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「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。

2012 年度トランスナショナル・プログラム報告
早稲田大学大学院法務研究科准教授　石田　京子

2013 年 3 月 4 日から 8 日まで、トランスナ
ショナル・プログラムが開催された。本プログ
ラムは、海外の学術交流協定校等から教員およ
び学生を招聘し、設定された 1つのテーマにつ
いて講義と議論を行う、一週間の集中プログ
ラムである。（使用言語は原則英語。）2005 年
度より開始され、2007 年度から法務研究科の
正規科目となった。8 回目となる 2012 年度の
テーマは、男女共同参画（Gender Equality in 
Society）を取り上げた。今年は米国からコー
ネル大学、ペンシルヴァニア大学、ワシントン
大学、ドイツからフランクフルト大学、韓国か
らソウル国立大学、台湾から国立台湾大学の
計 6大学（教員 5名、学生 14 名）の参加があ
り、これに加えて、早稲田大学大学院法務研究
科の学生が 7名履修し、男女共同参画社会を推
進する施策の在り方について、5日間集中的な
議論を行った。
各大学の参加教員からは、各国における男女

共同参画の現状と課題についての講義が行われ
た。また、日本の男女共同参画政策の現状につ
いてより実質的に学ぶために、神奈川県にある
「かながわ女性センター」の訪問、内閣府男女
共同参画局の政策担当者からの報告、および日
本弁護士連合会男女共同参画推進本部事務局か
らの報告が行われた。最終日には、複数の国の
学生で構成される 4つのグループによる、男女
共同参画を推進する施策に関するプレゼンテー
ション・コンペティションを行った。
ジェンダー問題の議論は、少なからず議論す

る者の価値観に裏付けられざるを得ず、この
テーマについて真摯に語り合うことは互いの価
値観理解につながる。今回、本プログラムの
テーマとして男女共同参画が取り上げられたこ
とについて、特に海外から招聘した教員から
非常に高い評価を受けた。どこの国において
も、このテーマは重要であると「一応」位置付
けられてはいるものの、必ずしも正面から取り
上げられる機会はそう多くないようである。学
生たちはプログラム中、その日のセッションが
終わるとほぼ毎日飲みに出かけ、授業中の議論
の「延長戦」を行っていたようである。法曹を
目指す本学の学生たちが、多様な文化的背景を
有する海外の学生と男女共同参画社会の在り方
について熱く語り合う機会を持てたことは、彼
らの今後の法曹としての活動の在り方に少なか
らず影響を与えたのではないかと思う。
この場を借りて、本プログラムの実施にご協
力頂いた各方面の方々に、心より御礼申し上げ
たい。

トランスナショナル・プログラム講義風景
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新 任 教 員 紹 介 2013 年 4月から早稲田大学大学院法務研究科の専任教員として
着任された 7名の先生方をご紹介いたします。

井
いのうえ

上 正
まさひと

仁 教授

●担当科目： 基礎刑事訴訟法、刑事手続法応用演習、捜査法、発展刑事訴訟法

●主な研究テーマ： 捜査における令状主義の意義、その例外の理由と要件・射程

●主な経歴： 1971 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
学部長を歴任。2013 年 3 月、東京大学を停年退職、同名誉教授。 
前日本刑法学会理事長、元司法制度改革審議会委員、法制審議会委員、中央
教育審議会法科大学院特別委員会座長、法科大学院協会副理事長。

●座右の銘： Warm Heart Cool Head

●ひとこと： 法科大学院の制度設計に携わるとともに、その開設時から第一線の現場で教
育に当たってきました。早稲田という新たな恵まれた環境の中で、志し高く
勉学意欲旺盛な学生のみなさんを相手に、新たな気持で、法曹養成教育に取
り組んでいく所存です。

