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教員・大学院生有志により設立された、早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクトでは、福島県
浪江町における東日本大震災による津波と原発事故による町民の避難・復興過程を正確に記録するため、
浪江町からの要請を受けて、2013年 2月 18日から 27日にかけての 7日間、浪江町職員より聞き取り
調査を実施いたしました。

「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。

法科大学院生による
浪江町職員全員からの聞き取り調査報告

早稲田大学大学院法務研究科教授　日置　雅晴

東日本大震災発生後、法務研究科では教員・
大学院生有志により、東日本大震災復興支援法
務プロジェクトを作り、法務知識を生かした復
興支援に取り組んできた（設立時代表：法学学
術院教授 浦川道太郎、現在の代表：法学学術
院教授 須網隆夫、事務局長：日置雅晴）。
大学からもこのプロジェクトは重点研究プロ

ジェクトの一つに指定され予算配分等の支援を
受けてきた。
このプロジェクトの中で福島県浪江町から

様々な相談を受け支援を行ってきた。
原発事故により全町避難を強いられている福

島県浪江町は、避難後の対応に追われて、被災
直後の職員の行動記録等も整理されておらず、

記憶の風化も心配されたことから、職員全員か
らの被災後の対応の状況を聞き取り記録化した
いと考えていたが、日常業務に追われて町単独
での対応は困難であった。
そこで震災復興支援プロジェクトが協力して、
職員全員 160 名からの聞き取り調査を行うこと
となり、法科大学院の学生有志の協力を得てこ
れに当たることとした。
聞き取りに当たる学生は法科大学院の学内
ネットで知らせただけであったが 30 名を超え
る多くの応募があった。
実際に聞き取りを行ったのは、2013 年 2 月
18 日から 27 日にかけての 7日間で、福島県二
本松市の浪江町役場二本松事務所（全町避難の
ため現在こちらに役場機能を移転している）に
日程調整のついた 24 名の学生がそれぞれ 2日
から 3日の聞き取りを分担して聞き取りを行っ
た。
朝 9時から聞き取りを始め、2時間の聞き取
りとそのまとめを午前・午後で 2回行い、午後
7時ぐらいまでにとりまとめるという密度の高
いスケジュールで行われた。
聞き取りの中で浮かび上がったのは、津波、
地震、原発事故が重複した地域であり、かつ適
切な原発事故情報もない中で、全町民 2万人あ
まりの避難という空前の対応を強いられた状況
を取り仕切った町の職員たちの苦労、特に自らヒアリング前に現状説明を受ける学生
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も被災者・避難者でありながら町民に向き合っ
てきたという立場での苦労であった。学生たち
は、直接当事者から生々しい当時の状況を聞き
出しながら、それをとりまとめるという作業を
着実にこなしてくれた。
この聞き取り調査は、マスコミも注目し、

TVや新聞社などの取材も入り、法科大学院生
の社会貢献活動として全国に放映されたり報道
されたりした。
わずか 2日程度の短い担当期間ではあったが、

学生たちもこの貴重な体験を通して、通常の被
災者とは違った、被災自治体の職員という立場
での苦労を知り、公務員という職種の重みや行
政のあり方などを考えたり、話を聞き出すこと
の難しさを経験するなど、法曹を目指すものと
して貴重な経験を得ることができたという感想
を寄せてくれた。
プロジェクトでは、今後教員や法科大学院卒

業生の弁護士等とも連携をとって浪江町の集団
原子力賠償ADR申立などを支援する準備も進
行中であり、今後学生が関与できる機会も設け
ていきたいと考えている。
最近の法科大学院生は司法試験合格率の低迷

等もあり、目先の司法試験受験中心の学生生活
に陥りがちであるが、逆のそのような状況下で
試験合格と就職だけを優先した結果、法律事務
所に就職しても自ら思い描いていた法曹像との
ギャップに苦しんで、早い時期に当初の職場を

離れてしまうようなケースも聞こえてくる。
社会が多様化し、法曹のあり方も既存の枠に
とらわれない活躍が求められる現代だからこそ、
学生時代に様々な社会に生起する問題を自ら経
験し、その中から自らと社会の関わりを今一度
考え、自らの将来の進路を選択する、それにふ
さわしい学習を行うといった攻めの学習スタイ
ルが重要になるのではないだろうか。
そういった意味でも、法科大学院生に対して
様々な経験の機会を与えることは挑戦する法曹
を育てる上で極めて重要な意義があり、それを
積極的に支援している早稲田の法科大学院の姿
勢は本来の法科大学院の目指すべき方向性と言
うことができよう。

