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1．被災地支援ボランティアの概要
私たちは今夏、法科大学院協会と日弁連が共同企画

した被災地支援ボランティアに参加し、4日間に渡って
宮城県の被災地を訪れました。
仙台弁護士会では、被災者の法的ニーズを調査して、

立法提言のベースとする活動を行っています。私たちは、
避難所や仮設住宅への現地調査に同行して補助活動
をするとともに、震災後の弁護士会の活動経過や行政
への提言活動についてお話を伺いました。早稲田大学
からは私たちを含めて5名、全国の法科大学院 12 校
から計 29 名の学生が参加しました。
2．被災者支援に携わる弁護士の姿
私たちが訪れた山元町や気仙沼市、石巻市は、いず

れも津波の被害が大きかった地域です。震災から5ヶ
月以上経過した現在でもなお、復旧が進んでいるとは
いえません。街があったはずの場所には、建物が流され
た地肌が荒 し々く広がり、家を失った方々は、仮設住宅
での先の見えない生活を強いられていました。このよう
な厳しい状況のなか、仙台弁護士会の先生方は自ら仮
設住宅に足を運び、被災者へのヒアリングをされていま
した。被災された方々が何に困っているのか、自分たち
にどのような支援ができるのかを、弁護士の先生が被
災者と共に手探りで考える姿が強く印象に残っています。
現地では、二重ローン問題や建築制限、弔慰金の

問題など、津波被害に特有の法律相談も多いと伺いま
した。このような平時では扱うことのない法律問題に対
して、これまでに培った知識と経験で立ち向かい、現
行の法律では解決できない問題については立法提言を
するという積極的な姿勢に、弁護士の果たす社会的役
割の幅広さを実感しました。
今回私たちが同行させて頂いた先生方のなかには、

自らも被災された方もいらっしゃいました。にもかかわら

ず、多くの先生方が能動的に活動される原点には、被
災された方の置かれた立場に対する理解と共感がある
のではないかと感じました。被災者の方に対して、法律
や法律家ができることには、限界があるのかもしれま
せん。それでもなお、自分たちができることをひとつず
つ見つけて前進していく弁護士の姿勢を肌で感じるこ
とができました。
3．私たちにできること
今回のボランティア活動において、私たちが直接被災

者の方々の力になれることはなく、無力さと不甲斐なさ
を感じました。しかし今回、被災者の目線で未知の問題
に積極的に立ち向かう弁護士の先生方の活動を間近で
見ることができました。法曹を志す者として、他者の置
かれた状況を想像し共感する心持ちを忘れずに、将来
同様の震災が発生した際には、法曹として少しでも被
災者の方々の役に立つことができるよう、日々 の勉強に
精進したいと思います。
最後に、今回の企画実施にご尽力いただいた法科

大学院協会事務局長の中山幸二先生（明治大学 法科
大学院教授）や仙台弁護士会の先生方をはじめ、関
係者の方 に々感謝致します。
※ 今回の被災地支援ボランティアには、上記 2 名のほか、本学から
雨宮竜太、加々美光、町永莉江子（いずれも2 年生）が参加しました。
現地では、5 名がともに、時には他法科大学院からの参加者とも力
を合わせ、活動に従事しました。この活動が、法曹を目指す全員の
参加者にとりまして、ぜひとも大きな財産となることを願う次第です。

2011 年 3月 11日の東北・東日本大震災から、はやくも半年が経過しております。ともすると机上の
受験勉強に専念しがちな法科大学院生の生活ですが、現地の状況に思いを馳せ、将来の法曹としての自覚
のもと、支援活動に積極的な姿勢も多く見られております。今号ではまず、本研究科生の活動レポートを
お届けいたします。

学生レポート　～被災地支援ボランティア活動を通じて～
今夏、法科大学院協会と日本弁護士連合会の共同企画として、全国の法科大学院生より参加者を募り、仙台弁護士会・復
興支援委員会のご指導・ご協力のもと、被災地支援ボランティア活動が実施されております。本研究科からも 5名が参加し、
各人が貴重な経験を通じて問題意識を深め、かつ将来に向けての思いを新たにしております。
真のリーガル・マインドに一歩近づいた参加者の、生の声を感じ取っていただければと思います。

