
臨床法学教育学会 

 ―２０１１年度学会活動の概要― 

 

2011 年 4 月１日～2012 年 3 月 31 日 

臨床法学教育学会 

 

 臨床法学教育学会の学術活動として、2011 年 4 月 24 日に関西学院大学上ヶ原キャンパス

において、第４回年次大会を開催した。その内容の詳細については、学会機関誌『法曹養

成と臨床教育』第４号（2011 年 11 月刊行）に掲載している。また、日本学術振興会科学研

究費臨床法学グループとの共催によるワークショップ１件、及びセミナー４件を開催した

ほか、国際的な取り組みとして、韓国の仁荷大学校法学専門大学院・韓国外国語大学校法

学専門大学院主催の国際臨床法学教育シンポジウムを本学会が後援した。さらに、本記録

には、会員総会、理事会及び委員会の開催記録を掲載する。 

 

（１）第４回年次大会 

大会テーマ：「法曹養成制度の検討への学会『提言』を踏まえた具体案と対話」 

部会 A：「法科大学院『付設』法律事務所設置・運営のノウハウ―理想と現実および将来像

―」 

部会 B：「法科大学院におけるエクスターンシップ教育の展開と直面する課題」 

部会 C：自由論題報告（Ｇ号館 205 号教室） 

ランチョン・スピーチ：宇都宮健児（日本弁護士連合会会長）「私の弁護士人生と法科大学

院教育に望むこと―サラ金・ヤミ金・貧困との闘い」 

全体シンポジウム「法曹養成制度の検討への学会『提言』を踏まえた具体案と対話」 

１．「学会『提言』の経緯と臨床法学教育学会の役割」 

２．「法律基本科目について―研究者教員の視点から」 

３．「実務臨床系科目について―実務家教員の視点から」 

 

（２）ワークショップ、セミナー、およびシンポジウムの開催 

（A）ワークショップ「終末期の意思決定における文化的側面」 

日時：2011 年４月 22 日（金）午後４時～５時 30 分 

場所：青山学院大学 3号館 4階 348 教室 

講師：キャロル・スズキ（ニューメキシコ大学） 

通訳：森本直子（東京医科歯科大学） 

（B）セミナー「アメリカ法科大学院協会２０１１年サンフランシスコ大会の参加報告」  

日時：2011 年６月 29 日（水）午後６時～８時 



場所：早稲田大学８号館 808 会議室 

報告者：宮澤節生（青山学院大学）、上柳敏郎（東京大学）、浜辺陽一郎（青山学院大学）、

大坂恵里（東洋大学） 

（C）セミナー「アメリカ法科大学院協会２０１１年度臨床法学研究大会の参加報告」 

日時：2011 年７月 16 日（土）午後３時～５時 

場所：早稲田大学８号館 808 会議室 

報告者：宮川成雄（早稲田大学）、藤井靖志（弁護士）、池田雅子（弁護士） 

（D）国際シンポジウム「臨床法学教育の現状と展望」 

日時：2011 年 11 月４日（金）午前９時～午後５時 30 分 

場所：仁荷大学校法学専門大学院（大韓民国・仁荷） 

基調講演：「日本における臨床法学教育の展開と課題」宮川成雄（本学会理事長・早稲田大

学） 

（E）セミナー「ジュネーブ国際高等研究所における国際通商法クリニック」 

日時：2012 年１月 11 日（水）午後６時～６時 50 分 

場所：早稲田大学８号館 808 会議室 

報告者：須網隆夫（早稲田大学） 

（F）セミナー「２０１２年度アメリカ法科大学院協会年次総会の参加報告」 

日時：2012 年３月３日（土）午後４時～６時 

場所：早稲田大学８号館 808 会議室 

報告者：宮澤節生（青山学院大学）、佐藤崇文（広島大学）、大坂恵里（東洋大学） 

 

（３）会員総会・理事会・委員会 

（A）持ち回り理事会の関連事項（東日本大震災義援金） 

 2011 年 3 月 22 日付け持ち回り理事会にて決定した東日本大震災義援金の募金（学会員を

対象に 2011 年９月末日まで実施）につき、学会事務局において義援金を集約し、指定寄託

先の朝日新聞厚生文化事業団に送金した。この義援金の３月分から９月分までの総計は、

４０万５千円であった。 

（B）第７回理事会 

日時：2011 年 4 月 23 日（土）午後６時～７時 

場所：関西学院大学大阪梅田キャンパス＝K.G.ハブ スクエア大阪 1401 号室 

・2010 年度決算案、および 2011 年度予算案を承認した。 

・今年度末に理事改選の選挙を行うことを確認した。 

・来年度年次大会の会場校を青山学院大学とすることを確認した。 

・東日本大震災の被害の大きかった５県（青森県、岩手県、宮城県、福島県、及び茨城県）

に勤務先又は自宅住所を持つ会員の今年度会費を免除することを決定した。 

 



