
(令和元． 12． 5 司研企二印）

週 間 日 程 表

(注）クラス連絡委員は， 当日の配布資料及び事務連絡の有無を確認するため，毎朝（原則

9時20分）必ず西館中講堂に集まること。

第フ3期B班

12/5

(木）

開
始
式

刑裁講義（事前課題＃串説等）

持参資料

｢司法修習開始までの準備について．

(別紙第4－2刑事裁判事前課題）

･事前課題に関する起案のコピー及び
検討の際のメモ

･プラクティス刑事裁判

プラクティス刑事裁判（別冊）

･刑事事実認定ガイド

■

ｊ

Ｄ黄察導入講義

持参資料

・第73期司法修習検察導入修習講義
参考事例

･検察事前課題に関する起案写し， メ
モ，手控え等

･平成30年版検察講義案

･検察終局処分起案の考え方（令和元年
版）

･検察演習問題（再訂版）

刑弁演習1 （捜査弁護）
■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■ーー■■■■■■■■■■■■■■－－－－－－■■■■■■■■■■－－－4■■ーー■■ーー■■■■■■ーー一一ー‐■

持参資料

･刑事弁護の手引き

･被疑者ノート

12/6

(金）

民事第1審手続の概説（講義）

持参資料

･第4版民事訴訟第一審手続の解説

同別冊記録

民弁問題研究1 （事案分析）
■I■■I■■1■■1■■1■■1■■1■■ｲ■■1■■1■■1■■1■■ー1■■1■■■■1■■I■■I■■I■■I■■I■■I■■I■■I■■I■■I■■I■■1■■1■■4■■1■■1■■■■I■■I■■■■I■■I■■I■■ー1■■4■■ｲ■■1■■ｲ■■I■■I■■1■■ｲ■■1■■I■

持参資料

｢司法修習開始までの準備について」 （別紙第3－2 「第7
3期導入民事弁護修習カリキュラムの概要」 ）

7訂民事弁護における立証活動（増補版）

8訂民事弁護の手引（増訂版）

六法全書（判例注釈付きも可）



(令和元． 12． 5 司研企二印）

週 間 日 程 表

(注）クラス連絡委員は， 当日の配布資料及び事務連絡の有無を確認するため，毎朝（原則

9時20分）必ず西館中講堂に集まること。

12/9

(月）

民裁即日起案

※六法全書（判例注釈付きも可）使用可

※起案時の合議不可

検察即日起案
■■■■■■■■■ー■■－－■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■－－■■ーー■■ー■■■■■■■■■■■■■■一一一一一-一‐ー■■ーーーー‐一一－－－■■■■■■■■ー一一一ｰーー■■■■■■一一一■■■■■

持参資料（使用可）

･平成30年版検察講義案

※六法全書（判例注釈付きも可）使用可

※起案時の合議不可

12/10

(火）

民弁問題研究2 （即日起案）

持参資料（使用可）

･民弁問題研究1で配布した民事弁護修習記録第197号（第
2分冊）及びレジュメ

･民弁問題研究1で作成した聴取メモ等

7訂民事弁護における立証活動（増補版）

8訂民事弁護の手引(増訂版）

※六法全書（判例注釈付きも可）使用可

※起案時の合議不可

刑裁即日起案
bー■■ー■■D－－－ー■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■ーーー■■ーー■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■一一‐－－－■■ｰ■■■■■■■■■■■■ー－－－－－■■ーｰ■■ｰ■■■■■■■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■－

※六法全書（判例注釈付きも可）使用可

※起案時の合議不可

12/11

(水）

刑事問題研究（勾留）
■‐‐‐ー■■ ■■ーーーー一一一■■一一■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ー■■ー■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■ー‐ｰー‐●

持参資料

･実施要領

･研究課題

･刑事弁護起案資料第21号(第1分冊）

プロシーディングス刑事裁判

･刑事弁護の手引き

民事総合1

持参資料

記録（民事総合資料)，

プリント （実施要領）

プリント （使用場所一覧表）

刑弁即日起案
■■■ー■■ーー■■■■■■■■■■■■■■ー■■‐ｰーーーー■■ｰｰ■■ーー■■■■一一一一一一一ーー■■－－■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ーー■■－－－●