浪江町職員からヒアリングをする学生

マスコミ取材を受ける学生
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小沢　香織
2012 年　法政大学法学部法律学科　卒業
同年　　　法務研究科入学

〈2012 年度　新東京総合法律事務所にて実習体験〉

まず、当該受入先での実習を希望した
動機を教えてください。
学部時代のゼミの先生のもとで弁護活動を勉

強してみたいと思ったことから、先生がいらっ
しゃる新東京総合法律事務所でのエクスターン
シップを希望し、自ら受入をお願いしました。
また、学部時代のゼミでは刑事系科目を勉強し
ており、特に刑事事件に興味があったことから、
民事事件に限らず、刑事事件も精力的に取り扱
われている新東京総合法律事務所を希望しまし
た。

実際に実習を行い、
どのような感想を持たれましたか。
実際に事件の資料を読ませていただいたり、

起案をさせていただいたりする中で、法律を学
修しているだけでは、何もできないということ
を痛感しました。実務家として活動できるよう
になるには、まだまだ学ばなければならないこ
とがたくさんあります。しかし、何も知らずに
法律の学修をしているのと、最終的に目標とす
る形を知り、それを想定して法律の学修するの

とでは、気づくことも増えますし、学修の効率
も変わり、大きな差があると思います。その点
においても、法科大学院に入学して、早い段階
でエクスターンシップという経験ができたこと
は、とても幸せでした。

エクスターンシップを
希望するみなさんに一言お願いします。
エクスターンシップは、学生であるからこそ
できる経験だと思います。重要なのは、見るの
ではなく、経験することです。遠慮することな
く自分の考えをぶつけ、自ら積極的に学ぶ姿勢
を示せば、それに真摯に答えてくださる先輩方
は大勢いらっしゃいます。そうして学んだこと
は、とても貴重なものであり、今後に活きてく
ると思います。

最後に、受け入れてくださった皆様に
一言をお願いします。
自己開拓ということで突然エクスターンシッ
プの受け入れをお願いしたのですが、快諾して
いただき、本当に感謝しています。事務所の皆
様全員で温かく指導してくださり、楽しんでエ
クスターンシップを経験することができ、また、
たくさんの貴重な経験をさせていただきました。
新東京総合法律事務所の皆様、ありがとうござ
いました。

学生インタビュー　～エクスターンシップを通じて～

授業で得た知識を、将来に向けて実務的なものへと高めるエクスターンシップ。今回は、この
貴重な体験について、インタビュー形式でご紹介させていただきます。社会人への階段を、確
実に一段上った充実感を感じ取っていただければと思います。

法務研究科生・修了生へのエクスターンシップ・サマークラーク受入および採用情報がございま
したら、ぜひ下記までご一報ください。ご要望に合わせたご提案をさせていただきます。

〈早稲田大学大学院法務研究科キャリア支援室〉
お問合せ…TEL：03-3208-9592 　FAX：03-5286-1720
　　　　 　Email：law-school-career@list.waseda.jp　
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稲門法曹奨学金制度
稲門法曹奨学金は、在学生を力強く支えようという、大学のOB・OGである稲門法曹会の皆様の熱

意に基づく、早稲田大学大学院法務研究科の特徴的な奨学金制度です。成績優秀ではあるが、経済的
にロースクールで学ぶことが困難である学生にとって、合格と同時に給付が決定する同奨学金は、法
曹への道を進むことを後押しする大きな力となっております。
今回、実際に給付を受けた奨学生から稲門法曹会の皆様へ、感謝の声を紹介いたします。

稲門法曹奨学金　奨学生の声

川邊　雄太
2011 年　日本大学法学部法律学科　卒業
同年　　　法務研究科入学

この度は稲門法曹奨学生として採用していただき
有難うございます。
稲門法曹奨学金については、全額学費に充てさ

せていただきました。
私は、法務研究科（ロースクール）の年間 130 万円

ほどの学費を日本学生支援機構からの貸与奨学金で
賄っています。また、半期で 5万円ほどの教科書代
も大きな負担になっており、稲門法曹奨学金は将来
の返済金額を減らす意味でも、大きな助けになりま
した。
私に限らず、法務研究科の学生には、日々の勉

学の多忙さからアルバイト等ができず、奨学金を借
りて勉学に励む者が多くいます。また、そのような
多額の金額負担を負ってでも、また他の様々な時間
を切り詰めてでも、日夜勉学に励む者が多くいます。
そのため、奨学金制度は、法務研究科生にとって大
変有難いものです。
入学初年度は週 6日朝から講義を受け、週 3回

友人とゼミを組み、深夜まで予習復習を繰替えし、
家に帰ったら疲れて寝てしまうという日が続きまし
た。大学時代の友人の誘いを絶って勉強することも
多く、正直に申しまして勉強が嫌いになることも何
度もありました。
それゆえに、稲門法曹奨学生として採用していた

