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法務研究科開校の辞 
                                                               

浦川  道太郎 
              大学院法務研究科委員長 

 

  本日、法務研究科の開校を迎えるに当たり、

研究科を代表して、新入生の皆さんならびに

ご列席のご家族の方々に心からお慶び申し上

げますとともに、式にご参列いただきました

皆さまに御礼申し上げます。とくに提携校で

あるペンシルバニア大学  フィツ法科大学院

長には、遠路を厭わずご臨席の栄を賜りまし

たことに、深い感謝の意を表したいと存じま

す。 

  法務研究科に入学され、この式に参列して

おられる新入生は、社会人 92名を含む、女性

103名、男性 174名の合計 277名の方々です。 

 

  新入生の皆さんは、本年から発足する法科

大学院の第一期生であり、まったく新たな教

育機関を受験することに多大の不安を感じ、

また、社会人の方々は安定したこれまでの生

活環境を放棄することにためらいを抱きなが

らも、我が国社会が必要としている法治国家

再建のための司法制度改革の理念に共鳴し、

それを担う真に実力のある法曹にならんと挑

戦されました。法務研究科は、入学者選抜に

おいて、「知的側面」「情の側面」「意志の

側面」「知識の側面」そして「表現能力」の

諸点から、皆さんが「優れた法曹として実社

会で活躍できる人材」であると判断して、入

学を認めたわけであります。大学院法務研究

科は、将来の優れた法曹たらんとする皆さん

の夢を必ず実現できるように、最大限の努力

をすることをお誓いしたいと存じます。皆さ

んが抱いている我が国の司法制度を改善した

いという願いは、我が早稲田大学の建学者た

ちの願いでもあり、また、私たち法務研究科

に集った教職員の願いでもあるからです。 

 

  早稲田大学は、今から 122 年前の明治 15

（1882）年に創立されました。いうまでもな

く学苑の創設者は大隈重信ですが、生みの父

が大隈であるなら、生みの母にあたるのが小

野梓でした。小野梓は、明治初頭にアメリカ・

イギリスに留学し、彼の国の議会政治をみる

中で当時の日本の藩閥政治における有司専制

による人治主義とむき出しの力をもって民意

を踏みにじる政治の在り方に大きな疑問を抱

き、我が国における立憲政治の実現のための

挑戦をはじめました。彼は一方で、憲法の基

礎を示す『国権汎論』を著し、また未完なが

ら市民の権利を規律する民法の骨格を論じる

『民法之骨』を著すとともに、大隈の要請に

応じて、立憲政治の基礎となる政治・法律学

を中心に講じ、その知識を活用して我が国社

会を改良する人材教育の場として、東京専門

学校、学苑の創設に当たったのです。小野は、

東京専門学校開校式の演説の中で、日本社会

の現状を、「本邦政治の改良すべきもの、法

律の前進すべきもの一つにして足らず、殆ど

皆な之を更始すべきが如し」と述べ、「其得

業生の力に依ってこの政治を改良し、この法

律を前進し……」と志を述べております。ま
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た、教育方法においても、当時の東京大学が