※六法全書（判例注釈付きも可）使用可

※資料（電子機器は除く）持込自由

※起案時の合議不可

12/12

(木）

民事総合2
■■■■■ー＝■■ ■■ーー一一一‐ーーー口■■ ■■ ■■ ■■ーーーｰｰ一一■■＝■■■■■■＝■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■‐‐■■■■‐‐ーｰー‐ｰｰ‐■■■■

持参資料

･民事総合1 （12月11日実施）に同じ

■■■■ ■■■■ー■■■■

民弁講義1 （立証）
■■■ｰ■■■■ーｰーｰｰ■■ｰ－－－ーーーー■■■■■■ーーー■■■■ー■■■■ーー■■■■■■■■■■■■■■ーー－－ｰ一一－一■■ー■■■■■■■■■■■■■■ー■■－－■■■■■■■■■■■■■■ー■■－－ーーー■■■■■■■■■■■■■■■■‐ー卓

持参資料

･講義1 （立証）実施要領（設問付）

･設問の検討の際に作成したメモ，手控え等

7訂民事弁護における立証活動（増補版）

8訂民事弁護の手引（増訂版）

12/13

(金）

捜査演習
トー■■■■■■■■■■■■■■■■■■一一一■■ー－－一一一一－－－－一一一一ｰー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一-一‐‐一一一ｰ■■一一一一一一一一一一－－－■■＝■■■■■■■■■■ーーー■■■■■■■■■■ー