だいたことは、勉学に邁進してきた自分の生き方を
認められたような気持ちがあり、金額以上に採用さ
れたことそれ自体をとても嬉しく感じました。
私は将来、弁護士となって、社会から落ちこぼれ

うる少年の更生支援に関わりたいと考え、大学卒業
後、早稲田大学大学院法務研究科に入学しました。
新しい環境をチャンスと捉え、早稲田大学BBS 会
という学部の更生保護のボランティアサークルに入
会し、少年に勉強を教えるなどの活動をしてまいり
ました。
また、昨年の夏には、刑事弁護に力を入れた法

律事務所に 2週間エクスターンとしてお世話になり、
刑事弁護の現場を勉強させていただきました。
多様な価値観を学ぼうと、法務研究科では国際人

権サークルと雑誌編集サークルに入会し、それぞれ
代表と広報を務めております。その他にも、大学時代
から関わっている東京YMCAでの知的障害児と過
ごすキャンプ活動のボランティアもできる範囲で続
けております。同年の夏には、山中湖でのキャンプ活
動のボランティアにも参加し、知的障害を持つ小学生
と夏休みを過ごすという貴重な体験をしました。
1年間を過ごしてきて、早稲田大学は物的資源は

もちろんのこと、何よりも先生、先輩、仲間、コミュ
ニティといった人的資源において本当に恵まれてい
ると実感し、積極的に関わればあらゆることが学べ
る素晴らしい大学だと感じました。
私のような若輩者がそのような積極的な活動がで

きるのも、稲門法曹の皆様が奨学金などの制度を通
じて、多くの資源を維持・提供してくださっている
おかげだと感じております。
私も、卒業後は後輩を支援できるような稲門法曹

を目指し、日々学生生活に邁進していきたいと思い
ます。
重ねまして、稲門法曹奨学生として採用していた

だき、有難うございました。

稲門法曹奨学金寄付のお願い
「稲門法曹奨学金」は、皆さま方からの毎年の寄付金により運営されるものであり、次年度以降も奨学
金を継続するために、さらに皆さま方からの募金のご協力を仰がねばなりません。何卒、奨学金募金
の趣旨をご理解いただき、暖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。
※詳しくは、別紙「稲門法曹奨学金　寄付のお願い」を合わせてご確認ください。
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「四月会」の活動報告
東京地方裁判所判事補　馬場 義博

四月会は、早稲田大学出身の裁判官で構成する親
睦団体です。年に一度、新任判事補の歓迎会も兼ね
て懇親会を開催しています。以前は、会員が早稲田
の学部出身者のみでしたが、近年、法科大学院を経

た任官者の中には、法科大学院は早稲田で学部は他
大学の人や、その逆の経歴を持つ人も増えるなどバ
ラエティに富んでいます。懇親会は、若手、ベテラ
ンを問わず、裁判所の様々な分野で仕事をしている
裁判官や大学の先生方が、お互いの経験や考えなど
を自由に話すことができる場になっていて、早稲田
という共通のコミュニティを通じて親睦を深めてい
ます。また、着任したばかりの新任判事補にとって
も諸先輩方の経験等を聴くことができる貴重な機会
となっています。 
2013 年度の懇親会は、2月 22 日（金）、リーガ

ロイヤルホテル東京 3階ガーデンテラスにて行われ、
42 名の裁判官が参加し、盛会のうちに終わり、ホ
テル内での二次会にも 30 名の参加者があって、遅
くまで語り合いました。

「近畿法曹稲門会」の活動報告
弁護士　北野 知広

早稲田大学・法科大学院出身の近畿在住の法曹
関係者で構成している近畿法曹稲門会では、例年、
定期総会（3月）、ビアパーティ（8月）、ゴルフコ
ンペ（春・秋）を開催し、会員相互の親交を深めて
います。
加えて、昨年からは、法務教育研究センターに共

催いただき、実践講座を開催しています。昨年は伊
藤眞先生に、今年は江頭憲治郎先生に、大阪でご講
演いただきました。毎回盛況で、今後も実践講座を
継続したいと思っています。　
3 月 18 日には、定期総会を開催いたしました。

大学から石田眞先生、古谷修一先生にお越しいた
だき、修習生も含め総勢 45 名の出席を得られまし
た。稲門出身というつながりのおかげで、普段は聞
けない話しも聞くことができ、私のような若輩者か
らすればありがたく、楽しいひとときを過ごせまし
た。定期総会の最後には、毎年恒例の校歌斉唱もあ
りますが、関西で都の西北を歌える数少ないチャン
スです。近畿在住の皆様は、是非、来年の定期総会
にお越しください。