主としてお雇い外国人による英語等の原語に

よる欧米理論の直接的な伝達を旨としていた

のに対して、日本人教員による邦語（日本語）

による教育を目指しました。これは外国語能

力のない者にも知識を拡げて社会の基盤強化

を図ろうとしたためだけではありません。欧

米の新知識を一度日本語に移す過程で我が国

社会に適応する知識に変換させ、それを教授

しようと意図したものと言うことができまし

ょう。「一国家の独立」のためには「学問の

独立」が必要であると喝破した小野は、法律

学の分野でも、単に先進的な欧米の法学を輸

入するのではなく、それを日本社会に利用で

きる知識の形で教授し、また、その知識を卒

業生が我が国社会の中で市民の利益のために

活用し、健全な市民社会の形成により欧米列

強の支配が強まる当時の世界情勢の中で「我

が国の独立」を維持せんとしたのです。 

  これをみても分かるように、本学は、現代

の司法制度改革が改めて掲げた「社会の隅々

にまで法の支配を押し広げる」ことを学苑創

設当初の目的としていたのであります。また

本学における法学教育は、欧米の法学理論を

直輸入して、その知識をもって我が国の統治

機構を固めることを意図したものではなく、

我が国社会における市民の権利擁護のための

法の支配の確立を希求し、法の支配を支える

ために法の活用を図る人材養成のためのもの

であったのです。私たち法務研究科に集った

者は、法律学の理論と実務の架橋を図る本研

究科の発足に当たり、「法の支配」を希求し

た小野梓の志を受け継ぐ決意を固め、世のた

め人のための法律学の確立と法の実践に努め

ねばならないと思います。 

  ところで、早稲田大学における法学教育の

歩みは決して順調のものではありませんでし

た。明治１４年の政変により下野した大隈の

創設した早稲田は謀反人の養成所とみなさ

れ、藩閥政府により陰に陽に圧迫されました。

そのような中で、創立 3年後の明治 18（1885）

年に法学部（当時は法律学科）教員が次々に

学苑を去るという事態が生じます。この陰に

は政府高官の動きがあったといわれておりま

すが、いずれにせよ早稲田法学の崩壊の危機

が迫ったのです。この時に当たり、小野梓は、

学苑における法学教育を断えさせまいと奔走

しました。イギリスに留学し弁護士でもある、

後に銀座の明治屋を創業した磯野計にも手紙

を出して教員となるように依頼し、「法学部

之栄枯は又た専門学校之盛衰に関し候義に

て、此際是非相当之講師を得度く」と書き送

っております。法に支配された社会を念願し

て、法の支配の確立のために本学を創設した

小野にとり、早稲田で法学教育をおこなうこ

とは必須のものであったのです。しかし磯野

にも講師就任を拒絶された小野は、大隈に対

して手紙を書き、「一旦定めたる初志を難事

に遭うて変ずるは小生之終に為す能たわざる

所」といいながらも、「甚だ遺憾至極に御座

候得共、兎角一時法学部を中止し……時を得

て再び法学部を起す事と致度」と、法律学科

の一時廃止を提案せざるをえなくなります。 

  この提案に対する大隈の返信は残されてお

りませんが、早稲田法学の伝統が中断せず今

日まで続いていることからすると、大隈とそ

の下に結集した学苑の建学者たちは、法治国

家樹立のために法学教育にかけた小野の初志

を貫かせたいと考え、法学部での教育の継続

を決定したことに、間違いはありません。法

務研究科を構成する私たちは皆、本法務研究

科の出発に当たり、困難にもめげず早稲田法

学の伝統を守り通した先人たちの想いに考え

を致し、いかなる障害があろうと、この法務

研究科において早稲田法学の伝統を正しく継

承していくことを誓わねばならないと思いま

す。 

 

  さて、新入生の皆さん。皆さんが学修する

法律学は法曹となるためのものです。このよ
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うな法曹養成教育は従来の我が国にはなかっ

