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小野梓と早稲田法学
　　奥島　孝康

皆様こんにちは。本日は法曹実務というとこ
ろに力点を置きながらお話ししたいと思いま
す。ご存じの通り、現在の法務研究科の建物に
は小野梓記念館という名前がついています。そ
して、その地下には小野記念講堂があります。
早稲田大学の父は大隈重信であり、母は小野梓
であるということに異論がある人はいないで
しょう。大隈が早稲田大学という仏を造り、そ
してその仏に魂を入れたのが小野梓であるとい
うことです。大隈先生には大隈講堂という立派
な記念講堂がありますし、大隈銅像がキャンパ
ス中央にあります。そして故郷の佐賀には大隈
記念公園があります。そこには、生家がそのま
ま保存され、大隈先生が勉強した部屋も残って
います。ところが小野先生についてはほとんど
記念碑らしいものはありません。7号館の中に、
その名を冠した小講堂がありますが、ご存知で
しょうか。大隈先生と比べると、あまりにもア
ンバランスです。
私が図書館長であった時に、昔の図書館から

新しい図書館に移りました。昔の図書館はご存
知のように、そのまま社会科学系の研究図書館
として、「高田早苗記念研究図書館」となって
います。なぜ高田早苗という名をつけたかとい
うと、これは高田先生が総長でおられた時に、
「大学というものはどこでもやろうと思えばで
きる。しかし、立派な図書館がなければ大学と
はいえない。立派な図書館を作れば、大学がな
くなっても、図書館だけ残れば早稲田大学の魂
は残っていく」と仰ったからです。当時、昭和

の初めですが、そういう心意気で東洋一の図書
館としてわが図書館は完成したのです。さて、
高田先生は実務上で早稲田の経営を担われた大
恩人ですけれども、高田先生は小野梓先生の弟
子であるわけです。弟子の高田先生は立派に顕
彰されているのに、学内において小野梓先生が
見えないわけです。それではだめだと、かねて
から私は考えていました。
ちょうど 125 周年の再開発の時機に当たり、
私がどう考えたかというと、もともと大隈先生
は人生 125 年と仰ったのですが、実際には 85
才の若さで亡くなったことを悼んだ先人たちが
125 尺の高さの大隈講堂を作られた。今度 125
周年に建てるものは、どうしてもその倍、従っ
て 250 尺の建物を建てなければいけないと考え
ました。そうして大隈記念タワーができました。
これによって、早稲田はある意味で第 2世紀に
入ったことを、高らかに宣言したつもりであり
ます。その建物に、大隈記念公共経営研究科と
いう大学院を創りました。つまり大隈先生の志
を継ぐ、いわば政治家養成の大学院であります。
そして、その大隈記念タワーの前の建物に法務
研究科が入っていますが、こちらを小野梓記念
館としたのです。なぜならば、小野梓先生は本
来、法律家だったからです。もちろん小野先生
は留学した時に、法律だけでなく、途中イギリ
スでは大蔵省給付生になりますので、財政学と
くに貿易論であるとか、租税論であるとかを勉
強されました。ですから、その関係の著作もた
くさんあるわけですけれども、しかし基本は法
律家であります。そして大隈記念タワーと小野
梓記念館が並び、正面から早稲田大学のキャン
パスに向きあう。こうやって建学の父と母が

2009 年 10 月 18 日 （日） に 2009 年度稲門法曹会総会・懇親会、新人稲門法曹歓迎会、新司法試験
合格祝賀会が行われました。同日に行われました奥島孝康先生 （早稲田大学前総長） による特別記
念講演の模様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。
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早稲田大学に対して、自分たちの志を継いてゆ
けということを言わんばかりに大小ふたつの講
堂が並んで小野先生はようやく全学から仰がれ
る位置につくことができたのです。あの場所か
ら早稲田法曹が続々と巣立つことになるわけで
すから、小野先生の精神というか、志を継いだ
法曹を養成したいというかねてからの胸中の思
いがありまして、今日はそのことについてお話
します。
小野先生はわずか 16 才で戌辰戦争に従軍し

