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1　 歴史的にみた早稲田法学における
教育研究の転機

「早稲田法学」のこれまでの歴史を考えて
みますと、2 つの大きな転機があったと、私
は考えています。そのひとつは、1924 年（大
正 13 年）に、法学部に助手制度が導入された
こと、今ひとつは、2004 年（平成 16 年）に
法科大学院が発足したことの 2点であります。
ここでは、「歴史的にみた早稲田法学における
教育研究の転機」と題して、前者の点からお話
しいたします。
ご承知のように、早稲田大学は 2007 年に創
立 125 周年を迎えました。かつて法学部長時代
にこれを記念して、「早稲田法学の群像」とい
う企画を実現した際に、法学部の歴史をたどっ
てみました。早稲田における法学の教育研究
は、1882 年（明治 15 年）の東京専門学校発足
当時から始まっています。私学の法科では、明
治法律学校（明治大学）、イギリス法律学校
（中央大学）、和仏法律学校（法政大学）と並
んで、わが国ではその嚆矢であったと思います。
当時の本学法科の学生数は、46 名で出発したよ
うです。
その後、1918 年（大正 7年）の大学令の公布

により、官立大学のほかに、公立、私立の大学
が認められ、早稲田、慶應、同志社などが大学
になりました。この後の戦前における大きな転
機は、1924 年（大正 13 年）の助手制度の設置
にあると、私は考えています。
当時の大学の法学部はなお草創期にありまし
たから、自学での教員養成はできませんでした。

もとより、早稲田にあっても東京専門学校当時
の教員は、いずれも東京大学にお世話になって
いたわけであります。その後、早稲田大学の組
織が整備されるにつれて、自学での研究者養成
を強く意識したのは、商法学者であり、本学法
学部出身の最初の学部長として大正 8年～昭和
17年まで務めた寺尾元彦でありました。
寺尾自身の座談会での発言によりますと、助

手制度の創設について、「専任教員の養成は学
園法科の将来に於ける発展上極めて重要事であ
るが、……一たび採用すれば変改は容易ではな
いから、若し人選を誤り研究上の惰気を生ぜん
か、法科の空気は沈滞し衰運に向かふことは必
然である。人選の慎重と共に、絶えざる刺激に
因る活気を維持することが極めて重要である」
（早稲田法学 13 巻 129 頁）と述べています。つ
まり、学園の活気を維持するために次代に続く
研究者の養成が重要であることを説いています。

2010 年 10 月 16日に 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
賀会が行われました。同日に行われました加藤哲夫教授による記念講演の模様をお届けいたします。

早稲田法学の展開と展望 ─ その教育と研究の方向性〔講演要旨〕
法学学術院教授・博士 （法学）　加藤　哲夫

「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。

講演後の加藤教授（右）と稲門法曹会顧問の渡部喬一弁護士
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さらに、もう1点指摘しておかなければなら
ないのは、研究者養成とともに、寺尾が法曹養
成にも大変情熱を傾けたことであります。学生
の指導にきわめて熱心で、当時の大野實雄名誉
教授（商法）の言によれば、「宴の席でも教室
でも、しきりに今の司法試験などに相当する高
等文官試験の突破をすすめられ、全部で 300 人
位しか居なかった法学部で、昭和 3年には実に
65人の合格者を出し、他流試合でも実力を発揮
する基礎をつくられた」（『紺碧の空なほ青く』
467 頁〔大野實雄〕））と述べています。
このように、歴史的にみると、大学院がな
かった当時の早稲田法学は私立大学としていち
はやく自学での研究者の養成に着手するととも
に、戦前において私学出身の法曹養成の必要性
を強く意識していたわけであります。ここにひ
とつの私学としての早稲田の先見性がみてとれ
ます。

