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2014 年 5月 31日、「早稲田大学リーガル・クリニック創設 10周年シンポジウム」が開催されました。
今号では、当日の開催報告とあわせ、クリニック教育の成果と今後の課題、ならびにクリニック教育を受
講した修了生の声をお届けいたします。

「梓」 … 法曹分野に従事する早稲田大学校友（稲門法曹）と法務研究科修了生・在学生および早稲田大学法学学術院教員を繋ぐ、法学情報・コミュニケーション誌。

2004 年に早稲田大学リーガル・クリニックが創
設され今年で 10 年目を迎えました。多くの教員、
関係者の方々が情熱を注がれてきた結果、本学の
クリニック教育は、多くの法科大学院の実務教育
の中でも最先端を行く存在になりえたと考えてお
ります。先般、5 月 31 日（土）、これまで積み重
ねてきたクリニック教育の成果報告と今後の課題
の検討のため、27 号館・小野記念講堂にて、シン
ポジウムが開催されましたので、以下、そのご報
告をいたします。
シンポジウム当日は、本学教員、他大学ロース

クール教員、クリニック関係者、省庁関係者、本
学 OB、法科大学院修了生・在学生など合計 100
名以上の方々が参加され、会場は独特の熱気に包
まれていました。
開会に際しては、まず、近江幸治・弁護士法

人早稲田大学リーガル・クリニック所長、石田
眞・早稲田大学大学院法務研究科長、宮川成雄・
早稲田大学臨床法学教育研究所前所長から挨拶が
ありました。
その後、基調報告 1として、クリニック教育を

実際に受講した修了生の趙誠峰さん、西澤尚希さ
ん、早坂由起子さん、中川真梨子さんの 4名がク
リニック受講の経験と現在の活動との関係等を報
告しました。

また、基調報告 2では、日置雅晴・元早稲田大
学大学院法務研究科教授・弁護士が、「これからの
クリニック教育を展望して」との題のもと、教員
の立場から、行政クリニックの具体的な取り組み、
行政法学修の観点との関係、学生との交流の状況、
クリニックの改善点等を報告しました。
基調報告 3では、外山太士・弁護士法人早稲田
大学リーガル・クリニック事務所所属弁護士が、
「法律事務所としての大学併設クリニック」との題
のもと、クリニック事務所の役割、事務所運営に
関する現状と課題等を報告しました。
基調報告の後は、パネルディスカッションが行
われ、パネリストとして、上田國廣先生、山口卓
男先生、古谷修一先生、棚村政行先生、そして、
基調報告 1の報告者でもあった趙誠峰さんが登壇
し、基調報告を踏まえ、クリニック 10 年の成果や
課題を総括するとともに、司法修習との連携や継
続教育、修了生の活動領域の拡大などを視野に入
れた、未来志向のクリニックの役割や姿などにつ
いて、会場をまじえ活発な議論が交わされました。
いずれの報告・議論も今後の積極的な展望を指
し示すもので、シンポジウムの中で発言された省
庁・弁護士会関係者の方々も、本学クリニック教
育の成果が極めて高いことを指摘されていました。
シンポジウム後の懇親会では、教員・関係者の
方々と共に多くの修了生・在学生が参加し、こち
らも温かい交流の場となりました。
紙面の関係上、次ページでは基調報告 1、2 し
かご紹介できないことが非常に残念ですが、後日、
冊子等で内容をまとめましたら、また、ご案内さ
せていただきたいと存じます。
最後に、この間クリニック教育を支えてくださ

いました関係者の皆様、そして、当日ご参加くだ
さいました皆様に、改めて厚く御礼を申し上げます。

リーガル・クリニック創設10周年シンポジウム開催報告
弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士　小島　秀一［文責］
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リーガル・クリニックの成果と課題