ます。それも本来だったら 16 才ではとても参
加できない。せめて 18 才にならないといけな
いのですが、それを熱心に指揮官を口説いて戌
辰戦争に参加します。その中で随分恐い思いを
したようであります。そういうふうに小野先生
は単に勉強ができるだけではなくて、要するに
何かのために身を捧げよう、その当時であれば
新しい日本を創るために自分の身を厭わないと
いう、すごい使命感をお持ちだった。こういう
使命感がだんだんと大きくなってきて、次第に
近代日本を創るためにはどうしなければいけな
いかをお考えになってくるわけであります。
明治 2年に小野先生は自分の義兄の小野義眞

（現在の JR のもとを作った人）の援助を受
け、3 年近くの欧米留学に行きます。その時
に小野先生は法律をどういう風に勉強された
か。大学なんて入っていたら時間がもったい
ない、法学博士の資格を持っている学者を家
庭教師に呼んで、その人から、直接学ばれた
のです。とにかくものすごく勉強された。小
野先生は、「アメリカはアメリカ、イギリスは
イギリス、ドイツはドイツでと、それぞれの
国にあった法律がある。それらの法律の元に
なっているのは、どうもローマ法らしい。ロー
マ法をしっかり勉強する方が、後々自分が日
本で法律をつくる時に役立ちそうだ。ローマ
法の基礎を学んで日本にあった法律をつくっ
ていけばいいのだ。」と考えられた。そうして
個々の国々の法律の細かい所を勉強するのでは
なく、ロ－マ法の勉強から入ります。しかし
ローマ法からいきなり学ぼうとするのは本当は
とても無謀なことです。どういう風に勉強さ
れたかは知りませんが、どうもイギリスで出
されたローマ法の本を翻訳しながら、自分の
考え方もつけ加えていくという方法で研究さ

れたようです。帰国後は 3 ～ 4 ヶ月くらいで
「羅馬律要」という立派な本を書き上げられた。
小野先生はさっそく司法省の民法編纂委員と
なられ、民法課副長という地位に就きます。し
かし、小野先生は、「国権汎論」という明治初
期のもっとも優れたと評価される著書を見ても
わかるのですが、個々の法律というよりも、ど
のような国を創っていくかということに関心が
あった。さらに、上司である井上毅と考えが合
わなかったこともあり、民法編纂の仕事から降
りてしまわれます。その時、小野義眞さんの引
き合わせにより、小野先生が 25 才の時に大隈
さんに出会うわけです。二人は本当に相性がよ
かったのでしょう、例えば会計検査院という機
関が今も続いていますが、あれを最初に提案し
たのは小野先生なんです。
小野先生は、ローマ法を勉強したけれども、
いわゆる功利主義、イギリスのベンタムの考え
方を基本としていました。しかし、ベンタム一
辺倒ではない。ルソーの考え方にも非常に強い
関心がある。基本的にはイギリス的な考え方だ
が、小野先生の偉い所は、全面的にそちらに行
くのではなくて、自分がいいと思ったら、違っ
たものも自分の考えの中に組み込んでいく、柔
軟性のある方でした。小野先生の法律学という
ものは、私に言わせれば、国家主義的な捉え方
よりも、むしろルソー流の人民民主主義的な基
礎のうえに法律を捉えられているらしいと、十
分な検証はできていませんが、私はそういう風
に考え、ますます小野先生の考え方に傾倒して
いくようになったのです。だからこそ小野先生
は、その学問全体がいわゆる自由民権思想の上
に立っているわけです。
小野先生の志を継ぐために、この大学ができ
たというのであれば、少なくとも小野先生の考
え方といわれるもの、それが早稲田大学の精神
の最もベースになっていなければならない。そ
うだとすれば、早稲田大学は自由な大学と言わ
れるように、我々もまた法律を考える時には人
の意思をもっと大事にした法律学を考えていか
なければならないと思われます。
この中には司法試験に合格したばかりの諸君
も来ていると思います。おめでとう。君たちは
これまで法律、法律と勉強してきました。でも
これから大事なのは事実です。事実をしっかり
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つかまなければいけない。事実というものは、
人間が関わっているんですよ。それをしっかり
とつかまえる、本当の人間観を確立するような
勉強を是非して欲しいと、私は思っています。
小野先生は『民法の骨』という本を書かれて

