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立命館大学法学部
同窓会報

退任のご挨拶

法学部同窓会参加の卒業生の増加を願って
2018年７月１日の総会で平林幸子会長に会長を交代しました。この間役員、

幹事を始め、皆様のお世話になりました。感謝申し上げます。
立命館は今、学園の吉田美喜夫総長、森島朋三理事長、校友会の村上健治会

長のもとで、R2020の完遂とR2030の策定に向かっています。このような状況の
中で法学部同窓会が、平林幸子会長を中心に、来年度の東京総会、2020年の大
学・法学部創立120周年・同窓会創立20周年を実行し、参画されて、その基盤
を磐石のものとされることを願っています。

同窓会活動の基本は、総会・懇親会出席者です。法学部及び法務研究科の教
授、名誉教授の参加数も年々増加し、その中には優に10名を超える立命館大学
法学部・大学院の出身者もいます。現役学生の参加もあります。総会・懇親会
が、立命館の法学・政治学に関わった人たちの、世代と立場をこえた懇談の場
となるため、卒業生の皆様の参加を願います。

私も、引き続き出席してまいります。

新会長就任のご挨拶

この度、誠に僭越ながら同窓会会長をお引き受けすることになり、身の引
き締まる思いでございます。前会長 久岡康成先生はじめ歴代会長のご尽力に
よって、法学部同窓会が今日、大きな存在感を発揮し、第20回総会は2019年
に東京開催が決定しております。また、発足20周年を迎える2020年は大学と
法学部の120周年でもあり、私にとりましては大きな節目を担う重責であり、
微力ではございますが、歴史と伝統ある法学部の名に恥じない運営を行う所
存でございます。何卒、皆様のご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い
申しあげます。

私は1967年に入学し４年間広小路学舎で学びました。法学部の女子学生は
たった２％しかいない時代でしたが、「バンカラ」の校風が残っており、男子
学生から天下国家の議論を吹きかけられ戸惑ったものです。あれからもうすぐ
半世紀になりますが、グローバル化・ＩｏＴ化・多様化へと、世界も日本も大
きく変わりました。これらを反映してより多くの卒業生が集う同窓会として母
校の発展に寄与いたしたいと存じます。

立命館大学法学部同窓会
前会長　久　岡　康　成

立命館大学法学部同窓会
新会長　平　林　幸　子
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2018年度講演会・第19回総会・懇親会報告

2018年７月１日（日）午後、法学部同窓会総会が、法学部基本棟「存心館」の改修お披露目を兼ねて
衣笠キャンパスにおいて開催されました。同窓生、先生方、全国各地から総勢130名を超える皆様の参加
がありました。

薬師寺公夫名誉教授講演レポート
 演題  国際人権条約の舞台裏 ―国連強制失踪委員会委員の経験から―

薬師寺先生は1974年京都大学をご卒業後、大学
院に進学、1987年に立命館大学法学部に着任され
ました。ご専門は「国際公法」。法学部主事、教学
部長を歴任され、立命館副総長・立命館大学副学
長、立命館アジア太平洋大学副学長などの学園の
要職を務められた後、ご定年を迎えるまで法務研
究科（法科大学院）教授としてご指導に当たって
こられました。

研究分野では、国際人権法学会理事長、国際法
学会代表理事、世界法学会理事長などを歴任。講
演のテーマとも関わる国際連合が採択した強制失
踪条約に基づき設置された強制失踪委員会委員を6
年にわたり務められました。

講演では、先生の経験してこられた国連・強制失
踪委員会の＂舞台裏＂ともいう姿や、＂失敗談＂な
どを、とても興味深くお話しいただきました。

「さあ、この写真、誰だと思いますか？」。ス
クリーンに映し出された女性の写真をさして、
薬師寺先生からクイズが飛びます。「〇〇？」「×
×？」。答えは、フランクリン・ルーズベルト大
統領の妻・エレノア・ルーズベルトさんでした。
手にしていた新聞のようなものをよく見ると、
「Human Rights」と書かれているのがわかりま
す。そう、出来上がったばかりの『世界人権宣
言』を広げている写真だったのです。今年2018年
は、世界人権宣言が採択されてからちょうど70年
を迎えます。そんなタイミングでの薬師寺先生の
講演、とってもタイムリーな企画でした。