2　平成期における法科大学院の創設

それでは、次に第 2の転機について、話を移
すことにいたします。
ご承知のように 2004 年 4 月に法科大学院が
発足しました。これが早稲田法学の第 2の転機
といえると、私は考えています。司法制度改革
審議会の依頼を受けて、2000 年（平成 12 年）
4月に、文部科学省に「法科大学院（仮称）構
想に関する検討会議」が設置されました。私は
文部科学省において法科大学院設置基準の策
定、設置認可の審査にかかわりましたが、現行
の法科大学院の設置基準、また、日弁連法務研
究財団、大学基準協会、学位授与機構がもって
います法科大学院認証評価基準は、その報告書
であります「法科大学院（仮称）構想に関する
検討のまとめ」、それをふまえて中央教育審議
会により答申されました「法科大学院の設置基
準等について（答申）」（平成 14 年 8 月）に依
拠しているわけであります。
ところで、法科大学院における「早稲田法
学」を担う人材について考えてみることにいた
します。そこで、教員の構成をまずご紹介しま
しょう。法科大学院には、この 4月現在で、専
任教員 72 名（助手 2名を除く。助手は 1名が
早稲田出身）が在籍しています。その内いわ

ゆる研究者教員は 52 名が在籍していますが、
早稲田大学を学部・大学院とも母校とする教員
は 30 名であり、大学院のみ早稲田を母校とす
るのは 1名であります。早稲田以外を母校とす
る研究者教員は、実に 21 名、40％に上ります。
これらの教員群によって日常的な教育研究が支
えられていることになります。
民法の淡路剛久教授、堀龍兒教授、民事訴訟

法の伊藤眞教授、環境法の大塚直教授、国際私
法の道垣内正人教授をはじめ、第一線で活躍さ
れている多彩な人材が教育研究の任に精力的に
あたっておられます。まさにここで申し上げた
いことは、「開かれた早稲田法学」についてで
あります。
そこで、中村宗雄博士のことをお話したいと
思います。中村博士は、戦前から戦後にかけて
民事訴訟法学の一時代を築いた学者といえます。
民事訴訟法学において、「訴訟が実体法と訴訟
法の総合の場であるという視角」からの切れ味
鋭い論理は、代表作 1937 年（昭和 12 年）の
『民事訴訟法原理・第 1巻』に始まり、戦後の
『訴えと請求並に既判力』および『自然科学に
範型を求めた民事訴訟理論の再構成』（1955 年）
などにみることができます。
しかし、ここで申し上げたいのは、中村博士
の功績として、戦前から活動を休止していたも
のの、戦後の 1949 年（昭和 24 年）に再興され
た民事訴訟法学会の理事長としての活動につい
てであります。
中村博士は戦後 2代目の同学会の会長に推挙

されています。当時の中村博士の学界における
活動を、菊井維大東京大学教授（当時・故人）
は、「八面六臂の働きを民事訴訟法学会のため
にされたのであった。海外の学会との交流の糸
口をつけ、民事訴訟法学会の会員が西ドイツ民
事訴訟法担当者会議に参加する機会を作り、自
らもこれに参加して彼地において講演を試みる
とともに、内にあっても、民事訴訟法講座の企
画と実現、民事訴訟雑誌の発刊など、中村さ
んの発案提唱に竢つところのものが多かった」
（「序に代えて」中村宗雄先生古稀祝賀論集『民
事訴訟の法理』2頁（1965 年））と高く評価さ
れておられます。
先ほど述べました菊井博士の中村評にありま

したが、1954 年（昭和 29 年）に中村博士の尽
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2011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

　2011年度稲門法曹会総会・記念講演会を以下の通り開催いたします。
新たに仲間に加わります新人稲門法曹と新司法試験に合格しました
修了生を招待し、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。

