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ロースクールに行こう！
〈国際法曹編〉

当研究科の「重層的な国際化対応プログラム」
「グローバル・ビジネス・コース」が
文部科学省より極めて高い評価を受けました。

Columbia University

多数の海外ロースクールと提携
◆ Stanford Law School
◆ Columbia Law School
◆ University of Pennsylvania Law School

University of Virginia

◆ University of Michigan School of Law
◆ University of Virginia School of Law
◆ Duke University School of Law
◆ Cornell University Law School

等

Stanford University

2016.12

高まる国際法曹のニーズ
グローバル化する現代社会は、個人・企業を問わず、その活動領域において、
国境を越えた法律問題が増大しており、
これに対応するため、法曹も国際化することが求められています。
近時、弁護士の国際交流が推進され、外国法事務弁護士等との提携・協働も進んでいます。
ロースクール在学中に留学等の充実した国際経験を積むことができれば、
法曹として大きなアドバンテージを持ってスタートを切ることができます。

文部科学省より極めて高い評価を受けた
本格的な国際法曹育成プログラム
重 層 的 な 国 際 化 対 応 プ ロ グ ラム
当研究科では、交換留学を含め、国際化に向けた多様な学修機会を提供しています。
こ
の取組みは、文部科学省による
「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」にお
いても
「極めて優れた取り組み」
と評価されました。
当研究科で開講の
「Transnational Program」

海外エクスターンシップの実施

毎年、韓国の法律事務所や、国際協力機構カンボジア事務所等、
海外へのエクスターンシップを実施しています。

Global Forumへの参加

国際的な法的問題を討論するプログラムを、
ペンシルバニア大学、
フランクフルト大学等と共同で開催しており、
毎年、当研究科から、概ね2名の学生が参加しています。

海外大学の教授による講義

毎年、海外の大学から教員・学生を招聘した
集中講義（Transnational Program）や、
ペンシルバニア大学の教授を招聘した授業等を開講しています。

英語での授業も開講

留学生との交流

毎年、本学教員が概ね10科目の授業を英語で実施しています。
「Comparative Financial Law」、
「 Comparative Family Law」、
「 Chinese Law」等

協定校から、毎年10名前後の留学生を受け入れ、
当研究科学生との多様な交流機会を設定しています。

グ ロ ー バ ル・ビ ジ ネ ス・コ ース
将来国際的な法律実務に就くことを希望する学生に対して、国際法律実務に係る科目群を提供し、法的議論を英語で行う
能力や、
グローバル・マインドを有した高度専門法律実務能力を養成することを目的としています。本コースでは、交換留学
制度を活用した海外学修体験を推奨しています。そのため、外国法基礎科目及び英語での授業科目の選択必修化や、渉
外事務所系のエクスターンシップ及び海外エクスターンシップの優先的振り分けを行います。

交換留学制度

海外の名門大学と提携し、
留学を積極的にサポート

新たな学費を必要としない、
手厚いサポート体制

当研究科では、
アメリカ、
カナダなどの名門大学のロースクールや、台
湾の司法官学院などと提携し、国際的な法律の学修体験ができるよ
う
「交換留学制度」
を設け、留学生の派遣、受入を積極的に行ってい
ます。海外大学との提携数は、他校と比較しても群を抜いています。

仮に私費留学で米国ロースクールに進学した場合、一般的に1年間
で300〜700万円相当（例：コーネル大学では約6万4000ドル）の学費
を必要とします。
しかし、当研究科の交換留学制度の場合、当研究科
に納める学費のみで留学でき、新たな学費を必要としません。

■交換留学の流れ（米国ロースクールLL.M.コースに留学し、ニューヨーク州司法試験を受験する場合）
1年次

2年次

春

早稲田大学
ロースクール

3年次

春

秋
留学説明会
留学生選考に応募、
受入大学の決定

春

秋

秋

「留学準備講座」受講
受入大学との調整、
渡航準備

米国
ロースクール

帰国後、早稲田の
必修科目を履修・
留学先の単位認定
留学、
現地にて学修開始

修了後、
米国司法試験を受験
（NY州司法試験の場合、
例年7月）

修了後
司法試験受験、
合格後、司法修習へ

米国司法試験
合格発表（11月）以降、
米国弁護士資格取得

※この流れは最短のモデルとなります。
履修課程・成績状況によりこれ以上の期間を要する場合があります。 ※法学既修者
（2年短縮課程）
の場合も、
修了要件上、
3年間の在籍が必要です。
※修了要件を満たすため、
両国で履修できる科目に制限が生じる可能性があります。