被災地支援ボランティアを通じてみた弁護士の役割
早稲田大学大学院法務研究科 3年　西原 正純　南 絵里

「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。

現地調査と研修活動の概要
　開始式：8月 22 日（月）9時 30 分　仙台弁護士会館
○現地調査
8 月 22 日（月）： 石巻市、南三陸町、東松島市、山元町、仙台市、

気仙沼市 等
8 月 23 日（火）：気仙沼市、山元町、仙台市 等
8 月 24 日（水）：登米市、石巻市、仙台市 等

　※各日とも避難所や仮設住宅を訪ね、調査を行っています。
8 月 25 日（木）： 法テラス仙台 見学と説明、仙台弁護士会に

おける研修会 等
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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 ” を実施しております。昨年に引き続き、「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〈会計・税務〉〈独占禁止法〉〈労働法〉〈危機管理〉分野から各 2講座計 8講座
を実施いたしました。また、11 月に第 2弾を開催いたしますので、奮ってご参加ください。

〈開催概要〉

第 1講座 会社法への国際会計基準（IFRS）導入の法的問題　
岸田　雅雄（早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授）

第 2講座 企業法務の中核としての税務 ─ 企業の成長に寄与する法務を目指して─
鳥飼　重和（鳥飼総合法律事務所弁護士）

第 3講座 競争政策の将来展望 ─ 実務家大学教員の視点から─
松山　隆英（同志社大学大学院司法研究科教授・前公正取引委員会事務総長）

第 4講座 実務家へのアドバイス ─ 弁護士任官判事のつぶやき─
才口　千晴（TMI 総合法律事務所 弁護士・前最高裁判所判事）

第 5講座 有期労働契約法制・派遣労働法制をめぐる法律問題　
島田　陽一（早稲田大学大学院法務研究科 教授）

第 6講座 企業再編における労働問題　
木下　潮音（第一芙蓉法律事務所 弁護士）

第 7講座 従業員が不正行為を行うメカニズムと企業の危機管理の要諦　
梅林　啓（西村あさひ法律事務所 弁護士）

第 8講座 ケーススタディから学ぶべきポイントと法制動向（消費者集合訴訟ほか）
武井　一浩（西村あさひ法律事務所 弁護士・早稲田大学大学院法務研究科 教授）

早稲田大学ロースクール実践講座（2011年 7月開催）

今回開催しました講座に参加いただきました
鼎　博之弁護士に参加レポートをいただきました。

鼎　博之弁護士（31 期）
坂井・三村・相澤法律事務所（第二東京）

早稲田大学ロースクールの実践講座が昨年
11月に開講した。場所は、コレド日本橋の大学
院ファイナンス研究科の教室という交通至便の
地である。正直に言って、早大ロースクールは、
従来、必ずしも実務家やOB向けに情報が十分
発信されてこなかった。このような経緯からす
ると今回の企画は、大学側から社会に接近した
という点で画期的である。
私は、昨年 11 月「会社法制の見直しと金融

商品取引法」と題する上村達男教授の講義を拝
聴し、本年 7月、税務訴訟に詳しい鳥飼重和弁護
士の講義を拝聴した。前者は、新会社法の改正
問題に絡めて、公開会社法の制定を提唱すると
いう立法論にも及ぶアカデミックな内容であっ
たのに対して、後者は、税務行政に挑戦し、新
境地を開拓してきた氏ならではの体験談が、同
じ実務家としても大いに興味の湧く話であった。
特に、武富士創業者の子息が、香港に住所を移
した後に、オランダ法人の株式を贈与された行
為が、日本の贈与税の対象になるかという論点
について、本年 2月最高裁が下級審の判断を破