日　時　2011 年 10月 22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Ⅱ

〈稲門法曹会、早稲田ロースクール稲門会、法務研究科、法務教育研究センター　共催〉

懇親する石田研究科長と新人稲門法曹

力によって編まれた論文集に『民事訴訟法講座
第 1巻～第 3巻』（有斐閣）があります。この
講座では、国公私立を問わず当時の中堅・若手
であった民事訴訟法学者が綺羅星の如く健筆を
競っています。この講座で発表の機会を与えら
れた当時の中堅・若手の研究者には、三ヶ月章
東京大学名誉教授、山木戸克己神戸大学名誉教
授、小室直人大阪市立大学名誉教授、伊東乾慶
應義塾大学名誉教授をはじめとして、その後に
おいてわが国民事訴訟法学会を牽引した多くの
俊秀たちがいました。今日では民事訴訟法学会
は 900 名近い会員を擁し、民事手続法分野を理
論、法曹実務の両面からリードする、国内外で
も有数の学会に成長していますが、同書に発表
された俊秀たちの多くの論文が、民事手続法の
理論研究、実務研究に対して現在でも多大な影
響をもっているのも、戦後間近の中村博士の精
力的な活動によっているものと思います。
加えて、若い研究者のために戦後の混乱期に

いち早く当時の文部省と折衝し、特別研究生制
度を引き出し、外国への留学を資金的にサポー
トすることなどにより、全国の大学における若
い研究者の養成を積極的に推進したのも、中村
博士の功績といってよいと側聞しました。

3　早稲田法学の方向性

以上述べましたように、若手研究者の発掘
や法曹養成に力を傾注した寺尾にしても、また、
大学を問わず民事訴訟法分野を支える人材の
発掘に力を発揮した中村にしても、自らの立場
にとどまらず、また、早稲田の内にとどまらず、

将来の学界全体を見通した上で、人材の発掘に
労をいとわなかったその「人間力」に、早稲田
をみることができるように、私は考えています。
国公私立大学の垣根を越えたところの教育研究
の展開、全方位的な人材の発掘、育成に、ここ
で取り上げた二人の考え方の方向性は重要な役
割を果たしたと思いますし、このような方向性
はいっそう重要になると考えています。まさに、
これこそが「開かれた早稲田法学」と考える所
以であります。
先人の目指したかかる潮流は、今日の理論

や実務の変化が非常に激しい時代にあってこ
そ、社会が早稲田に強く求めているところだ
と、確信するところでもあります。早稲田大学
における法学分野の教育研究は、さらに次の世
代に引き継がれます。私どもの責任は、これま
でに多くの俊秀たちによって蓄積され、支えら
れてきている「早稲田法学」を、国内外を問わ
ず、真の意味で法律学の分野を牽引する力に
昇華させることに尽きます。そのためには、わ
が国の当代一流の多様な人材に牽引されている
「早稲田法学」に、これからの法曹界を担う若
手・中堅の皆さんの力を通じて、「自信と活力」
のいっそうの「息吹」を与えていただきたいと、
最後に強く念じて、私の講演の結びといたしま
す。
ご清聴を心より感謝いたします。ありがとう
ございました。

＊ 以上は、2010 年 10 月 16日に開催された稲門法曹
会総会における講演を所定の紙幅に要約したもの
である。

＊ 文中、一部敬称を略しました。
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光石　春平（未修者コース）
2008年修了　同年新司法試験合格　新62期修習生
2010 年から光石法律特許事務所勤務、AAとして後
輩の指導にあたる

早稲田 LS（ロースクール）の 2期未修コー
スを修了し、都内で弁護士として働くかたわ
ら、AA（アカデミック・アドバイザー）として、
LSの未修者 1年生向けにゼミを持っています。
弁護士を始めてまだ 2年目。己の力量不足を

痛感させられる日々です。だからといって人を
教える資格はないのか。教育というのは、何か
経験や知識が豊富な先達が、無知な人に注ぎ込
む、というものなのか。そうとは限らない。重
要なのは、自分なりに問題と格闘する「地頭
力」を鍛えることではないか。そうであれば未
修者だった私でも後輩に何かできるのではない
か。そう思って、AAを志願しました。
未修者は、プロの目から見ると恐ろしい発想