見事クイズに正解した方に
は、先生から立命グッズがプ
レゼントされるというおまけ
もありました。

こうした意表を突く＂変化
球＂で聞く人をグッと引き込
むと、あとは薬師寺先生の豊
富なご経験を背景にした講演
が展開されていきます。

「世界の人権はどこから来るのか？」「国連の人
権保障の仕組みは？」など、人権にかかわる根源
的な話や、主な人権条約（９条約）のうち日本が
締約国となっていない条約は１件（移住労働者権
利条約）であること、また、わが国の裁判所を飛
び越えてジュネーブに直接個人通報をすることに
ついては、日本は認めていないこと、などの人権
条約をめぐる概括的な事項をまとめて解説をされ
ました。

講演の中では、委員会での使用言語に関わるご
苦労や、スリの被害にあった話、海外で活躍して
いる校友との縁などを織り交ぜながら進められ、
参加された同窓生一同もたいへん興味深く聞いて
おられました。

そのようなお話の中に、現代は第二次大戦当時
より強制失踪が多くなっている事実があることに
触れ、強制失踪委員会は、国家機関が関与して人
の自由を奪い、それを隠し続けることを許さない
立場で毅然とした取り組みを進めている姿が浮き
彫りとなった講演会だったように思います。

最後に、大学の国際化を飛躍的に高めて、国連
機関をはじめとしたさまざまな国際舞台で立命館
大学同窓生が活躍することへの期待が述べられま
した。
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14年ぶりに衣笠キャンパスにて開催された今回の法学部同窓会。初夏の暑い日ではあり
ましたが、受付開始までの時間、平井嘉一郎記念図書館への見学入館や、オプション企画
のキャンパスツアーに参加された方も多くおられました。

 第Ⅰ部 　総会
総会は、鬼籍に入られた方々

へ、参加者全員の黙祷ではじま
りました。各種報告と議案承認の
後、新会長に平林幸子氏が選任さ
れました。

 第Ⅱ部 　講演会　→講演会詳細は左頁をご覧ください

 第Ⅲ部 　懇親会
司会による開会宣言の後まずは全員での校歌斉唱から始まり、吉田美喜夫立命館総長と德川信治法学部長が祝辞を

述べられました。次に、今回の総会で退任をされた久岡康成前会長への花束の贈呈があり、平林新会長による乾杯発
声で和やかに懇親会がスタートしました。

進路選択に向けて各ゼミで中心的な役割を担う現役学生（プレイスメント・リーダー）の参加が、例年以上に多く
ありました。諸先輩方との質問、相談の場が設けられ、学生達は様々な経歴や豊富な経験を持つ先輩と熱心に会話を
していました。このような、年代や職域を超えた繋がりが広くタテヨコに伸びていくことが「同窓会」の目指すかたち
です。

立命館大学応援団の華やかかつ力強い演舞、そしてお馴染みの景品抽選会が行われ、会も終盤へと近づきます。
応援歌グレーター立命を応援団とともに全員で肩を組み合って歌い上げ、会場が一層盛り上がりました。中締めと

して濱川登幹事長の挨拶があり、名残は尽きない中で閉会となりました。

来年の同窓会総会・懇親会は、
2019年７月７日（日）、第20回
記念総会として「東京」（会場：
帝国ホテル）で開催いたします。

皆様、来年は東京でお会いい
たしましょう！！
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よくわかるシリーズ『ほぅ！Rit’s（法律）』（他校友会等のコラボレーション企画第１号）が好評開催中です！

法学部同窓会では、他校友会組織との連携を深めていくため
にコラボレーション企画への補助制度を設けておりますが、そ
の第１号として、東京校友会、東京法曹会、大阪校友会との合
同企画による連続法律セミナーである、「よくわかるシリーズ
『ほぅ！Rit’s（法律）』」を開催しています。

『ほぅ！Rit’s（法律）』は、講師は、立命館大学卒の気鋭の
現役弁護士にて担当し、法律やその周辺の、社会人として必要
かつ学んで楽しい知識や経験談、知って得するノウハウをお届
けする全６回のセミナーです。

本セミナーは、東京キャンパスを拠点に、朱雀キャンパス、
大阪梅田キャンパスの３キャンパスをTV中継で繋いで開催
し、毎回、各会場合計で60名を超える方々にご参加いただき、
東京会場においては、セミナー終了後に懇親会を実施し、セミ
ナー内容を深掘りしたお話しや、司法修習生、司法書士、行政
書士、税理士の先生など幅広いご参加の方々とのつながりを深
めております。