います。私が明治の人たちが偉かったと思うの
は、当時法律について、きちんとした日本語は
なかったんですよ。外国語の法律用語を次々と
日本語に移していったのです。我々が法律概念
について理解する、おそらく 10 倍くらい理解
していなければ、ああいう風な日本語に置き換
えることはできないと私は思っています。当時
は法律に関する日本語がなかったから、みんな
勝手な使い方をしていた。小野先生は「民法」
と書きましたが、民法は私事ではなくて公事だ
という捉え方をおそらくなさっていた。一種の
憲法的な捉え方をなさっている。『民法の骨』
という本は後の『国権汎論』の中に、解体され
てほとんど入ってきているんです。つまり小野
先生の考え方では、民法は憲法だったんですね。
そのあたりにベンタム流の考え方が出てくる。
小野先生は、「個」というものを徹底して追

求している。それが民法と憲法の共通項です。
民法であれ、憲法であれ、これからの日本とい
う国を近代国家として創り上げるためにどうし
たらいいかという視点がこれです。たとえば明
治憲法の下で明治民法は家族主義でした。それ
以前の封建社会は家長、長子しか権利がなかっ
た。一部の侍の上級階級だけが国を創る、ある
いは家族というものを中心に国を創る、それで
は本当の意味での強い国はできないと先生はお
考えになった。つまり、国のやっていることに
関わっている人がごく一部では、国のやってい
ることの正しさをどうやって保障するのか。国
の本当の力をどうやって引き出すのか。個人を
元にした国家をつくるべきではないかと主張さ
れた。しかし、明治憲法のもとでは半分くらい
しか実現できませんでした。今になってみると、

小野先生の言われていたことがいかに正しかっ
たか、的を射た議論だったか、ということがわ
かります。
19 世紀の前半までの「国際法」は、ヨーロッ
パの法なんです。現在の意味の国際法じゃない。
ヨーロッパ以外は彼等にとって国じゃない。人
間じゃないんです。だから占領することができ
るんです。つまり、無主物先占の法理とはそう
いうことです。そういう世の中であった当時、
小野先生は「日本は早く自立し、立派な独立国
家としての体裁を整えない限り、日本の将来は
危ない」と考えられた。だからここで根本的に
個人を中心にした国づくりをすべきという、こ
の国家構想は当時としては卓見というべきで
す。そういう方向で日本の国づくりをしていけ
ば、日本はずいぶん違った国になっていたので
はないかと思います。小野先生は、「生存、平等、
財産」この 3つを保証するためのシステムが法
律だといわれています。それを保証するにはセ
キュリティが必要。つまり国家の力です。近代
的な考え方の法律をつくる大前提として、個か
ら出発して、国家をつくっていかなければなら
ない。一人一人が国と結びついているから強い
国になる。小野先生の考え方は、自由民権運動
の核心的なフィロソフィーを作り上げていまし
た。これを早稲田の教育において実現しようと
するわけです。
小野先生が常に言われていたのは公共の精神。
日本の国民全員にかかわっている問題、それを
解決するために汗を流せ、涙を流せ、血を流せ
ということだったのです。その精神が早稲田に
流れていたのです。そうでなくなっているのな
ら私達はもう一度、その考えの根本に立ち戻ら
なければならない。早稲田の人間は世のため、
人のために汗を流す、涙を流す。そういう人材
を育てていくこと、これが早稲田大学で育った
人間のあり方でなければならない。それが私の
早稲田法学への期待であります。

総会案内〈2010年度稲門法曹会総会・懇親会、新人稲門法曹歓迎会、新司法試験合格祝賀会のお知らせ〉

2010 年度総会を以下の通り開催いたします。また、昨年同様に新人稲門法曹歓迎会、新司法試験合格祝賀会を
同時開催いたします。詳細については、9月中旬発行予定の第 6号「梓」にてご案内いたします。

