
最高裁秘書第2024号

令和3年6月28日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 1'1

司法行政文書開示通知書

3月24日付け（同月26日受付，第021 106号）で申出のありました司法

行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

(1) 3月30日付け第74期A班週間日程表（片面で4枚）

（2） 3月30日付け第74期B班週間日程表（片面で4枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話(）3 （3264） 5652 （直通）



(令和3． 3． 30 司研企二印）

週 間 日 程 表

第74期A班

１
１

凋
水

３
く

開
始
式

事務連絡・氏事第1番手続の砒説（講義）
=二コーーエニニコ■■ーーーｰー■■ー■■■■ー■■ーｰ■■■■■■■■ー■■＝■■ーー■■ーー■■■■ー■■ーｰｰｰーー■■ー■■－1■■■■ー■■ー■■ｰーーー■■■■■■■■＝一■■ー■■ー■■■■

必要資料

･第4版民事訴訟第一審手続の解説

同別冊記録

民事系2科目の位置付け・狙いなど（関係図）

民事系科目における法的分析能力（主張分析能力）及び
事実認定能力について

氏弁問題句
■■■■－1■■■■■■I■■1■■I■■■■■■■■■■■■ー■■ー■■■■■■■■I■■ーI■■■■■■■■■■■■■■■■

必要資料

■■4■

先1 （學案分 7 ノ

｢司法修習開始までの準備について」 （別紙第3－2 「第74
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）

･民事弁護修習記録第204号（第2分冊）

4/1

(木）

事務連絡。
刑裁講義（事前課題解説等）

ﾛ■ー一一一■■ｰーｰｰー■■ｰ■■■■■■■■一一一■■■■ｰ■■ー■■ー■■一一一■■■■■■ー■■ー■■－1■■■■ー■■ー1■■■■■■■■■■ー－1■

必要資料

｢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

｢刑事系3科目の位置付け」

検察導入講義
■■ー■■■■ー■■■■■■■■ｰ■■■■■■ｰ■■ー■■ー■■ー■■ー■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■ー■■一一■■■■＝

必要資料

･第74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）
ロー■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■一一■■■■一一■■1■■一一一■■ー■■ー■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■ー■■ー■■■■■■■■ー■■ｰ■■■■ー■■

必要資料

･刑事弁護の手引き

･被疑者ノート

･実施要領

実務修習における弁護活動検討メモの活
用について

仇
㈱

民裁即日起案
■■■ー■■ー■■ー■■ー■■■■■■■■■■■■■■ーー■■ー■■ー■■■■一一一一■■■■■■■■■■ー■■ー■■一一ｰ■■■■ｰ■■ー■■■■■■ー■■ﾄ■■■■■■ー■■一一■■■■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

刑裁即日
■■－－1■■■■■■一一一■■■■一一ーー■■■■■■■■－1■■ｰ■■■■ーー■■■■ー■■■■■■■■■■一一■■■■‐■■■■

･刑裁事実認定教材（第21号）

■■

塁案

※六法全書（判例注釈付きも可）使用可

※起案時の合議不可



(令和3． 3． 30 司研企二印）

週 間 日 程 表

第フ4期A班

4/5

(月）

A班

昼食会

①

民事総合1
■－－1■■■■ー■■■■1■■■■一I■■■■1■■■■■■■■1■■1■■1■■1■■1■■■■1■■■■ー一一一一4■■1■■I■■1■■ー■■-■■ー■■{■■ーー－1■■■■ーーｰーd■■■■

必要資料

記録（民事総合資料）

実施要領（プリント）

実施細則（データ送信）

刑事問題け
ー■■一一一ーｨ■■■■ー■■ー■■ー■■■■■■ーー■■■■ー■■

必要資料

･実施要領

･研究課題

ー究（勾留）

･刑事弁護起案資料第23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

自由研究

６
ｊ
／
火
４
／
Ｉ

刑弁即日起案
ロー丘。■■■■■■■■ーｰ‐■■ー■■ー■■■■ｰ■■■■■■一一一＝ー■■■■ー■■■■■■■■■■■■ー■■､ーーｰ■■■■■■ーーーー■■ーーー■■ー■■ーー■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■ー■■ｰ－－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

