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■共同 FD 研究会開催報告 

■授業紹介『ロースクールと憲法』 

     『津川先生の最終講義』 

■愛媛春期合宿実施報告 

■佐柳島での無料法律相談 

■平成 26 年度司法試験合格者の紹介 

■「まなび CAN」での無料法律相談活動 

●共同ＦＤ研究会開催報告● 

「第 2部 四国各大学における法学教育の現状と大学改革

について」では山本香川大学法学部長より、法学部の 3 コー

ス制へ移行する改革案の説明がありました。次に、切詰准教

授より高知大学人文社会学部について、法学系教員の現状、

地域に密着した教育の重要性、新学部の説明がありました。

また、徳島大学総合科学部からは、清水准教授より法学系教

員の現状や地域に密着した教育の在り方を検討しているとの

説明がありました。光信愛媛大学法文学部副学部長からは、

「法文学部では人文と社会科学を融合させるようなカリキュラ

ムを作成することが期待されて

いる。」との説明があり、意見交

換がなされました。 

 「第3部 四国グローバルリー

ガルセンターについて」では、

まず、高木理事より、「香川大学

卒業者の地元定着率は低く 23

～ 25％であり、香川大学は今後

も地域貢献をすべきである。四

国グローバルリーガルセンター

がその役割を担ってくれればよい。」との提案があり

ました。次に、柴田研究科長より、「グローバルリー

ガルセンターは、研修生の学習サポート、法律相談の

充実、社会人向け講座、実務家教員の派遣、民事実務

研究会等の研究会開催、四国の法学教育の連携、海外

の学者との交流や英語による講義を目指している。」

との説明があり、活発な意見交換がなされました。 

最後に吉田四弁連理事長からは「ロースクールを何のため

に作ったのかを今一度精査する必要があり、法曹の多様性を

確保する方策を模索すべきだ。」とのコメントがありました。  

今回の FD では、香川大学と愛媛大学だけでなく、四弁連、

高知大学、徳島大学の法学系の教員に参加を頂き、四国ロー

スクールの募集停止に至る状況について説明し、さらに、四

国グローバルリーガルセンターを通じて、今後も四国におけ

る法学教育の在り方を協議する場を設け、連携を深めていく

ことが提案されました。 

藤田 寿夫（民事法系教員） 

【FD の概要】 

「第 5 回・四国ロースクール・愛媛大学法文学部・共同ＦＤ

研究会」 

■日 時 : 平成 27 年 2 月 28 日（土）午後 2 時〜 6 時 

■場 所 : 愛媛大学校友会館 

■参加者 : 香川大学・愛媛大学・高知大学・徳島大学・ 

四国弁護士会連合会から総勢 34 名 

【協議の概要】 

高木香川大学理事・副学長が開会の挨拶をされた後、 

「第1部 四国ロースクールの学生募集停止を踏ま

えて」では、井口副研究科長より「学生募集停止

決定の経緯と背景」についてお話があり、「文科

省より司法試験の合格率や定員充足率などを基

に法科大学院への補助金を削減する方針が示さ

れ、法曹志望者、法科大学院進学者そのものが減

少していること等から撤退の方向で調整を進め

た。」との説明がありまし

た。 

「四国ロースクールの

これまでをふりかえっ

て」では、柴田研究科長

より、四弁連の協力の下

に四国ロースクールの支

援体制が構築され、教員

も自主ゼミ等で学生を支

援してきたが、合格とい

う視点から言えば、弁護士チューター制度の効果が大きい。

我々がつくった支援体制は今後とも形を変えて継続してい

く。愛媛大学には入試会場の提供、共同 FD の開催等多大な

協力を頂いた。徳島大学や高知大学には入試説明会に協力し

て頂き感謝している。」とのお話がありました。そして、四

弁連法科大学院支援委員会の岡委員長が、四弁連の支援の具

体例を説明された後、後援会には四国経団連・検事・裁判官・

行政も参加しているとして、「四国ロースクール閉鎖後も四

国グローバルリーガルセンターが四国の法曹育成に関与して

ほしい」との要望を述べられました。 



 2015 年 2 月 23 日（月）10 時 30 分より、円卓法廷室に