をします。「罪刑法定主義」レベルの前提をあっ
さりとすっ飛ばします。それに対して「わかっ
とらん。間違っている。こうだ。」という態度は、

楽です。しかし、その態度
が未修者に響かないことは、
自身の経験でよく知ってい
ました。有効なのは、未修
者の持っている経験や論理
から出発しつつ、法律学の
筋道を立てられるよう、思考回路を組み換えて
ゆく作業です。
AAを始めてすぐ、この作業の難しさに気づ
きました。私自身がいつの間にか、入学時に遠
い目で眺めていた、実務家や学者の側に立って
いたからです。AAとしてゼミの教室に足を踏
み入れて出会ったのは、LS 入学当時の私自身
でした。ゼミは、はからずも私が LS で得たも
のを実感する過程となりました。
「素人に親切な法律家になろう」。LS 時代に
私が志したことの 1つです。ゼミ生に「素人」
の思考を注ぎ込んでもらえたら、教えるのも
楽でしょう。しかし、かつての私にはもう戻
れません。志した法律家としての「地頭力」が、
LSでも日々鍛えられています。

吉村　類（未修者コース）
2008年修了　同年新司法試験合格　新62期修習生
2010 年から千葉綜合法律事務所勤務、AAとして後
輩の指導にあたる

私は、現在、千葉県で弁護士として活動して
おります。
事務所では、個人や企業の民事、刑事の分野

を広く扱うほか、行政分野（主に行政機関側）
を扱う点にやや特色があります。中心的業務は、
相談、訴訟活動、各種書面作成、交渉等とその
準備で、母校の早稲田大学大学院法務研究科ア
カデミックアドバイザーとして後輩の学習相談
やゼミの運営等、月 1回の自治体職員対象の研
修会に講師として携わる機会も頂いています。
また、会務や弁護団事件に参加する機会も頂き、
事務所外の先輩弁護士からも学べる貴重な機会
となっています。
希望により事務所の許しを得て、事務所事件の

ほかに個人受任の事件も民事刑事問わず相当件
数受けています。個人での受任に至るまでの過
程やその後の対応の中で学べるものは多く、また、

特定分野の経験を蓄積した
り、事務所では扱いの少な
い分野にふれ視野を広げる
良い機会となっています。
日々の研鑽と個々の事前
準備を十分に行うよう努め
ていますが、瞬時の判断が求められる際に法務
研究科での学びが手掛かりになることが少なく
ありません。実務系科目、リーガルクリニック、
エクスターンシップ等を通して起案、尋問、法
律相談、顧客対応、弁護士倫理等弁護士業務全
般に関わる多くの実践的かつ具体的なヒントが
得られました。何より法律家の先輩方や友人と
授業の内外で（時に少なくないお酒を頂きなが
ら）大いに議論してそのマインドに触れる機会
が多々あり、法曹としての基礎の形成に多大な
影響を受けていると感じています。
厳しい予測がなされる時代ですが、人のお役
に立てたのではないかと実感できた時の代え難
い喜びを励みに、力の限り取り組んで参りたい
と思います。

新人稲門法曹紹介
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五十嵐　初音
2008 年　青山学院大学法学部　卒業
同年　   　法務研究科入学

〈2010 年度　新日本製鐵株式会社　総務部　
国際法規グループにて実習体験〉

まず、企業での実習を希望した動機を
教えてください。

第一には、社会人の中では、やはり民間企業
で働く方が一番多いことがあります。将来法曹
を目指す者として、クライアントの立場からの
視点がとても大切だと思い、希望しました。
さらに、発展途上国を旅する中で、国や産業

の発展に鉄が不可欠であること、日本の基幹産
業を支え高度成長を成し遂げた原動力は製鉄業
の活躍であることに気づき、実際の現場をぜひ
見てみたいと思いました。

実際に実習を体験してみて、
どのような感想を持たれましたか。

今回のエクスターンを通じて、未知の問題に
取り組む際の心構えという、法律を学ぶ学生と
して最も基本的なことを思い出すことができま
した。初見の契約関係への取り組みも大変勉強
になりましたが、社内各部署からの質問に対し、
何についてどの程度の返答あるいはアドバイス
をすることが「質問者の問題解決」に資するの
かを考えるという経験が勉強になりました。必
要十分な調査を、決められた時間の範囲内で行
い、自信を持って相手に伝えるように準備する
ということを真剣に考えるようになりました。
これは、今後ずっと忘れずにいたいと思います。