検察即日起案
■■■■ーｰーｰ■■一一ｰーーー■■ー■■●■■■ーｰ--■■ー■■■■■■－1■■ー■■ー一一■■■■ｰ■■■■■■ー■■ー■■ーー■■ー■■I■■ーー■■■■ー■■ー■■ー■■■■■■亡＝■ー■■■■-■■-亡＝＝．■■■■■亡＝＝

必要資料

･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

4/7

（水）

A班

②

民弁問題研究2 （即日起案）
■

■､■■ｰ■■■■ー■■■■＝＝ーー■■■■ー■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■一一一一■■ー■■ーｰー一一一■■ー■■ーーー●■4■■■■■■I■■ー■■ーｰー●■1-■■－－－ｰ一■■一一■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■

必要資料

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

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）

民事弁護修習記録第204号（第1分冊）

･民事弁護修習記録第204号（第2分冊）

※六法（判例注釈付きも可）使用可

※起案時の合議不可

自由研究

4/8

(木） 必要資料

･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）

ロ
ゴ
印
『実査演習
、●●● ■●●●●●●､●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●｡●●●●e●｡●●●●､ゆ｡ゆ●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●■

●

4/9

(金）

民事総合2
■■■■■■■■■ー■■ー■■ー■■■■ー■■ーーー■■ー■■ー■■ー■■一一一■■＝■■■■■■■■ー■■ー■■ー■■■■■■■■■■ー■■ーI■■ーーー■■ー■■ー■■ー■■ー■■■■■■ー■■ー■■■■■■ーｰー■■■■■■ー■■q■

必要資料

民事総合1 （4月5日実施）に同じ

民弁
■■■■■■一一一■■一■■ー■■1■■■■ー■■■■■■■■■■ー■■ー■■ー‐ーI■■一－一

必要資料

計
■■{■■

;義1 （立証）

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）

･基本資料及び重要な証拠収集（作成）方法



(令和3． 3． 30 司研企二印）

週 間 日 程 表

第74期A班

4/12

(月）

民弁講義2 （民事保全・民事執行①）
l■■■■■ ■､ー一一一○ ｡■■一一一－－ーーー■■■■■■ー‐■■ー■■ー■■ー■■ー■■ーー■■ー■■ーｰー■■ｰ■■■■■■ー■■一一ｰ‐ーー■■ｰ■■ー■■ー■■■■‐－－ｰー一一ーー■■■■■

必要資料

． 「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）
･関係図

･時系列

･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3訂民事執行

･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）

必要資料
･演習（和解条項）実施要領（設問付）※第1問及び第2間
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3訂民事執行

･民事弁護実務の基礎～はじめての和解条項～

4/13

(火）

民裁即日起案解説
P■■1 ■‐ー－－－‐一一■ ロー■■■ D一一一■■ーｰ一-一■■‐■■‐ーー■■ー■■ー■■ー■■■■■■■■■■一ーーｰーｰ■■ー■■‐一一ーー■■ー■■■■■■■■■■ーｰーー■■ー■■ー■■一一一一一■■■■‐ーーーーー■■■■■■■■■■■■ー■■ー■

必要資料

･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

･同追補一民法（債権関係）改正に伴う追補一

3訂紛争類型別の要件事実

･別冊事実摘示記載例集（ 「10訂民事判決起案の手引」別冊）

･別冊事実摘示記載例集一民法（債権関係）改正に伴う補訂版一

･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

4/14

(水）

自由研究日

4/15

(木）

民事事実認定の手法と留意点
■ー■■－－－■■－－-一一一ー－－ー一一一一一一■■■■‐ー■■■■ー■■ー■■ー■■■■■■ー■■ー■■■■■■ー■■－－ｰー■■ー■■一一■■ー■■一一ーーｰ一一■■ーⅡ■■－－－－■■■■ーー■