〈これまでの内容〉
第１回【「私の情報は『私のモノ』か？」 ～コントロール可能性とその限界】
　　　　鈴木雅人 弁護士（1998年法学部卒）

第２回【労働トラブルを避ける術 ～出来るコトと出来ないコト～】
　　　　岩井知大 弁護士（2010年法務研究科修了）

第３回【『契約』って何だ？ 「法」とは何か？からひも解く契約の基本と実際】
　　　　鈴木雅人 弁護士（1998年法学部卒）

第４回【あなたの知らない「刑事事件」の世界】
　　　　小倉拓也 弁護士（2008年法学部卒、2010年法務研究科修了）

次回（第５回）は、2018年11月９日（金）に【変わりゆく家
族 ～今を生きる私たちの家族とは～】と題して、荒生祐樹 弁護士
（2007年法務研究科修了）に家族法に関して最近の問題も織り交
ぜてお話しいただきますので、ぜひ、皆さまのご参加をお待ちして
おります！

以下のURL、QRコードからお申し込みください。
https://goo.gl/forms/p8sAF8MA5xhj4zht1

■ 各種同窓会等開催報告
（2018年2月～2018年7月実施分　ゼミ同窓会を中心に、同窓会事務局に実施報告のあったものを掲載）

松宮ゼミ同窓会（松宮孝明先生の還暦を祝う会）

2018年2月18日（日）
ANAクラウンプラザホテル京都／約40名

本山ゼミ同窓会
2018年2月18日（日）
京都市内レストラン／9名

法学部竹濵会　会員交流会
2018年2月24日（土）
立命館大学衣笠キャンパス／22名

民科法律ＯＢ・ＯＧ会
2018年6月30日～7月1日
北海道支笏湖／10名

山手・德川会
2018年7月1日　
立命館大学衣笠キャンパス／46名

●●同窓会名（開催名）●●
●●開催日●●
●●会場●●／●●参加人数●●

■ 掲載内容説明

写真

法学部同窓会の「ゼミ同窓会への活動補助制度」について
法学部同窓会では、法学部校友のネットワークの発展、相互交流の活発化の一助として、「ゼミ同窓会への活動補助制度」を設けてい
ますので、ぜひご活用ください。詳しくは、同窓会Web サイトをご覧ください。
また、ゼミ同窓会の開催案内については、随時、同窓会Web サイトに掲載しています。会報『存心館』への開催告知を希望される際
は、法学部同窓会事務局までご連絡をお願いいたします。次回の発行予定は 2019 年 3 月です。次号への掲載についての、掲載申請締切
は 2019 年 1 月 18 日（金）です。

大阪会場京都会場東京会場

今年度も、多くの個性あるゼミ同窓会等が開催されました。各種同窓会
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Ｕ Ｒ Ｌ ：http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/law-alum/

――「卒寿」、まことにおめでとうございます。在職中の印
象とお変わりない佇まいでいらっしゃいますが、近況はい
かがお過ごしでしょうか。

昨年春に骨折をして、4 カ月余り入院しました。そ
の後、足のリハビリに励んでいる状況です。外出に
は車椅子が必要なので、立命館大学退職後に始めた
弁護士業務は、自宅で法律相談に応じるようにして
います。

趣味の方は、俳句で、俳句雑誌「蟻乃塔」を主宰し、
財団法人芭蕉翁顕彰会の芭蕉翁献詠俳句等の選者も
務めています。6 月には、私の卒寿と妻の傘寿を記念
して夫婦句集「道づれ」を編纂しました。

――在職中の思い出をお聞かせいただけますか。
38 年間法学部に在職しましたが、最大の思い出は

当時どこの大学も取り組んでいなかった小集団教育
制度を創設したことです。専門科目担当教員が一丸
となって、自由で平和な社会の発展に役立つ人材の
育成のために１回生にプロゼミを設け、それに適応
の教科書を作成しました。また、1 年間の専門ゼミも、
2 年制に替えました。

人文科学研究所長の時には、文系 5 学部が選出の研
究員 5 名と共に「小京都」の研究を行うために、こ
の名称を使用している都市の幾つかを訪問しました。

担当した商法ゼミナールでは、討論を深めるために、
立命セミナーハウスが建つまでは、関西・北陸の寺
院や簡易宿泊所等に泊まって夜遅くまで法理論を戦
わせました。2 年制ゼミになってからは、2 泊 3 日の
ゼミ旅行を実施し、九州までも足を延ばし、京都と
は異なる風物や歴史に触れて知識や感慨を深めたこ
とでした。