受入先の印象はどうでしたか。

新日鉄グループ全体の強い一体感を感じまし
た。エクスターンシップ期間中はほぼ毎日各部
署の方々よりレクチュアをいただけたのですが、
どの部署の方からも鉄が好きであること、鉄を

通じて世界の産業を支えている誇りが感じられ
たことが印象的でした。部署を超え、一体と
なって製品を世の中に送り出していくという
メーカーならではの結束が、そのまま連携と
なって大きな力になっているのだなと実感しま
した。

企業での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。

事前に受入先企業について調べたうえで、企
業の新人社員として働く心構えで臨むことが大
切ではないでしょうか。企業のスローガンや経
営方針、社風、関連するニュースを学んでから
伺うことで、社員の方がどういう背景の中で働
いているのかがわかり、お話をより深く理解で
きると思いますし、より謙虚な気持ちで課題に
取り組むこともできると思います。見たことの
ない実務の英文書面や覚書、法令や条約を前に、
初めは戸惑いました。しかし今年度、昨年度入
社の社員の皆様の仕事ぶりに励まされ、後半は
じっくりと読み込んでいく楽しさに気付くこと
ができました。初めての取り組みであってもひ
るまずに対応できるようになったことは大きな
財産だと思っています。

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。

学部時代に就職活動をせずまた社会人経験も
なかったため大変貴重な機会となりました。法
曹、民間企業への就職にかかわらず、このプロ
グラムへ参加することは法科大学院生にとって
素晴らしい経験になると思います。今後とも変
わらずこのプログラムが存続していくこと、熱
意ある学生がこの機会を十二分に生かしていく
ことを、心より願っています。
ご多忙中にもかかわらず、丁寧に暖かくご指
導くださいました国際法規グループ、国内法規
グループ、各部の皆様本当にありがとうござい
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。
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早稲田大学ロースクール実践講座 （2010年度開催レポート）

早稲田大学法務教育研究センターでは、大学院法務研究科（法科大学院）と協力し、稲門法曹会
員の皆さまのために、最新のテーマを厳選し、理論と実務を架橋する講座を毎年定期的に提供すべ
く、“ロースクール実践講座 ”を昨年 11 月からスタートさせました。初回は「企業法務に携わる実
務家のための理論と実務」というテーマで〈倒産法〉〈会社法〉〈民法〉分野から各 2講座計 6講座
を実施いたしました。

◇テーマと担当講師

　第 1日目　〈倒産法〉分野　11月 19 日（金）
　　〔第 1講座〕事業再生手段としての民事再生・会社更生

（本学大学院法務研究科  教授　伊藤　　眞）
　　〔第 2講座〕事業再生とADR （西村あさひ法律事務所  弁護士　松嶋　英機）

　第 2日目　〈会社法〉分野　11月 25 日（木）
　　〔第 3講座〕企業買収法制の問題点 （本学大学院法務研究科　教授　江頭憲治郎）

　　〔第 4講座〕会社法制の見直しと金融商品取引法　
（本学大学院法務研究科  教授　上村　達男）

　第 3日目　〈民　法〉分野　　11月 26 日（金）

　　〔第 5講座〕債権法改正の意義と課題
（法務省経済関係民刑基本法整備推進本部  参与　内田　　貴）

　　〔第 6講座〕環境法制と企業の対応 （本学大学院法務研究科  教授　大塚　　直）

　　※第 1・3・5講座 13 ： 30 ～ 15 ： 00、第 2・4・6講座 15 ： 20 ～ 16 ： 50 の各 90分で実施

3 日間で延べ約 400 名の方にご参加いただきました。今回は “ 企業法務 ” をメイン・テーマに立
てましたので、参加者の約 6割は企業からいらした方、稲門法曹を含む弁護士からのご参加は 2割
弱でした。その他、学生の方、一般の方からもご参加いただきました。

