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会場：広島大学東千田
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第１部
   ロースクール出身の弁護士・裁判官・検察官が

やりがいや苦労

第２部
１  弁護士と事件を考える―フロアとのキャッチボール―

    

身近な題材をもとに

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

２ ロースクール授業見学

       

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

のか，

第３部
第１部に出席された裁判官，検察官及び弁護士，

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に
聞いて下さい。

プログラム

              

2017 年１１

広島大学東千田
広 島 市 中 区 東 千 田

              

実際どうなのよ
ロースクール出身の弁護士・裁判官・検察官が

やりがいや苦労

裁判官：久保田寛也氏

検察官：

弁護士：向井亜希氏

弁護士：吉益伸幸氏

体感しよう
弁護士と事件を考える―フロアとのキャッチボール―

    講 師：

身近な題材をもとに

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

ロースクール授業見学

講 師：野田和裕教授

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

のか，大学院教員が質疑応答形式での授業をお見せします。

部 法曹と
第１部に出席された裁判官，検察官及び弁護士，

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に
聞いて下さい。

プログラム

                 

列島縦断

広
  

１１月１１

広島大学東千田未来創生センター
広 島 市 中 区 東 千 田

              

どうなのよ
ロースクール出身の弁護士・裁判官・検察官が

やりがいや苦労，私生活等につき

裁判官：久保田寛也氏

検察官：吉田直樹氏

弁護士：向井亜希氏

弁護士：吉益伸幸氏

しよう！
弁護士と事件を考える―フロアとのキャッチボール―

：森 亮人

身近な題材をもとに

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

ロースクール授業見学

師：野田和裕教授

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

大学院教員が質疑応答形式での授業をお見せします。

と実際に
第１部に出席された裁判官，検察官及び弁護士，

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に
聞いて下さい。

プログラム

   

列島縦断

広 島

１１日（

未来創生センター
広 島 市 中 区 東 千 田 町 1-1-89

どうなのよ？法律家
ロースクール出身の弁護士・裁判官・検察官が

私生活等につき

裁判官：久保田寛也氏(広島地裁

直樹氏 （広

弁護士：向井亜希氏 （広島銀行）

弁護士：吉益伸幸氏 （兒玉法律事務所）

！ロースクールの
弁護士と事件を考える―フロアとのキャッチボール―

亮人 弁護士（

身近な題材をもとに，ロースクールでどんな授業が行われているのか

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

ロースクール授業見学

師：野田和裕教授 （広島大学法科大学院

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

大学院教員が質疑応答形式での授業をお見せします。

に話してみよう
第１部に出席された裁判官，検察官及び弁護士，

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に

プログラム

［ JR

■市内電車

       

バス

       

お問合せ：広島大学東千田地区支援室（
主催：法科大学院協会
後援：最高裁判所
開催協力：広島大学

列島縦断 ロースクール説明会＆懇談会

島 会

日（土）14:30

未来創生センター
89 ）

法律家の仕事
ロースクール出身の弁護士・裁判官・検察官が

私生活等につき，自由闊達に語ります。

広島地裁

広島地検

（広島銀行）

（兒玉法律事務所）

ロースクールの
弁護士と事件を考える―フロアとのキャッチボール―

（ベリーベスト法律事務所

ロースクールでどんな授業が行われているのか

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

（広島大学法科大学院

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

大学院教員が質疑応答形式での授業をお見せします。

してみよう！（
第１部に出席された裁判官，検察官及び弁護士，

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に

JR 広島駅から

市内電車…

       

バス………

       