　　日時　2010 年 10 月 16 日（土）13 時 00 分開始予定（大学ホームカミングデー、稲門祭前日）
　　会場　リーガロイヤルホテル東京 3階　ロイヤルⅠ、Ⅱ（東京メトロ早稲田駅徒歩 7分）
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稲門法曹会（Waseda University Legal Alumni Association）
稲門法曹会では、早稲田大学法学部・大学院法学研究科・大学院法務研究科の教員・学生と早稲田

大学出身法曹との交流活動を推進し、研修や講習会を開催し、会報や電子媒体などの情報の発信など

を通じて、会員同士の連携を深めることを目的としております。

法曹分野における早稲田大学及びその校友の評価をますます向上させ、社会的に広く知らしめてい

くには、稲門法曹会の発展が必須となります。

皆様のご寄付により、会員専用システムの構築も概ね完了し、稼動しております。本会員専用システ

ムへのデータ登録を希望される方は、下記の登録申請用紙に必要事項をご記入の上、FAX、郵送、Eメー

ルにて事務局まで送信していただければ、システムに登録後、利用者 ID、パスワードを Eメールまた

は郵送にてお知らせします。なお、稲門法曹会ホームページでも会員登録申請が可能です。

更なる稲門法曹会の発展のため、お一人でも多くの方々にご登録頂きますようよろしくお願い申し

上げます。

稲門法曹会 会員専用システム　登録申請用紙

以下の内容で、会員システムへの登録を希望します。
フ リ ガ ナ

性

別

□ 男

□ 女

生年

月日

19　　　　　年

　　　月　　　日生氏 　 名
（旧姓：　　　　　）

卒業大学（学部） 　　　年　　月　　　　　　大学　　　　　　　学部　　　　　　学科　　　卒業

修 了 大 学 院 　　　年　　月　　　　　　大学大学院　　　　研究科　　　　　　　　　　修了

修了法科大学院 　　　年　　月　　　　　　大学　法科大学院　修了 ※早大法学部出身の方
　ゼミ（　　　　　　　）

司 法 試 験  　　  　　　年　合格 司法修習期 期 弁  護  士
登録番号 所属弁護士会（　　　　）

□連絡先住所 1（自　宅） ※自宅、勤務先：主たる連絡先に☑

郵 便 番 号 都道府県 都・道
府・県

市 区 町 村 町名番地

マンション名 電話番号 （　　　　　　）

FAX 番 号 （　　　　　　） 携帯番号 （　　　　　　）

□連絡先住所 2（勤務先） 　

勤 務 先 名 〔部課名：　　　　　　　　　　　　〕

郵 便 番 号 都道府県 都・道
府・県

市 区 町 村 町名番地

建 物 名 等 電話番号 （　　　　　　）

FAX 番 号 （　　　　　　） 携帯番号 （　　　　　　）

メールアドレス ※主たる連絡先に☑

□ Waseda-net 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　．waseda．jp
□ アドレス 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠
□ アドレス 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

※ 同システム登録者は、太枠内の情報（氏名、早大出身学部・大学院略称）については、原則として会員間へ公開する設定と
しております。システムログイン後、それ以外の情報の公開・非公開は各自で設定可能です。

※収集した個人情報は稲門法曹会の会員管理・会員連絡のために使用し、それ以外の目的には使用いたしません。
※登録いただいた方には、登録作業が完了次第、システムログイン用 ID・パスワードをお知らせいたします。
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新人稲門法曹紹介

伊藤　元
2007 年法務研究科修了　同年新司法試験合格
新 61期司法修習生
2009 年１月より企業内弁護士として勤務

私は、ロースクールの未修者コース 1期生で、
2009 年 1 月より J-POWER（電源開発株式会社）
に勤務している、いわゆる企業内弁護士です。
現在私が長を務めている本店の法務グループ