たものであり、その意味で、皆さんは新たな

学びを始めることになります。したがって、

法律学の基礎的知識を有する者である、いわ

ゆる「既修者」も、法律学を学部で学んだ経

験のある者も、ない者も、法務研究科の学修

上大きな隔たりはないことをまず認識しても

らいたいと思います。確かに、まったく法律

学を学んだ経験のない者は、当初は学修上の

不安を感じるかもしれません。この不安に対

しては、法務研究科は、アカデミック・アド

バイザリー制度や教員のオフィスアワーを用

意して皆さんの勉学の補助を提供するなど、

最初に述べた通り、優れた法曹たらんとする

夢の実現に向けて最大限の努力を払うつもり

です。しかしこのようにいっても、新入生の

皆さんに期待されるものは、本学功労者の一

人である坪内逍遥が本学の教育方針として述

べた「自活自習」の精神です。自ら積極的に

活動して自ら習おうとしない者に決して学修

上の成功はありません。アカデミック・アド

バイザーにせよ、オフィスアワーにせよ、自

らやるべき学修を尽くして後に訪ねることに

より疑問を解決する糸口が与えられるはずで

す。法曹の仕事は決して机上に用意されてい

るものを処理する仕事ではありません。現実

社会に生起している事案や紛争に対処する仕

事であり、常に積極的に対象に向き合う姿勢

が求められます。そのための学修においても、

皆さんの積極的な活動と自ら習う気概が求め

られることは当然といえましょう。 

  なお既に何度も聞かれたことと思います

が、法務研究科は、司法試験の準備のための

教育機関ではなく、優れた法曹となるための

教育機関です。もとより司法試験は法曹とな

る資格を付与するためのものであり、法務研

究科の教育が司法試験を無視して成立するも

のではないことも確かです。しかし、ここで

教えるものは、法曹として将来大成するのに

役立つ知識であり、決して法曹資格を得るた

めだけの知識ではありません。皆さんには、

司法試験合格がゴールではなく、その先にあ

る、世のため人のために役立つ優れた法曹と

なることがゴールであると、しっかり目標を

定めて、そのゴールに向かって全力で前進し

てもらいたいと念願しております。これから

の長い修行の期間には、目先の不安に動揺す

ることがあるかもしれません。その時は、本

学法務研究科の出願に当たり「どのような法

曹になりたいか、また、なぜなろうとするか」

という申述書（ステートメント）の問いに答

えて記載した自らの決意を想起して、初志を

見失わないようにしていただきたいと存じま

す。 

  これから本学における新たな法科大学院教

育が始まります。新時代の法曹たらんと欲し

て集まった皆さんの出身も多様であるなら

ば、皆さんを教育することを楽しみにして本

法務研究科に結集した教員も研究者教員、そ

して裁判官・検察官・弁護士・公務員・企業

法務出身の実務家教員と多様です。このよう

に多様でありながら、事務所を担当する職員

を含めて、この場にいる私たちの間には一貫

したものが存在しております。それは我が国

社会のリーガル・サービスの改善を求めて、

我が国の司法制度改革に挑戦しようという志

です。 

  学祖大隈重信は、「喬木は風雪に耐えて愈々

高し、樹根は大地に張って愈々深し、天下に

憂いをいたして想いかえして考えるんであ

る。高く飛ばんと欲すれば深く学ばざるべか

らず。」と述べています。まさに私たちは高

い志をもって、今や、新たな飛躍をせんとし

ています。この｢飛翔」を成功させるために、

深い学びを今よりともに始めようではありま

せんか。 

  新入生の皆さん。ご入学おめでとう。 
                       (2004年 4月 4日） 
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Remarks at the Opening Ceremony of 

Waseda Law School 
 

Michael A. Fitts 
Dean and Bernard G. Segal Professor of Law 

University of Pennsylvania Law School 

 

 I am honored to be here today and want 

to thank President Shirai for his hospitality. I also 

want to thank Dean Urakawa, Associate Deans 

Asako, and Shimizu, and all the other senior 

officials at Waseda University, as well as 

everyone gathered here today, for their warm 

welcome. This is my first trip to Japan, and I 

appreciate the wonderful opportunity to visit your 

beautiful country and to speak to such a learned 

audience. I am humbled beyond words. Over the 

last two days I have been extremely impressed 

with the people I have met at Waseda . The 

faculty are extraordinary, both in the breadth of 

their research and scholarly agenda. The alumni 

are engaged and successful, setting a high 

standard for the legal profession in Japan. And I 

must say, the preparation and potential 

demonstrated by admitted students gives me 

every confidence that all of you will have 

exceptional careers. Clearly, Waseda is a 

first-rank institution. And it is about to get even 

better with the addition of a new graduate-level, 

professional law school. This truly is an historic 

day for Japan, not just for Waseda and the 

students, but for the entire legal profession. On 

this momentous occasion, permit me to say: 

 Kaigaku o-medeto gozai masu.   

 

The opening of a new law school, and 

the inauguration of a new form of legal education, 

makes this a very special day in Waseda's history. 

But there is so much more to celebrate today. 

Today, we begin a partnership between Waseda 

Law School and Penn Law School. I can't tell you 

how excited I am by this new venture. I am sure 

both schools will prosper by exchanging students 

and the intellectual resources of our faculties. 