棄して、1330 億円の追徴課税を取消す画期的な
判決が出された後だけに、時宜に合ったテーマ
であったと思う。氏の解説によると、最近の裁
判においては、当事者の意思が契約解釈におい
て重視される傾向にあり、契約締結時の法曹実
務家の介入の余地がより重要となることを示唆
する内容であった。
実践講座の特長は、アカデミズムと実務法曹

を架橋するハイブリッド講座を提供することに
あると思う。法曹界は今、景気低迷と法曹人口
問題に揺れ動いている。日弁連会長選挙の争点
の一つが、弁護士の業務分野の拡大をいかに図
るか、社会において司法の役割をいかに浸透さ
せるかという点である。本実務講座は法曹実務
家にとって、将来の法曹界の展望を示すと同時
に、現在の実務界の最も先鋭的なテーマを提供
する場であって欲しい。その意味で、縮小する
国内法曹需要を大いに開拓するものとして、中
国、韓国、台湾、ベトナム、タイ、インドなど
発展を続けるアジア諸国の投資問題、国際独禁
法問題や、国際M&Aなど、今後企業が生き残
りをかけて取り組まざるを得ないような課題に
果敢に挑戦するテーマを取り上げて頂きたいと
思う。それこそが、東西古今の文化を糾合する
本学ロースクールの戦略に寄与するものと思う
からである。
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キャリア支援 〈1〉
就職情報交換会 2011
早稲田ロースクール稲門会は、平成 23 年 5 月

21 日、早稲田大学 8 号館 B102 教室において、本
年度の新司法試験を受験した修了生に向けて、「就
職情報交換会 2011」を開催しました。新司法試
験が終了すると、法律事務所がHP上で説明会案
内や事務所訪問のエントリーを開始し、就職活動
が本格化するので、修了生が就職活動に臨む前に、
就職に関する情報を共有し、就職活動を少しでも
有利に進めてもらうことを目的として、弊会では、
例年同時期に就職情報交換会を開催しています。
司法修習生の就職状況が年々厳しくなっている

という現状（日弁連は、先ごろ、約 4割の新第 64
期修習生の進路が未定であるとの調査結果を発表
しました）もあり、約 140 名の修了生が出席しました。

当日は、本研究科を修了した裁判官（1名）、検
察官（1 名）、弁護士（4 名）、司法修習生（1 名）
がそれぞれの立場から就職情報を報告し、出席し
た修了生から質問を受けた他、十数名の新第 63 期
の弁護士の就職活動に関するアンケートをまとめ
た冊子を配布しました。
出席した修了生からは、就職活動を早めに始め

る大切さに気づくことができた、就職活動にあたっ
ての注意点等を聞けて良かった、色々な属性の弁
護士の話が聞けて参考になった（特に企業内弁護
士の実態は知らなかったので大変参考になった）、
裁判官や検察官に任官するにあたって重視される
ポイントが聞けて良かった等の感想を頂きました。
今後も、弊会は、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。皆さまのご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

キャリア支援 〈2〉
社会人マナー講座
法科大学院生へのキャリア支援の重要性が言わ

れる中、去る 7月 8日（金）に、「法科大学院生の
ための社会人マナー講座」と題し、本学キャリア
センターでも各種講演実績のある株式会社ウィズ
より藤田菜穂子先生をお招きして、マナー講座を
実施いたしました。
当日は、エクスターンシップ受講生を中心に、

修了生も交えて約 200 名の参加のもと、身だしな
み、電話応対、名刺交換といった基本的なスキル
からはじまり、約 2時間という時間が短く感じら
れるほど、様々な事項について知己を深めました。
ロールプレイイングでは、指名された参加者は

檀上で四苦八苦しておりましたが、そういう姿を自

らに置き換えながら、各参加者は「マナー＝礼儀」、
すなわち「心（礼）を形（儀）に表すこと」の大切
さと難しさを心に刻んだものと思っております。
今秋以降も、本学キャリアセンターとも連携

