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憲　　　法 磯　村　　　建 法務省保護局総務課恩赦管理官

蛯　原　　　意 司法研修所教官[判事]

尾　形　　　健 同志社大学法学部教授

北　嶋　典　子 司法研修所教官[判事]

郷　農　潤　子 弁護士（第二東京弁護士会）

小　林　　　剛 弁護士（第二東京弁護士会）

小　林　美智子 弁護士（第一東京弁護士会）

小　林　康　彦 法務省訟務局訟務支援管理官

古　宮　久　枝 法務省訟務局付兼法務省大臣官房参事官

小　山　　　剛 慶應義塾大学法学部教授

佐　藤　弘　規 司法研修所教官[判事]

品　川　しのぶ 司法研修所教官[判事]

白　井　美　果 法務省刑事局参事官

曽我部　真　裕 京都大学大学院法学研究科教授

中　島　行　雄 法務省人権擁護局参事官

野　坂　泰　司 学習院大学専門職大学院法務研究科教授

宮　崎　香　織 法務省刑事局参事官

山　本　　　修 法務総合研究所教官

渡　部　直　希 法務省刑事局付

行　政　法 棈　松　晴　子 最高裁判所事務総局行政局第二課長

衣　斐　瑞　穂 東京地方裁判所判事

角　松　生　史 神戸大学大学院法学研究科教授

北　村　和　生 立命館大学大学院法務研究科教授

須　賀　康太郎 法務省訟務局行政訟務課長

坂　本　康　博 法務省訟務局付

澁　谷　勝　海 法務省訟務局参事官

清　水　知恵子 東京地方裁判所判事

清　水　保　彦 弁護士（第一東京弁護士会）

高　橋　信　行 國學院大學法学部教授

武　田　涼　子 弁護士（第一東京弁護士会）

古　田　孝　夫 東京地方裁判所判事

南　淵　　　聡 弁護士（第二東京弁護士会）

馬　渡　直　史 内閣法制局参事官(第一部)

渡　邉　　　哲 法務省訟務局付

民 　　 法 有　田　浩　規 司法研修所教官[判事]

上　田　　　純 弁護士（大阪弁護士会）

大　谷　　　太 法務省民事局参事官

小　川　嘉　基 司法研修所教官[判事]

片　野　真　紀 法務総合研究所教官

加　藤　　　聡 司法研修所教官[判事]

川　畑　大　輔 弁護士（東京弁護士会）

釘　澤　知　雄 弁護士（第二東京弁護士会）

佐久間　　　毅 同志社大学大学院司法研究科教授

左　部　明　宏 弁護士（神奈川県弁護士会）

髙　橋　順　一 弁護士（第一東京弁護士会）

中　原　太　郎 東北大学大学院法学研究科准教授

早　川　眞一郎 東京大学大学院総合文化研究科教授

平　田　晃　史 法務省民事局付兼法務省民事局参事官

前　田　陽　一 立教大学大学院法務研究科教授

松　本　恒　雄 一橋大学名誉教授

村　松　秀　樹 法務省民事局商事課長

山　田　知　司 元大阪高等裁判所部総括判事

商　　　法 石　川　梨　枝 法務総合研究所教官

伊　藤　雄　司 上智大学法学部教授

岩　井　直　幸 東京地方裁判所判事

植　松　　　勉 弁護士（東京弁護士会）

金　澤　秀　樹 東京高等裁判所判事

北　村　雅　史 京都大学大学院法学研究科教授

小　磯　孝　二 弁護士（第一東京弁護士会）

坂　田　大　吾 東京地方裁判所判事

竹　林　俊　憲 法務省大臣官房参事官

竹　平　征　吾 弁護士（大阪弁護士会）

中　山　代志子 弁護士（東京弁護士会）

野　口　宣　大 法務省民事局総務課長

原　　　吉　宏 弁護士（大阪弁護士会）

福　永　　　宏 法務省民事局付

舩　津　浩　司 同志社大学法学部教授

松　井　秀　征 立教大学法学部教授

松　尾　健　一 大阪大学大学院高等司法研究科准教授

吉　井　一　浩 弁護士（第一東京弁護士会）

吉　本　健　一 大阪大学名誉教授，神戸学院大学法学部教授
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民事訴訟法 安　西　明　子 上智大学法学部教授

一　原　友　彦 司法研修所教官[判事]

岩　井　一　真 司法研修所教官[判事]

内　野　宗　揮 法務省訟務局付兼法務省大臣官房参事官（訟務担当）兼法務省民事局参事官

大　野　晃　宏 法務省民事局参事官

大　浜　寿　美 司法研修所教官[判事]

