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2011年10月22日に2011年度稲門法曹会総会・懇親会、新人法曹会法曹歓迎会、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浦川道太郎教授による記念講演の模様を一部抜粋してお届けいたします。

早稲田大学法科大学の挑戦【講演要旨】
早稲田大学法学学術院教授

浦川 道太郎

「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。

●はじめに
巷では司法制度改革の中で創設された法科大

学院の危機的状況が伝えられ、また、2012 年度
の司法試験における我が早稲田大学法科大学院
が合格者数 138 名 （全体で 5位）、合格率 31.9％
（同 7位）という苦戦する姿が伝えられています。
数字の分析はともかく、この状況の中で、

稲門法曹の皆さまは、当然にご疑念、あるいは
ご不満があるかと思います。
そこで今回、私は、開設準備の段階から

早稲田大学法科大学院創設に携わった者として、
法科大学院 7年目の中間総括をしてみたいと思
います。
なお、この問題に対する発言は、当然に、

法科大学院を生み出した司法制度改革に対する
一定の判断・評価をともないます。したがいま
して、これからお話しする内容は、あくまで私
個人の見解であることを前もってお断りしてお
きたいと存じます。

●早稲田大学法科大学院開設時の姿
早稲田大学法科大学院は、小野梓先生の理想

の実現を目指して司法制度改革の理念に忠実に、
特徴をもって創設されました。この時に掲げた
「境界を超える法曹（社会のあらゆる分野で活
躍する法曹）」「挑戦する法曹（新たな課題にひ
るむことなくチャレンジする法曹）」の養成とい
うアピールは、法科大学院に寄せる社会の要望
と一致するものであり、法科大学院入学希望者
の高い人気度を獲得し、現実に優れた人材を多
く集めることができたと考えております。教員

の配置についても、法学部の法律学専門の教員
多数を法科大学院に移籍し、外部からも特色の
ある優れた実務家を専任・非常勤教員としてお
迎えすることができ、開設準備の当事者として、
手前味噌ながら、早稲田大学として誇れる良い
法科大学院を開設できたものと考えております。

● 早稲田大学法科大学院の特色は
発揮されているか
司法試験合格は法曹への関門でありますが、
優れた法曹には、関門通過に要する基礎的能力
だけではなく、専門化が進む法律分野に対応で
きる法律知識と、大隈老侯の五訓の一つでもあ
る「世のために働く」高い志操を養わなければ
なりません。
早稲田大学法科大学院は、一つの分野に特化
せず、多様な分野の法曹を養成するべく、豊富
な選択 （9 分野のワークショップ） を可能とし
ました。さらに他大学にない特色として、外国
のロースクールなどの法曹養成機関と交流を深
めて、国際舞台で活躍したい院生に留学の場を
提供するように努めております。開校以来 7年
間に 20 名の院生を交換留学に送り出し、その
うち 10 名はニューヨーク州の司法試験に合格
しており、その多くは法科大学院修了後に 2カ
国の法曹資格を取得しております。国際性を標



2

榜する法科大学院の中でも、本学は院生に対し
てより多くの留学の機会を与えて、国際的な関
係を強化しているといえます。
早稲田大学法科大学院は、実学の早稲田の伝

統を受け継ぎ、臨床法学教育の充実も特色とし
ました。（弁） 早稲田大学リーガル・クリニッ
クを併設し、実務家教員と研究者教員の中で弁
護士登録した者が、①民事、②家事、③ジェン
ダー、④刑事、⑤労働、⑥商事、⑦外国人法、
⑧知財、⑨障害法の各分野で事件を受任し、あ
るいは具体的ケースを素材に、院生を指導して
実務経験を得させる機会を与えています。また、
クリニックは、無料で市民の法律問題の相談・
解決に当たる公益法律事務所の役割を担ってお
り、地域社会に対して「世のために働く」ボラ
ンティア活動の役割を果たしています。
また、エクスターンシップへの取り組みも忘