◇会場について

早稲田大学日本橋キャンパス（コレド日本橋 5F）ホール
上記講座は全てコレド日本橋 5Fに入っている早稲田大学日本橋キャンパス（大学院ファイナン

ス研究科）のホールにて開催しました。日本橋キャンパスは東京メトロ「日本橋」駅直結、JR「東
京」駅からも徒歩 10 分ほどという交通至便のロケーションにあります。休憩スペース（ラウンジ）
も充実していますので、講座の前に少し早目にいらして、コレド地下でお弁当を買い、ラウンジで
ランチをしながら一休み、というのもできます。
古～い早稲田をご存じの出席者の方からは、その意外に（？）おしゃれな佇まいに「早稲田じゃ

ないみたい…」という声も聞かれました。早稲田もイロイロ進化しているのです。

◇受講料について

今回の講座受講料は、稲門法曹会員の方へは1講座3千円、6講座一括お申込みの場合は1万5千円
（一般：1講座 8千円、6講座一括お申込みの場合は 4万円）と設定させていただきました。

◇今後のロースクール講座

2011 年度は前期と後期に分け 2回実施の予定です。詳細は別紙をご参照ください。今回は平日
午後の時間帯で実施いたしましたが、今後は若手法曹の方や遠方の方でも参加しやすい平日夜間や
週末の講座も企画してまいります。皆さまご期待ください！
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専任教員コラム
このコーナーでは、早稲田大学の法律科目担当の専任教員に、最近のトピックなどを語っていただきます。

山野目　章夫　教授（大学院法務研究科）
主な研究テーマ：不動産登記制度・土地私法の思想的視座・市民社会における人の諸像と民法

主な経歴・在外研究：国士審議会特別委員、NHK研修センター理事、マンション管理センター理事、エクス・
マルセイユ第三大学客員教授（2003 年、2006 年）、法制審議会民法（債権関係）部会幹事

主要著書・論文等：物権法  第 4 版（日本評論社）、不動産登記法（商事法務）、要件事実論 30 講  第 2 版（編著、
弘文堂）、表現の自由とプライバシー（編著、日本評論社）、ひとりで学ぶ民法（編著、有斐閣） 等

法務研究科での担当科目：民法Ⅰ、民法総合Ⅰ、民法総合Ⅱ、民法応用演習、中級民法

バーなどの止まり木に寄ると、最初のグラス
はシャンパン。二杯めは、キール・ロワイヤ
ル。これは、シャンパンをベースにしたカクテ
ルです。そして、余力がある場合は、このいず
れかのお代わり。たいていここで止めて家路に
就きます。若いときは、こんなものでは済みま
せんでした。いや、もう十分である、という声
が聴こえてきますが、とにかく弱くなったこと
を認めざるをえません。この飲み方は、旅先で
も同じで、パリ 21 区に行ったときも、そうし
ました。またまた、ほら、21 区などあったかな、
という声が聴こえてきますが、あなた、なかな
か通ですね。パリは、20 区までしかありません。
南仏のエクス・アン・プロバンスの街の美しさ
を讃え、まるでパリの 21 番めの街角のようだ、
と賛美する人がいます。そして、この街は、フ
ランス民法典の起草者の一人、ポルタリスがい
た土地でもあり、大学の法学部には、その名を
冠した階段教室があります。
そのフランス民法典は、もちろん種々の改良

すべき点はありましたし、現に今日まで改良を
重ねてきましたが、私のみるところ、優れて衡
平と良識の産物である、という気がします。日
本でも民法改正の準備が本格化してきました。
ぜひ、明治の先輩の偉業を受け継ぎつつ、新し
い息吹を民法にもたらすようにしたいものです。
具体的には、まず衡平。複雑な社会となった

現代日本で長持ちのする民法にするためには、
一つの理念で突き進むよりも、各層の智恵を結
集し、バランスのあるものとすることが大切で
しょう。フランス民法典も実務家を起草者に迎
え、北部と南部の法伝統を上手に調和させたも
のでした。