必要資料

･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

･民事裁判科目における事実認定の指導について及び同要旨
(カラー1枚紙）

民弁問題研究3 （主張書面）

必要資料

･民事弁護修習記録第204号（第1分冊）

･民事弁護修習記録第204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）

4/16

(金）

刑事共通演習基礎（公判前整理手続）
■■ 一■■＝＝ーーー正二 二二一一一一一一一一一一三二章弓一ヱーーーーーーーロニニーーー■■ーーー－1■■ー■■一一■■ーーーー■■ー■■ー=＝一一■■ー■■■■■■■■=＝■■■■■■■■■■ー■■ーーーー■■■■ー■■ーー■■ー■■ー■■ー■■■■－

必要資料

･刑事争点整理教材第20号（本冊・類型証拠）

･刑事共通演習基礎（公判前整理手続）実施要領

･刑事共通演習基礎（公判前整理手続）配布資料

･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



週

’ (令和3． 3． 30 司研企二印）

間 日 程 表

刑裁即日起案・事前課題の解説

必要資料

・刑裁事実認定教材（第21号) ,起案要領及び刑裁即日起案の際に作成したメモ，

・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

。 「司法修習開始までの準備について」 （別紙4－2 刑事裁判事前課題）

・事前課題に関する起案のコヒ｡－及び検討の際のメモ

4/19

(月）

手控え等

(即日起案解説・否認事件）刑弁演習2

必要資料

・刑事弁護起案資料第23号（第2分冊）

・刑弁即日起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

4/20

(火）

4/21

(水）

自由研究日

検察即日起案講評十検察官の心構え等

必要資料

・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

必要資料

・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 民事裁半|｣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

・民事系科目における法的分析能力（主張分析能力）及び事
実認定能力について

・民事系2科目の位置付け・狙いなど

・民事裁判科目における主張分析の指導について及び同要旨
（カラー1枚紙）

・民事裁判科目における事実認定の指導について及び同要旨
（カラー1枚紙）

4/22

(木）

刑弁演習3 （量刑事件）

必要資料

・実施要領

，刑事弁護起案資料第24号

・刑事弁護の手引き

・プラクティス刑事裁判

留意事項

必要資料

・修習生活へのオリエンテー
ション

・司法修習ﾉ､ンドブック

・ハンセン病を理由とする開廷
場所指定に関する調査報告書骨
子（別紙有識者委員会意見）

・説明資料（メンタルヘルス）

・説明資料（セクハラ防止）

※上記説明資料は，今後チーム
ズに投稿予定

民弁講鏡2 （民騏保全・民事執行②）

必要資料
・民弁講義2（民事保全．民事
執行①) （4月12日実施)に同
じ

・民弁講義2 （民事保全・民
事執行①）で配布したレジュ
メ

民弁講義3 （弁誰士倫理・恥責等）

必要資料

・講義3 （弁護士倫理・職責
等）実施要領（設問付）

・第74期導入民事弁護修習
カリキュラムの概要

・民事弁護活動における具体
的な懲戒事例

・ 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

4/23

(金）

・量刑分布グラフ

第74期A班



(令和3． 3． 30 司研企二印）

週 間 日 程 表

第74期B班

3/31

(水）

開
始
式

事務連絡。
刑裁講義（事前課題解説等）

ニーニーニーーーーニーーーニ＝＝二二＝＝＝二■■■■■ーー■■■■■■■■ｰ■■ー■■ー■■■■ー■■■■■■■■ー■■ー■■ー■■ー■■ー■■－1■

必要資料

｢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

｢刑事系3科目の位置付け」

■■ｰー一一一一一一■■■■■■ー

必要資料

■
１
４
口
■
ロ

ーーI

金察導入
1

講義

･第74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

0

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 (1実査弁護）

必要資料

･刑事弁護の手引き

･被疑者ノート

実施要領

･実務修習における弁護活動検討メモの活
用について

１
ｊ
ノ
木
４
ノ
ー

事務連絡・民事第1審の手続の概説（講義）
pl■■ー■ﾛ■1■■■ﾛ■ー■■ーー1■■一一■■ーー■■■■■■ー■■ー■■ーq■■一一ー一一一■■ｰ一一I■■一一－一■■■■'■■ｰ一ｰ1■■I■■■■■■■■－1■■■■4■■■■1■■I■■1■■■■■■■■1■■■■ー■■ー■■1■■■■ーーー■I■ー■