れることができません。エクスターンシップ
は、夏期の休暇期間を利用して院生を学外の法
律実務に関連する国内および海外の諸機関に派
遣し、実社会における法制度の機能を体験して
もらおうとするものです。2011 年度は 123 機
関に約 150 名を派遣しました。参加した院生は、
実社会における法の機能を体験し、法曹になる
決意を新たにして帰ってきております。エクス
ターンへの参加希望は院生の中でも極めて大き
く、稲門法曹の皆さまには是非エクスターン受
入れについてご協力を賜れば幸いです。
ところで、早稲田大学は、「学びの場」であ
るとともに、人間性を鍛える人生劇場の序幕で
もあります。早稲田で学んだ以上は、友人との
交流やこの学苑に染み込んだ伝統の中で、「世
のため人のため」に汗を流して働く気概が自然
と養われなければなりません。
この伝統が新たに生まれた本学法科大学院の

院生に受け継がれるかという心配、すなわち司
法試験という関門を意識して、人間性の鍛錬が
後れをとるのではとの恐れもありました。しか
し「早稲田」は「早稲田」です。このような心
配は杞憂でした。
本研究科生は、留学にも、エクスターンにも、

リーガル・クリニックにも積極的に参加して、机
上の勉強だけでなく、外にでかけて広く見聞を広
めたいという意欲は決して減ってはおりません。
早稲田の伝統といえば、坪内逍遥先生が教育

方針で述べた「自活自習」も法科大学院の中で
受け継がれております。学生たちのグループ学
修が盛んに行われていることは当然として、修
了生たちも法科大学院当局の呼びかけに応じて
アカデミック・アドバイザーとして協力してく
れております。今後、法科大学院の在学生と修
了生の関係がさらに密接になり、間断のない
サークルが多く形成されることを強く願ってい
るところです。

●司法制度改革の進捗に関する評価
一言でいえば、司法制度改革は足踏みをして
いるが、その下で生まれた法科大学院制度は決
して失敗作ではなかったということです。
法科大学院時代にあって、大学と法曹界との
関係は密接になりました。法科大学院では、実
務家教員が研究者教員と共に教育に携わり、研
究をしております。
これまで、わが国では、実務法曹と法学研究
者は分断され、また、裁判官・検察官・弁護士
も、修習後は交流の場が少なかったように思い
ます。しかし法科大学院では、法曹倫理を含む
法律家としての素養を共通に身につけ、またそ
の一部は、法科大学院の場に戻って後継者養
成をする中で、英米でいうロイヤー（Lawyer）、
ドイツでいうユリスト（Jurist）という職業集団
としてのエートスが次第に形成されていくもの
と思います。これは実務と理論を架橋させると
いう、わが国の法律学の新たな展開を期待させ
るものです。司法制度改革審議会意見書は、こ
のことを理想として掲げており、法科大学院は、
法律学のみならぬ、多様な知識のバックグラウ
ンドを持った法曹の養成を使命としております。
確かに他学部生や社会人の入学者が減少してお
りますが、従来に比較するならば、法曹界は格
段に多様性を獲得しております。今や医師・弁
理士・公認会計士・税理士等の資格がある方
が、法曹になることは珍しいことではなくなっ
ております。理系出身の法曹も増えております。
したがって、法科大学院設置基準により他学部
生・社会人の枠が入学者に確保されているこ
とにより、この傾向は維持されていくものと思
います。わが法科大学院修了生では、ジャンボ
ジェットを解体・整備できる整備士資格のある
女性が既に法曹資格を得て働いており、医師の



3

2012年度稲門法曹会総会・懇親会、新人稲門法曹歓迎会、
司法試験合格祝賀会のお知らせ

　2012 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 6ページのFAX送信用紙をご利用ください【〈締切10／ 9（火）〉】