■海外提携ロースクール等との交流実績
JDコース
ランキング*

2016年12月現在
派遣人数
受入人数
（2005年~2015年） （2004年~2015年）

提携ロースクール等

4

Columbia Law School

13

Cornell University Law School

11

Duke University School of Law

−

Fordham University School of Law

2

Stanford Law School

−

2

5

6

7

1

6

4

7

1

4

University of California Hastings College of the Law ※1

3

3

−

University of Illinois College of Law

0

3

8

University of Michigan School of Law

4

8

7

University of Pennsylvania Law School

8

University of Virginia School of Law

−

University of Washington School of Law

0

2

−

Osgoode Hall Law School of York University

0

17

−

National Taiwan University College of Law ※2

0

14

−

Academy for the Judiciary, Ministry of Justice ※2

5

0

−

Bucerius Law School

0

12

−

University of Osnabruck

0

0

フランス

−

Paris II Pantheon-Assas University

0

9

韓国

−

Ewha Womans University College of Law

0

3

アメリカ合衆国

カナダ
台湾
ドイツ

※2
※1
※2
※1

※2

※1
※1
※1

※1
※1

※2
※2
※2
※2

8

7

4

11

Stanford Law School

*○Best Law Schools Ranking 2017（U.S.News）JDコースのランキング
※1 ：LL.M.（法学修士）
コース 原則として、
日本の大学で
「学士（法学）」
を持つ者に限り派遣可能。
※2 ：Non Degree

ＬＬ．
Ｍ．
コースを修了後、
アメリカの法曹資格を取得
交換留学によりアメリカのＬＬ．Ｍ．
（ 法学修士）
コースを修了し出願資格を満たした場合、
アメリカ
の司法試験の受験資格が得られます。当研究科では、他大学に比べ、
より多くの学生がアメリカ
の司法試験に挑戦し、
これまでに20人以上が合格しています。

これまでアメリカの
司法試験に計21名が合格

当研究科が用意する留学生サポート
留学生への特別学修サポート
留学経験のある先輩法曹が専任ＡＡとして学修を支援
交換留学生は、早稲田の同級生と同じ時期に必修科目を履修できない、
自主ゼミを組みにくい、受験勉強の時間不足といった問題を抱えています。
その上、特
殊な状態ゆえにロールモデルや相談できる人が少ない。
こうした不安を解消し、司法試験受験をサポートするのが交換留学生の専任AA制度です。私自身、
交換留学前後に亘り、AAの先生に勉強方法や答案について親身に相談に乗ってもらったおかげで、効率良く、粘り強く勉強を続けることが出来ました。専任
AA制度では、留学予定者には留学後のスムーズな司法試験勉強への移行を見越した準備、留学中には継続的な学修サポート、及び帰国後には、司法試
験に向けた短期的・長期的な計画作成などを行います。司法試験の主役は本人であり、AAはあくまで補完的な役割です。
しかし、交換留学という稀有で困
難な挑戦をする、勇気と行動力のある人材に、早く社会で活躍してほしいとの大いなる期待を持って、口うるさく背中を押しています。

古川 法子

入学試験における留学優先枠

留学生向け奨学金

出願時点で一定の条件を満たし、かつ交換留学を行う強い意思を持つ者について、概ね５名
を優先的に留学派遣内定者とする
「交換留学生優先枠（ＬＬ．Ｍ．
コース）」を設けています。