持参資料

･平成30年版検察講義案

･検察終局処分起案の考え方（令和元年版）



(令和元． 12． 13 司研企二印）

週 間 日 程 表

(注）クラス連絡委員は， 当日の配布資料及び事務連絡の有無を確認するため，毎朝（原則

9時20分）必ず西館中講堂に集まること。

12/16

(月）

刑弁演習2 （即日起案解説・否認事件）

持参資料

･刑事弁護起案資料第21号（第2分冊）

･刑弁即日記案の際に作成したメモ，手控え等

･実施要領

問題文

･刑事弁護の手引き

･刑事事実認定ガイド

･ハンドブックー身体拘束からの解放一

12/17

(火）

刑裁即日起案・事前課題の解説

持参資料

､刑裁事実認定教材（第20号）

･プラクティス刑事裁判

プラクティス刑事裁判（別冊）

プロシーディングス刑事裁判

･刑事事実認定ガイド

起案要領及び刑裁即日起案の際に作成したメモ，手控え等

｢司法修習開始までの準備について」 （別紙第4－2刑事裁判事前課題）

･事前課題に関する起案のコピー及び検討の際のメモ

12/18

(水）

刑事共通演習基礎（公判前整理手続）

持参資料

･刑事争点整理教材第18号（本冊）

･刑事共通演習基礎（公判前整理手続）実施要領

プラクティス刑事裁判

プラクティス刑事裁判（別冊）

プロシーディングス刑事裁判

･刑事弁護の手引き

12/19

(木）

民弁講義2 （民事保全・民事執行①）

持参資料

｢司法修習開始までの準備について」 （別紙第3－3 「民
事弁護事前課題（民事保全・民事執行)」及び別紙第3－4）

･設問の検討の際に作成した提出物の写し， メモ，手控え等

7訂民事弁護における立証活動(増補版）

8訂民事弁護の手引(増訂版）

民事弁護教材改訂民事保全（補正版）

民事弁護教材改訂民事執行（補正版）

･民事弁護実務の基礎～シナリオ民事保全・執行～

同［資料編］

民弁演習（和解条項）

持参資料

演習（和解条項）実施要領（設問付） ※第1問及び第2問
が記載されたもの

｢司法修習開始までの準備について」 （別紙第3－5 「民
事弁護事前課題（和解条項)」 ）の検討の際に作成した提出物
の写し， メモ，手控え等

7訂民事弁護における立証活動(増補版）

8訂民事弁護の手引(増訂版）

･民事弁護教材改訂民事保全（補正版）

･民事弁護教材改訂民事執行（補正版）

･民事弁護実務の基礎～はじめての和解条項～

12/20

(金）

民裁即日起案解説

持参資料

･民裁即日起案で使用した民裁修習記録及び同起案の際に作成したメモ，手控え等

･新問題研究要件事実

･別冊事実摘示記載例集（ 「10訂民事判決起案の手引」別冊）

･事例で考える民事事実認定

｢対話で考える民事事実認定一教材記録一」

｢司法修習開始までの準備について」 （別紙第2－2民事裁判事前課題）

民事裁判事前課題の検討の際に作成したメモ，手控え等



(令和元． 12． 20 司研企二印）

週 間 日 程 表

(注）クラス連絡委員は， 当日の配布資料及び事務連絡の有無を確認するため，毎朝（原則
｡

9時20分）必ず西館中講堂に集まること。

第フ3期B班

12/23

(月）

民事事実認定の手法と留意点
ﾛ■■■■■I■二二＝＝＝コーーーーーーー－－1■●ー■■一ｰ■■－－■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■‘■■ーー1■■＝■■ｰｰーｰd■■‐ｰーー‐ーー‐ｰ1■■＝ーー■■ー｡■■■■■■■■＝■■■■■■■■■■■■■■I■

持参資料

･事例で考える民事事実認定

｢対話で考える民事事実認定一教材記録一」

｢司法修習開始までの準備について」

(別紙第2－2民事裁判事前課題）

民事裁判事前課題の検討の際に作成したメモ，手控え等

民弁問題研究3 （主張書面）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1■■ー■■■■■■■■■■■■＝■■■■■■■■ー‐ｰｰ■ﾛ■■■■■＝ー■

持参資料

民事弁護修習記録第197号（第1分冊）

･民事弁護修習記録第197号（第2分冊）

･民事弁護問題研究2起案要領

･民弁問題研究1で配布したレジュメ

･民弁問題研究1で作成した聴取メモ等

･民弁問題研究2の起案の際に作成したメモ，手控え等

7訂民事弁護における立証活動（増補版）

8訂民事弁護の手引(増訂版）

● ■

12/24

(火）

■
Ｊ
グ黄察即日起案講評十，黄察官の心構え等

持参資料

･検察即日起案で使用した検察修習記録及び同起案の際に作
成したメモ，手控え等

･平成30年版検察講義案

･検察終局処分起案の考え方(令和元年版）

裁判修習に向けて
■■■■■ｰ■■ー■■ー■ﾛ■■ﾛ■■ﾛ■I■■■■ー■■ー■■■ﾛ■■■ーーーー■■ーー■q■ーーーー■I■■■■■ーー■■■■ー■■■■ーーーー■■ーーーー■■ー■■ーー■■ーー1■■ーー■■ー4■■■■■■■ﾛ■■■ー一一一一ー■■●

b

持参資料

･実務修習結果簿

･事例で考える民事事実認定

｢対話で考える民事事実認定一教材記録一」

｢司法修習開始までの準備について」

(別紙第2－2 民事裁判事前課題）

･民事裁判事前課題の検討の際に作成したメモ，手控え等

12/25

(水）

刑弁演習3 （量刑
■■■■■■■■■■■■■■■■1■■＝■■■■■■■■■■■■■■1■■■■■■ー■■■■■■■■■■

持参資料

･実施要領

暹
司享件）

1■■■■

･刑事弁護起案資料第22号

･刑事弁護の手引き

プラクティス刑事裁判

留意事項
■■■■■■■■ーI■■■■■I■ーー■■■■■■■■■■､■■■■■■■■■■■■ーI■■■■ー■■■■■■■■■ﾛ■I■■■■■■■■■■4■

持参資料

･修習生活へのオリエンテー
ション

司法修習ハンドブック

民弁講義2 （民事保全･民事執行②）
■■ーー■■'■■■■■■■■■■■■ー■■ｰｰｰ－－ｰ■■Dーーーー＝ーーー＝ー＝ｰ一一ｰーﾛ■

持参資料

・民弁講義2(民事保全・民事
執行①)（12月19日実施)に
同じ

･民弁講義2 （民事保全・民
事執行①）で配布した時系列
表，関係図及びレジュメ

民弁講義3 （弁護士倫理・職責等）
~■■■ｰI■■ーｰーー－－ｰｰーーｰーーーｰｰーー■■■■■■■■■■■■ー■■ーーー■■■■ーーー■■■

持参資料

･講義3 （弁護士倫理・職責等）
実施要領（設問付）

8訂民事弁護の手引（増訂版）

･解説弁護士職務基本規程第3版
･実務修習結果簿