早稲田大学のクリニック教育の特色は、8 つの
多彩なクリニック科目があり、多くのクリニック
は現実の生の事件を学生が主体となって取り扱う
点である。
原則的に、研究者教員と実務家教員がペアとなっ
て指導に当たり、実務のやり方を教えるというよ
りも、あるべき実務のあり方を議論しながらチャ
レンジするというスタイルである。
在任中に行政クリニックで取り扱った事件は、

開発許可取消請求事件、道路供用開始決定取消請
求事件、障害年金支給額変更処分取消請求事件、
住民訴訟事件、街頭騒音の事案、原発事故自治体
の抱える問題・公有地払い下げと巨大マンション
建設問題など都市問題や環境問題に関わる行政訴
訟が中心であった。中には、審査請求で却下され
た事案で、裁決を破棄という結果を獲得した事例
もある。（東京地裁平成 24 年 9 月 12 日判決　判例
時報 2179 号 52 頁）
クリニック教育は、授業形式、演習形式では学

びにくい複雑な法律・政省令・通達・告示・審査

基準などが存在する行政法分野の実務を実体験か
ら学ぶことができる。原告適格や処分性など、具
体的に理解しにくい行政法の概念について、現地
を見たり、当事者の話を聞く中から体感すること
ができる。また指導教官制度や少人数ゼミなど、
他の学部や大学院では教員と学生が密に接触でき
る場があるが、ロースクールではそのような場が
少なく、少人数のクリニックは教員と学生にとっ
てその代替的な機能も果たしている。
今後の課題としては、授業に適した事件をタイ
ミングよく確保し、学生に提供していける体制の
確立と、他の授業や試験などとの兼ね合いの中で
クリニックに費やす時間を確保する工夫が必要と
なる。行政法を学んでも実務で使う機会が少なく、
行政訴訟を手がけない弁護士も多いことから、将
来的には若手実務家とクリニックが連携して、若
手の研修・クリニック生の学修・研究者の研究が
一体となって困難な事案に取り組めるような体制
が一つの理想である。

クリニック教育の受講成果　～クリニック教育と現在の私～
趙　誠峰（2007 年修了）

第61期弁護士

弁護士生活 6年目になった現在、私は刑事弁護
にどっぷりと漬かった生活を送っている。裁判員
裁判をはじめとする刑事弁護活動を多数手がける
とともに、刑事弁護の技術について弁護士相手の
研修講師をつとめたり、刑事弁護についての本を
執筆したり。
私がこのように刑事弁護士としての道を歩むよ

うになったルーツは他でもなく刑事クリニックで
ある。ロースクール入学当初は刑事弁護に大した
興味もなかったが、四宮啓、高野隆という日本を
代表する刑事弁護士が教える刑事クリニックを経
験しなければ早稲田ロースクールに来た甲斐がな
いと思い、受講した刑事クリニックが私の人生を
変えた。
刑事クリニックで刑事弁護というものと出会い、

その魅力に魅せられて、ここまで突っ走ってきて
いる。あのとき刑事クリニックを受講しなければ
今頃どんな弁護士生活を送っていただろうか（もっ
と稼いでいたに違いない）。しかし、私は幸せな弁
護士生活を送れている。天職に出会わせてくれた
刑事クリニックに感謝したい。

西澤　尚希（2009 年修了）
民間企業勤務

2009 年に早稲田大学大学院法務研究科を修了し、
現在は機械類の製造販売を業とする会社の法務部
に勤務しております。このたび、シンポジウムの
報告者として、クリニック教育と今までの自分を
振り返ってお話をさせていただきました。
いわゆる「法曹三者」でない立場から法律にか
かわっている私ですが、ひとつの事実をどう見る
か、法令解釈適用の方法、チームワークの素晴ら
しさと難しさといった仕事に必要なものはクリ
ニック教育で学べたと感じています。
そして、それ以上に私が感謝しているのは、プ
ロの法律家が真摯に事案に向き合う姿を見られた
ことです。そこで目の当たりにした先生方の姿が、
仕事への、そして（大げさではなく）生き方への
姿勢を決定づけたと感じます。
今回、懐かしい小野記念講堂でシンポジウムに
参加させていただき、変わらず学生たちに代えが
たい場を提供していることに安心いたしました。
早稲田リーガルクリニックが、次の 10 年に更なる
発展を遂げることをお祈りいたします。