Inevitably, we will both gain a better 

understanding of each other's cultures and legal 

systems, a must in today's global age. So I know I 

speak for our faculty when I say that we look 

forward to the start of a great and enduring 

relationship, grounded in mutual respect and 

intellectual curiosity. Our partnership makes a lot 

of sense because, despite the distance and time 

zones that separate us, we have so much in 

common. We are partners in spirit as well as in 

name. I say that because both schools have rich 

traditions. Penn Law, founded by one of the 

original signers of the Declaration of 

Independence, is among the oldest law schools in 

the United States. And Waseda, as you know, has 

been training lawyers for almost 125 years. In 

fact, if he were here, I'm sure that Waseda 

founder Shigenobu Okuma, the great reformer 

and former Prime Minister, would be proud to see 

his vision continue to unfold. Okuma wanted to 

create a top-notch temple of learning, and as 

Waseda's 125th anniversary approaches, he has 

clearly succeeded. In addition, both of our schools 

are at the frontier of legal education and located in 

countries that play major roles on the world stage. 

And each of us understands the importance really 

the necessity of preparing lawyers for work in the 

age of globalization.  

 

Which is what I want to speak about 

today: The way the world is changing and 

attorneys' place in that changing world. The world 

is much different than when I graduated law 

school in 1979. (For one thing, law students are 

much smarter; I often say that I couldn't get into 
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Penn Law today, but that's another story.)  We 

are interconnected as never before. The internet 

enhances communication, putting business 

partners in Tokyo and New York in touch 

instantaneously. When an earthquake strikes 

Turkey, the world knows about it a moment later, 

and rushes to the aid of the victims. What happens 

on the Nikkei Index affects the London Stock 

Exchange which in turn affects Wall Street. Our 

fates are tied. As world powers, Japan and the 

United States share the burdens of leadership. 

Like the United States, Japan has played an 

important role in fighting the spread of AIDS and 

building critical infrastructure in developing 

countries. And both of our nations face new 

dilemmas arising from international terrorism. 

While we struggle with the proper balance 

between protecting our borders and the rights of 

our citizens, your country considers the legal and 

moral issues of contributing to international 

peacekeeping missions in the context of your 

Constitution. Then there's trade. In 1950, 

international trade was a minor part of the U.S. 

economy. U.S. exports and imports totaled but 

one tenth of our economy. Today, 25 percent of 

our economy stems from trade. We depend on 

trade more than ever, with Japan being one of our 

leading trade partners. That's the world we live in. 

It's a worldwide web more encompassing than the 

internet. In other words, anyway you look at it, 

whether war and peace, business and commerce, 

or health and welfare, we are interconnected. And 

that's where you the future lawyers and leaders of 

Japan come in. Globalization creates dangers, but 

also opportunities financial, political, social and, 

no small thing, job opportunities - if you are 

properly trained and poised to take advantage of 

them.     

 

At the beginning of every school year, I 

tell incoming students that they must understand 

opposing forces in society   rich and poor, good 

and evil, educated and non-educated. Today, I add 

one more example: provincial and international. 

As borders fall and currencies align in the 

European Union, there's no way around it; 

modern attorneys must be fluent in other cultures 

and legal systems. At Penn Law, we talk a lot 

about cross-disciplinary studies. We encourage 

students to pursue joint degrees in law and 

business, law and bioethics, law and medicine, 

and so on. But like most American law schools, 

we also stress the study of comparative law. And 

the response has been nothing short of incredible. 

Our graduate program has more than doubled in 

size over the last 10 years. Every year 80 students 

many of them from Japan and other Asian 

countries   attend Penn Law to learn about the 

American legal system. At the same time, 

American students are curious as well to learn 

about legal systems other than their own. Last 

year we had Japanese judges, prosecutors and 

corporate attorneys enrolled in our graduate 

program speak to classes with American students 

studying Japan's legal system. I can't 

underestimate the importance of this cultural 

exchange. The influx of international students has 

enlivened classroom discussions and made all of 

us think more deeply about the laws and legal 

values in our respective countries.  I know the 

mix of viewpoints and experiences raises 

interesting questions for me as I reflect on the 

proliferation of lawyers in the United States, 

where we have more attorneys than anyplace on 

earth one for every 500 Americans.    