おいて刑事法総合演習（2）の定期試験の解説会が行われ

ました。この日の解説会は実務家教員の津川博

昭教授の最終講義でもあったため、修了

生の荘さん・三木さん・酒井さん・濱

田さんも駆けつけてくれました。取

り上げたテーマは「事後強盗罪と

共犯」でした。よく知られているよ

うに、窃盗犯人甲が A に暴行を

加えている局面から俄かに登場し

た乙が、甲と一緒になって A に暴行を

加えた事案で、学説は 65 条 1 項を適用す

る見解、65 条 2 項を適用する見解、端的に承継的共

犯の問題だと解する見解の 3 つに類別されます。円卓法廷

室において活発な議論が行われ、窃盗犯人という地位が身

分といえるか、刑法 65 条 1 項と刑法 65 条 2 項との関係、

正犯と共犯の区別問題等多岐にわたる論点に

つき討議がなされました。討議後、津川

博昭教授からは「判例が前提とす

る身分概念を前提とする限り、窃

盗犯人という属性が身分にあた

らないとする理由は見つからな

い」「日常用語における『身分』

という用語と刑法で使用される

『身分』という用語とは異なるはずで、

少なくともその違いを踏まえてディスカッ

ションをする必要がある」旨のコメントがなされました。

有意義な 90 分になりました。 

大山 徹（刑事法系教員） 

津川先生の最終講義  

ロースクールと憲法 

  「司法試験が終わってから、憲法はずっとご無沙汰です」。

このような趣旨のお話を弁護士さんから聞くのは、旧試験時

代から珍しいことではなかった。ロースクール制度が発足して

からも、状況に大差はないと思う。これは、「実務」における憲

法の置かれた状況の反映であるからである。ならば、憲法は

選択科目でも十分ではないのか、と感じつつ、ロースクールで

憲法を教え始めたのは、もう一昔前である。 

 このような状況の要因の一つとしては、憲法の内容そのもの

が「実務」と関係が薄いものがある、ということがある。いわゆる

「統治機構」の分野の多くがこれに該当する。例えば、国民代

表の観念など全く知らなくても弁護士さんは何も困らないは

ずである。もっとも、「実務」を「裁判実務」という意味に限定し

なければ話は別であろうが。 

 他方で、憲法の「人権」分野は「裁判実務」の上でも取り上

げられるのであるから、「人権」分野は弁護士さんの仕事と大

いに関係があるはずである。今の司法試験も憲法の問題は

訴訟を念頭においた問題が出題されている。それでも、弁護

士さんは、憲法と「ずっとご無沙汰」でいられるらしい。この理

由は、正直なところよくわからない。つまるところ、「裁判実務」

の上では「憲法とはその程度のもの」という位置づけなのだ、と

いうことであろう。 

 以上のことは、「憲法は答案の書き方がよくわからない」とい

う、どこのロースクールでも聞かれる多くの受験生の悩みと関

係がある、という私の見立てである。「実務」の上での憲法の

取り扱いが、受験生に答案の書き方にモデルを示すようなも

のになっていない（少なくともそういう判例は少ない）ということ

である。憲法の、特に人権分野の憲法の条文が抽象的であ

ることが、憲法が難しい理由であるといわれるときがある、しか

し、条文の抽象性だけであれば、不法行為に関する民法 709

条の条文も十分に抽象的である。ところが、不法行為をめぐっ

ては、この抽象的な条文を具体化する下位ルールに関する

判例の議論に十分な蓄積があり、学説もそれを巡って理論を

構築しているはずである。 

 ところが、憲法の場合は、この下位ルールの提供の「方法」

が、判例と学説では、全く異なるのである。下位ルールの「内

容」が異なるというだけであれば、「学説と判例が異なる説に

立っている」ということで済むが、提供の「方法」そのものが異

なるのであるから、問題はやっかいである。 

 実は、このことで悩むのは受験生だけではない。憲法を教え

ている教師もやはり悩んでいるのである。本研究科の修了生

が、「実務」の世界に羽ばたき、いつの日か、この「悩み」を解

消してくれることを期待したいものである。 

井口 秀作（公法系教員） 

●授業紹介● 



●愛媛春期合宿実施報告● 

●佐柳島での無料法律相談● 

 3月5日(木)