こちらも併せてぜひ！お越しください！

お問合せ：広島大学東千田地区支援室（
主催：法科大学院協会
後援：最高裁判所
開催協力：広島大学

ロースクール説明会＆懇談会

会 場

14:30～

未来創生センター

仕事！
ロースクール出身の弁護士・裁判官・検察官が

自由闊達に語ります。

判事補）

検事）

（広島銀行）

（兒玉法律事務所）      

ロースクールの授業
弁護士と事件を考える―フロアとのキャッチボール―

ベリーベスト法律事務所

ロースクールでどんな授業が行われているのか

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

（広島大学法科大学院

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

大学院教員が質疑応答形式での授業をお見せします。

！（懇談会
第１部に出席された裁判官，検察官及び弁護士，

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に

から ］

…広島電鉄

       日赤病院前下車

………広島バス

       方面行きで

広島大学ホーム・カミングデ
“小久保孝雄前高松高裁長官講演会“
（広島大学大学院法務研究科顧問教授）

日時：
場所：広島大学未来創生センター

こちらも併せてぜひ！お越しください！

お問合せ：広島大学東千田地区支援室（
主催：法科大学院協会 共催：日本弁護士連合会
後援：最高裁判所，法務省
開催協力：広島大学，広島弁護士会

ロースクール説明会＆懇談会

場

ロースクール出身の弁護士・裁判官・検察官が，志望動機，仕事の

自由闊達に語ります。

判事補）

      

★広島会場特別企画

弁護士と事件を考える―フロアとのキャッチボール―

ベリーベスト法律事務所）

ロースクールでどんな授業が行われているのか

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

（広島大学法科大学院 民法担当）

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

大学院教員が質疑応答形式での授業をお見せします。

懇談会＆個別相談会
第１部に出席された裁判官，検察官及び弁護士，ロースクール出身の

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に

広島電鉄 1 番，紙屋町経由広島港行

日赤病院前下車，徒歩約

バス 50 号（東西

きで日赤前下車

～同日開催～
広島大学ホーム・カミングデ
小久保孝雄前高松高裁長官講演会“
（広島大学大学院法務研究科顧問教授）

日時：同日 13:00
場所：広島大学未来創生センター

こちらも併せてぜひ！お越しください！

お問合せ：広島大学東千田地区支援室（
共催：日本弁護士連合会

法務省，文部科学省
広島弁護士会

ロースクール説明会＆懇談会

志望動機，仕事の

自由闊達に語ります。

      

島会場特別企画

）

ロースクールでどんな授業が行われているのか

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

民法担当）

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

大学院教員が質疑応答形式での授業をお見せします。

個別相談会
ロースクール出身の

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に

紙屋町経由広島港行

徒歩約 3 分

東西）線，アルパーク

日赤前下車，徒歩約

～同日開催～
広島大学ホーム・カミングデ
小久保孝雄前高松高裁長官講演会“
（広島大学大学院法務研究科顧問教授）

13:00～14:00
場所：広島大学未来創生センター

こちらも併せてぜひ！お越しください！

お問合せ：広島大学東千田地区支援室（082-542
共催 ：日本弁護士連合会

文部科学省，適性試験管理委員会

ロースクール説明会＆懇談会

志望動機，仕事の

島会場特別企画★

ロースクールでどんな授業が行われているのか，

来場の皆様にご参加いただき模擬授業を体験していただきます。

民法担当）

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

個別相談会）
ロースクール出身の

法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に

紙屋町経由広島港行で

分。

アルパーク

徒歩約 3 分。

広島大学ホーム・カミングデー
小久保孝雄前高松高裁長官講演会“
（広島大学大学院法務研究科顧問教授）

14:00
場所：広島大学未来創生センター

こちらも併せてぜひ！お越しください！

542-7087）
共催 ：日本弁護士連合会

適性試験管理委員会

，

模擬授業と同じ題材で，ロースクールの学生が授業を受けるとどうなる

ロースクール出身の
法律家やロースクールの学生・教員等と懇談する場です。何でも自由に

で

アルパーク

。

ー
小久保孝雄前高松高裁長官講演会“

場所：広島大学未来創生センター

こちらも併せてぜひ！お越しください！

適性試験管理委員会