 

Maybe former President Jimmy Carter, 

who knows a thing or two about conflict 

resolution, was right when he said: "We have 

more litigation but I am not sure we have more 
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justice."  Maybe we need to think harder about 

when it is appropriate to turn to the legal system 

and when we need to seek other social 

mechanisms to resolve conflict.  So I think it's 

easy to see the value of comparative law. In the 

end, it will make our students wiser   and better   

lawyers. When I started teaching at Penn Law in 

1985, no one gave a second thought to starting 

their careers in another country. Today, the 

well-traveled students who attend our school have 

far greater ambitions   and options. A student 

who graduated last year epitomizes the new breed 

of lawyer. After college he went to work for a 

manufacturer in Hong Kong. Fascinated by 

Chinese culture, he later studied international 

affairs at an American university and Chinese at 

Beijing University, before starting law school in 

his thirties. He reads Chinese legal journals in the 

original language.  This student wants to practice 

in the Far East someday, and I think it's a safe bet 

that he will.  And he will have ample 

opportunities to do so, in private practice alone, 

should he take that route. Today, nearly half of 

the 250 largest law firms in the United States have 

international offices. For instance, Skadden, Arps, 

Slate, Meagher & Flom   one of the largest law 

firms in the United States, if not the world   

employs 20 attorneys in its Tokyo office. Being 

situated in Japan is an advantage when you're 

cutting deals between Japanese and American 

companies. The same opportunities exist for the 

students here today. Interesting, fulfilling, 

important international work awaits you in areas 

such as diplomacy, mergers & acquisitions, and 

intellectual property, to name a few. 

 

I urge you to hold lofty aspirations. 

Make an impact. Expose human rights violations; 