リーガル・クリニック創設10周年シンポジウム開催報告

弁護士　日置　雅晴
元早稲田大学大学院法務研究科教授
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稲門法曹奨学金制度
稲門法曹奨学金は、将来本学が誇れる法曹として社会で活躍できる優秀な人材の育成を目的

とし、稲門法曹の皆様からの毎年の寄付金で運営されている奨学金です。
これまでに延べ 850 名の奨学生が稲門法曹の皆様のご支援に支えられてきました。2013 年度

より年間授業料相当枠を設置し、さらに 2014 年度より社会人優先枠を設けて、経済的なサポー
トを強化しております。
次年度以降も本奨学金を継続するためには、さらに皆様からの募金のご協力を仰がねばなりま
せん。何とぞ奨学金募金の趣旨をご理解いただき、温かなご支援とご協力を賜りますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

稲門法曹奨学金　奨学生の声

この度は稲門法曹奨学
生に採用していただき、
誠にありがとうございま
す。私は早稲田大学出身

ですが、この稲門法曹奨学金をいただけたこと
で、早稲田の地で学修を続けることができてお
ります。皆様には心から感謝しております。
同じ早稲田で勉強をしておりますが、大学院

での生活は学部の時より密度が濃く、同じ志の
仲間と勉強のこと、将来のことを話しながら過
ごすことができ、非常に充実しております。仲
間と議論したりする一方で、自律して学修して
いく大切さも改めて痛感しており、反省すると
ころも多いので、より一層自分に厳しく、勉学
に励んで参ります。
皆様からいただいた奨学金は、全額学費に充

てました。家計に余裕がないため稲門法曹奨学
生に採用していただいたことで、安心して勉学
に励むことができております。また、経済的負
担が軽減したことに加え、これまでの努力が実

を結んだようにも感じられ、経済的にも精神的
にも、稲門法曹奨学金が大きな励みとなってお
ります。
昨年度はエクスターンシップ・プログラムな
どを通じて、法曹三者の方々の働く様子を間近
で拝見することができました。学部時代にはあ
まりお話を伺う機会がなかった裁判官や検察官
の方々のお話を伺ったり、様々な分野でご活躍
なさっている弁護士の方々のお仕事の様子を拝
見したりすることによって、これまで知らな
かった法曹三者それぞれの一面を垣間見ること
ができ、具体的にどのような法曹を目指すかに
ついては、様々な可能性を考えつつ、改めて大
学院生活を通して考えて参りたいと思っており
ます。
大学院修了後は皆様のような立派な法曹とな
り、稲門法曹奨学金の発展のため尽くすことで、
恩返しをさせていただきたいと思っております。
そのためにも、まずは司法試験に合格すること
ができるよう、しっかりと勉学に励みます。皆
様からいただいたご支援を励みに日々邁進して
参りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど、
何卒よろしくお願い申し上げます。

箕
みのわ

輪　ナナ
大学院法務研究科 3年

稲門法曹奨学金への寄付については、早稲田大学Web サイトからクレジットカードまたはインター
ネットバンキング（ペイジー）でのお振込みが可能です。銀行振込、口座振替でのお申し込みを希望
される場合は、本学所定の用紙をお送りいたしますので、下記までお問い合わせください。

【寄付お申し込み】 http://kifu.waseda.jp/
【お問い合わせ】早稲田大学大学院法務研究科／法務教育研究センター

Tel：03-3208-9592　Fax：03-3208-9604
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新 任 教 員 紹 介 2014 年 4月から早稲田大学大学院法務研究科の専任教員等とし
て着任された先生方をご紹介いたします。 （資格、氏名五十音順）