日　時　2012 年 10月 27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〕

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（新64期）および平成24年司法試験合格者は無料ご招待

内　容　役員・理事の改選について／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〉
　　　　　講師：遠藤 賢治　（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24年司法試験合格祝賀会の合同企画となります。

資格のある修了生が法曹資格を取得して医事法
担当の国立大学教授に就任していますが、この
ような方々が法曹になることは従来では考えら
れなかったろうと思います。また、行政や立法
の第一線でも多くの修了生の活動を見ることが
できます。このような従来の司法の枠にとらわ
れない、新たな分野に積極的に進出をしている
のも早稲田大学法科大学院修了生の特色です。
現在、法科大学院に対しては北風が吹いてお

り、厳しい環境にあることは事実です。しかし
率直に言うならば、「法科大学院制度を廃止し
て、旧司法試験制度に戻れ」というような議論
は、時代錯誤以外のなにものではありません。
法科大学院は、社会の隅々まで法治主義の理

想が貫徹されることを望んで設立されたもので
あり、この理想は、我が大学の精神的支柱を形
作った小野梓先生の理想でもありました。我が
法科大学院は、開校に当たって、この小野梓先
生の理想を継承していくことを誓いました。そ
の時に私が申し上げたことを、自戒の意味も込
めて、繰り返し申し上げて、私の講演を閉じた
いと思います。
私たちは、困難にもめげず早稲田法学の伝統
を守り通した先人たちの想いに考えを致し、い
かなる障害があろうと、この法務研究科におい
て早稲田法学の伝統を正しく継承していくこと
を誓わねばならないと思います。
ご静聴ありがとうございました。

稲門法曹会 ホームカミングデー対象修習期について

2011 年度から会員間の連携・交流の促進のため、例年 10 月に実施いたします本会総会・懇親会に
て校友会の 5期間隔のホームカミングデーのように、早稲田で学び、法曹になるべく司法研修所に同
じ修習期として入所した仲間が母校で再会・交流し、その他の修習期の会員とも親睦を深めることを
目的にホームカミングデー対象修習期を設定いたしました。当日、対象修習期ごとに記念撮影を行い、
後日郵送させていただきます。

【出欠連絡は 6ページのFAX送信用紙をご利用ください【〈締切10／ 9（火）〉】

記

対象修習期：19 期、24 期、29 期、34 期、39 期
　　　　　　44 期、49 期、54 期、59 期、64 期　　計 10 グループ
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2012 年　早稲田ロースクールフォーラム
　早稲田大学法務教育研究センターは、大学院法務研究科（法科大学院）と協力して、
会社法改正をテーマに、江頭 憲治郎　法務研究科教授を基調講演者として、パネ
ルディスカッションを加えた、早稲田ロースクールフォーラムを行います。
　稲門法曹会会員の皆様には他にさきがけてご案内させていただきます。

1．タイトル
会社法改正と裁判・企業実務（仮題）

2．概要
1 部　基調講演　
　　 　江頭 憲治郎 （早稲田大学大学院法務研究科 教授）

2 部　パネルディスカッション
　　 　江頭憲治郎 （早稲田大学大学院法務研究科 教授）
　　 　大塚　英明 （早稲田大学大学院法務研究科 教授）
　　 　北川　　浩 （NTT法務担当部長）
　　 　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）
　　 　堀　　龍兒 （早稲田大学大学院法務研究科 教授）

3．開催日程・場所
日　程：2012年 10月 24日 （水）　14：00～ 17：00
会　場：大隈記念講堂　大講堂

4．受講料　無料

5．申込（稲門法曹会会員先行受付）
下記本センターHP上の申込フォームまたはFAX用紙にてお申し込みください。
申込締切：9月14日 （金）
締切以降も随時お問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉
早稲田大学法務教育研究センター

TEL 03-3208-9592
E-mail: law-school-cpler@list.waseda.jp

HP: http://www.waseda.jp/law-school/cpler/index.html
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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。