に瀬戸内海に

浮かぶ離島の

佐柳島におけ

る法律相談を

多度津町役場

及び同役場佐

柳出張所の協力の下で行った。 

この法律相談は、社会の隅々

に法の光を当てるという司法制

度改革の理念に従い、裁判所もなく、弁護士もいないような司

法アクセスの困難な離島において、リーガルサービスを提

供することで、地域・社会貢献を行うことを目的とするもの

である。 

佐柳島は、多度津町の沖合い14.8キロメートルのとこ

ろに浮かんでいる離島であり、本浦と長崎の二つの集落か

ら成っている。 

本学の担当者は、籠池信宏教授、大山徹准教授、溝渕彰

准教授、寺島綾事務補佐員であり、これに加えて、勝村真也

弁護士にご協力頂いた。なお、法律相談は、本浦地区と長崎

地区の二ヶ所で実施したが、本浦地区は、籠池弁護士、大山

准教授、寺島事務補佐員が担当し、長崎地区は、勝村弁護

士と溝渕准教授が担当した。 

朝の9時5分に多度津港を出発する小型船に乗り、佐柳島

に到着したのが9時50分頃であった。午前の部と午後の部に

分けて、本浦・長崎両地区の会場で法律相談を行った。総数

で3名の相談者の方が来られたが、皆気さくで人の良さそうな

人が多かった。中には、相談終了後にお酒を一緒に飲まない

かと誘って下さった方もいた

(お大変ありがたいお誘いでは

あったが、勤務中であることを

理由に丁重にお断りした)。 

すべての業務を終えて多度

津港に到着したのが、夕方4

時10分頃だった。島に住む

方々と触れ合うことができ、ま

た、このような人々のためにお役に立てて充実した一

日であった。        溝渕 彰 （民事法系教員） 

お話とまとめ、という、とりわけ１年生にとっては、

かなりハードだったのではないか

と思われるスケジュールをこなし

ました。また、修了生にとっては、

本番まで 2 か月余りという忙し

い時期ではありましたが、いつも

とは違う場所で、少し気分を変え

て、弁護士の先生方による、実践

的な解説や、経験に基づいた有益

なお話を聴くことを通して、いよ

いよ目前に迫った本番に向けて、

具体的なイメージを膨らませると

同時に、多くのものを得る機会となっ

たのではないかと思います。 

 四国ロースクールでは、今回の合宿

のほかにも、連合法務研究

科としての特徴を生かしな

がら、今後も引き続き、学

生のニーズに合わせた、

様々な学習支援活動を積

極的に実施していきます。 

 末筆ながら、ご多用中に

もかかわらず、熱心にご指

導いただいた、井上弁護

士、三好弁護士、河内弁護

士、柴田弁護士、岡本弁護士に、この場をお借りして、

改めて、心より御礼申し上げます。 

岡部 雅人（刑事法系教員） 

 去る 3 月 6 日（金）〜 8 日（日）の 3 日間にわたっ

て、愛媛大学の法科大学院演習室

において、恒例の愛媛春期合宿を

実施しました。例年は、１年生の

みを主な対象として実施していま

したが、今年は、対象を修了生に

まで広げて、司法試験論文試験過

去問を用いての起案と、起案した

問題について、愛媛弁護士会

の弁護士および本学の教員に

よる解説会とを行いました。 

 合宿には、1 年生 2 名を含

む 4 名の在学生と、3 名の修

了生とが参加し、1 日目は、

午後から、憲法の起案、刑法

の起案、井上雄基弁護士によ

る憲法についての解説、2 日

目は、朝から、民法の起案、

岡部雅人准教授による前日に

起案した刑法についての解説、お昼休

みを挟んで、民訴法の起案、三好崇文

弁護士による論文試験の勉強法につい

てのお話、河内理弁護士による民法に

ついての解説、最終日の 3 日目は、朝

から、刑訴法の起案、柴田雅史弁護士

による前日に起案した民訴法についての解説、お昼休

みを挟んで、安西敦准教授による刑訴法の解説、そし

て、岡本真也弁護士による全体的な勉強法についての
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 四国ロースクールでは、平成26年度の司法試験に木