小
こ じ ま

島　延
の ぶ お

夫 教授

●担当科目： 行政法総合、法曹倫理、模擬裁判（民事）、臨床法学教育（行政）Ⅰ、 臨床
法学教育（行政）Ⅱ、行政法応用演習

●主な研究テーマ： 公正で合理的な行政と法、裁量と司法審査、まちづくりと法、福島
第一原発事故等の大規模環境破壊と法

●主な経歴： 弁護士（東京駿河台法律事務所）、環境法政策学会理事、原子力損害賠償紛
争解決センター仲介委員、日弁連公害対策環境保全委員会委員長

●ひとこと： 見逃されてきた権利侵害を救い、社会を変えるためにどうしたらいいか考
え、学び、行動できる人を育てる教育と研究に取り組む。

塩
し お の や

野谷　高
たかし

 教授

●担当科目： 捜査法、刑事手続法応用演習
●主な研究テーマ： 刑事訴訟実務
●主な経歴： 東京高等検察庁検事、元外務省領事局付
●ひとこと： 目標に向かって進んでいる皆さんをアシストするために、全力をつくして

いきたいと思っています。

長
は せ べ

谷部　恭
や す お

男 教授

●担当科目： 憲法Ⅰ、憲法Ⅱ、憲法総合、憲法応用演習
●主な研究テーマ： 国民主権の概念、立憲主義の意義等、憲法の基礎理論に関する諸論点、

および放送・通信法制に関する諸課題
●主な経歴： 1979 年東京大学法学部卒、同年同助手。学習院大学法学部教授、東京大学

法学部教授等を経て、本年 4月より現職。
●ひとこと： 本学の快適な環境の下で、教育・研究に一層努力したいと考えております。

人
ひ と み

見　剛
たけし

 教授

●担当科目： 行政法、行政法総合、行政法応用演習

●主な研究テーマ： 行政行為論、地方自治法、日独比較行政法学史

●主な経歴： 1982 年、早稲田大学法学部卒業。東京都立大学法学部助手、助教授、教授
を経て、2005 年、北海道大学法学研究科教授。2010 年、立教大学法務研究
科教授。

●ひとこと： 約 30 年ぶりに母校に戻ってきました。日陰の存在だった行政訴訟も、にわ
かに活性化してきているように思われます。皆さんが実務に就いたときに
行政裁判など怖くないと思ってもらえるよう、微力ながら力を尽くします。

松
まつばら

原　正
まさあき

明 教授

●担当科目： 法曹倫理、家事事件実務、臨床法学教育（家事・ジェンダー）Ⅰ、 臨床法
学教育（家事・ジェンダー）Ⅱ、家族法特殊講義

●主な研究テーマ： 相続法、家事事件手続
●主な経歴： 東京家庭裁判所判事、横浜家庭裁判所判事
●ひとこと： 法の基礎的概念を身につけた上で、実務をこなせる法曹となるような授業