は、2006 年に新設された部署であり、社内法
律相談や経営判断に対する事前審査を主な職務
としています。取引先や役所との折衝や書面作
成は各現場で行いますが、相手方との折衝が難
航したときや、社内で意見が割れているときに、
法務グループの出番が回ってきます。
法務グループのもう一つの重要な職務が、「コ

ンプライアンス問題」の発生防止や後始末にな
ります。電力業界では、過去に何度となく検査
結果の改ざん・隠ぺい行為が発生しているため、
私はこのような不正行為に対する反対動機の形
成活動、すなわち企業倫理教育に労力を割いて

います。また、故意はなくとも、うっかりミス
が人命・環境・企業活動に多大な影響を及ぼし
兼ねない業種であるため、ミス防止のための制
度設計や検証にも携わっています。
企業法務の実務に携わって実感したのが、狭
義の六法以外の領域の重要性です。社内法律相
談の内容は、業法のほか環境法・経済法に関す
るものが多く、行政法の知識も必要不可欠です。
またコンプライアンス対策は、何をどこまでや
れば良いのか答えのない分野であり、自称有識
者が乱立する世界でもありますが、ロースクー
ルの「刑事政策」「企業統治と企業金融」「法務
危機管理」といった応用科目で学んだことを理
論的な手がかりとして、試行錯誤を日々重ねて
おります。
私はロースクール入学前は原子炉の設計・保
守を専門としておりましたが、今は工学的なシ
ステムとは違う「企業組織の設計・保守」をし
ている状況と言えます。この仕事もエンジニア
魂をくすぐるもので、悪戦苦闘しつつもやりが
いのある日々を送っております。

早稲田ロースクール稲門会からのお知らせ
　早稲田ロースクール稲門会（会長・水橋孝徳）は、法務研究科修了後の進路にかかわらず、すべて
の修了生が親睦を深め、在学中に築いた人的ネットワークを修了後も継続・拡大する場を提供するこ
と、法務研究科および在学生を支援することを目的として、法務研究科、法務教育研究センターと連
携して活動を行っています。今後とも、稲門法曹会および稲門法曹のみなさまと連携して、修了生の
就職支援をはじめとした早稲田出身の法曹を盛り上げていく活動を積極的に行いたいと考えておりま
すので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
　さて、昨年度の当会の活動で特筆したいことは、「早稲田ロースクール稲門会奨励賞」の創設です。
修了式にて、法科大学院における課外活動や社会貢献活動に熱心であった学生を表彰する賞ですが、
真のねらいは、在学生に「ロースクールの厳しい環境でも、課外活動や社会貢献活動に熱心な先輩が
早稲田にはたくさんいるんだぞ。（そして、そういう人ほど優秀な法曹になっているぞ。）」というメッ
セージを伝えることです。この賞が早稲田らしい法曹の養成の一助になれば幸いです。

WLS稲門会　この 1 年間の活動
　〈09 年〉　 8 月 29 日　就職情報交換会（企業就職検討者向け）
　　　　　10 月  3  日　第 4回定時総会・全体同窓会
　　　　　10 月 18 日　合格祝賀会・激励会
　　　　　10 月 28 日　サンクス ロースクール ドネーション（修了生による教材等の寄付）
　　　　　10 月 31 日　合格者体験談報告会
　〈10 年〉　 3 月 25 日　丸林絵梨氏・松本常広氏・伊藤良太氏に
　　　　　　　　　　　「早稲田ロースクール稲門会奨励賞」を授与
　　　　 　 5 月 22 日　就職情報交換会・新司法試験慰労会

お問い合わせ先：request@wlsaa.org
早稲田ロースクール稲門会のウェブサイト

URL：http://www.wlsaa.org/
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トランスナショナル・プログラムは 2006 年
3 月にスタートし、今年で 5回目の開催となり
ました。毎回、その時々の重要な法学のテーマ
を選び、海外のロースクール等から教員・学生
をお招きし、本学の教員・学生と共に英語によ
る集中授業を行っております。
※ 同プログラムは、大学院法務研究科の正規
科目になっています。