そしてまた、良識。戦後日本で安定して定着
した価値理念、たとえば個人の尊厳と両性の本
質的平等といったことは、それを確認し、その
裏打ちを得た規律が盛り込まれるべきではない
でしょうか。昨年、私は、この観点も交え民法
の在り方について意見を述べる機会に恵まれ
ました（法制審議会民法（債権関係）部会第
20 回会議〔2010 年 12 月 14 日開催〕委員等提
供資料）。あたりまえのことのように見えても、
明確に確かめておくことがよい理念というもの
は、あると感じます。1946年から60年を経ても、
長男が世帯を代表することが普通であって、次
男以下や女性が代表することが珍しいとし、そ
れは公知の事実に属する、と述べる裁判例があ
りました。驚くべき誤謬であるのみならず、多
くの人が、本当にそうか、と感ずるのですから、
おそらく公知の事実という概念の用い方もまち
がっているでしょう。そのような法律家がいる、
ということ自体、あらためて良識というものの
大切さを念押しさせるものがあります（この判
断を覆したのが、最判平成 18 年 3 月 17 日民集
60 巻 3 号 773 頁です）。
法科大学院で私は民事法の科目を担当してい
ますが、それに関する知識や情報もさることな
がら、それらを背後から支える法の良識のよう
なものを学生諸君と共に考えたいと常々心がけ
ています。また、多くの稲門法曹の皆さんが現
にそれを志向して活躍しておられることでしょ
う。それにしても、カシスとシャンパンが溶け
合ったキール・ロワイヤルの色と味は、まさに
法の賢慮そのもののイメージです。どうです、
今度、一杯ご一緒しませんか。

キール・ロワイヤルまたは民法の改正のことなど
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■年間行事スケジュール
法務研究科、法務教育研究センター、稲門法

曹会、早稲田ロースクール稲門会と活動が多岐
に渡っておりますので、現時点での年間行事予
定をお知らせいたします。

月 週 内　　容

4 1
【センター】梓 7号発行

【研究科】大学院入学式（4/2）

5
2 【修了生】新司法試験（5/11,12,14,15）

4
【ロー稲門】就職情報交換会
【稲門法曹】常任理事会（予定）

6
1 【修了生】短答式結果発表（6/2）

3 【稲門法曹】会費引落

7
※【センター】実践講座

4 【研究科】春学期定期試験

8 ‒ 【センター】エクスターンシッププログラム

9
1 【修了生】新司法試験結果発表（9/8）

3 【センター】梓 8号発行

10 3
【合格者】修習地決定

【稲門法曹】理事会・総会・懇親会（10/22）

11
※【センター】実践講座

4 【修習生】修習開始 /終了

1 4 【研究科】秋学期定期試験

3 3 【研究科】修了式（3/25）
※決まり次第、お知らせいたします。

■稲門法曹奨学金について
「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。
2010 年度採用実績：123 名
【ご寄付いただける方へ】
ご寄付いただく方法として以下の方法をご用意し
ております。詳細は担当までお問い合わせください。
• 年会費引落口座からの引落
• 銀行窓口での振込依頼書利用
• 稲門法曹会員専用システム内クレジット決済
【お問い合わせ先】
大学院法務研究科 事務所 寄付担当
03-5286-1678　law-school@list.waseda.jp

■裁判官ブロック懇親会について
2011 年 2 月 18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四月会 （裁判官ブ
ロックの懇親会） が行われました。当会は法務研
究科の川上拓一教授を中心に活動しております。
当日は 40 名の裁判官が参加し、懇親を深め
ました。

2011 年 4 月 1 日　発行
発行人　　石田　　眞
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

〈♪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。

学園近況報告

■平成 22（2010）年　新司法試験結果
受験者 397 名
 （既修 11 名 / 未修 386 名）
合格者 130 名
 （既修　5名 /未修 125 名）

■ 2010 年度　修了生（2011 年 3月修了）
既　修 16 名
未　修 220 名
　計 236 名

■ 2011 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 1,635 名 977 名 2,612 名
合格者数 362 名 197 名 559 名
繰上合格者数 若干名
入学者数 156 名 105 名 261 名