をしたいと考えています。

松
まつもと

本　真
しんすけ

輔 教授

●担当科目： 臨床法学教育（商事）Ⅰ、臨床法学教育（商事）Ⅱ、企業統治と企業金融、 商
法応用演習

●主な研究テーマ： M＆A・企業再編・企業提携、買収防衛・危機管理、株主対応・株
主総会対策、証券規制・金融機関規制法等

●主な経歴： 大手法律事務所勤務・米国留学を経て、現在、中村・角田・松本法律事務所パー
トナー弁護士。上場会社の社外監査役等も兼務。

●ひとこと： 授業では、弁護士・社外役員としての経験に基づく実務の紹介等も行って
いきたいと考えていますので、是非ご参加ください。
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先日、『Law&Practice』第 8 号が発刊されまし
た。第 8号には、スポーツ問題や著作権問題に関
する座談会、刑事弁護に関する講演会、憲法、刑
法、民訴法、環境法に関する論文など、幅広い
分野についての論稿が掲載されています。いず
れも、学生が主体となって法律雑誌を発刊する団
体「Law&Practice」らしく、法科大学院生にとっ
て興味深い内容の論稿となっています。本誌が発
刊されるまでには、大別して、執筆依頼、執筆者
と共に行う推敲、編集委員による校閲というプロ
セスを経ます。当団体では、これらの作業すべて
を学生が担っており、本年度は、総勢 32 人の編
集委員がこれにあたりました。完成した各論稿は、
Web サイト（http://www.lawandpractice.jp/）に
も掲載されており、また、ご連絡くだされば、雑
誌の郵送等にも対応しております。是非一度ご覧
いただければと思います。

末尾となりましたが、当団体の発展に寄与くだ
さったすべての方、創立から支えていただき、本
年度勇退された前会長の堀龍兒先生、本年度から
新たに会長をお引き受けいただいた古谷修一先生
に特別な感謝を申し上げたいと思います。ありが
とうございました。

山
やまぐち

口　厚
あつし

 教授

●担当科目： 刑法Ⅰ、刑法Ⅱ、刑法総合Ⅰ、刑法総合Ⅱ、刑法応用演習
●主な研究テーマ： 犯罪論全般
●主な経歴： 1976 年東京大学法学部卒。同助手、助教授、教授、法学政治学研究科長・

法学部長を経て、本年 3月、東京大学を退職。同大学名誉教授。
●ひとこと： 早稲田という新たな場で、これまでの教育の経験、研究の成果を生かしつつ、

法科大学院教育のために微力を尽くしたい。

奥
おくやま

山　健
た け し

志 准教授

●担当科目： 企業法務の実務基礎、臨床法学教育（商事）Ⅱ、企業統治特論、商法応用
演習

●主な研究テーマ： 会社法、紛争解決、M＆Aその他企業法務全般
●主な経歴： 早稲田大学法学部卒業、弁護士、森・濱田松本法律事務所パートナー
●ひとこと： 実務家教員として実務との架橋となるような授業をしたいと思います。皆

さんが目標を達成できるよう、全力を尽くしたいと思います。

中
なかやま

山　代
よ し こ

志子 助教

●担当科目： 臨床法学教育（行政）Ⅰ、臨床法学教育（行政）Ⅱ、リーガルライティング、
行政法応用演習

●主な研究テーマ： 行政法（行政調査、特に国際的ビジネス環境における規制法の在り方）
●主な経歴： 東京大学法学部卒、東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了、弁護

士（ビジネス法務）、元明治学院大学法科大学院准教授・客員教授。
●ひとこと： 実務を離れ、研究・教育に専念できる恵まれた環境を十分に活かし、学生

諸氏とともに成長したいと思います。

　上記 9名に加えまして、上野達弘教授、小西暁和准教授の 2名が、本学法学部から法務研究科に所属が変更
になりました。上野教授は 2013 年より本学法学部教授として着任され、専門は知的財産法です。小西准教授
は本学法学部助手、同専任講師を経て 2010 年より同准教授で、専門は刑事法学です。

法務研究科承認学生研究活動団体 活動報告 
～ Law&Practice ～ Law&Practice 9 期編集長

大学院法務研究科 3年　石田　周平
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■ 司法試験慰労・激励懇親会開催報告

 早稲田ロースクール稲門会　村上　亜喜央

早稲田ロースクール稲門会と大学院法務研究科は、
本年 5 月 24 日（土）にリーガロイヤルホテル東京に
おいて、同月に実施された司法試験の受験生を対象に、
毎年恒例の企画となっております、司法試験慰労・激
励懇親会を開催しました。
本年の参加人数は 117 名で、石田眞法務研究科長、