〔これまでの開催状況
（年度・テーマ・海外参加校等）〕

2006 年 3 月（05 年度）
「コーポレート・ガバナンス」
　 ペンシルバニア大学（米国）・ソウル国立
大学（韓国）・国立台湾大学（台湾）

2007 年 3 月（06 年度）
「国際知的財産法」
　 ペンシルバニア大学（米国）・ソウル国
立大学（韓国）・国立台湾大学（台湾）・
ワシントン大学（米国）・ブレーメン大学
（ドイツ）
※ 他に米国連邦巡回控訴裁判所、第 3巡回区
控訴裁判所より裁判官各 1名参加。

2008 年 3 月（07 年度）
「国際環境法」
　 ペンシルバニア大学（米国）・ソウル国
立大学（韓国）・国立台湾大学（台湾）・
カルフォルニア大学バークレー校（米国）・
デューク大学（米国）

2009 年 3 月（08 年度）
「国際金融法」
　 ペンシルバニア大学（米国）・ソウル国
立大学（韓国）・国立台湾大学（台湾）・
スタンフォード大学（米国）・ヨーク大学
オズグット校（カナダ）

〔今回の開催について〕
2010 年 3 月（09 年度） 「医療と法」
海外参加校はペンシルバニア大学（米国）、
コロンビア大学（米国）、ワシントン大学（米国）、
ヨーク大学オズグット校（カナダ）、ソウル国
立大学（韓国）、国立台湾大学（台湾）の 4カ
国 6 校。期間は 3 月 8 日 （月） ～ 13 日 （土） の 1
週間で実施されました。
講師陣には海外より Eric Feldman 教授（ペ
ンシルバニア）、Carol Liebman 教授（コロン
ビア）、Lesley Jacobs 教授（ヨーク）、李祥源
教授（ソウル）、陳聡富教授（台湾）の 5名を
お迎えしました。本学からは大学院法務研究科・
和田仁孝教授がプログラム委員長を務めました。
初日の 8日午後は国立がんセンター（築地）
の見学会を実施し、海外の学生と本学の学生が
共に医療の現場を見学しました。授業の中では
チーム対抗のプレゼンテーションも実施され、
多様なバックグランドを持つ学生が協力して
熱心に各報告を行いました。最終日 13 日には
公開シンポジウム「医療事故紛争と法～国際比
較～」が行われ、医療関係者の方などを中心に
100 名近いご参加をいただきました。

トランスナショナル・プログラム開催のご報告

海外学生による
プレゼン

寸劇もありました

〈チーム対抗プレゼンテーションの模様〉
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■システム導入状況について

ホームページ　リニューアル

・URLを変更
http://www.waseda-legal-alumni.jp/
以前のURLから変更になるため、ブックマー
クをされている方は、上記のURL に変更をお
願いします。

・会員専用掲示板の開設
トップページに会員専用掲示板を開設いたし

ます。同期へのお知らせやその他の情報発信等
にご活用下さい。
※ 掲示板に投稿される場合は、パスワードが必
要となります。パスワードについては別紙を
ご覧下さい。

会員専用サイトの更新

会員専用サイト内の [ 事務局への依頼・連絡 ]
では、会員限定で事務局への要望等を送信する
ことが可能です。求人募集やその他の依頼をご
希望の際は、ご活用ください。

■稲門法曹会員情報管理システム構築について
稲門法曹と早稲田大学との新たな連携を構築

し、法曹分野における母校および校友の評価向
上ならびに本会の発展に寄与すべく、稲門法曹
名簿整備のための新しいシステムを開発するた
め、昨年、多くの理事・役職者からご寄付を賜
りまして、情報管理システムを構築することが
できました。この場を借りまして、ご支援いた
だきました方々に篤く御礼申し上げます。

本システムは、会員それぞれが自身で情報の
更新が行えるとともに、下記にお知らせいたし
ます口座引落による会費納入で必要となります
ので、未登録の方につきましては、登録用紙（P4）
にてご登録いただきますようお願いいたします。