し、就職活動ガイダンスその他のイベント等によ
り、在学生および修了生に向けたキャリア支援に
ますます努めてまいります。みなさまも、ご意見、
ご提案など、ぜひお知らせください。

 キャリア支援 （就職支援） 報告
就職難がさけばれる中、法科大学院でも就職活動の経験がない学生が多くなっており、キャリア
支援の重要性もますます高まっております。本研究科でも、本学キャリアセンター、稲門法曹会、
早稲田ロースクール稲門会と連携しつつ、その対策に日々試行錯誤を繰り返しているところです。
今号では、本研究科の取り組みの一部をご紹介いたします。

名刺交換を実践する修了生

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。本年から新たに仲間に加わりました
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。多くの皆様のご参加をお待ちしておりますので、奮ってご参加ください。

【出欠連絡は別紙のFAX 送信用紙をご利用ください〈締切10／ 11 （火）〉】

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〔東京メトロ早稲田駅下車〕
参加費　稲門法曹 1 万円　〔当日会場受付にてお支払いください〕
　　　　　※新人法曹（63 期）および平成22 年新司法試験合格者は無料ご招待
内　容　○会則の改正について／その他
　　　　　〈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〉
　　　　○記念講演会〈14:00 － 14:40〉　『早稲田大学法科大学院の方向性』（仮）
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　講師：浦川 道太郎　（早稲田大学法学学術院教授）
　　　　○懇親会〈14:40 － 16:40〉
※記念講演会および懇親会は、稲門法曹会懇親会・新人稲門法曹歓迎会、平成23 年新司法試験合格祝賀会の合同企画となります。



4

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。

高橋　則夫　教授　
主な研究テーマ：犯罪論の基礎理論、修復的司法

主な経歴・在外研究：平成 22 年新司法試験考査委員（刑法）、マックス・プランク外国・国際刑法研究
所客員研究員、日本刑法学会常務理事、日本犯罪社会学会常任理事

主要著書・論文等：共犯体系と共犯理論（成文堂）、修復的司法の探求（成文堂）、刑法における損害回
復の思想（成文堂）、規範論と刑法解釈論（成文堂）、刑法の考え方（編著、信山社）、刑法総論（成文
堂）、刑法各論（成文堂）など

法務研究科での担当科目：刑法Ⅱ、刑法総合Ⅰ、刑法総合Ⅱ、刑法応用演習

昨年と今年と立て続けに、恥ずかしながら、
刑法のいわゆる「体系書」を刊行しました。そ
れについての思いは、それぞれの「はしがき」
で述べましたが、A教務主任から、さらにその
裏話をとの依頼がありましたので、この場を借
りて、若干敷衍して、いわば、「恥がき」を書
かせていただきます。
拙著を刊行して今思うことは、体力的にも、

知力的にも、この時期を失したらおそらく書け
なかったであろうということです。その意味で、
ホッとしたというのが正直な気持ちです。ただ、
どうして一気に書けたのかを再思すれば、一つ
は、2007 年に刊行した『規範論と刑法解釈論』
によって、刑法学に対する自分の大体の骨格が
形成されたことと、もう一つは、ロースクール
生と学部生に刑法学習の方向性をできるだけ早
く示したかったということにあるかもしれませ
ん。とくに、ロースクール生との日常的なディ
スカッションを通して、彼らの疑問や誤解など
から多くのことを学び、さらに、司法研修所の教
官らとの議論を通して、法曹として必要な能力
の養成のために必要なことは何かということも
学ぶことができました。このような中で、拙著
の意図は、（刑法）規範それ自体の分析と、（刑法）
規範と事実との架橋の方法とをリンクさせるこ
とにありました。
刑法「総論」は、自己の刑法学を貫徹する面