秋山　靖浩　教授　

主な研究テーマ：不動産に関する民法上の法律問題、不動産をめぐる民法と行政法の交錯

主な経歴・在外研究：ミュンスター大学客員研究員、法科大学院協会常務委員

主要著書・論文等：不動産法入門（日本評論社）、リーガルクエスト民法 2物権（共著、有斐閣）等

担当科目：  債権総論・導入演習・2年法学演習・主専攻法学演習（法学部）、
民法Ⅰ・民法総合Ⅱ・民法応用演習（法務研究科）

「先生はなぜ、不動産を研究テーマにしたの
ですか。契約でも不法行為でも家族でもなく
て」。それは、WLS（Welcome Law School）と
いう承認学生団体が毎年 4月はじめに開催する、
法務研究科新入生の歓迎パーティーの席であっ
た。ある新入生が、私の研究テーマについて尋
ねてきた。大学院生のころは相隣関係における
民法と行政法の交錯について論文を書き、最近
では、不動産賃貸借や不動産取引の諸問題にも
関心を持っている、などと答えていたときに飛
び出したのが、冒頭の質問であった。
ちょうどその頃、『法学セミナー』（日本評論社）
で「不動産法入門」という連載を始めたばかり
だった（※）。この連載は、学生をはじめとする多
くの方々に不動産法の魅力を少しでも伝えるこ
とを目的としていたが、冒頭の質問に対する自
分なりの答えを見つけ出すことも、自分自身へ
の宿題に加わった。ところが…
雑誌に連載するのが初めての私にとって、連

載を続けることそのものが大変苦しかった。週
刊誌や月刊誌に連載している漫画家が、自分の
作品の中で、締切間際の苦しみをネタにしてい
るのを見かけたことがあるが、今となればその
気持ちがよく分かる。「作者の急病（仮病？）に
よる休載のお詫び」から始まる文章を作ろうと
思ったことが何度あっただろうか。偉い先生で
あれば連載を落としても何の心配もなく、実際、
別の法律系雑誌で連載されていた民法の某先生
（早稲田の方ではない）は連載を何度も落とし
ていたが、私のような新米は、連載を一度落と
したら最後、二度と原稿の依頼が来なくなるだ
ろうと勝手に恐れていた。そのため、とにかく
最後まで一度も落とさずに連載を続けたが、そ
のプレッシャーは計り知れないものだった。
しかも、連載中といえども、授業期間中であ
れば授業の準備や試験の出題・採点があり、さ
らに、学内の業務や各種会議への参加、その

他の原稿の依頼も舞い込むから、連載だけに集
中できるわけではない。これらを手際よく処理
することが求められるのに、これも上手にでき
なかった。「不動産法入門」の連載では、題材
を決めて構想を練る、資料を読んでメモなどを
作る、執筆を始めて 5日ぐらいで完成する、と
いう流れだった。ところが、なぜか、締切に合
わせてこのスケジュールを組むことができない。
ほぼ毎回、締切は守られず、雑誌掲載が許され
るギリギリのタイミングで原稿を提出するはめ
になる。提出した直後は、「次回こそ締切に間
に合わせて、余裕のある日々を送る」などと誓
うが、そんな誓いは、次の締切までには忘れ去
られている。同じことの繰り返しであった。
結局、こんな日々では、連載を続けることに
精一杯で、冒頭の質問に対する答えを獲得する
には至らなかった。反省しなければならないこ
とは多いが、大変勉強になったのも事実である。
毎回の連載に当たり、今回はどんな題材を取り
上げるか、その題材をどういう切り口で調理し
て読者に届けるか、などを真剣に考えて執筆に
臨むことを通して、不動産法の面白さや奥深さ
に改めて気づかされたからである。
ところで、冒頭の質問を浴びせられた私は、
その場で反射的に、こう答えた。「やっぱり、不
動産に一番ロマンを感じたから」。当時は、訳
の分からないことを言ったと反省したが、振り
返ってみると、あながち悪い答えではなかった
ように思う。「不動産法入門」の連載によって感
じられた不動産法の面白さや奥深さは、金・銀・
銅だけでは表現することができない、多種多様
な色の広がる世界であるから。