――ゼミ OB 会の活動も、大変活発と伺っております。
卒業後も、毎年塩田ゼミ OB 会を開いて、卒業年度

には関係なく卒業生が輪番で職務上の問題点や現状
を発表・講演し、質疑・討論も活発に行われた後に、
懇親会を催して若き日の思い出や近況報告を賑やか
に語り合っています。この会合は、私の在職中から
行われていますので、今年で 42 回目です。

――学部長を務めておられたときに広小路から衣笠キャン
パスへの移転がありました。

法学部は、長い歴史と伝統を誇る立命館大学で一番
古い学部なので、かなりの年月を経た文書も沢山あ
りました。その中から移転後も必要な資料を法学部事
務室の事務職員の方々がダンボール箱に詰め込まれ、
高く積み上げられました。それと移送物一覧表との
照合が終わった時には、大切な一仕事をやり終えた
ことで胸に迫るものがありました。また、広小路キャ
ンパスから円山公園まで、学生と一緒に学舎移転の
提灯行列をしたことが思い出されます。

――法学部同窓会への期待をお聞かせいただけましたら幸
いです。

退職してから 24 年経ちましたので、教職員・学生
の大学や社会に対する考え方が変化しているかもし
れませんが、民主主義・平和運動に貢献された末川
博元総長の遺された「未来を信じ未来に生きる」の
言葉を大切にして、大学や社会の発展に貢献するよ
うに、また人と人との絆を重んずる会であるように
期待します。

in
tervie

w 恩師はいま
塩田　親文 先生
1955 ～ 1993 年在職、法学部長、人文科
学研究所長などを歴任、名誉教授
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「恩師はいま」「輝くひと」の詳細版を、同窓会 Web サイトに掲載する予定です。そちらもご覧ください。

学部長だより ＜改修後の存心館＞

宮井前学部長による「学部長だ
より」（会報第 26 号・2017 年 3 月）
に紹介された新存心館について、
改修後の教室とラウンジの機能の
ねらいについて紹介したいと思い
ます。

学習定着率を示す「ラーニングピラミッド」なる
ものをご存知でしょうか。これはいかなる活動をす
れば学習効果を高めるかを科学的に検証したものを
図示したものです。これによると講義を聴く、読書
をする学びでは、学習定着率は 10% であるとされて
います。つまり、学びが「受動的」であると学習効
果があまり出ないということです。他方、グループ
での討論、練習、さらには他の人に教えることを経
験する学びだと、学習定着率は 50 ～ 90% まで飛躍
的に上昇します。学びを「能動的」にすること、「ア
ウトプット」を経験することこそが、学生の成長を

大いに促進するのです。
とすれば、法学部の学びもこのことを意識したも

のに変えていかなければなりません。今回の改修で
は、これを可能とするように、ゼミや基礎演習を学
ぶ小教室だけでなく、100 名規模の教室にも可動式
の机を導入して、講義あるいは合同ゼミでも、グルー
プ学習、ディベートや模擬裁判などが可能な教室を
設置しました。

さらに、法学部の伝統的な学びの姿である個人学
習を大切にしつつも、授業時間外でのグループ学習
や議論が可能となるように、ラウンジ機能を充実さ
せ、共同の学びの場、そして様々な企画の紹介・発
表の場としています。

こうした新しくなった存心館でこれを十二分に活
用して、学生が一層学びに関心を持ち成長してくれ
ることを祈っています。

 法学部長　德川　信治

コモンズコモンズ教室（法廷教室）教室

電話 075-465-8175（法学部事務室内）　　平日 9時～17時30分

同窓会企画の詳細や申し込み方法は、
同窓会 Web サイトに随時掲載していきます。

お申し込み、お問い合わせは立命館大学法学部同窓会事務局へ

検　索立命館大学法学部同窓会

同窓会企画実施報告

これからの同窓会

■お花見会
2018年4月15日（日）
京都南禅寺畔『大安苑』

■衣笠学園祭企画　2018年11月11日（日）
　企画詳細は決まり次第、同窓会Webサイトに掲載します
■忘 年 会　2018年12月8日（土）
　会場：がんこ高瀬川二条苑　　時間：17時開宴予定
■お花見会　2019年4月
　企画詳細は決まり次第、同窓会Webサイトに掲載します

◎法学部同窓会第20回記念総会
　2019年7月7日（日）　東京開催　会場：帝国ホテル

◎法学部同窓会創立20周年記念　学園・法学部創立120周年
　2020年総会　京都開催

コモンズ

資料提供：設計会社