bring war criminals to justice; enforce trade 

agreements. That's what lawyers do. We are 

trained to resolve conflict. We find creative 

solutions. And so, a new age of legal possibilities 

dawns, not only all over the world but here at 

Waseda Law School. In America we have a 

saying, "If it's not broke, don't fix it." But there is 

an even better management mantra: "If it isn't 

perfect, make it better." And here at Waseda, and 

in Japan, you have. The reforms of legal 

education and the legal profession now being 

carried out in your country, and the expansive 

international curriculum being implemented at 

Waseda Law School, promise to produce a group 

of students well-trained to practice in this 

changing world of law. I salute all of you   

students, faculty and administration - on this 

historic day and look forward to a long, and 

fruitful, partnership between Penn Law and 

Waseda.  
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稲門法曹奨学金授与式 

祝  辞 
 

  渡部 喬一 
      稲門法曹奨学生選考委員会委員長 

 
このたび早稲田大学大学院法務研究科にご

入学されました諸君、誠におめでとうござい

ます。早稲田大学ロースクールの輝かしい第

一期生の諸君らに、稲門法曹を代表して、心

よりお祝いを申し上げたいと思います。 

 早稲田大学は、明治 15年の東京専門学校法

律学科創立以来、120 年余にわたり、多数の

優れた法曹を輩出して来ましたが、今回、早

稲田の歴史と伝統の新たな 1 ページとして、

来るべき新しい「法化社会」をリードすべく、

進取の精神に富み、久遠の理想を抱き、地域、

文化、分野の別を超えて、法のもとに正義を

貫く、志の高い法律家の養成を目的として、

ここに早稲田大学大学院法務研究科、すなわ

ち、早稲田大学ロースクールが創設されまし

たが、その栄誉ある輝かしい第一期生が諸君

らなのであります。諸君らの前途は正に洋々

たるものがあり、我々は諸君らの輝かしい前

途に大きな期待を寄せるものであります。 

 さて、本学出身の法律家を稲門法曹と呼び

ますが、我が稲門法曹会は、昭和 56年に設立

され、本学法学部の諸先生、本学出身の裁判

官、検察官、公証人、弁護士、司法修習生な

どを広く包容する、早稲田大学出身の法曹、

即ち、法律家の親睦と交友の団体であり、現

在、稲門法曹会の会長は、奥島孝康前総長で

あり、副会長は加藤哲夫法学部長であります。

私は、設立以来、事務局長をおおせつかって

おります。現在、稲門法曹は、3,500名余りに

のぼり、社会の各分野において大きくはばた

き活躍いたしておりますが、我々稲門法曹は、

諸君らを心から歓迎し、バックアップいたし

たいと思っております。 

 その一環として創設されましたのが「稲門

法曹奨学金」であります。将来、諸君らが稲

門法曹として、社会貢献できる、志の高い優

秀な法曹として育つことを期待して、諸君ら

の意欲溢れる自己実現を応援するものであり

ます。現在、早稲田大学は、創立 125 周年記

念募金を行っておりますが、特に大学のご理

解をえて、それとは別口でこの募金が行われ

ております。 

諸君、我々稲門法曹が、諸君に寄せる熱い

期待に、どうか応えていただきたいと思いま

す。  

本学の建学の精神を記した早稲田大学教旨

の一節に、「早稲田大学は学問の活用を本旨

となすをもって、学理を学理として研究する

とともに、これを実際に応用するの道を講じ、

もって時世の進運に資せん事を期す」という

一節があることをご存知でしょうか。まさに、

諸君らは、法科大学院、ロースクールにおい

て、この教旨「学問の活用」「実学」を学ん

で、もって時世の進運に資することを熱く希

求されているのであります。 

どうか、弛まぬ研鑽により、早稲田の伝統

と栄光を受け継ぎ、何よりも、熱き「ワセダ･

リーガル･マインド」を育んで、進取の精神を

もって、新しい時代を担い、法のもと正義を

貫く、志の高い法曹となって下さい。 

諸君、早稲田ロースクール第一期生の誇り

をもって諸君らの高邁な夢を実現されますよ

う心より祈念致します。 

 諸君、入学おめでとう！ 

これをもって私のあいさつに代えたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 8 -

稲門法曹奨学生に採用されて 

 

法務研究科 1年在学 

 

この度は稲門法曹奨学生に採用頂き、あり

がとうございました。奨学生一同、稲門法曹

の先生方のご厚意に答え、法曹に求められる

能力・精神を身に付けるよう自己研鑽に邁進

する所存です。 

いよいよ司法制度改革の一部として法科大

学院制度がスタートしましたが、法科大学院

には法曹の質・量をさらに充実させることを

目的として幅広いバックグラウンドを持った

法曹を育成することが求められています。し

かし、そのような理念があったとしても、実

際、法曹を目指す社会人や学生の多くが、進

学に関し経済的な不安を抱えているものと思

われます。また特に、今後予定されている法

曹人口の大幅増加が、社会における法曹の果

たす役割や法曹間の競争関係にどのような変

化をもたらしてゆくのか、先が見えにくい状

況があることも不安の一要素となっていると

思われます。 

しかし、この度創設頂いた稲門法曹奨学金

自体、そのような不安を抱えた学生の支えと

なり、上記法科大学院の理念の実現に寄与す

るものと思われます。そればかりでなく、我々

にとっては稲門法曹の先生方のご活躍によ

り、早稲田から法曹を目指すという自らの選

択に誤りがなかったことを確信でき、それが

何よりの励みとなります。 

講義が始まって一月以上程経ちましたが、

恵まれた環境の下、非常に骨太の講義が行わ

れています。講義にあたり、学生は充分な予

習はもちろん、それに基づき講義中に自分の

意見を述べる積極性、その場で講師及び他の

学生と議論を組み立ててゆく柔軟性も求めら

れ、毎講義中、頭をフル回転させるというハ

ードなものです。しかし、このようなカリキ

ュラムをこなすことにより、司法制度改革に

より法曹を取り巻く状況がどのように変化し

ようとも通用する、普遍的な能力を身につけ

ることができるではないか、という期待が持

てます。 

奨学生一同、社会に求められる法曹を目指

し努力する所存ですので、稲門法曹の先生方

におかれましては今後とも温かいご支援を頂

ければ幸いです。 

 

 

 
法務研究科 1年在学 

 