必要資料

･第4版民事訴訟第一審手続の解説

同別冊記録

民事系2科目の位置付け・狙いなど（関係図）

民事系科目における法的分析能力（主張分析能力）及び事実
認定能力について

民弁問題研究1 （
一画一口一画一一車・一一一一口一・一口一一一一一一｝一・一一一口一口一

竜
一一一一』一画

必要資料

君

ーｰ■

尋案分析）

｢司法修習開始までの準備について」 （別紙第3－2 「第74
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）

･民事弁護修習記録第204号（第2分冊）

〃
釦

４ 民裁即日起案
Ⅱ■ー■■ー■■ー■■ー■■■■■■ｰ■■■■■■ーー一一■■ーー■■I■■I■■ー■■－1■■■■ー■■ｰｰ■■■■■■ｰｰ■■ー■■ーー■■■■■■■■■■■■■■■■ーーーー■■■■■■ー■■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

９
－口一口一口一・一一一一一。

刑裁即日起案
■■ーｰーｰーｰー■■■■■■■■ー■■ーｰｰー■■ーｰ'■■ｰ■■■■ーｰｰ■■ｰ■■－－1■■■■ー■■■■ｰー■■■■ーー■■■■■■ｰ■■■■ー■■ー■■■■一一■■一一一ｰ

･刑裁事実認定教材（第21号）

※六法全書（判例注釈付きも可）使用可

※起案時の合議不可



(令和3. 3. 30 司研企二印）

週 間 日 程 表

第フ4期B班

4/5

(月）

刑事問髭耐
■
凸

究（勾留）

必要資料

実施要領

･研究課題

･刑事弁護起案資料第23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
=＝＝＝＝■『司亡工■ニユーー■■エェ■■ーｰｰーー■■ーー■■■■■■ー■■‐■■■■■■■■■■一一■■■■ｰ－1■Dｰ■■－1■■ｰ■■■■

必要資料

記録（民事総合資料）

実施要領（プリント）

実施細則（データ送信）
自由研究

4/6

(火）

刑弁即日起案
Ⅱ■■＝＝■二二二コこ＝■－－■■■■■■■■三＝＝ ］ｰI■■■「 ■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■ーー■■ーーｰ■■ｰｰｰーー■■■■■■ー■■■■■■D■■一一一■■ー■■■■一一ー■■ー■■ー■■ーｰーｰｰｰーー■■■■■■

※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

検察即日起案
■■＝二■亘一、仁工江工匡＝■＝＝＝＝＝二＝。■＝＝二コこ＝＝■■■■■■■■■■■＝エーー正茸一一一一一一一一■■－■■－－r■■■■■■■－■■■■'■■－■■－－■■■■－■■■■'■■■■■■■■■■■■一一■■■■■■一

必要資料

･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

4/7

(水）

民弁問題研究2 （即日起案）
＝＝＝＝．■■＝=■ー■■ーｰ■■■■一一■■■■■■■■■■ー■■■■ーー－－ーｰ■■ーｰ■■ー■■ーー一一ー■■■■■■ー■■－1■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■ー■■■■ーーー■■ｰ■■1■■ーｰ■■1－■■ー■■

必要資料

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

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）

．民事弁護修習記録第204号（第1分冊）

･民事弁護修習記録第204号（第2分冊）

※六法（判例注釈付きも可）使用可

※起案時の合議不可

自由研究

4/8

（木）

B班

昼食会

①

民弁講義1 （立証）
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●■■申●●■●●､●●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●G●●●●､●■■｡□■●●■●●■■■●■■●●■●a●■■■■■●●●●DDD■●｡●●●●●●●●●●●●｡

必要資料

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）

･基本資料及び重要な証拠収集（作成）方法

民弁講義2 （民事保全・民事執行①）
ローI■■ｰーーーｰ■■1■■■■l●■ｰー■■‐■■■I■■■■ｰー■■■■■■ｰ■■ー■■－1■■ー■■ー■■＝■■■■ｰ■■■■■■ｰ■■■■■■ー■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■I■■■■■■■■ーー■■■■ー■■■