笠　井　正　俊 京都大学大学院法学研究科教授

金　丸　和　弘 弁護士（第二東京弁護士会）

川　嶋　隆　憲 熊本大学大学院人文社会科学研究部准教授

木　﨑　　　孝 弁護士（第二東京弁護士会）

工　藤　敏　隆 慶應義塾大学法学部准教授

佐　瀨　裕　史 学習院大学法学部教授

新　谷　貴　昭 法務省訟務局付兼法務省訟務局参事官

堂　薗　幹一郎 法務省民事局民事法制管理官

八　田　卓　也 神戸大学大学院法学研究科教授

濱　口　博　史 弁護士（東京弁護士会）

藤　田　正　人 法務省大臣官房司法法制部参事官

水　倉　義　貴 法務省訟務局付

山　﨑　雄一郎 弁護士（東京弁護士会）

渡　邉　敦　子 弁護士（東京弁護士会）

法律実務基礎 園　部　直　子 司法研修所教官[判事]

（民事） 出　縄　正　人 弁護士（第一東京弁護士会）

永　野　剛　志 弁護士（第二東京弁護士会）

刑　　　法 青　木　英　憲 弁護士（東京弁護士会）

秋　田　志　保 司法研修所教官[判事]

石　渡　聖名雄 司法研修所教官[検事]

犬　木　　　寛 司法研修所教官[検事]

上　島　　　大 司法研修所教官[検事]

占　部　　　祥 司法研修所教官[検事]

鎌　倉　正　和 司法研修所教官[判事]

川　島　喜　弘 司法研修所教官[検事]

塩　見　　　淳 京都大学大学院法学研究科教授

丹　羽　芳　徳 司法研修所教官[判事]

成　瀬　幸　典 東北大学大学院法学研究科教授

廣　瀬　智　史 司法研修所教官[検事]

藤　田　充　宏 弁護士（第二東京弁護士会）

保　坂　和　人 法務省刑事局刑事法制管理官

曲　田　　　統 中央大学法学部教授

山　田　勝　彦 弁護士（東京弁護士会）

刑事訴訟法 池　田　公　博 神戸大学大学院法学研究科教授

岩　下　新一郎 司法研修所教官[検事]

小　川　正　持 元東京家庭裁判所長

梶　原　真　也 司法研修所教官[検事]

木　村　哲　司 弁護士（第一東京弁護士会）

古　賀　由紀子 司法研修所教官[検事]

小　玉　大　輔 法務省矯正局参事官

坂　口　裕　俊 司法研修所教官[判事]

佐　藤　隆　之 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

椎　野　秀　之 弁護士（第二東京弁護士会）

瀧　聞　俊　朗 司法研修所教官[検事]

羽　柴　愛　砂 法務省刑事局参事官

堀　江　慎　司 京都大学大学院法学研究科教授

松　島　　　太 司法研修所教官[検事]

水　上　　　洋 弁護士（第二東京弁護士会）

山　吉　彩　子 司法研修所教官[検事]

法律実務基礎 中　村　光　一 司法研修所教官[判事]

（刑事） 二　瓶　　　茂 弁護士（東京弁護士会）

松　本　　　麗 東京大学大学院法学政治学研究科教授

一般教養科目 赤　坂　甲　治 東京大学大学院理学系研究科特任研究員

秋　本　弘　章 獨協大学経済学部教授

新　井　潤　美 上智大学文学部教授

石　田　貴　文 東京大学大学院理学系研究科教授

大　橋　　　弘 東京大学大学院経済学研究科教授

奥　井　智　之 亜細亜大学経済学部教授

筧　　　三　郎 立教大学理学部教授

片　山　善　博 日本福祉大学社会福祉学部教授

金　杉　武　司 國學院大學文学部教授

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

下　村　　　裕 慶應義塾大学法学部教授

菅　原　克　也 東京大学大学院総合文化研究科教授

助　川　幸逸郎 岐阜女子大学文化創造学部教授，横浜市立大学非常勤講師

鈴　木　毅　彦 首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授

髙　栁　正　夫 東京農工大学大学院連合農学研究科教授

竹　内　　　幹 一橋大学大学院経済学研究科准教授

谷　口　将　紀 東京大学大学院法学政治学研究科教授

千　葉　由美子 法務省大臣官房司法法制部付

西　川　杉　子 東京大学大学院総合文化研究科准教授

廣　瀬　仁　貴 法務省大臣官房司法法制部付

保　谷　　　徹 東京大学史料編纂所教授

宮　村　一　夫 東京理科大学理学部教授

山　川　修　治 日本大学文理学部特任教授