入学試験時に、
「交換留学生優先枠（ＬＬ．Ｍ．
コース）」
に申請した場合、留学
するにあたり、
「稲門法曹奨学金（秋学期授業料相当額）」
が給付されます。

修 了 生 メッセ ー ジ
LL.M.で、法曹人生に幅広い選択肢を
大学卒業後、厚生労働省で法改正関連業務に携わっていましたが、次第に
もっと現場に近いところで働きたいとの思いを抱くようになりました。
また、法律
関連の職務経験から、
自分が社会の役に立つツールとしては「法律」が最もしっ
くりきたので、法律の専門家である弁護士を目指そうと思い早稲田ロースクール
の門をたたきました。
早稲田ロースクールは多種多様なカリキュラムが用意されていることが魅力
の１つですが、
アメリカのロースクールへの交換留学プログラムは私に大変貴重
な機会を与えてくれました。私は生まれも育ちも大阪で、就職後も東京から出た
ことがないドメスティックな人間でしたが、外国の文化や価値観の多様性に漠然
と興味を持っていたところ、留学機会が手の届くところにあるということで好奇
心で飛びつきました。留学当初は英語も分からず、授業についていくのにも物凄
く苦労しましたが、留学中の出会いと英語力の向上はその後の法曹人生に幅広
い選択肢を与えてくれました。
弁護士になってから、会社に対するサポートを通じて社会に貢献したいと思
い東京の大手渉外事務所で勤務をはじめたのですが、人や案件との出会いを通
じてタイにご縁があり、現在バンコクオフィスで勤務しています。留学によって、英
語力だけでなく、文化や価値観の多様性とその中でどのように人や社会と関わっ
ていくかを身をもって学べたことは私の人生の宝物となっています。

下向 智子
1999年
1999〜2005年
2006年
2007〜2008年
2009年
2009年
2011年〜

京都大学法学部卒業
厚生労働省勤務
早稲田大学大学院法務研究科入学
ミシガン大学ロースクール交換留学
（2008年LL.M.卒業、
ニューヨーク州司法試験合格）
早稲田大学大学院法務研究科修了
司法試験合格／新63期司法修習生
西村あさひ法律事務所勤務
（2014年〜現在 同事務所バンコク事務所勤務）

他国の一流法律家がクラスメイトになる魅力
私は法科大学院在学２年目に，
ペンシルベニア大学ロースクール
（Penn Law）
のLL.M.課程に１年間留学し，その後オランダのハーグにある国際刑事裁判所
（ICC）
に裁判官付きの研修生として１年間勤めました。都合２年余り日本を離れ
た後，帰国して法科大学院を修了し，現在裁判官として仕事をしています。
PennLawでは刑事訴訟法や証拠法等，
日本法が影響を受けた法律を中心に
学んだほか，国際刑事法の教授の指導を受けながら論文を書くことにも挑戦し
ました。PennLawを卒業後にニューヨーク州のBar Examを受け，
その後，運よ
く研修生に採用されたためハーグへと行きました。ICCではボツワナ人の判事と
ポーランド人の補佐官と私が３人で１つのチームとなり，同じ構成のイタリア人
裁判官のチーム及びブラジル人裁判官のチームと共に，スーダンとコンゴの事
件を担当しました。研修生はリサーチや草案の作成を担当し，
３人の裁判官とそ
れぞれの補佐官らによる合議にも出席して意見を述べます。悔しい思いばかりし
ましたが，母語ではない言語で法律問題について議論をしたり，決定書の草案を
書いたりしたことは，今の仕事にもつながるよい経験になりました。
多くの出会いと学びに恵まれる留学という機会は，将来のキャリアの選択
肢を増やしてくれることもちろんです（特に国際機関での勤務を希望する人に
とってLL.M.は大きな武器となるはずです。）が，人生を豊かにしてくれるもの
であると思います。もちろんリスクもありますが，挑戦してみる価値は十分に
あると思っています。

狭間 巨勝
2007年

京都大学法学部卒業
早稲田大学大学院法務研究科入学
2009年
ペンシルバニア大学
LL.M.課程修了 ニューヨーク州司法試験合格
2010年
国際刑事裁判所 裁判官付研修生
2011年
早稲田大学大学院法務研究科修了
2011年
司法試験合格／新６５期司法修習生
2013年〜 大阪地方裁判所勤務

