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全国各地で開催します！

主催／法科大学院協会　共催／日本弁護士連合会

　● どんな授業をしているの？どのくらい勉強するの？
　● 本当に司法試験に合格できるの？
　● 法科大学院に行くには、どのくらいお金がかかるの？
　　 奨学金はあるの？
　● 法科大学院出身の法律家って、どんな仕事をしているの？
　　 あなたの疑問に、教員と出身の若手法律家がお答えします！！！

　● 法科大学院教員と出身の若手法律家が、
　　 各法科大学院のホントのところ、
　　 直接皆さんの疑問にお答えします！！！

来たれ★
法律家をめざす大学生！
第１部　法科大学院の魅力とは？

第２部　法科大学院  個別懇談会

東京会場① １０月２５日（土）13：00～

京都会場 １１月３０日（日）13：30～　　

東北会場 １２月14日（日）13：30～

名古屋会場 １２月１３日（土）

大阪会場 １２月１３日（土）
　　

岡山会場 １２月２０日（土）
＠京都大学・吉田本部キャンパス法経本館第４教室

＠東北大学片平キャンパスエクステンション教育研究棟　　

＠名古屋大学・東山キャンパス法学研究科

＠大阪弁護士会会館

＠岡山大学文学部・法学部・経済学部講義棟20番講義室

時間/午後
（追って決定）　

時間/午後
（追って決定）　

北海道会場 １1月29日（土） 14：00～

　　
＠北海道大学・人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ203教室

東京会場② 11月19日（水）
＠慶應義塾大学三田キャンパス南館（ロースクール校舎）

時間/午後
（追って決定）　

＠明治大学（駿河台キャンパス）リバティタワー２階1022教室

予約は不要です。当日は直接会場までお越しください！！

入場無料！ ［その他の東京会場］
    ○中央大学（日時・場所　追って決定） ○早稲田大学（日時・場所　追って決定）
 ○九州会場（日時・場所　追って決定） ○神戸会場（日時・場所　追って決定）

その他、順次開催を予定している会場は以下のとおりです。

※開始時間等詳細はHPでお知らせします　http://www.ls.keio.ac.jp/

時間/午後
（追って決定）　
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全国各地で開催します！

主催／法科大学院協会　共催／日本弁護士連合会

　● どんな授業をしているの？どのくらい勉強するの？
　● 本当に司法試験に合格できるの？
　● 法科大学院に行くには、どのくらいお金がかかるの？
　　 奨学金はあるの？
　● 法科大学院出身の法律家って、どんな仕事をしているの？
　　 あなたの疑問に、教員と出身の若手法律家がお答えします！！！

　● 法科大学院教員と出身の若手法律家が、
　　 各法科大学院のホントのところ、
　　 直接皆さんの疑問にお答えします！！！

来たれ★
法律家をめざす大学生！
第１部　法科大学院の魅力とは？

第２部　法科大学院  個別懇談会
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開催会場・日時

東京会場①　 京都会場　　

東北会場名古屋会場 大阪会場
　　

岡山会場

共催／日本弁護士連合会

主催／法科大学院協会
法科大学院協会は､法科大学院相互の協力を促進して法科大学院における教育水準の向上をはかり､
もって優れた法曹を養成し､社会に貢献することを目的として､すべての法科大学院により構成されている団体です。

１０月２５日（土）13：00～
＠明治大学（駿河台キャンパス）
　リバティタワー２階1022教室

〒101-8301　東京都千代田区神田駿河台1-1
■JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅
　下車徒歩3分 
■東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅　下車徒歩5分
■都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線 
　神保町駅　下車徒歩5分 

〒464-8601 名古屋市千種区不老町
■地下鉄名城線名古屋大学駅下車すぐ

〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町
■京阪電車 出町柳駅下車
　東へ徒歩10分烏丸中央口側バスターミナルよりバス
　百万遍下車徒歩5分  京大正門前(旧東一条)下車徒歩5分
■地下鉄烏丸線今出川駅下車 バスで5-10分百万遍下車 
　徒歩5分
■京阪出町柳駅下車 東へ徒歩10分  
　＊他アクセス方法ＨＰご覧下さい

〒530-0047　大阪市北区西天満1-12-5
■京阪中之島線「なにわ橋駅」下車
　出口１から徒歩約５分
■地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車　
　１号出口から徒歩約１０分
■地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 ２６号階段から徒歩約７分
■ＪＲ東西線「北新地駅」下車　徒歩約１５分  

〒700-8530　岡山市北区津島中3丁目1番1号
■JR岡山駅西口広場から
　 岡電バス「岡山大学・岡山理科大学」行 「岡大西門」で下車
   タクシー約7分
■JR岡山駅前東口から
　 岡電バス「岡山大学・妙善寺」行「岡大西門」で下車
    岡電バス「津高営業所」行「岡山大学筋」で下車、徒歩7分
   ※上記2路線は市内を廻るため時間がかかります
■JR津山線 法界院駅から 徒歩約10分

〒980-8577　仙台市青葉区片平二丁目1-1
■仙台市営バス 仙台駅前のりば（9番・11番・12番）より 
　10分
■徒歩 仙台駅西口より 約15分
■タクシー 仙台駅西口タクシープールより 約10分

１１月３０日（日）13：30～
＠京都大学・
　吉田本部キャンパス法経本館第４教室

１２月14日（日）13：30～
＠東北大学・片平キャンパス
　エクステンション教育研究棟

１２月１３日（土）
＠名古屋大学・東山キャンパス　
　法学研究科

１２月１３日（土）
＠大阪弁護士会会館

１２月２０日（土）
＠岡山大学文学部・法学部・
　経済学部講義棟20番講義室

その他、順次開催を予定している会場は以下のとおりです。
［その他の東京会場］
　○中央大学（日時・場所　追って決定）　 
　○早稲田大学（日時・場所　追って決定）
○九州会場（日時・場所　追って決定）
○神戸会場（日時・場所　追って決定）

日時は随時更新中！

時間/午後
（追って決定）　 時間/午後

（追って決定）　

北海道会場
　　

〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西５丁目
■札幌駅北口から構内まで徒歩約7分
■地下鉄南北線北12条駅から構内まで徒歩約4分
■地下鉄南北線北18条駅から構内まで徒歩約7分
■地下鉄南北線さっぽろ駅から構内まで構内まで徒歩約10分
■地下鉄東豊線北13条東駅から構内まで徒歩約15分
■地下鉄東豊線さっぽろ駅から構内まで徒歩約10分
■中央バス・JR北海道バスをご利用の場合
　北大正門前／北大病院前／北18西5 下車

11月29日（土）14：00～
＠北海道大学
　人文・社会科学総合教育研究棟
　Ｗ203教室

東京会場②

〒108-8345　東京都港区三田2-15-45
■田町駅（JR山手線／JR京浜東北線）徒歩8分
■三田駅（都営地下鉄浅草線／都営地下鉄三田線）徒歩7分
■赤羽橋駅（都営地下鉄大江戸線）徒歩8分

11月19日（水）
＠慶應義塾大学三田キャンパス南館（ロースクール校舎）

時間/午後
（追って決定）　

時間/午後
（追って決定）　

予約は不要です。
当日は直接会場までお越しください！！

入場無料！

※開始時間等詳細はHPでお知らせします
　http://www.ls.keio.ac.jp/