が比較的多くならざるを得ない領域です。サル
トル、サンデル、H.L.A. ハートなどが登場す
る「総論」の教科書は、これまでなかったわけ
ですが、これは、刑法を学ぶに際し、人間とは、
社会とは、国家とは、という根本問題を問い続
けて欲しいという、私からのメッセージです。「冒
頭にサルトルが出てきたのには驚きでした。」と
いうご返事を下さった刑法学者も何人かいます。
さらに、犯罪論をできるだけシンプルな「思惟
様式」で把握するということも試みました。そ

れが、行為規範（Verhaltensnorm）と制裁規範
（Sanktionsnorm）という枠組みです。
刑法「各論」は、知識面が比較的強いです

が、各犯罪の成立要件が本当に身に付くために
は、各要件が具体的事実にどのように「あては
め」られているかを明示する必要があると考え、
判例の「事実」を積極的に掲載しました。「総論」
にも共通することですが、学説にはめっぽう強
く、何説によればこれこれ、何説によればこれ
これと意気揚々と語れるのに、具体的な事実を
前にすると立ち尽くしてしまう学生諸君が少な
からず見受けられます。これは、ロースクール
における刑法の学習方法としては誤っているよ
うに思います。刑法学を極めたいならば、法学
研究科に進み（あるいは、ロー卒業後）、研究
者の道を目指すべきでしょう。やはり、ローで
の学習は、判例とその前提となる事実をじっく
り分析することが基本となります。拙著におい
て、「規範と事実の架橋」という点にこだわった
のは、そのためなのです。
図らずも、拙著に対して好意的な評価をして
下さる方が比較的多いことは、まさに幸運なこ
とですが、拙著を刊行後、今後に残された研
究課題も、何となく分かってきました。それは、
規範論と刑罰論をさらに深化させることはもち
ろんのことですが、刑法解釈論の基礎概念、た
とえば、行為、帰属、意思、能力、可能性、認
識などなどを横断的に分析することです。これ
らの分析は、これまで包括的には行われてこな
かっただけに、困難な課題ではありますが、き
わめて興味深い重要課題といえるでしょう。い
わば、「もうひとつの刑法解釈論」を展開させる
ことが、これからの私の課題として眼前に現れ
たわけです。まさに、「これからの『刑法』の話
をしよう」ということであり、その意味で、依
然として、「途上」であることには何の変わりも
ないということです。

拙著『刑法総論』『刑法各論』への思い
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新任教員紹介 このコーナーでは、2011 年 4 月から本研究科の専任教員
として嘱任された 5名を紹介させていただきます。

熊
くま

澤
ざわ

 貴
あつ

士
し

 教授

●主な研究テーマ： 刑事法全般

● 主 な 経 歴： 95 年司法試験合格、96・97 年司法修習生、98 年検事任官、以後、
東京地検等の各地検又は法務省において勤務。

●座 右 の 銘： 守一、無二、無三

● マイブーム：  ここ数年、本やネット情報をもとにして、ラーメン店を食べ回っ
ています。行列に並ぶのもすっかり慣れました。

瀬
せ

川
がわ

 信
のぶ

久
ひさ

 教授

●主な研究テーマ： なかでも不法行為法と消費者法。
● 主 な 経 歴： 1971 年に東大法学部を卒業後、大学院に進学。その後、同学部

助手を経て、北大法学部に赴任。本年 3月に退職。
● 座 右 の 銘： 初心忘るべからず。（初＝衣＋刀。初心＝仕立てる生地にハサミ

を入れる心の動き）
● マイブーム： 東京近郊の気軽に登れる山探し。受験生活と同じく、研究生活

も最後は体力と気力。その基本は脚力です。

福
ふく

島
しま

 洋
ひろ

尚
なお

 教授

●主な研究テーマ： 特に会社法

●主 な 経 歴：南山大学助教授、法政大学教授を経て現職

●座 右 の 銘：健康第一

●マイブーム：ストレッチと有酸素運動

松
まつ

村
むら

 和
かず

德
のり

 教授

●主な研究テーマ： 民事訴訟法、民事保全・執行法、倒産処理法

● 主 な 経 歴： 岡山大学法学部教授　岡山大学大学院法務研究科教授、同研究
科長、中央教育審議会専門委員（法科大学院特別委員会委員）

● 座 右 の 銘：三代以上の意思を以て、三代以上の文字を読め。

●マイブーム：とくになし。

現在、各分野のエキスパートである研究者教員や法律現場の最前線で活躍する裁判官、検察官、弁護士
などの実務家教員が専任教員として 78 名（研究者 59 名、実務家 19 名）在籍しております。
早稲田大学創立以来の「建学の精神」に共鳴し、法務研究科の教育理念のもとに、新時代の法曹養成教