人生を豊かにする、挑戦する価値あるもの

勉強にも、就職後も、かけがえのない経験

私は途上国の発展に貢献できる職業に興味があり、
グローバルな舞台でも通
用する法律家になりたいと考えていた為、LL.M.留学制度のある早稲田大学法
務研究科に入学致しました。留学により１年間日本法の勉強と離れますが、早
稲田にはAA制度等により効率的な司法試験対策を行う環境があり、留学プロ
グラム利用者へのサポートは盤石だと思います。
LL.M.では、大量の予習課題及び密な双方向授業により、英語をベースとした
法的思考力が確実に鍛えられます。現在の職場では、英文契約書のレビューや
外国人弁護士とのやりとりが業務の大きな割合を占めますが、
これら英語による
法律業務にLL.M.留学時の訓練を直接活かすことが出来ています。
また、留学時に取得したNY州弁護士資格については、NY法が関わる場面で
なくとも、
「 英語で法律ができる」
という分かりやすい指標になるので、社内外か
らの信頼感強化に役立っているのではないかと思います。
これ以外にも、LL.M.
では、他国の多種多様な一流法律家がクラスメイトになるという大きな魅力が
あります。私の場合、
日本ではまだ少ないインハウスローヤーが海外では既に多
く第一線で活躍していると知ったことが、後に総合商社のインハウス就職を選択
する一つの要因になりました。
現在は、
モザンビークでの業務に向け、
ポルトガル語及びポルトガル法の学習を進
めています。
ここでも、
一度海外で法律を学んだ経験が活用出来ていると感じます。
LL.M.留学は、法律家としての可能性を確実に広げてくれます。
これからも、早
稲田法務研究科の留学プログラムを経て、様々な国
際分野に挑戦する日本人法律家が増えていくことを
願っております。

「国際的な法曹になりたい。」
「 渉外ビジネスや国際商事仲裁に関わりた
い。」―私は、学部時代の中国への留学や複数の研究活動を経て、
このような
将来像を描いていました。
とはいえ長い海外経験がなかったため、国際的な教
養や視野を身につけるべく、交換留学制度のある早稲田を選択しました。
留学中は、大量の法律文書を読み、議論し、書くという訓練自体はもちろ
ん、既に法曹として働くLL.M.生（LL.M.は本来自国の法曹資格を有している
人が来る。）姿を見て、自身の将来像を明確に出来たことも大きな収穫でした。
私の現在の勤務先は、いわゆる五大法律事務所と呼ばれる大規模渉外事
務所の一つです。クライアントは国内外にいますが、ほぼ100％企業であり、
海外との取引といった渉外案件が多数存在します。留学経験を活かし、私の
業務の約8割は英語を用いる案件です。また、1年目から海外出張などの機会
も得ています。
クライアントとなる 企 業 が 海 外ビジ ネスを当たり前としている 一 方 、
Business Lawyer の業界ではようやく、英語が使えない法曹は不利である
という認識が広がってきた状態です。司法試験受験生という身分で留学のた
めに勉強にブランクを空けるのはリスクも高いですが、一流の米国ロースクー
ルにおいて、世界中の優秀な仲間と切磋琢磨し、新しい環境で地道に努力を
し続ける、その経験は、司法試験に向けての勉強においても、就職後において
も、かけがえのないものであると胸を張って言うことができます。

角川 滋也
2010年

早稲田大学法学部卒業
早稲田大学大学院法務研究科入学
2012年
コーネル大学LL.M.課程修了 ニューヨーク州司法試験合格
2013年
早稲田大学大学院法務研究科修了
司法試験合格／司法修習未了
2014年〜 三井物産株式会社勤務

古川 法子
2010年
2011年〜2012年
2013年
2014年
2016年1月〜

慶應義塾大学環境情報学部卒業
早稲田大学大学院法務研究科入学
コロンビア大学（米国）交換留学
早稲田大学大学院法務研究科修了
司法試験合格／第68期司法修習生
TMI総合法律事務所勤務

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1
Email:law-school@list.waseda.jp
Website http://www.waseda.jp/folaw/gwls/

早稲田大学 大学院法務研究科（法科大学院） Tel:03-5286-1678

