九 州大 学 法 科大 学 院
六本松プロジェクト募金
の ご 案 内
九州大学法科大学院
六本松プロジェクト委員会

六本松421外観写真

１ 募金目標額

１億円

２ 募金の目的
①九大同窓生が集うことができる九大六本松記念室および六本
松図書室の充実
②九州大学法科大学院生の学修支援
③六本松施設を活用したリカレント教育による地域貢献
３ 募金期間

2017年7月〜2020年6月

４ 募金の方法
１口5,000円

※お一人様何口でも可とさせていただいております。

払い込み方法は、
次の中から選択できます。
①指定金融機関からのご寄附
九州大学法科大学院六本松プロジェクト所定の振込用紙をご
利用下さい。
②クレジットカードによるご寄附
詳しくは、
九州大学基金Webサイト
（http://kikin.kyushu-u.ac.jp/）
をご覧ください。
＊クレジットカードによるご寄附の場合は、
必ず「
、寄附目的」
で使途
特定寄附
「法科大学院六本松プロジェクト」
をお選びください。
払い込み確認後、寄附金控除の免税措置がなされる旨が記載さ
れた寄附金領収書を寄附者様宛に発行します。
＊1万円以上もしくはクレジットカードによる継続的なご寄附を頂
きましたら、
「九大会員」
としての特典をご利用いただけます。詳
しくは九州大学基金Webサイト
（上記URL）
をご覧ください。
５ 顕彰の方法
10万円以上のご寄附のお申し出につきましては、匿名希望者を除
き、九州大学法科大学院六本松施設開設記念プレートに記名し、
顕彰させていただきます。
６ その他
寄附申し込みにより九州大学が取得した個人情報は、取り扱いに
十分注意して九州大学基金に関する事務処理、連絡のみに利用
し、
他の用途には利用いたしません。
＜お問い合わせ先＞ 九州大学貝塚地区教務課専門職員
2018年9月中旬まで (法科大学院担当)

TEL 092-642-4166

2018年9月下旬以降 九州大学人文社会科学系事務部教務課専門職員
（伊都地区に移転予定） (法科大学院担当)

TEL 092-802-6374

募金のご案内
九州大学は、2017年9月より福岡市中央区の旧六本松キャンパスが
あった六本松再開発地区に法科大学院を移転し、業務を開始しました。
再開発地区には、2018年より順次、裁判所、検察庁および弁護士会館
が移転する予定であり、この地に法科大学院を移転することにより、全国
でも他に例のない、法曹三者と密接に連携した法曹養成教育を実現する
ための環境が整います。九州大学では、新たな六本 松跡地を「リーガ
ル・パーク」の愛称で呼ぶこととし、六本松リーガル・パークにおける法
曹養成教育をより充実したものとする基金作りを目的として、法科大学院
関係者、法学部および法科大学院出身の法曹関係者による九州大学法
科大学院六本松プロジェクト委員会を組織しました。そして、このプロ
ジェクト実現のため、九州大学法学部同窓会にも「呼びかけ人」としてご
参画いただき、広く一般の方々に対してご寄附による支援をお願いする活
動を続けております。集まった基金は、公費でまかなえない、
「九大六本
松記念室」の整備、法曹開放型図書室の充実、優秀な人材を数多く法曹
界に輩出するための学修支援、およびリカレント教育事業の展開のため
に大切に使用させていただきます。そこで、九州地域における高度な法曹
養成教育のための環境整備の趣旨にご賛同いただける方に対して、広く
九州大学法科大学院六本松プロジェクト募金への協力をご案内させて
いただく次第でございます。
平成30(2018)年9月

九州大学法科大学院六本松プロジェクト
募金呼びかけ人
（平成30（2018）年9月現在）
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六本松における
大学の伝統の継承と
更なる飛躍のために
九州大学総長

久保

千春

九州大学は、箱崎文系地区の伊都キャンパスへの
移転を平成30年度に完了する計画で事業を進めてい
ます。法科大学院は六本松九大跡地に移転し、平成
29年9月に、開所致しました。
法科大学院の六本松への移転は、裁判所、検察
プラスワン

庁、弁護士会と法科大学院が「法曹三者＋１」として
密に連携し、全国にも例のない日本で最高の充実し
た法曹養成教育を展開することができ、社会の期待
と要請に応えるものです。
六本松における本学の法曹養成教育をより一層
充実したものとするために、法科大学院および九州
大学出身の法曹により六本松プロジェクト委員会を
組織し、これまで募金活動を行っております。
皆様方におかれましては、何卒本活動の趣旨をご
理解いただき、ご協力とご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。
平成30(2018)年9月

311・312 講義室
授業の主要教室として使用するだけでなく、学生の自主ゼミ活動にも
使用しています。

九州大学法科大学院総合案内

所在地

福岡市中央区六本松４−２−１ 六本松４２１

Information Map
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301 弁護士法人九州リーガル・
クリニック法律事務所

304 図書室
約４万冊収納可能な書架スペースと閲覧机を備えている他、中央図
書館の図書の貸出サービスも行っています。

Kyushu Legal Clinic Law Office

九州大学 法科大学院附属
リーガル・クリニック・センター
Legal Clinic Center

1
301-1 リーガル・クリニック室
Legal Clinic Room 1

2
301-2 リーガル・クリニック室
Legal Clinic Room 2
1
302 相談室
Counseling Room 1
2
303 相談室
Counseling Room 2

書庫
書庫

301

313 法廷教室

301-1

304 図書室
Library

304

301-2 302

法廷セットを備えてあり、模擬裁判等の授業で使用する他、課外活
動や法学部のイベントにも使用しています。

303

ロッカー
スペース

倉庫

305

307

308 309

315

311

312

314

313

テレビ会議システムの接続が可能で、通常の授業だけでなく、学外と
の遠隔授業を実施することができます。

1
308 個別指導室
Tutorial Room 1

1
311 講義室
Lecture Room 1
2
312 講義室
Lecture Room 2
階段
Stairs

314 演習室

個人専用キャレルを設置しており、学生が自習活動を行う拠点とな
ります。

310 事務室
Office Room

談話
スペース

1F

306 休養室
Resting Room

2
309 個別指導室
Tutorial Room 2

ホール

310

315 学修室

307 教員室
Staff Room

休憩・談話
スペース

306

受付

305 九大六本松記念室
Conference Room

福祉型お手洗
Accessible Facility

エレベーター
Elevator

給湯室

Mini Kitchen

男子お手洗
Men

女子お手洗
Women

メールボックス

313 法廷教室
Moot Court
314 演習室
Seminar Room
315 学修室
Study Room

Mail box

305 九大六本松記念室

307 教員室

記念写真・寄贈品の展示の他、会議室としての機能があります。九大同
窓生等による利用も可能です。

教員が授業準備、来客応対、
オフィス・アワーの控室として使用します。

301 リーガル・クリニック室
連携法律事務所の中にあり、弁護士業務の他、
リーガル・クリニック
の授業や実務研修が行われます。