育をともに築き上げていこうという熱い想いをもった多彩な教員を擁しています。いずれの方も、学内外
から多大な理解を得て早稲田ロースクールの理念に共鳴し集まってくださった、 優れた研究業績・教育経
験や豊かな実務経験をもった一流の教員ばかりです。研究科での授業は、教員と学生の共同で作るもので
あり、優れた教員だけでも、 秀でた学生だけでも、良い授業は成立しません。優れた教員と秀でた学生が
教場で真剣勝負をするつもりで臨んでこそ授業は実りあるものになります。早稲田で学ぼうという学生の
皆さんは、早稲田が誇りとするこうした層の厚い教師陣と真剣勝負の学修をめざし、高い志をもって深く
学ぶことを期待しています。

上記 4名に加えまして、川
かわ

中
なか

  啓
ひろ

由
よし

が助教として嘱任されました。川中助教は 2008 年 3月
に本研究科を修了し、2008 ～ 2010 年の間、本学法学部の助手でした。専門は、民事手続法。
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■Photo Gallery
！早稲田の森から羽ばたけ！
　～司法研修所入所前セミナーより～
法務研究科修了生向けに司法研修所入所前セミ
ナーが 6月 25 日 （土） に実施されました。司法
研修所の桃埼剛・民裁教官と中山大行・刑裁教
官に、各 1時間半の講義を行っていただきまし
た。それぞれの講義を通じて、司法研修所に入
る前の心構えや勉強方法など、修了生の方に助
言いただきました。セミナー終了後は本学の研
究科長や裁判官教員も交え、恒例の懇親会が行
われました。

■ JASRAC連続公開寄附講座
著作権法特殊講義
「著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題」 のご案内
著作権の保護は伝統的な文芸作品や美術作品

などから、技術的なコンピュータプログラムな
どまで広範に及んでいますが、デジタル化時代
を迎えて、著作物の利用の仕方も多様化すると
共に、著作権侵害に対する対応も一枚岩では済
まない現状が生じています。いわゆる日本版
フェアユース規定の導入の是非をめぐる議論な
ど、著作権の保護とその利用とのバランスの取
り方について検討すべき問題は山積みされてい
ます。
このような現実の中で、早稲田大学大学院法

務研究科では本学知的財産法制研究センターと
の共催において、昨年に続き JASRAC 寄附講
座として、毎回知的財産法分野の第一線で活躍
されている実務家や学者を内外から招聘し、著
作権侵害をめぐる喫緊の検討課題について語っ

2011 年 9 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 4月上旬を予定しております。

て頂く連続講座を実施いたします。
9月 24 日から土曜日の午後に、原則的に 12
月まで各月 1回、全 4日の日程で開催される無
料の公開講座です。学生や研究者はもちろん、
あらゆる分野で活躍する社会人にとって必須と
いうべき著作権法をめぐる喫緊のテーマに関す
る知識を得られる、またとない機会ですので、
ふるってご参加ください。
〈講座の概要および参加申込〉
法務教育研究センターWEB ページのお知ら
せをご参照の上、お申込みください。
■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。
2011 年度採用実績：119 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

（左）桃崎剛・民裁教官＆石田眞・研究科長＆修了生の皆さん
（右）杉浦正樹教授（民訴実務）＆修了生の皆さん

（左）中山大行・刑裁教官＆修了生の皆さん
（右）下津健司教授（刑裁実務）＆修了生の皆さん
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