（C）機関誌編集委員会 

日時：2011 年 4 月 23 日（土）午後 7時～7時 30 分 

場所：関西学院大学大阪梅田キャンパス＝K.G.ハブ スクエア大阪 1401 号室 

 「法曹養成と臨床教育」第 4号の編集方針を決定した。 

（D）会員総会 

日時：2011 年 4 月 24 日（日）午後１時 30 分～午後２時 

場所：関西学院大学上ヶ原キャンパスＧ号館 201 号教室 

 2010 年度決算、および 2011 年度予算を承認した。 

（E）拡大研究企画委員会 

日時：2011 年 7 月 18 日（月・祝）午後 2時～5時 

場所：青山学院大学法科大学院棟 3号館 4階 347 号室 

 第４回年次大会の総括を行うとともに、第 5 回年次大会の企画を検討した。また、韓日

中臨床法学シンポジウムを、韓国・仁荷大学との共同企画で 2011 年 11 月 4 日（金）にソ

ウルで開催することを決定した。 

（F）拡大研究企画委員会 

日時：2011 年８月１日（月）午後 2時～5時 

場所：早稲田大学 8号館 808 会議室 

 第 5 回年次大会の企画を検討するとともに、韓日中臨床法学シンポジウムの日本側報告

者の人選を検討した。 

（G）機関誌編集委員会 

日時：2011 年 8 月 29 日（月）午後２時～５時 30 分 

場所：早稲田大学西早稲田キャンパス８号館 808 会議室 

 「法曹養成と臨床教育」第４号の校正稿を査読し、同号に掲載する臨床法学教育関係の

文献リストを検討した。また、同号に掲載する書評候補文献を検討した。 

（H）持ち回り理事会 

 2011 年 9 月 27 日付にて賛助会員１団体の入会を承認した。 

（I）拡大研究企画委員会 

日時：2011 年 10 月 4 日（火）午後 6時～7時 30 分 

場所：青山学院大学法科大学院（大学３号棟）２階ディスカッションルーム 

 2012 年度大会のテーマ部会および自由報告部会の内容について検討した。 

（J）拡大研究企画委員会 

日時：2011 年 10 月 29 日（土）午後２時～５時 

場所：早稲田大学８号館 808 会議室 

 2012 年度大会の企画内容を最終的に確認した。 

 

 



（K）第８回理事会 

日時：2011 年 11 月 19 日（土）午後３時～４時 30 分 

場所：早稲田大学８号館 808 会議室 

・第５回年次大会（2012 年度）の開催テーマを「司法修習の変容と法科大学院における実

務教育」とし、部会及び全体会の構成概要を承認した。 

・機関誌『法曹養成と臨床教育』第４号の完成と発送予定が報告された。 

・第２期理事選挙について、2012 年１月 31 日投票締め切りで実施すること、実施通知の会

員への発送は、選挙管理委員会から 2011 年 12 月を目処に実施すること、選挙管理委員と

して、椛嶋裕之理事、山口卓男理事、須網隆夫理事の３名を選出し、委員互選により須網

理事が委員長に選任された。 

・2011年11月４日に韓国の仁荷大学校法学専門大学院で臨床法学教育国際シンポジウム（当

初企画は韓日中のシンポジウム）が開催され、宮川成雄理事長、後藤弘子事務局長、宮澤

節生研究企画委員長ほかが参加されたことが報告された。なお、同シンポジウムを本学会

による後援とすることが事後承認された。 

（L）選挙管理委員会 

日時：2012 年 2 月 17 日（金）午後６時～８時 

場所：早稲田大学 27 号館 305 会議室 

・投票の開票を行い、投票結果を確認した。有権者数 222 名、有効投票 56 名。15 名の理事

当選者を確定した。 

（M）次期理事会準備会 

日時：2012 年３月 15 日（木）午後２時～４時 

場所：早稲田大学８号館 808 会議室 

・次期理事長予定者として後藤昭理事を選出した。 

・理事会推薦理事５名及び監事候補者２名を選出した。 

 

以上 