下登裕さん、佐藤圭吾さん、木田直太郎さんの３名が合

格しました。合格者の皆様、誠におめでとうございます。 

 今号では、創刊号で紹介した木田直太郎さんに続き、

佐藤圭吾さんをご紹介したいと思います。  

Q1.自己紹介 

 佐藤圭吾と申します。現

在，第６８期司法修習生と

して，高松で司法修習を受

けています。生まれは山口

でして，高校卒業後，香川大

学法学部，その後四国ロース

クールで勉強させて頂きました。 

簡単ではありますが，お話をさせて頂きます。これから

ロースクールへ進学する方々，予備試験を受けられる

方々の参考になればと思います。 

Q2.法曹を目指したきっかけは何ですか。 

 当初は「社会の役に立ちたい」というよく分からない

ものでした。当時の僕は社会の役に立たない仕事がある

とでも思っていたのでしょうか。 

Q3.司法試験合格をめざすことにより、一番大変だった

ことは何ですか。 

 不合格の不安と付き合うことです。頭の中には，常に，

「落ちたらどうしよう」という不安があり，非常に辛かっ

たです。  

Q4.受験必勝法は、ありますか。 

 必勝法はあるのですかね。僕にはわかりかねます。た

だ，愚直に条文・定義・趣旨・要件・効果を意識しつつ，

基本書を読み，過去問をつぶしていくことは絶対に必要

なのではないでしょうか。 

Q5.息抜きは、どのようにしていましたか。 

 過去問などの問題について友人と話すこと，友人と食

事にいくことです。特に，友人との会話は非常にストレ

ス発散になりました。  

Q6.ロースクール在学中の楽しかった思い出をお聞かせ

いただけますか。 

 こういうと変な人のように思われるかもしれません

が，実務系講義や，演習系講義が非常に楽しかったです。

講義中に自分の考えに対して教員の方々の反応がすぐ

に返ってくるからです。 

Q7.得意分野はなんですか。 

 刑事系が得意だったはずなのですが・・・司法試験の

成績からすると違うようです。得意分野はありません。 

Q8.座右の銘がありましたらお聞かせいただけますか。 

 座右の銘はありませんが，「人の話をきく」ことを心

がけています。人の話に耳を傾けて，自分を高めていく

ことが，何事においても大事だと考えています。  

Q9.これから司法試験合格を目指す方々へ伝えたいこと

はありますか。 

 勉強内容以外のことになりますし，繰り返しになりま

すが，人の話をよくきくようにしてください。他者の話

の中には，役に立つこと，自分を良くしてくれることが

沢山ありますから。  

Q10.これからどのような法曹を目指しますか。 

 少数者の権利を保護できる法曹を目指します。  

●平成26年度司法試験合格者の紹介● 

佐藤 圭吾 さん 

●「まなびCAN」での無料法律相談活動● 

●編集者：大山 ・中村 ●オブザーバー：柴田  

制作・編集  香川大学大学院 香川大学・愛媛大学連合法務研究科 

 連合法務研究科１回生の履修科目である実務講座の

一環として、高松市の施設である「まなびＣＡＮ」で、平成

年２６年度の年末年始の各１日合計２日間にわたり無料

法律相談を行った。ロースクールを支援してきた四国弁

護士会連合会から合計４名の弁護士の派遣を受け、担

当教員である高田義之弁護士と当職が加わり、これに院

生がそれぞれ陪席して法律相談を行った。実務講座が

なくなる平成２７年度以降はリーガルクリニックの一内容と

して、四国グローバルリーガルセンター設立後は法学部

生に対するエクスターンシップ教育に準ずる機会として、

そして、地域社会への貢献を標榜する香川大学としては

地域市民に対するリーガルサービスの一環として、こうし

た法律相談活動を継続されることを期待します。 

           津川  博昭（実務家教員） 