不動産法への想い

※ その後、この連載に加筆修正し、さらに、2011 年
3 月の東日本大震災により生じた不動産の法律問
題にも言及して、『不動産法入門』（日本評論社）
を刊行いたしました。



6

稲門法曹会総会、特別記念講演会・懇親会　出欠連絡　FAX 送信用紙
兼　稲門法曹会 会員専用システム　登録申請用紙

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（　　　　　　　）

〈対象：稲門法曹・新人稲門法曹〉
　◆ 2012 年度稲門法曹会総会に

　　出席　・　欠席　　　　　　※欠席の場合⇒議長への議決権の委任（　する　・　しない　）

〈対象：稲門法曹・新人稲門法曹、平成 24年司法試験合格者〉
　◆ 特別記念講演会・懇親会（稲門法曹会懇親会・新人稲門法曹歓迎会、司法試験合格祝賀会合同企画）に

　　出席　・　欠席

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。

以下の内容で、会員システムへの登録を希望します。

〈FAX：03-5286-1720〉 ※ 10月 9日（火）までに送信をお願いします

何れかを丸で囲んでください
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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、
会費の納入をお願いしております。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ご用意しております。事前に「預金口座振替
依頼書・自動払込利用申込書」（別紙同封）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 年を経過している方は 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
　 ※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。

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、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、皆さまのご支援・ご協力をいただいております。「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。何とぞ、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。

稲門法曹奨学金への寄付については、お振込による方法の他、ご登録いただきました年会費引落
口座からの口座自動引落も可能です。
以下の申請フォームに記載いただきました金額を年会費と同時に引落させていただきます。事務

局が取りまとめて寄付申請を行いますので、寄付控除書類一式が後日大学より送付されます。
なお、年会費と同様に寄付情報についても会員専用ページにて確認いただけます（データの更新

は引落翌月中予定）。
※年会費引落口座登録には時間が必要となりますのでお早目に手続をお願いいたします。

すでに年会費の口座引落のお申し込みされている方：12月3日 （月） 締切
年会員口座を同時に登録される方：11月2日 （金） 締切

稲門法曹会事務局（FAX 03 - 5286 - 1720）宛て

稲門法曹奨学金への寄付として以下のとおり年会費引落口座からの引落をお願いいたします。

 金額　　　　　　　　円 

20　　年度～ 20　　年度までの　　年間

ご署名　　　　　　　　　　　　㊞
申 請 日：　　　　年　　　月　　　日

お 名 前：　　　　　　　　　　　　　

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　

電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　
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■Photo Gallery
　～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 16 日（土）に実施されました。
司法研修所の桃崎剛・民裁教官と野村賢・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、修了生に向け
て助言いただきました。セミナー終了後は研究
科長や派遣裁判官教員も交えての懇親会が行わ
れ、参加した各修了生は将来への思いを、また
一段と強くしたところです。

2012 年 8 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。

■ JASRAC連続公開寄付講座
著作権法特殊講義
「著作権法をめぐる最新論点」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
アユース規程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
て頂く連続講座を実施いたします。
10月 6日から土曜日の午後に、全 6回の日程

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、お申し込みください。

〈早稲田大学法務教育研究センター〉
http://www.waseda.jp/law-school/cpler/index.html

学園近況報告

■ 2012 年度　入学者選抜試験結果
既修 未修 合計

募集人員 約 150 名 約 120 名 270 名
志願者数 1,514 名 751 名 2,265 名
合格者数 356 名 208 名 564 名
繰上合格者数 若干名

入学者数 172 名 91 名 263 名
※詳細は本研究科web ページを参照願います。

司法研修所教官、派遣裁判官教員＆修了生のみなさん