岩
いわはら

原 紳
しんさく

作 教授

●担当科目： 会社法Ⅱ、会社法総合、商法応用演習

●主な研究テーマ： 世界経済の変化の中におけるコーポレート・ガバナンス及び金融とそ
の法制の新たなあり方

●主な経歴： 1975 年東京大学法学部卒、同年同学部助手、1978 年同学部助教授、1991 年
東京大学大学院法学政治学研究科教授。

●座右の銘： 人は今何をなしているかによって評価される。

●ひとこと： 法務研修了生が将来、法曹のプロフェッショナルとして自ら途を切り開いて
いける能力を身に着けるような教育を行いたい。

内
う ち だ

田 義
よしあつ

厚 教授

●担当科目： 民事訴訟法総合Ⅰ、民事訴訟実務の基礎、民事訴訟法総合Ⅱ、模擬裁判（民事）、
民事執行・保全法

●主な研究テーマ： 民事手続法全般、特に民事執行法の実務と理論に関する研究。

●主な経歴： 1992 年判事補任官、以後、東京、埼玉、千葉等の各地家裁に勤務し、2013 年
に退官。大半は民事事件担当。裁判官訴追委員会事務局次長への出向経験あり。

●座右の銘： 特にありません。

●ひとこと： 「法壇」から「教壇」へと環境が大きく変化し、戸惑うところが多いのですが、
有為な人材を早稲田から送り出すべく、全力を尽くしたいと思っております。

江
え み

見 健
けんいち

一 教授

●担当科目： 刑事訴訟法総合、刑事訴訟実務の基礎、刑事手続法応用演習

●主な研究テーマ： 刑事法全般

●主な経歴： 1997 年裁判官任官。東京地裁、鹿児島地裁、京都地裁のほか最高裁刑事局、
法務省刑事局で勤務。

●座右の銘： なし

●ひとこと： 紛争解決の道具である法律は、適切に使えなければ役に立ちません。 皆さん
が紛争解決のために使える法理論を身につけるお手伝いをします。

剱
けんもつ

持 淳
じゅんこ

子 教授

●担当科目： 民事訴訟実務の基礎、民事手続法応用演習

●主な研究テーマ： 民事訴訟実務

●主な経歴： 弁護士を経て判事補任官。各地の地裁判事補、大阪高裁判事、裁判所職員総
合研修所教官等を経て、現在東京地裁判事兼現職。

●座右の銘： 特になし

●ひとこと： 法曹養成の中核に携わる重責を自覚しつつ、せっかくの機会ですので仕事を
楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
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高
たかはし

橋 和
ま さ と

人 教授

●担当科目： 法曹倫理、刑事訴訟実務の基礎、模擬裁判（刑事）、捜査法

●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、元司法研修所検察教官、2012 年司法試験考査委員（刑法）。

●座右の銘： 「継続は力なり」

●ひとこと： 一人でも多くの学生の皆さんが目標を達成できるよう、微力を尽くしたいと
思います。

西
にしぐち

口　元
はじめ

 教授

●担当科目： 模擬裁判（民事）、民事執行・保全法、民事手続法応用演習Ⅰ・Ⅱ

●主な研究テーマ： 民事訴訟の審理の在り方。

●主な経歴： 東京高裁判事、東京地裁判事、人事院在外研究員及び検事（訟務担当）。

●座右の銘： 運、鈍、根

●ひとこと： 法学の楽しさを発見することができる授業をしたいと思っています。

「稲門法曹奨学金」　寄付のお願い
早稲田大学大学院法務研究科では、将来優秀な法曹として嘱望される能力を持ちながら、経済的

な理由から修学が困難な学生に対し、その夢や志を断念することのないよう「稲門法曹奨学金」を
設置し、皆様のご支援・ご協力をいただいております。本奨学金は、皆様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、さらに皆様方からの募金のご
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。

なお、稲門法曹奨学金への寄付については、様々な方法でのお申込みが可能です。2013 年 7 月
からは、早稲田大学ホームページからも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）での振込みが可能となりましたので、是非ご利用ください。

