
番
号

連携法科大学院 連携法曹基礎課程（法曹コース）

1 北海道大学法学部法学課程法専門職コース法曹養成プログラム

2 北海学園大学法学部法律学科法曹養成プログラム

3 東北大学法学部法曹コース

4 新潟大学法学部法学科法曹養成プログラム
（※）

5 千葉大学法政経学部法政経学科法学コース法曹コース・プログラム

6 鹿児島大学法文学部法曹養成連携プログラム
（※）

7 明治学院大学法学部法律学科法曹コース

8 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 東京大学法学部法科大学院進学プログラム

9 一橋大学大学院法学研究科法務専攻 一橋大学法学部法曹コース

10 金沢大学大学院法務研究科法務専攻 金沢大学人間社会学域法学類総合法学コース法曹養成プログラム

11 名古屋大学法学部法律・政治学科法曹コース

12 立命館大学法学部法曹進路プログラム

13 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 京都大学法学部法曹基礎プログラム

14 大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 大阪大学法学部連携法曹基礎課程

15 神戸大学法学部法科大学院進学プログラム

16 熊本大学法学部法学科アドバンスト・リーダー・コース（法学特修クラス）法曹プログラム
（※）

17 鹿児島大学法文学部法曹養成連携プログラム
（※）

18 立命館大学法学部法曹進路プログラム

19 同志社大学法学部法律学科法曹養成プログラム

20 岡山大学大学院法務研究科法務専攻 岡山大学法学部法律専門職コース法曹プログラム

21 九州大学法学部法科大学院連携プログラム

22 熊本大学法学部法学科アドバンスト・リーダー・コース（法学特修クラス）法曹プログラム
（※）

23 首都大学東京法学部法学科法律学コース法曹養成プログラム

24 明治学院大学法学部法律学科法曹コース

25 大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻 大阪市立大学法学部法学科法曹養成プログラム

26 学習院大学大学院法務研究科法務専攻 西南学院大学法学部法務コース

27 新潟大学法学部法学科法曹養成プログラム
（※）

28 信州大学経法学部総合法律学科法曹養成プログラム
（※）

29 慶應義塾大学法学部法律学科法曹コース

30 明治大学法学部法律学科法曹コースにおける一貫教育プログラム

31 明治学院大学法学部法律学科法曹コース

32 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 上智大学法学部法曹コース

33 創価大学大学院法務研究科法務専攻 創価大学法学部法律学科グローバル・ロイヤーズ・プログラム

慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻

　令和元年度において、28法科大学院が34大学の法学部等との間で56の法曹養成連携協定を締結し、認定されている。

首都大学東京大学院法学政治学研究科法曹養成専攻

千葉大学大学院専門法務研究科

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

文部科学大臣認定を受けた法曹養成連携協定一覧
（法科大学院ベース）

北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻

東北大学大学院法学研究科総合法制専攻

神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻

九州大学大学院法務学府実務法学専攻

参考資料２



番
号

連携法科大学院 連携法曹基礎課程（法曹コース）

34 新潟大学法学部法学科法曹養成プログラム
（※）

35 信州大学経法学部総合法律学科法曹養成プログラム
（※）

36 熊本大学法学部法学科アドバンスト・リーダー・コース（法学特修クラス）法曹プログラム
（※）

37 鹿児島大学法文学部法曹養成連携プログラム
（※）

38 中央大学法学部法律学科法曹コースにおける一貫教育プログラム

39 明治大学法学部法律学科法曹コースにおける一貫教育プログラム

40 明治学院大学法学部法律学科法曹コース

41 立命館大学法学部法曹進路プログラム

42 西南学院大学法学部法務コース

43 日本大学大学院法務研究科法務専攻
日本大学法学部法律学科法曹コース
日本大学法学部法職課程法曹コース履修プログラム

44 法政大学大学院法務研究科法務専攻 法政大学法学部法律学科法曹コース

45 明治大学法学部法律学科法曹コースにおける一貫教育プログラム

46 明治学院大学法学部法律学科法曹コース

47 熊本大学法学部法学科アドバンスト・リーダー・コース（法学特修クラス）法曹プログラム
（※）

48 西南学院大学法学部法務コース

49 明治学院大学法学部法律学科法曹コース

50 早稲田大学法学部法曹コース

51 同志社大学法学部法律学科法曹養成プログラム

52 西南学院大学法学部法務コース

53 立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻 立命館大学法学部法曹進路プログラム

54 関西大学大学院法務研究科法曹養成専攻 関西大学法学部法学政治学科関西大学法曹コース

55 関西学院大学大学院司法研究科法務専攻 関西学院大学法学部司法特修コース法曹養成連携プログラム

56 福岡大学大学院法曹実務研究科法務専攻 福岡大学法学部法律学科法律特修プログラム法曹連携基礎クラス

早稲田大学大学院法務研究科法務専攻

（※）地方大学出身者を対象とした「地方大学枠」の対象となる法曹コース。

中央大学大学院法務研究科法務専攻

明治大学専門職大学院法務研究科法務専攻

同志社大学大学院司法研究科法務専攻



番
号

連携法曹基礎課程（法曹コース） 連携法科大学院

1 北海道大学法学部法学課程法専門職コース法曹養成プログラム 北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻

2 東北大学法学部法曹コース 東北大学大学院法学研究科総合法制専攻

3 千葉大学法政経学部法政経学科法学コース法曹コース・プログラム 千葉大学大学院専門法務研究科

4 東京大学法学部法科大学院進学プログラム 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻

5 一橋大学法学部法曹コース 一橋大学大学院法学研究科法務専攻

6 東北大学大学院法学研究科総合法制専攻

7 慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻

8 中央大学大学院法務研究科法務専攻

9 金沢大学人間社会学域法学類総合法学コース法曹養成プログラム 金沢大学大学院法務研究科法務専攻

10 慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻

11 中央大学大学院法務研究科法務専攻

12 名古屋大学法学部法律・政治学科法曹コース 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

13 京都大学法学部法曹基礎プログラム 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻

14 大阪大学法学部連携法曹基礎課程 大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻

15 神戸大学法学部法科大学院進学プログラム 神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻

16 岡山大学法学部法律専門職コース法曹プログラム 岡山大学大学院法務研究科法務専攻

17 九州大学法学部法科大学院連携プログラム 九州大学大学院法務学府実務法学専攻

18 神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻

19 九州大学大学院法務学府実務法学専攻

20 中央大学大学院法務研究科法務専攻

21 早稲田大学大学院法務研究科法務専攻

22 千葉大学大学院専門法務研究科

23 神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻

24 中央大学大学院法務研究科法務専攻

25 首都大学東京法学部法学科法律学コース法曹養成プログラム 首都大学東京大学院法学政治学研究科法曹養成専攻

26 大阪市立大学法学部法学科法曹養成プログラム 大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻

27 北海学園大学法学部法律学科法曹養成プログラム 北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻

28 慶應義塾大学法学部法律学科法曹コース 慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻

29 上智大学法学部法曹コース 上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻

30 創価大学法学部法律学科グローバル・ロイヤーズ・プログラム 創価大学大学院法務研究科法務専攻

31 中央大学法学部法律学科法曹コースにおける一貫教育プログラム 中央大学大学院法務研究科法務専攻

32
日本大学法学部法律学科法曹コース
日本大学法学部法職課程法曹コース履修プログラム

日本大学大学院法務研究科法務専攻

33 法政大学法学部法律学科法曹コース 法政大学大学院法務研究科法務専攻

新潟大学法学部法学科法曹養成プログラム
（※）

信州大学経法学部総合法律学科法曹養成プログラム
（※）

熊本大学法学部法学科アドバンスト・リーダー・コース（法学特修クラス）法曹プログラム
（※）

鹿児島大学法文学部法曹養成連携プログラム
（※）

文部科学大臣認定を受けた法曹養成連携協定一覧
（連携法曹基礎課程ベース）



番
号

連携法曹基礎課程（法曹コース） 連携法科大学院

34 慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻

35 中央大学大学院法務研究科法務専攻

36 明治大学専門職大学院法務研究科法務専攻

37 千葉大学大学院専門法務研究科

38 首都大学東京大学院法学政治学研究科法曹養成専攻

39 慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻

40 中央大学大学院法務研究科法務専攻

41 明治大学専門職大学院法務研究科法務専攻

42 早稲田大学大学院法務研究科法務専攻

43 早稲田大学法学部法曹コース 早稲田大学大学院法務研究科法務専攻

44 神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻

45 同志社大学大学院司法研究科法務専攻

46 名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻

47 神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻

48 中央大学大学院法務研究科法務専攻

49 立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻

50 関西大学法学部法学政治学科関西大学法曹コース 関西大学大学院法務研究科法曹養成専攻

51 関西学院大学法学部司法特修コース法曹養成連携プログラム 関西学院大学大学院司法研究科法務専攻

52 学習院大学大学院法務研究科法務専攻

53 中央大学大学院法務研究科法務専攻

54 早稲田大学大学院法務研究科法務専攻

55 同志社大学大学院司法研究科法務専攻

56 福岡大学法学部法律学科法律特修プログラム法曹連携基礎クラス 福岡大学大学院法曹実務研究科法務専攻

西南学院大学法学部法務コース

（※）地方大学出身者を対象とした「地方大学枠」の対象となる法曹コース。
　　　ただし、19番：熊本大学法曹コースと九州大学法科大学院との連携協定では「地方大学枠」は設定されていない。

明治大学法学部法律学科法曹コースにおける一貫教育プログラム

明治学院大学法学部法律学科法曹コース

同志社大学法学部法律学科法曹養成プログラム

立命館大学法学部法曹進路プログラム