〈中間報告〉 　　　（2010 年 5月現在）

寄付額 5,013,000 円

一般管理費※ 100,000 円

システム構築費 2,483,880 円

残高 2,429,120 円
※  50 万円以上の寄付の場合、発生いたします。

上記に加えまして、今後印刷費、通信費等
が発生する予定です。決算につきましては、
改めてご報告させたいただきます。
なお、ご寄付いただきました際、ご案内して
おりました通り、事務経費差し引き後の最終残
高は稲門法曹奨学金資金に繰入させていただき
ます。
※ 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ができるになり
ます。（2010 年 6 月予定）

■稲門法曹会 会費自動引落サービス導入
昨秋の総会にて承認され、前号の「梓」、稲門法
曹会ホームページ上でご案内しておりました会
費の納入を本年度より開始いたします。会費納
入に際し、稲門法曹会では会員の皆様により快
適にご利用していただけるように自動引落サー
ビスを開始いたします。事前に「預金口座振替
依頼書・自動払込利用申込書」（別紙添付）に必
要事項をご記入の上、郵送にてお申込ください。
・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
経過しているものは 10,000 円

・納入方法
　①銀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
　　※③については、2010 秋対応開始予定
※ 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ができる
ようになります。（2010 年 6 月予定）
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■銘板に関するお知らせ
2003 年度の設立よりみなさまにご協力いた

だいております稲門法曹奨学金、会員専用シス
テム構築、寄付講座への寄付者の電子銘板を
27 号館 1階ラウンジに設置いたしました。
早稲田近辺にお立ち寄りの際には、是非足を

お運びいただければ、幸甚です。

モニターを囲む平山会長（右）と鎌田科長

「早稲田大学稲門法曹奨学金」は、毎年の寄
付金により運営する関係上、引き続き皆さま方
のご協力を仰がねばなりません。
依然として経済状況の厳しい中で、このよう

なお願いを重ねることは誠に心苦しい限りでは
ありますが、何卒、募金の趣旨をご賢察いただ
き、格別のご支援とご助力を賜りますよう、切
にお願い申し上げます。
なお、モニターについては、具斗會（KOO, 
DOO-HWOI）様（早稲田大学名誉博士、高麗
大学校校友会 第 24、25 代会長、LGグループ
創業顧問、LS グループ名誉会長）よりご寄付
いただきました。

【稲門法曹奨学金実績】
年度 寄付額（万円）

2003 1,184

2004 2,168

2005 746

2006 743

2007 637

2008 539

2009 322
※ 寄付は随時受付けております。書類は本誌に同封させて
いただいております。

法務研究科の近況、今後の各種行事予定等をお
知らせいたします。

■平成 21（2009）年新司法試験結果
受験者 380 名

（既修 16 名／未修 364 名）
合格者 124 名

（既修 10 名／未修 114 名）

■ 2009 年度修了生（2010 年 3月修了）
既修 5 名
未修 219 名
　
  計  224 名

■ 2010 年度入学者選抜結果と入学者の概要
志願者 1786 名
第一次選考（書類審査）合格者 832 名
第二次選考（面接試験）受験者 772 名
最終合格者数 460 名
法学既修者認定試験受験者 510 名
法学既修認定者数 208 名
繰上合格者 若干名
　
入学者数 257 名
内訳　1年生（未修） 177 名
　　　2年生（既修） 80 名
　　　法学系学部出身 185 名

（内、社会人　   7 名）
　　　その他学部出身 72 名

（内、社会人　18 名）
※ 入試情報の詳細は、本研究科Web ページを参
照願います。

2010 年 6 月 1 日　発行
発行人　　鎌田　　薫
早稲田大学法務教育研究センター
〒 169-8050　東京都新宿区西早稲田 1-6-1
TEL.03-3208-9592 ／ FAX.03-3208-9604
E-mail: law-school-cpler@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/law-school/cpler/index.html

学園近況報告

〈♪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。
次号の発行は 9月中旬を予定しております。