早稲田大学　募金ウェブサイト　URL  http://kifu.waseda.jp/

上記ページ右上の『寄付をする』をクリックし、「使途から寄付先を選ぶ」の寄付先にて『奨
学金』をご指定ください。「寄付お申込フォーム」にて、奨学金の指定先として『稲門法曹
奨学金』をご指定の上、お申込みいただきますようお願いいたします。

※ 領収書発行の日付はお申込み日ではなく、寄付金が本学へ入金された日となり、お申込みから 1ヶ月～ 1ヶ月半後
となります。2013 年分の寄付控除を受けられる場合は、以下期日までにお申込み手続きをお願いいたします。

●クレジットカードでのお申込み　　　　　　　　　　　　2013 年 11 月 15 日まで
●インターネットバンキング（ペイジー）でのお申込み　　2013 年 11 月 29 日まで

稲門法曹奨学金への寄付につき、その他方法（銀行振込、口座振替）でのお申込みをご希望される場合は、本学所
定の用紙をお送りいたしますので、お問い合わせください。

〈早稲田大学大学院法務研究科／法務教育研究センター〉
お問い合わせ　Tel：03-3208-9592  　Fax：03-3208-9604
　　　　　 　Email：law-school-cpler@list.waseda.jp
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■ 司法試験慰労・激励 懇親会報告
早稲田ロースクール稲門会　笠原　亮一

早稲田ロースクール稲門会と大学院法務研究科は、
本年 6月 1日（土）にリーガロイヤルホテル東京におい
て、5月に実施された司法試験の受験生を対象に司法
試験慰労・激励懇親会を開催しました。これは日々研
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、受験後もより一層の精進に励む
であろう受験生への激励を目的としており、毎年恒例
の企画となっています。
本年の参加人数は 128 人で、鎌田薫早稲田大学総長、
石田眞法務研究科長はじめ多くの先生方、アカデミッ
ク・アドバイザー、早稲田ロースクールOBOGなどに
もご参加頂き、盛会のうちに終わりました。
先生方、OBOG、受験生が一堂に会する貴重な機会
ですので、来年もより多くの方にご参加頂ければと思
います。

■ 稲門法曹会　支部便り
稲門法曹会は、全国を 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、北海道支部での活動レポートをご紹介いた
します。

稲門法曹会札幌便り
 弁護士　村松　弘康

2013 年 4 月 2 日（火）、稲門法曹会を開催しました。
出席者は 13 名で、旭川・小樽からも出席して頂きま

した。
稲門法曹会の活動を活性化させることに意味はある

のか？  会費納入率を向上させるためにどうしたら良
いか？  今後の稲門法曹会の活動はどうあるべきか？  
早稲田の卒業生は大学に対する帰属意識が低く、三田
会のような結束の強さがない。これは早稲田の独立を
気概とする伝統的気風とも言えるが、稲門会への結集
を図る目的との関係ではマイナスになっている。また、
会費を納入する必要性はわかるがメリットが明確では
ない。稲門会に入って良かったと思えるような仕掛け
が必要ではないか？  などの意見が出され、活発に意
見を交換しました。
2時間 30 分の意見交換の結果、以下のとおり今後の

課題が整理されました。

（1） 名簿の整理を早急に完了する。

（2） 鎌田早稲田大学総長、石田法務研究科長をお呼び
して学術的テーマで講演していただく。講演会は
早稲田以外の法曹関係者にも参加を呼びかける形の
オープン講演会にすることも検討する。講演会終了
後懇親会を行い、結束を固める（現在石田研究科長
と日程を調整中）。

（3） 会員がかかえている法的問題について、本部との間
で案件相談ルートを開設し、専門分野の研究者の協
力を得る道を開く（本部と協議が必要）。

（4） 会費の支払いを呼びかける。
（5） 早稲田卒業生を対象にした新入会員歓迎会を企画する。
（6） その他、道内の早大卒修習生の歓迎と交流の機会を

どう設けるかについては、十分な議論が出来ません
でしたが、必要だと思われます。

■ 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
Email: tohmon-jimu@list.waseda.jp

〈♪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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司法試験慰労・激励 懇親会