2013 年度稲門法曹会総会・懇親会のお知らせ
2013 年度稲門法曹会総会・懇親会、ならびに稲門法曹会ホームカミングデーを以下の通り開

催いたします。稲門法曹会の会員の皆様の懇親を深めていただける機会となりますので、お声
掛けのうえ奮ってご参加ください。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日　時　2013 年 10月 26日（土）　13時 00分～
場　所　リーガロイヤルホテル東京 3階ロイヤルホールⅠ・Ⅱ〈東京メトロ早稲田駅下車〉
　　　　※内容等の詳細につきましては、9月発行予定の梓 12 号でご案内いたします。

ホームカミングデー対象修習期
20期、25 期、30 期、35 期、40 期、45 期、50 期、55 期、60 期、65 期

稲門法曹会　支部便り
稲門法曹会は、全国を 13支部にわけ、幅広いネットワークを基に、各支部で様々な活動を行っております。
本号では、裁判官支部の「四月会」、ならびに近畿支部の「近畿法曹稲門会」での活動レポートをご紹介
いたします。
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■早稲田ロースクール稲門会　奨励賞
早稲田ロースクール稲門会奨励賞は、課外活動や社
会貢献活動に積極的な学生に対し、在学中の功績に報
いる表彰を行うことを目的として、2009 年に法務研究
科の修了生により構成される「早稲田ロースクール稲
門会」により制定されました。
2012 年度も多数の応募があった中、2名の学生が本
奨励賞を受賞いたしました。特に今回は、被災者支援
に関連した活動に基づく申請が多く、未曾有の大地震
に際して積極的に活動を行った学生や、純粋未修者で
ありながら類まれな努力により法曹の多様性を広げよ
うとする学生など、学内及び学外において社会貢献活
動を行う姿や、将来の活躍が期待される若き法曹の勇
姿が、選考委員から高く評価されました。

2012 年度早稲田ロースクール稲門会奨励賞受賞者

長谷　健太郎
2013 年 3 月　法務研究科修了（Welcome Law School 代表）

■活動内容
新入生純粋未修者に対するフォローアップゼミの実施
聴覚障害を有する学生に対する支援活動　等

我妻　由香莉
2013 年 3 月　法務研究科修了

■活動内容
法律相談ボランティアの補助活動
早稲田大学復興支援法務プロジェクトにおける調査・
研究活動
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会事務局に
おける調査補助活動　等

※ 受賞理由につきましては、法務研究科ホームページをご覧くだ
さい。

■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

ジンのを配信を開始いたしました。
早稲田大学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ご様子や告知
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
「小さく産んで大きく育てる」の精神で、会員のみなさ
まの声をご案内していきたいと考えております。
「近著紹介」コーナーでは教員の方々や稲門会の方々
の近著のご紹介をさせていただきます。出版予定の書籍
がおありの方は、ぜひ、下記事務局宛にお知らせください。
また、催し事、出版物、近況等などございましたら、
以下までご連絡ください。

【お問合せ】稲門法曹会事務局
E-mail: tohmon-jimu@list.waseda.jp

■稲門法曹会会費納入のお願い
　2009 年度の総会にて承認され、稲門法曹会ホーム
ページ上等でご案内しております通り、会費の納入を
お願しております。会費納入に際し、下記の方法にて
会費納入をお願い申し上げます。
※ 詳しくは、別紙「稲門法曹会　会費納入について」を合わせて
ご確認ください。

● 年会費　5,000 円
　※ ただし、弁護士登録後または裁判官もしくは検察官に任官さ
れた後、満 10年を経過している方は 10,000 円

● 納入方法
 ①行指定口座からの自動引落
 ②振込用紙による銀行振込
 ③クレジットカードによる支払
　【NEW】 ④コンビニエンスストアでの振込
※ ①の年会費の自動引落に関する申込用紙は、ホームページか
らもダウンロード可能です。

〈♪お便り募集♪〉
当センターでは、みなさま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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学園近況報告
■平成 24（2012）年　司法試験結果
受験者 472 名
 （既修 79 名 / 未修 393 名）
合格者 155 名
 　　　　（既修 43 名 / 未修 112 名）

■ 2012 年度　終了生（2013 年 3月終了）
既　修 140 名
未　修 137 名
　計 277 名

■ 2013 年度　入学者選抜試験と入学者の概要
既修 未修 合計

募集人員 約 150 名 約 120 名 270 名
志願者数 1,166 名 575 名 1,741 名
合格者数 321 名 189 名 510 名
繰上合格者数 若干名
入学者数 169 名 75 名 244 名