必要資料

｢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）

関係図

時系列

･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3訂民事執行

･民事弁護実務の基礎～シナリオ民事保全・執行～

同［資料編］

4/9

（金）

B班

昼食会

②

■
当
■

Ⅱ■■＝＝■■ー■■ーI■＝＝＝＝■■一一■■ー■■ー■■■■■■■■■■■■一一■■ー■■ー■■ー一一■■ー■■■■一一一一ー‐一一一‐■■1■■ー■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■ー■■－1■■■■■

必要資料

･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）

痩査演習



(令和3． 3． 30 司研企二印）

週 間 日 程 表

第フ4期B班

4/12

(月）

刑弁演習2 （即日起案＃阜説・否認事件）

必要資料

･刑事弁護起案資料第23号（第2分冊）

･刑弁即日起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

4/13

(火）

刑裁即日起案・事前課題の＃革説

必要資料

･刑裁事実認定教材（第21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

4/14

(水）

自由研究日

4/15

(木）

刑事共通演習基礎（公判前整理手続）

必要資料

･刑事争点整理教材第20号（本冊・別冊）

･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

4/16

(金） 必要資料

民事総合2

民事総合1 （4月5日実施）に同じ

民弁演習（和
I■■4■■I■■I■■ｲ■■1■■1■■1■■，■■4■■4■■1■■，■■4■■1■■4■■一一一一一一一一一－一一一一－1■■ー1■■1■■1■■1■■1■■4■■1■■

必要資料

＃
1■■‐

革条項）

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3訂民事執行

民事弁護実務の基礎～はじめての和解条項～



週 間 日 程 表

I

(令和3． 3． 30 司研企二印）

民裁即日起案解説

必要資料

・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

・同追補一民法（債権関係）改正に伴う追補一

・ 3訂紛争類型別の要件事実

・別冊事実摘示記載例集（ 「10訂民事判決起案の手引」別冊）

・別冊事実摘示記載例集一民法（債権関係）改正に伴う補訂版一

・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

4/19

(月）

民弁問題研究3 （主張書面）

必要資料

・民事弁護修習記録第204号（第1分冊）

・民事弁護修習記録第204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壺評活動（増補版）

・ 8訂民事弁護の手引(増訂版）

民事事実認定の手法と留意点

必要資料

・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

・民事裁判科目における事実認定の指導について及び同要旨

（カラー1枚紙）

4/20

(火）

１
ｊ

〃
水

４
く

〃

自由研究日

裁判修習に向けて
－－一一一一一一一一一一再← ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝一一＝－一一一一一一一＝－－－－－＝戸一画一一一一一一←堂一一画－－＝－－－－－－＝

必要資料

・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

・民事系科目における法的分析能力（主張分析能力）及び事実認
定能力について

・民事系2科目の位置付け・狙いなど

，民事裁判科目における主張分析の指導について及び同要旨（カ
ラー1枚紙）

・民事裁判科目における事実認定の指導について及び同要旨（カ
ラー1枚紙）

検察即日起案講評十検察官の心構え等

必要資料

・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）

4/22

(木）

刑弁演習3 （量刑事件）

必要資料

・実施要領

・刑事弁護起案資料第24号

・刑事弁護の手引き

・プラクティス刑事裁判

・量刑分布グラフ

留意事項

必要資料

・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

・ハンセン病を理由とする開

廷場所指定に関する調査報告
書骨子（別紙有識者委員会意
見）

・説明資料（メンタルヘルス）

・説明資料（セクハラ防止）

※上記説明資料は，今後チー
ムズに投稿予定

民弁講義3 （弁護士倫理・職責等）

必要資料

・講義3 （弁護士倫理．職責等）
実施要領（設問付）

・第74期導入民事弁護修習カリ
キュラムの概要

・民事弁護活動における具体的な
懲戒事例

・ 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

民弁講義2 （民事保全・民事執行②）

必要資料

・民弁講義2（民事保全・民事

執行①) （4月8日実施)に同じ

・民弁講義2 （民事保全・民
事執行①）で配布したレジュ
メ

4/23

(金）

第74期B班


