁護士会）

（私法系） 北　澤　安　紀 慶應義塾大学法学部教授

法務省民事局参事官

中　西　　　康 京都大学大学院法学研究科教授

平　山　　　馨 東京地方裁判所判事

古　谷　真　良 内閣府公益認定等委員会事務局審査監督官



一般教養科目 赤　石　憲　昭 日本福祉大学教育・心理学部准教授

飯　嶋　曜　子 明治大学政治経済学部准教授

石　田　貴　文 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科特任研究員

市　川　康　夫 埼玉大学教養学部准教授

伊　藤　　　武 東京大学大学院総合文化研究科教授

岩　本　康　志 東京大学大学院経済学研究科教授

上　田　知　夫 法政大学法学部教授

大　石　和　欣 東京大学大学院総合文化研究科教授

大　川　千　寿 神奈川大学法学部教授

大久保　直　輝 法務省大臣官房司法法制部付

筧　　　三　郎 立教大学理学部教授

菊　地　英理子 法務省大臣官房司法法制部付

小荒井　　　衛 茨城大学大学院理工学研究科教授

近　衞　典　子 駒澤大学文学部教授

佐　藤　博　彦 中央大学理工学部教授

杉　本　　　裕 東京理科大学工学部工業化学科教授

高　橋　日出男 東京都立大学大学院都市環境科学研究科教授

土　田　宏　成 聖心女子大学現代教養学部史学科教授

永　井　　　敦 津田塾大学学芸学部情報科学科教授

中　筋　直　哉 法政大学社会学部教授

中　丸　貴　史 防衛大学校人文社会科学群人間文化学科准教授

奈　良　雅　之 東京医科歯科大学統合教育機構教授

西　川　杉　子 東京大学大学院総合文化研究科教授

増　渕　伸　一 東京医科大学医学科教授

道　上　達　男 東京大学大学院総合文化研究科教授

宮　丸　裕　二 中央大学法学部教授

宮　本　弘　曉 東京都立大学経済経営学部教授

森　山　至　貴 早稲田大学文学学術院文化構想学部准教授