古谷修一教務主任をはじめ多くの在職の先生方、昨年
度ご退職された先生方、アカデミック・アドバイザー、
早稲田ロースクールOBOGにもご参加いただき、盛会
のうちに終わりました。
本企画は、受験を終えた法務研究科修了生が、一堂

に会することのできるイベントとして開催され、多彩
な進路に向けて歩みをはじめる最初の大きな節目にあ
たるものです。
日々研鑽に励み、体力的にも精神的にも厳しい試験

を受け終えたことへの慰労と、受験後も一層の精進に
励み自主独立の志をもって進むであろう受験生への激
励をしていただきたく、来年もより多くの方にご参加
いただければと思います。

■ 稲門法曹会　支部便り
稲門法曹会は全国を 9つの地域支部（北海道、東北、

関東、東京、中部、近畿、中国、四国、九州）と 3つ
の職域（裁判官、検察官、早稲田大学）に分け、各支
部で様々な活動を行っております。本号では、中部支
部での活動レポートをご紹介いたします。

新たなスタート「中部稲門法曹会」
 弁護士　池田　桂子

6月 27 日夕刻、名古屋市内で、中部地区の稲門法曹
の懇親会を開催しました。昨年、しばらく途絶えてい
た中部の集まりが復活し、それに続く 2回目です。参
加者は総勢 49 名。三重、岐阜からの参加も、裁判官、
検察官、修習生の出席もありました。
今年は、6月 12 日に総長に再選されたばかりの鎌田

薫先生にご出席いただき、「これからの早稲田における
法曹養成」について、御講話を頂戴しました。法曹養
成制度検討会議のメンバーである先生が、最近では法
曹志願者の減少を防ごうと、高校生を対象とする講演
もされているお話を聞くにつけ、法曹を取巻く厳しい
状況を思いました。総長と間近に接する機会を得て感
動したという感想も寄せられました。
今回は、「中部稲門法曹会」の規約を全員で承認し、

幹事を選任し、一同、早稲田魂を胸に、母校そして法
曹界全体の発展に力を結集していこうと誓いました。
会員相互の交流と親睦を図り、緩やかなつながりを永
続したいと思います。
会の後半は、若い力が大いに盛り上げてくれまし

た。前日に急遽製作された特製（但し紙製）の会旗が
学ラン姿に掲げられて入場しました。校歌が流れ、また、
現地取材したビデオ「早稲田今昔物語」が上映されま
した。よく行った雀荘だ！ここでプロポーズした！な
どと懐かしむ声や変貌を遂げる高田馬場界隈を見て驚
く声が次々とあがりました。会旗を特注する話もあり、
いよいよ中部は熱く盛り上がっています。
ご尽力いただいた石田眞法務研究科長はじめ準備く

ださった会員に心より感謝申し上げます。

■稲門法曹会メールマガジン
稲門法曹会では毎月 10 日を発行日としてメールマ

ガジンを配信しております。
早稲田大学大学院法務研究科の最新状況を随時お知

らせするとともに、稲門法曹の方々のご活躍の様子や
告知事項なども随時掲載させていただきます。

〈コンテンツ例〉
　● 稲門法曹会　行事案内・報告　
　● 大学院法務研究科近況報告
　● 法務教育研究センター主催イベント案内 
　● リレーエッセイ
　● 近著のご紹介　など
会員の皆様の声をご案内していきたいと考えてお

ります。催し事、出版物、近況報告等ございましたら、
ぜひ、下記事務局にお知らせください。

Twitter、Facebook ページ 始めました。

早稲田大学稲門法曹会：@waseda_legal_al

早稲田大学稲門法曹会：
https://www.facebook.com/waseda.legal.alumni

【お問い合わせ】稲門法曹会事務局
E-mail: tohmon-jimu@list.waseda.jp

〈♪お便り募集♪〉
当センターでは、皆様からの声を掲載していきたい

と考えております。
近況報告・同窓会のお知らせ、所属稲門法曹会の総

会報告等ございましたら、以下までご連絡ください。
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