稲門法曹の諸先輩方、この度は稲門法曹奨

学金奨学生に採用していただき誠に有難うご

ざいました。早稲田大学大学院法務研究科の

記念すべき第一期生としてこのような名誉を

賜ったことを、大変光栄に思います。また、

公正な社会の実現に向けて各方面で御活躍の

先輩方が、早稲田の学び舎を離れ久しくして

なお私達後輩の育成のために御力を注いで下

さる、という、御厚志に痛み入るとともに、

深い敬慕の念を捧げます。 

法科大学院設立初年度の入学試験を乗り越

え法務研究科に入学して早 2 か月、現在は憲

法・民法・刑法を中心とした必修科目の学修

に充実した日々を過ごしています。熱意に溢

れた教授陣や親身なスタッフ、優秀で志の高

い級友に恵まれ、申し分のない環境にあると

言えましょう。膨大な予習・復習の量に圧倒

されてオーバーロードのきらいはありつつ

も、すべては将来真に実力ある法曹として社

会に貢献するための糧であり、今自分が目標

実現に向けての途上に立つということを、折

に触れて思い起こし、励みとしています。 

新司法試験に合格し司法修習を終えた後

は、弁護士として公益法務に携わり、困難や

不平等に直面しても声を上げることが難しい

当事者のために働くことを希望します。特に、

以前より関心があった路上生活者の自立支援
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や家庭内で起きる暴力事件の防止、外国人の

人権擁護に力を注ぐつもりです。このような

目的を達成するために、稲門法曹の諸先輩方

そして法科大学院に期待を寄せる方々に対し

て恥じるところのない努力を、日々の学修に

おいて実践したいと思います。 

実社会で活躍する法曹の、卵ならぬ「雛鳥」

にはまだまだ至りませんが、将来空高く飛翔

すべく鍛錬を積んで参りますので、どうぞ今

後とも温かい御支援と厳しい御指導、御鞭撻

を賜れますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

 
記  事 
◆2004年度入学者の概要 
 大学入試ｾﾝﾀｰ法科大学院適性試験受験者数 

35,506名 

志願者数            4,557名 

第一次選考（書類審査）合格者   788名 

 第二次選考（面接試験）受験者数   764名 

 最終合格者数             312名 

（法学既修者認定試験受験者数       77名）

（法学既修者認定試験合格者数       27名） 

 繰上合格者数            若干名 

 入学者数             277名 

  内訳     1年生      257名 

         2年生      20名 

法学系学部出身 168名<内、社会人 34名> 

他学部出身   109名<内、社会人 58名> 

 

◆2005年度入学者選抜試験 

募集人員             300名 
入学者選抜試験日程 （予定）  

出願期間 2004年 7月 26日（月）～8月 3日（火）  

第一次選考（書類審査） 8月中  

第一次選考合格者発表  2004年 9月 3日（金）  

第二次選考（面接試験） 2004年 9月 18日（土）、

19日（日）、20日（月・祝日）のうち本研究

科が指定するいずれか 1日  

最終合格者発表        2004年 9月 30日（木）  

第一次入学手続期間 2004年 12月 6日（月）～

20日（月） 

※登録料（入学金相当額）・学費等（第１期

分）納入  

法学既修者認定試験 2005年 2月 12日（土）、

13日（日）【2日間】  

第二次入学手続期間 2005年 2月 12日（土）～

22日（火） 

※入学手続書類提出  

法学既修者認定試験結果発表 

           2005年 2月 19日（土） 

 

※入試に関する情報は、法務研究科のWeb上

に公開しております。 

※入学者選抜試験要項は、Web の資料請求ペ

ージ よりお申込みください。 

 

 

編集後記 
 大学院法務研究科での授業が始まって、2

か月が経ちました。この 2か月、教員も学生

も、新たに始まった法科大学院教育が、確か

なものとして定着するよう、大変な情熱と決

意をもって、授業に臨んできました。おそら

く、東京専門学校が開校した当時も、このよ

うな情熱と希望にあふれていたにちがいあ

りません。 

 東京専門学校の創立を担い、早稲田法学の

基礎を築いた小野梓の偉業にちなみ、早稲田

法学の伝統を正しく継承していく決意を秘

めて、このニューズレターを「梓」と命名し

ました。 

 題字の「梓」は、明治 4年、小野梓が、法

学を学ぶために渡米したとき、鉄路ニューヨ

ークに赴く途中、春浅いソルトレイクで作し

た詩(早稲田大学図書館所蔵)の自署から採

りました。 
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